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71、27 平成31年度国税総合管理（ＫＳＫ（オープン））システムの開発及び改修（区分３）（そ
の２） 一式 購入等 随意 31. 4.22 株式会社日立製作所（東京都千代田区丸の内１
６６） 905040000円 31. 1.10 ａ「不落」
71、27 平成31年度確定申告書等作成コーナーの開発及び改修（区分１）（その１） 一式
購入等 一般 31. 4. 1 株式会社日立製作所（東京都千代田区丸の内１６６） 
939600000円 31. 1.10 総合評価
71、27 平成31年度確定申告書等作成コーナーの開発及び改修（区分２）（その１） 一式
購入等 随意 31. 4. 1 株式会社クロスキャット（東京都港区港南１２70） 
405648000円 31. 1.10 ａ「不落」
71、27 平成31年度確定申告書等作成コーナーの開発及び改修（区分１）（その２） 一式
購入等 随意 31. 4.15 株式会社日立製作所（東京都千代田区丸の内１６６） 
749520000円 31. 1.10 ａ「不落」
71、27 平成31年度集中電話催告システムの保守業務等の委託 一式 購入等 随意 
31. 4. 1 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（東京都江東区豊洲３３３） 44053956
円 31. 1.10 ａ「不落」
71、27 公売用ホームページ作成システムの保守及び運用支援業務の委託 一式 購入等
一般 31. 4. 5 株式会社ケー・デー・シー（東京都港区虎ノ門４２12） 
15655680円 31. 2. 4 最低価格
73 不動産公売物件等情報の提供業務の委託 一式 購入等 一般 31. 4. 3 アッ
トホーム株式会社（東京都大田区西六郷４3412） 29050708円 31. 2. 1 最低価格
14、71、27 法律雑誌検索システムの借入 一式 借入 一般 31. 3.15 株式会社
エル・アイ・シー（東京都港区南青山２６18） 35532000円 31. 1.10 最低価格
14、71、27 平成30年度パーソナルコンピュータ等の借入（区分５） 18台 借入 一般
31. 3.28 株式会社日立システムズ（東京都品川区大崎１２１） 7464960円 

31. 2.22 総合評価
26 平成31年度 国税速報の購入 一式 購入等 随意 31. 4. 1 一般財団法人
大蔵財務協会（東京都墨田区東駒形１14１） 15098944円 31. 3.11 ｂ「排他的権
利の保護」
71 高松国税局電話相談センターの移転に伴う電話相談システム用機器移設作業の委託 一式
購入等 一般 31. 4. 1 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（東京都江東区豊洲３
３３） 16987320円 31. 1.10 最低価格
15、67、22 「輸出物品に係る消費税免税販売手続の電子化」に伴う免税販売管理システムの
通信回線等借入及び保守 一式 借入 一般 31. 4. 4 ソフトバンク株式会社（東京都
港区東新橋１９１） 335218500円 31. 1.10 総合評価
15、67、28 「社会保障・税に関わる番号制度」導入に伴う共通番号管理システムに係る通信
回線等の借入 一式 借入 一般 31. 4.12 ソフトバンク株式会社（東京都港区東新橋
１９１） 87318324円 31. 1.24 最低価格
14 データ分析用ソフトウェアの購入（区分１） 一式 購入等 一般 31. 4.16 
株式会社文祥堂（東京都中央区銀座３４12） 10290564円 31. 2. 4 最低価格
14 データ分析用ソフトウェアの購入（区分２） 一式 購入等 一般 31. 4.16 
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（東京都江東区豊洲３３３） 12239326円 
31. 2. 4 最低価格
71、27 平成31年度国税庁データ活用システムに係る運用支援業務の委託 一式 購入等
随意 31. 4.22 株式会社文祥堂（東京都中央区銀座３丁目４番12号） 13712895円
31. 1.10 ａ「不落」

63 海外の情報サービスの提供（区分１）（世界の法令・判例等に関する各種情報の提供）
一式 購入等 随意 31. 4. 1 レクシスネクシス・ジャパン株式会社（東京都港区東麻
布１９15） 35050384円 31. 3.11 ｂ「排他的権利の保護」
63 海外の情報サービスの提供（区分２）（オンラインによる海外企業等信用調査情報の提供）
一式 購入等 随意 31. 4. 1 株式会社東京商工リサーチ（東京都千代田区大手町

１３１） 133125994円 31. 3.11 ｂ「排他的権利の保護」
63 海外の情報サービスの提供（区分３）（全世界の企業財務情報の提供） 一式 購入等
随意 31. 4. 1 ビューロー・ヴァン・ダイク・エレクトロニック・パブリッシング株式

会社（東京都港区北青山１２７） 111526200円 31. 3.11 ｂ「排他的権利の保護」
26 再生トナーカートリッジ等の購入（区分１）のべ16638本 購入等 一般 
31. 4. 9 Dynabook株式会社（東京都江東区豊洲５６15） 302239252円 31. 2. 8
最低価格
26 再生トナーカートリッジ等の購入（区分２）のべ23261本 購入等 随意 
31. 4.16 株式会社文祥堂（東京都中央区銀座３丁目４番12号） 225081324円 31. 2. 8
ａ「不落」
26 再生トナーカートリッジ等の購入（区分３）のべ7055本 購入等 一般 
31. 4. 9 株式会社パイロットコーポレーション（東京都中央区京橋２６21） 
44538178円 31. 2. 8 最低価格
76 平成31年度消費税中間申告書及び法人税確定申告書等同封用納付書のプリント、裁断及び
収納作業（区分１） のべ5391116部 購入等 一般 31. 4. 1 株式会社シーイーシー
（神奈川県座間市東原５丁目１番11号） 14004001円 31. 1.11 最低価格
76 平成31年度消費税中間申告書及び法人税確定申告書等同封用納付書のプリント、裁断及び
収納作業（区分２） のべ4721634部 購入等 一般 31. 4. 1 株式会社シーイーシー
（神奈川県座間市東原５丁目１番11号） 11059799円 31. 1.11 最低価格
53、57 印刷物の運送等 約781380個 購入等 随意 31. 4. 1 株式会社丸運（東
京都中央区日本橋小網町７番２号） 176041662円 31. 1.23 ａ「不落」
76 平成31年度 法人税、連結法人税、地方法人税及び連結地方法人税予定申告書並びに予定
申告書同封用納付書（ＣＶＳ対応版）のプリント、裁断及び収納作業 のべ1363982枚 購入等
随意 31. 4. 4 ナカバヤシ株式会社（大阪府大阪市中央区北浜東１番20号） 

41983364円 31. 1.11 ａ「不落」
76 平成31年度法人税及び地方法人税並びに消費税及び地方消費税のＤＰＳ確定申告書等 区
分１ のべ533102セット 購入等 一般 31. 4. 1 株式会社高速（埼玉県川越市芳野
台１丁目103７） 61999377円 31. 1.11 最低価格
76 平成31年度法人税及び地方法人税並びに消費税及び地方消費税のＤＰＳ確定申告書等 区
分２ のべ388368セット 購入等 随意 31. 4. 8 ナカバヤシ株式会社（大阪府大阪
市中央区北浜東１番20号） 45867806円 31. 1.11 ａ「不落」
76 平成31年度法人税及び地方法人税並びに消費税及び地方消費税のＤＰＳ確定申告書等 区
分３ のべ421635セット 購入等 随意 31. 4. 8 株式会社ビー・プロ（宮城県仙台
市若林区六丁の目西町４番１号） 66480252円 31. 1.11 ａ「不落」
76 平成31年度法人税及び地方法人税並びに消費税及び地方消費税のＤＰＳ確定申告書等 区
分４ のべ287709セット 購入等 随意 31. 4. 8 株式会社イセトー（京都府京都市
中京区烏丸通御池上ル二条殿町552番地） 41175517円 31. 1.11 ａ「不落」
６ 再生紙の購入（区分２）5019528kg 購入等 随意 31. 4. 9 新生紙パルプ
商事株式会社（東京都千代田区神田錦町１丁目８番地） 555661749円 31. 2. 6 a「不
落」
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