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再商品化委託契約書（見本） 

 
特定事業者＊＊＊＊＊＊株式会社 
（以下「甲」という。）と、財団法人日本容器包装リサイクル協会（以下「乙」という。）は、「容器包装に係

る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」（以下「容器包装リサイクル法」という。）に規定するガラス

びん、ＰＥＴボトル、プラスチック製容器包装及び紙製容器包装に係る分別基準適合物の再商品化の業務につ

いて、以下のとおり契約を締結する。 
 
（業務内容） 
第1条 甲は、甲が製造、利用又は輸入したガラスびん、ＰＥＴボトル、プラスチック製容器包装及び紙

製容器包装に係る分別基準適合物の容器包装リサイクル法に基づく再商品化の業務を乙に委託し、

乙は、これを受託する。 
 
（契約期間） 
第2条 本契約の期間は、平成 17年 4月 1日から平成 18年 3月 31日までとする。但し、第 6条、第 7

条、第 8条及び第 11条については、それぞれ精算義務の履行が完了するまで、第 13条について
は、情報又は知識が公知となるまで、第 14 条については、精算後相当の期間その効力を有する
ものとする。 

 
（予定委託単価） 
第3条 本契約における予定委託単価は、以下のとおりとする（下記の単価には消費税及び地方消費税が

含まれる）。 
   ガラスびん（無色）    ：    ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊円／ｋｇ 
   ガラスびん（茶色）    ：    ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊円／ｋｇ 
   ガラスびん（その他の色） ：    ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊円／ｋｇ 
   ＰＥＴボトル       ：    ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊円／ｋｇ 
   プラスチック製容器包装  ：    ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊円／ｋｇ 
   紙製容器包装       ：    ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊円／ｋｇ 

 
（予定委託数量） 
第4条 本契約における予定委託数量は、以下のとおりとする。 

   ガラスびん（無色）    ： 年間   ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ｋｇ 
   ガラスびん（茶色）    ： 年間   ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ｋｇ 
   ガラスびん（その他の色） ： 年間   ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ｋｇ 
   ＰＥＴボトル       ： 年間   ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ｋｇ 
   プラスチック製容器包装  ： 年間   ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ｋｇ 
   紙製容器包装       ： 年間   ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ｋｇ 

 

資料６ 
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（予定委託料金及びその支払い） 
第5条 予定委託料金は、第 3条に定める予定委託単価に第 4条に定める予定委託数量を乗じた下記の金

額とする(円未満切り捨て)。なお、予定委託料金は、乙が指定する金融機関口座に振り込むもの
とし、振り込みに関する費用は甲の負担とする。 

 
予定委託料金       合計 ＊＊＊＊＊円  うち消費税等＊＊＊＊＊円 

(第 1回支払期日：平成 年 月 日    ＊＊＊＊＊円  うち消費税等＊＊＊＊＊円) 
(第 2回支払期日：平成 年 月 日    ＊＊＊＊＊円  うち消費税等＊＊＊＊＊円) 
(第 3回支払期日：平成 年 月 日    ＊＊＊＊＊円  うち消費税等＊＊＊＊＊円) 
(第 4回支払期日：平成 年 月 日    ＊＊＊＊＊円  うち消費税等＊＊＊＊＊円) 

 
（精 算） 
第6条 甲及び乙は、特定分別基準適合物ごとに、乙の再商品化に係る総実績費用と、全国の特定事業者

総予定委託料金等を基に甲の予定委託料金を精算する。 
 

2． 精算は、以下の計算方法によって行う。なお、円未満は切り捨てるものとする。 
(1) ガラスびんの精算額 
（特定事業者総予定委託料金－再商品化総実績費用－乙の事務所経費）により得られた値に、「甲

の予定委託料金」を「特定事業者総予定委託料金」で除して得られた値を乗じた金額。 
(2) ＰＥＴボトルの精算額 
（特定事業者総予定委託料金－再商品化総実績費用－乙の事務所経費）により得られた値に、「甲

の予定委託料金」を「特定事業者総予定委託料金」で除して得られた値を乗じた金額。 
(3) プラスチック製容器包装の精算額 
（特定事業者総予定委託料金－再商品化総実績費用－乙の事務所経費）により得られた値に、「甲

の予定委託料金」を「特定事業者総予定委託料金」で除して得られた値を乗じた金額。 
(4) 紙製容器包装の精算額 
（特定事業者総予定委託料金－再商品化総実績費用－乙の事務所経費）により得られた値に、「甲

の予定委託料金」を「特定事業者総予定委託料金」で除して得られた値を乗じた金額。 
 

（余剰金の処理） 
第7条 精算の結果、精算金が乙から甲への返還金（以下「余剰金」という。）となった場合、精算実行の

方法は、当該余剰金を平成 18 年度の 7 月の予定委託料金支払いの際に相殺することによって行
うものとし、余剰金がなお残存するときは、次回以降の支払いにあたり順次相殺する。なお、平

成 18年度の相殺によっても余剰金があるとき、平成 19年度 7月以降の支払いにあたり順次相殺
し、余剰金全額が精算されるまで相殺するものとする。 

2. 前項の規定に拘わらず、甲が平成 18 年度に特定事業者とならなかったときは、乙は、甲に余剰
金を平成 18年 7月末日までに一括して支払う。なお、支払いは乙の取引銀行から電信振り込み
により行うものとし、振込手数料は甲の負担とする。 
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3. 前項の規定に拘わらず、余剰金が振込手数料と同額又は振込手数料より少額のときは、当該余剰
金は乙に帰属するものとする。 

4. 余剰金の相殺及び支払時期の如何にかかわらず、余剰金に利息を付さないものとする。 
 
（不足金の処理） 
第8条 精算の結果、精算金が甲から乙への追加支払金（以下「不足金」という。）となったときは、甲は、

平成 18年 7月末日までに平成 18年度の再商品化予定委託料金に加え、乙に当該不足金を支払う
ものとする。 

2． 前項の規定に拘わらず、甲が、平成 18 年度に特定事業者とならなかったときは、平成 18 年７
月末日までに当該不足金を乙に支払う。なお、不足金の支払いに関する振込手数料は甲の負担と

する。 
 
（営業の廃止に伴う委託料金の返還） 
第 9条 甲が、容器包装に係る営業の全部を廃止することを本契約締結後に決定し、平成 17年 4月 1日か

ら平成 18年 2月末日までに営業の全部を廃止したときは、甲は、次に掲げる事項を代表者の記名
捺印を付した書面で遅滞なく乙に通知するものとする。但し、当該通知は、如何なる場合も３月

15日以前に行われるものとする。 
（1） 甲の名称、住所、電話番号、銀行口座番号及び担当者氏名 
（2） 廃止日 
（3） 廃業者の契約時の特定分別基準適合物毎の委託料金 
（4） 廃止日の翌月から当該年度の 3月までの月数及び当該月数に基づき月割りで算出した特定

分別基準適合物毎の返還委託料金 
 
2．乙は、前項の返還委託料金を前項の通知を受けた日の翌々月末迄に甲の銀行口座に振り込むこと
によって返還する。但し、振り込みに要する費用は甲の負担とする。なお、営業廃止の日までに

委託料金の未払いがあるときは、返還金額から未払金を差し引くものとし、未払金が返還金額を

超えるときは、その超える金額を甲が乙に支払う。 
 
3．第 1項及び前項の規定に拘わらず、甲が第 1項の通知を怠ったとき、甲が返還金の要求を取り下
げたとき及び返還金額が振り込み手数料に満たないときは、乙は甲に返還金を支払わないものと

する。 
 
4．本条の規定に基づく営業の廃止に関する処置が完了したときは、本契約は解約されたものとし、
乙は甲に余剰金の支払い及び不足金の請求は行わない。 

 
（営業譲渡に伴う委託料金） 
第 10条  甲が、容器包装に係る営業の全部を甲の子会社及び関連会社を含む第三者（以下「第三者」とい

う）に譲渡することを本契約締結後に決定し、平成 17年 4月 1日から平成 18年 2月末日までに
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営業の全部を譲渡したときは、甲は、遅滞なく甲及び第三者の名称、住所、電話番号、担当者氏名

及び譲渡日並びに第三者の業種、売上高及び従業員数を、甲及び第三者の代表者の記名捺印を付し

た書面で乙に通知するものとし、委託料金の負担及び特定事業者の地位等については、次項以下の

規定により処理されるものとする。但し、当該通知は、如何なる場合も 3月 15日以前に行わなけ
ればならない。 

 
2．甲が、第三者に営業を譲渡した場合であっても、当該第三者が特定事業者に該当しないときは、
甲は営業を廃止したものと見做し、前条第 2項乃至第 4項を準用する。 

 
3．営業の譲り受けにより第三者が新たに特定事業者に該当することとなったとき、又は譲り受けた
第三者が既に特定事業者であったときは、営業譲渡に拘わらず、甲の本契約上の地位に変更はな

いものとし、本契約は、その効力を有するものとする。但し、営業譲渡に伴う甲及び第三者の委

託料金の負担等については、甲及び第三者間で協議して定めるものとする。 
 
4. 前項の協議が整ったときは、当該第三者は乙と再商品化委託契約を締結し、委託料金を支払った
ものとみなされる。なお、甲、第三者及び乙間の権利・義務関係を明確にするため、必要に応じ

て別途三者間で営業譲渡に関する契約を交わすものとする。 
 
（通知） 
第 11条   甲は、甲に以下のことが生じたときは、直ちにその旨を書面にて乙に通知するものとする。 

(1) 氏名、商号、法人名などの名称を変更したとき。 
(2) 合併又は清算したとき。 
(3) 代表者の氏名又は本店の住所を変更したとき。 
(4) 組織変更を行ったとき。 
(5) 破産、会社更生、民事再生、会社整理、若しくは特別清算の申し立てがあったとき又は手形
若しくは小切手の不渡りを行ったとき。 

(6) その他甲に重大な変更があったとき。 
 
（算出根拠） 
第 12条   乙は、甲に対し、甲の再商品化義務量の算出の根拠となる書類の提出を求めることが出来る。 
 
（秘密保持） 
第 13 条  甲及び乙は、本契約の履行に関連して知り得た相手方の一切の業務上の情報及び知識などを第三

者に開示又は漏洩してはならない。但し、公知のもの、被開示者が知り得た時すでに被開示者の

所有であったもの、被開示者の責によらず公知となったもの及び第三者から正当に入手したもの

はこの限りではない。 
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（名前等の公表） 
第 14 条  乙は、主務官庁の要請に基づき、容器包装リサイクル法の円滑な運用及び普及のために、甲が本

契約上の債務の履行を完了したときは、その名称及び所在地（原則、市町村単位）名を公表する

ことができるものとする。 
 
（協議事項） 
第 15 条  本契約の記載事項について疑義を生じた場合、又は本契約に記載のない事項については、甲及び

乙は、誠意をもって協議し、これを解決する。 
 
本契約締結の証として、本契約書 1通を作成し、甲及び乙は記名押印のうえ乙が保有し、甲がその写しを保有
するものとする。なお、本契約書に伴う郵送等に係る費用は、発信者が負担する。 
 

平成  年  月  日 
 

甲：住  所： 
 
事業者名： 
 
代表者名：                   代表者印 

 
乙：東京都港区虎ノ門１丁目 14番１号 郵政互助会琴平ビル３階 
財団法人 日本容器包装リサイクル協会 
理事長   


