
入札結果情報  

 

 
 

 
 
 
入札結果一覧（赤色で表示されているのは落札業者です。）  

業者名 
第 1回 

摘要 
金額 

日本土建工業（株）  63,780,000     
（株）道上総合建設  55,919,000     
昌栄建設（株）  46,800,000  失格  
（株）ヤマジ  53,400,000     
（株）阪口工務店  59,178,000     
誠信建設工業（株）  46,400,000  失格  
（株）鴻友建設  55,000,000     
（株）太平洋建設  50,770,000  落札  
（株）昌栄工務店  57,760,000     
（株）ウェルテック  51,270,000     
高島建設（株）  50,746,000  失格  
サント（有）  52,176,000     
安積建設（株）  51,200,000     
光生建設（株）  61,994,000     
 
備考  
上記金額は、入札書に記載された金額で消費税及び地方消費税の額を含まない金額です。  
入札記載金額 50,770,000円で （株）太平洋建設に決定  
・予定価格 56,405,000円 
・最低制限価格 50,764,000円  
 

 
入札価格の最も高い者から上位４者については、予定価格超過。 
 

 
契約情報 

 

 
 

 

   発注案件番号    021001010100020160149   
   発注案件名称    藤阪小学校管理棟外壁他改修工事   
   入札方式詳細    制限付き一般競争入札（工事希望型)   
   開札日    2016/06/08   

   入札結果    落札者決定   

   契約業者名    （株）太平洋建設  

   契約業者所在地    枚方市山之上西町６－２０  

   契約金額（税込み）    54,831,600円  

   工期または履行期限    2016/06/22から 2016/10/14まで  



入札結果情報  

 

 

 

 

 

 

 

入札結果一覧（赤色で表示されているのは落札業者です。）  

業者名 
第1回 

摘要 
金額 

岩熊土木工業（株）  27,773,000     

（株）せいすい設備工業  27,696,000  失格  

共栄設備工業（株）  28,556,000     

（有）ユーワイ工業  28,700,000     

（有）ウォークス  28,490,000     

交南設備（株）  26,299,000  失格  

（有）アイシン技建工業  26,354,000  失格  

（株）サービスルーター  26,384,000  失格  

アーステック（株）  27,022,000  失格  

さくら設備  27,477,000  失格  

末廣建設（株）  27,360,000  失格  

（有）北崎工業所  27,995,000     

（有）関西工業  25,545,000  失格  

（有）サンマルサン  28,048,000     

長尾水道（株）  28,101,000     

（株）西村工業  27,083,000  失格  

安藤設備（株）  28,809,000     

（株）学研都市設備  26,797,000  失格  

（株）中央土木  26,366,000  失格  

（株）エイチツーオー  26,728,000  失格  

（株）アクア  26,877,000  失格  

（株）稲田設備  29,470,000     

（株）フクシア  28,178,000     

（株）太平洋建設  27,720,000  落札  

（株）コーポレーションイッテツ  24,525,000  失格  

（株）アキエンタープライズ  29,276,000     

河本技建工業（株）  27,776,000     

（株）朝日空調サービス     無効  

（株）すいしん設備工業  26,495,000  失格  

 

   発注案件番号    021001010200020160078   

   発注案件名称    津田元町口径150mm以下配水管移設工事（第45工区）   

   入札方式詳細    制限付き一般競争入札（工事希望型）   

   開札日    2016/06/08   

   入札結果    落札者決定   



 

備考  

上記金額は、入札書に記載された金額で消費税及び地方消費税の額を含まない金額です。  

入札記載金額 27,720,000円で （株）太平洋建設に決定  

・予定価格 31,476,000円 

・最低制限価格 27,711,000円  

 

 

契約情報 

 

 

 

   契約業者名    （株）太平洋建設  

   契約業者所在地    枚方市山之上西町６－２０  

   契約金額（税込み）    29,937,600円  

   工期または履行期限    2016/06/22から 2017/02/24まで  



入札結果情報  

 

 

 

 

 

 

入札結果一覧（赤色で表示されているのは落札業者です。）  

業者名 
第 1 回 

摘要 
金額 

（株）昌栄工務店  114,760,000     

（株）古川工務店  103,690,000     

（株）ウェルテック  108,108,000     

（株）太平洋建設  93,200,000  落札  

 

備考  

上記金額は、入札書に記載された金額で消費税及び地方消費税の額を含まない金額です。  

入札記載金額 93,200,000 円で （株）太平洋建設に決定  

・予定価格 103,413,000 円 

・最低制限価格 93,071,000 円  

 

 

入札価格の最も高い者から上位３者については、予定価格超過。 

 

 

 

契約情報 

 

 

 

 

   発注案件番号    021001010100020170047   

   発注案件名称    平野小学校管理棟外壁改修他工事   

   入札方式詳細    制限付き一般競争入札（工事希望型)   

   開札日    2017/05/11   

   入札結果    落札者決定   

   契約業者名    （株）太平洋建設  

   契約業者所在地    枚方市山之上西町６－２０  

   契約金額（税込み）    100,656,000 円  

   工期または履行期限    2017/05/25 から 2017/10/13 まで  



入札結果情報  

 

 

 

 

 

入札結果一覧（赤色で表示されているのは落札業者です。）  

業者名 
第 1 回 

摘要 
金額 

（株）ウェルテック  37,730,000     

（株）ハイテック  36,700,000  失格  

（株）阪口工務店  46,220,000     

播磨相互建設（株）  36,740,000  失格  

（株）大寺  36,190,000  失格  

（株）太平洋建設  37,500,000  落札  

（株）中川忠工務店  33,380,000  失格  

サント（有）  39,160,000     

（株）長友建設  32,650,000  失格  

備考  

上記金額は、入札書に記載された金額で消費税及び地方消費税の額を含まない金額です。  

入札記載金額 37,500,000 円で （株）太平洋建設に決定  

・予定価格 41,567,000 円 

・最低制限価格 37,410,000 円  

 

入札価格の最も高い者については、予定価格超過。 

 

 

契約情報 

 

 

 

   発注案件番号    021001010100020170056   

   発注案件名称    樟葉西小学校教室棟内建具改修工事   

   入札方式詳細    制限付き一般競争入札（工事希望型)   

   開札日    2017/05/11   

   入札結果    落札者決定   

   契約業者名    （株）太平洋建設  

   契約業者所在地    枚方市山之上西町６－２０  

   契約金額（税込み）    40,500,000 円  

   工期または履行期限    2017/05/25 から 2017/08/31 まで  



入札結果情報  

 

 

 

 

 

 

入札結果一覧（赤色で表示されているのは落札業者です。）  

業者名 
第 1 回 

摘要 
金額 

（株）そごう  56,480,000     

（株）仲谷工務店  53,712,000     

川崎建設（株）  49,750,000  失格  

カネコ技建（株）  49,390,000  失格  

安積建設（株）  58,300,000     

（株）ウェルテック  47,900,000  失格  

（株）太平洋建設  51,920,000  落札  

サント（有）  55,028,000     

（株）シグマ  46,400,000  失格  

光生建設（株）  56,160,000     

誠信建設工業（株）  45,380,000  失格  

（株）創信  45,000,000  失格  

（株）道上総合建設  42,800,000  失格  

 

備考  

上記金額は、入札書に記載された金額で消費税及び地方消費税の額を含まない金額です。  

入札記載金額 51,920,000 円で （株）太平洋建設に決定  

・予定価格 57,677,000 円 

・最低制限価格 51,909,000 円  

 

 

入札価格の最も高い者については、予定価格超過。 

 

 

契約情報 

 

 

 

 

   発注案件番号    021001010100020180004   

   発注案件名称    香里小学校北教室棟他解体工事   

   入札方式詳細    制限付き一般競争入札（工事希望型)   

   開札日    2018/02/07   

   入札結果    落札者決定   

   契約業者名    （株）太平洋建設  

   契約業者所在地    枚方市山之上西町６－２０  

   契約金額（税込み）    56,073,600 円  

   工期または履行期限    2018/02/21 から 2018/06/15 まで  


