【愛媛県】競争入札参加資格審査申請 ～ よくある質問 ～

No.

質問

回答

申請書類をファイルに綴じる必要は ファイルに綴じる必要はありません。
1

ありますか。

提出書類を順番にまとめた上で、書類が紛
失しないようクリップで留めてください。

申請要領
掲載ページ
ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
欄外注意書

現在、愛媛県の入札参加資格を持っ 更新通知等のご案内はしておりません。
2

ていますが、愛媛県から更新の通知 お手数をおかけしますが、日程等詳細につ
（申請日程等）は届きますか。

－

いては、ホームページ等でご確認ください。

集中受付期間中、都合が悪く指定さ 可能な限り指定した日程での提出をお願い
れた整理番号の日程で申請書を提出 しているものですので、業務等の都合によ
3

することができません。

り提出が困難な場合は、他の日程でも差し

P1

支えありません。
郵送での提出も可能です。
郵送の場合は、提出期間の指定はあ 集中受付期間中であれば、いつでも構いま
4

りますか。

せん。集中受付後も受け付けますが、令和２
年４月１日の登録に間に合わないことがあ

P1

ります。
整理番号（６桁のコード）が分かり これまでに愛媛県の入札参加資格をお持ち
ません。

の方は、前回の申請時に愛媛県から送付し
た「競争入札参加資格審査結果通知書」に記

5

載しています。

P2

前述の書類が不明の場合は、申請提出先に
お問い合わせください。
証明書類は原本を提出するのです 原本で提出する必要があるのは、納税証明
か。

書（県税・国税の未納がないことの証明書）
及び契約を締結する能力を有しないもの等
を証する書類（身分証明書・登記されていな

6

ことの証明書）＜個人が申請する場合に必

P3

要な書類＞です。
それ以外の印鑑証明書や登記事項証明書等
は写しで構いません。
7

登記事項証明書は現在事項全部証明 履歴事項全部証明書を提出してください。
書でもいいですか。

P3

No.

質問
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申請要領
掲載ページ

申請書（様式第１号）の「４」に記載 １件の入札が高額の案件（H30.4～R2.3 月
している「特定調達契約を締結する までは１件 3,000 万円以上の案件）が公告
8

希望の有無」とはどういう意味です された場合に参加する意思があるかどうか
か。

P4

ということです。
「有」とした場合でも、強
制的に入札に参加する必要はありません。

営業経歴書（様式第２号）の「⑤ 自 基本的な計上方法としては貸借対照表のう
己資本額」欄に貸借対照表のどの金 ち、
額を計上すればいいか分かりませ 「資本金」→『払込資本金』
ん。
9

「資本準備金」
「利益準備金」等→『準備金』
「役員退職積立金」
「研究開発積立金」
「配当

P5

準備金積立金」
「評価差額金」
「自己株式」
等→『積立金』
「繰越利益剰余金」→『繰越(欠損)金』
としてください。
営業経歴書（様式第２号）の「⑦ 年 １期の決算が１年（12 か月）の場合は、Ａ
間平均生産高又は年間平均販売高」 及びＣ欄のみに記入してください。
の「Ａ～Ｄ」の欄は全て記載する必 半期毎に決算をしている場合は、Ｂ及びＤ
10

要がありますか。

欄を使用してください。
決算期の変更があり１期の決算が 12 か月

P5

に満たない場合にはＢ及びＤ欄を使用し
て、最新の決算書からの合計で 24 か月分の
期間になるように記入してください。
営業種別の分類が分かりません。

分類表の中で一番近いと思われる営業品目
からお選びください。
なお、近いものがない場合は、
［営業種別］９ その他

11

［営業種目］27 その他
を選択し、営業品目欄に詳細を記入してく
ださい。
なお、主な営業種目の番号に１つ「○」印を
記入してください。

P7～8
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申請要領
掲載ページ

愛媛県内に事業所（支店・営業所等） 必要です。
がない場合も「愛媛県税の未納がな 証明書取得に係る手続きの不明点について
12

いことの証明書」は必要ですか。

は、各申請機関にお問い合わせください。
【手続き方法サイト(URL)】

P9

https://www.pref.ehime.jp/h10500/
nouzeisyoumei/nouzeisyoumei.html

県外業者ですが「県税の未納がない 他都道府県が発行する証明書ではなく、必
13

ことの証明書」は、地元の官公庁が ず「愛媛県」が発行する「愛媛県税」の未納
発行した証明書でもいいですか。

P9

がないことの証明書を提出してください。

「愛媛県税の未納がないことの証明 年度の記入の必要はありません。
書」を交付請求するにあたり、年度 「愛媛県税納税証明書交付請求書」の「証明
14

を記載する欄がありますが、いつか 事項（請求する証明書）
」の「２ その他の証
らいつまでを記入するのですか。

P9

明」の「□ 県税等の未納がないことの証明」
にチェックを入れてください。

「愛媛県税の未納がないことの証明 入札参加資格審査申請用の「県税の未納が
書」に、対象が「愛媛県税（個人県民 ないことの証明書」を取得すれば、必要な税
15

税、地方消費税を除く。
）及び地方法 の項目は全て記載されています。
人特別税・特別法人事業税」と記載 （１枚に全て記載されています。）

P9

していますが、税の項目毎に証明書
を取得するのですか。
平成 28 年度までの入札参加資格審 現在は制度が変わり、特徴（特別徴収）確認
査申請時には、
「愛媛県税の未納がな 済のスタンプは必要ありません。
16

いことの証明書」の余白に「特徴（特
別徴収）確認済のスタンプが押され
たものに限る」と指定されていまし
たが、現在も必要ですか。

－

No.

質問

回答

申請要領
掲載ページ

愛媛県税の未納がないことの証明書 「交付請求書」と「入札参加資格審査申請
の「愛媛県税納税証明書交付請求書」 書」は提出先が異なりますので、同封しない
を入札参加資格審査申請書と一緒に でください。資格審査申請書提出前に、未納
提出してもいいですか。

がないことの証明書を取得してから、資格
審査申請書を提出してください。

17

【県税納税証明書交付請求書提出先】

－

愛媛県（東予・中予・南予）地方局税務（管
理）課又は同支局税務室
【入札参加資格審査申請書提出先】
愛媛県出納局会計課、愛媛県（東予・南予）
地方局総務県民課又は同支局総務県民室
県外業者で愛媛県税の未納がないこ 書類は全て揃ってからでなければ受理でき
との証明書を郵送申請中ですが、そ ません。
18

れ以外の書類は揃っているため、申 書類紛失のリスクを避けるため、書類の一
請書を先に郵送し申請することはで 時預かりはしていません。

－

きますか。未納がないことの証明書
は取得でき次第、後日送付します。
「障害者雇用及び ISO 認証取得状況 必要です。
19

調査表」について、障害者は雇用し 障害者雇用者数は「０人」
、ISO 認証取得状
ておらず、ISO も取得していません 況は「無」で提出してください。

P10

が、書類の提出は必要ですか。
「障害者雇用及び ISO 認証取得状況 必ず「障害者雇用及び ISO 認証取得状況調
調査表」を提出する代わりに、本社 査表」を提出してください。
20

所在地を管轄するハローワークに提 なお、記載内容を「障害者雇用状況報告書」

P10

出した「障害者雇用状況報告書」の と合わせて頂くことについては問題ありま
写しを提出したのでもいいですか。

せん。

「障害者雇用及び ISO 認証取得状況 本社の「住所・商号・代表者職氏名」を記載
21

調査表」の右上の「住所・商号・氏 し、印鑑登録している実印を押印してくだ
名」は何を記載するのですか。

P10

さい。

「障害者雇用及び ISO 認証取得状況 法人全体の事業所数（県内外全て）を記載し
22

調査表」の右上の「事業所数」は何 てください。
を記載するのですか。

P10
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申請要領
掲載ページ

「障害者雇用及び ISO 認証取得状況 「円」単位で記入してください。
調査表」の右上の「資本金」の単位 統一させる必要はありません。
23

は「円」で、営業経歴書（様式第２

P10

号）の単位は「千円」ですが、統一さ
せる必要はありますか。
「障害者雇用及び ISO 認証取得状況 「全体計」欄のみ記載してください。
調査表」の「２ 雇用の状況」の「全 「県内の事業所及び支店等」は記載する必
24

体計」と「県内の事業所及び支店等」 要はありません。
欄について、愛媛県内に営業所等が

P10

なく本社のみの場合はどこに記載す
ればいいですか。
口座振替申込書兼債権者登録（変更） 「受任者がいる場合」は、受任者の住所・商

P11 及び

票の右上の「住所・氏名・印」は何を 号・職氏名・使用印鑑、
「受任者がいない場 口座振替申
25

記載するのですか。

合」は、本社の住所・商号・代表者職氏名・ 込書兼債権
使用印鑑を記載・押印してください。

者登録(変
更)票記載
要領

口座振替申込書兼債権者登録（変更） 金融機関（銀行等）の窓口において内容を確
票の右下「金融機関確認印」とは何 認後、金融機関（銀行等）が押印するもので
の印鑑を押印するのですか。

す。
（申請者の銀行届出印を押印するもので
はありません。
）

26

なお、通帳・当座勘定入金帳・金融機関が発
行する取引証明書等がある場合には、通帳
等の写し（預金種別、金融機関名、店舗名、
口座番号及び口座名義人（カナ表示）が印字
された部分）を提出すれば、金融機関確認印
は不要です。

P11 及び
債権者登録
(変更)票
最下段
注意書

