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子会社等との連結に関する事項

①－１　子会社の概要
役員の状況は、平成18年6月末現在。

法人の名称 業務の概要 首都会社との関係 職　名

首都高速道路サービス㈱ ＰＡ事業等 平成１７年度受託実績 代表取締役社長 井口　正生 審議役

代表取締役専務 小平　申二

常務取締役 中山　尚信 （現役出向）

監査役 河野　利明

０万円

役員の氏名（首都会社での最終職名）
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①－２　関連会社の概要
役員の状況は、平成18年6月末現在。

法人の名称 業務の概要 首都会社との関係 職　名

㈱エヌティージェー ①料金収受 平成１７年度受託実績 代表取締役社長 西村　達朗 監査室長

②管理所庁舎清掃他 ①料金収受等 代表取締役常務 松原　悦夫 人事部職員研修所長

1,446百万円 取締役 津田　雄之

②管理所庁舎清掃他 取締役 磯　良男

10百万円 取締役 手柴　良一

取締役 鈴木　誠之

監査役 牛越　博

計　1,456百万円 監査役 河野　利明

トラスティーロード㈱ ①料金収受 平成１７年度受託実績 代表取締役副社長 斉藤　直正 交通管制部長

　　　　　　　　　 ②管理所庁舎清掃他 ①料金収受等 代表取締役 吉田　正男

1,142百万円 代表取締役 手塚　拓

②管理所庁舎清掃他 専務取締役 杉本　貞仁 監査室長

7百万円 常務取締役 相馬　正明

監査役 西澤　博

計　1,149百万円 監査役 三枝　智

ユニ㈱ ①料金収受 平成１７年度受託実績 代表取締役社長 手柴　良一

②管理所庁舎清掃他 ①料金収受等 代表取締役専務 堀井　幹夫 神奈川管理部長

1,068百万円 取締役 砂原　和雄

 ②管理所庁舎清掃他 監査役 妹尾  佳明

2百万円 監査役 鎌田　精一郎

計　1,070百万円

㈱とうさい ①料金収受 平成１７年度受託実績 代表取締役 多田　藤一郎 神奈川管理部長

②管理所庁舎清掃他 ①料金収受等 専務取締役 中村　堯司 東京第二管理部次長

961百万円 取締役 宮脇　道生

②管理所庁舎清掃他 取締役 田巻　章子

2百万円 監査役 妹尾  佳明

計　963百万円

㈱エフイージー ①料金収受 平成１７年度受託実績 代表取締役社長 中市　恭輔 監査室長

②管理所庁舎清掃他 ①料金収受等 代表取締役 木戸　久平

1,060百万円 常務取締役 横山　宏 東京第一保全部次長

②管理所庁舎清掃他 取締役 佐藤　進

2百万円 取締役 佐藤　勝

監査役 髙橋　勝

計　1,062百万円 監査役 河野　利明

㈱トーワン ①料金収受 平成１７年度受託実績 代表取締役社長 西口　貞治 用地部長

②管理所庁舎清掃他 ①料金収受等 専務取締役 上田　昭輔 東京第二管理部長

1,220百万円 取締役 山田　幸也

②管理所庁舎清掃他 取締役 青木　修

1百万円 監査役 奥　毅

計　1,221百万円 監査役 唐澤　俊三

横浜アールエス㈱ ①料金収受 平成１７年度受託実績 代表取締役社長 大山　勝

②管理所庁舎清掃他 ①料金収受等 専務取締役 堀井　光一郎 監査室長

1,090百万円 常務取締役 佐藤　幸秀 人事部調査役

②管理所庁舎清掃他 常務取締役 塚越　守夫

2百万円 取締役総務部長 黒澤　茂夫

監査役 手柴　良一

計　1,092百万円 監査役 三影　憲一

ケイエス㈱ ①料金収受 平成１７年度受託実績 代表取締役社長 永田　猛

②管理所庁舎清掃他 ①料金収受等 取締役副社長 山口　正 東東京管理局長

1,181百万円 常務取締役 佐分　良平

②管理所庁舎清掃他 監査役 秋山　清

2百万円 監査役 藤井　實

計　1,183百万円

とうしん㈱ ①交通管理業務 平成１７年度受託実績 代表取締役 山元　正信 管理部長

②ＰＡ場内整理業務 ①交通管理業務 常務取締役 鈴木　康平

1,470百万円 取締役 松田　哲夫

②ＰＡ場内整理業務他 取締役 西澤　博

34百万円 監査役 宮本　義仁

計　1,504百万円 監査役 藤井　實

役員の氏名（首都会社での最終職名）
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①－３　関連公益法人の概要
役員の状況は、平成18年6月末現在。

会社等の名称 業務の概要 首都会社との関係 職　名

(財)首都高速道路技術ｾﾝﾀｰ ①道路等に関する技術的な ・同センターは首都会 理事長 北川　　久 理事

　調査､試験､研究及び開発 　社から調査研究、点 常務理事 鎌谷　潔宣 東東京管理局長

②道路等の建設管理に関し 　検調査業務等を受託 常務理事 根本　　洋 神奈川建設局長

　て委託された点検調査、 　4,310百万円（平成 理事 仲澤　幹彦

　施行管理その他技術的な 　17年度） 理事 奥　　　毅

　ものに係る業務 理事 塩崎　武良

③道路等に関する技術資料 理事 中川　　茂

　の収集､解析及び提供 理事 北沢　正彦

④道路等の建設管理に携わ 理事 青山　佳世

　る技術者の技術水準の向 監事 小平　申二

　上等に資するための研修

　、講習会等の実施

(財)首都高速道路補償ｾﾝﾀｰ ①用地補償等に関する調査 ・同センターは首都会 理事長 渡辺　　勝 理事

　研究業務 　社から用地補償等に 常務理事 吉川　榮冶 神奈川管理局長

②用地補償等に関連する交 　関連する交渉及び管 常務理事 細島　粹世 用地部長

　渉及び管理等の公団業務 　理等の首都会社業務 理事 大坂　光弘

　の事務補助業務 　の事務補助業務等を 理事 大森　幹夫

③用地補償等に関する知識 　受託 理事 小平　申二

　の普及並びに指導及び援 　1,005百万円（平成 理事 鈴木　勝男

　助業務 　17年度） 理事 田村　仁人

④用地補償等に関する研修 理事 西澤　　博

　、講習会等の実施業務 監事 入江　洋文

監事 河野　利明

(社)首都高速ｻｰﾋﾞｽ推進協会①道路サービス業務の安全 ・同協会は、首都高速 会長 津江　克信 理事

　対策、技術向上等に関す 　道路案内等業務及び 理事 石井　英雄 保全施設部長

　る調査研究業務 　印刷刊行業務を受託 理事 伊藤　栄亮

②首都高速道路の利用に関 　128百万円（平成17 理事 榎本　　守 神奈川建設局長

　する広報業務 　年度） 理事 加納　英雄

③道路サービス業務従事者 理事 斎藤　直正 交通管制部長

　に対する研修業務 理事 櫻井　　勲

理事 塩見　利夫

理事 田中　靖夫

理事 山元　正信 管理部長

監事 中市　恭輔 監査室長

監事 西口　禎治 用地部長

(財)首都高速道路協会 ①道路等の美化愛護に関す ・回数通行券等事務、 理事長 青木　保之 理事

　る事業 　高架下管理受託業務 副理事長 渡辺　　勝 理事

②道路利用者の便益増進に 　等263百万円(平成 常務理事 寺崎　潤一 東東京管理局長

　関する事業 　17年度） 理事 宮脇　道生

③交通遺児修学資金等援助 理事 芥川麻実子

④道路に関する調査研究 理事 妹尾　佳明

⑤カード・ＥＴＣ業務 理事 河野　利明

⑥駐車場施設の経営管理 理事 大槻　　茂

⑦高架下施設等の経営管理 理事 吉野　洋一

監事 藤井　　實

役員の氏名（首都会社での最終職名）
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 ②子会社等への会費、負担金等の明細

該当なし

 ③子会社等に対する債権債務等の明細
（単位:百万円(切捨））

法   人   名 首都会社との債権債務 総売上高

未収金 その他 借入金 未払金 その他 金額 割合

子会社 0 0 0 0 0 0 0  

首都高速道路サービス㈱ 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

関連会社 0 0 0 913 0 10,726 10,704

(株)エヌティージェー 0 0 0 126 0 1,457 1,456 99.9%

トラスティーロード(株) 0 0 0 97 0 1,150 1,149 99.9%

ユニ(株) 0 0 0 91 0 1,070 1,070 100.0%

(株)とうさい 0 0 0 82 0 964 963 99.9%

(株)エフイージー 0 0 0 91 0 1,063 1,062 99.9%

(株)トーワン 0 0 0 101 0 1,224 1,221 99.8%

横浜アールエス(株) 0 0 0 93 0 1,103 1,092 99.0%

ケイエス(株) 0 0 0 101 0 1,185 1,183 99.8%

とうしん(株) 0 0 0 127 0 1,507 1,504 99.8%

関連公益法人 1,399 0 0 9 0 9,120 5,706

㈶首都高速道路技術センター 1,339 0 0 0 0 4,780 4,310 90.2%

㈶首都高速道路補償センター 0 0 0 0 0 1,139 1,005 88.2%

㈳首都高速サービス推進協会 16 0 0 0 0 391 128 32.7%

㈶首都高速道路協会 42 0 0 9 0 2,809 263 9.4%

首都会社との取引
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④子会社、関連会社及び関連公益法人等との取引の関連図

（平成18年3月31日現在）

首

 料金収受業務 ㈱エヌティージェー　他７社（関連８）

都

高  交通管理業務 とうしん㈱（関連１）

速

　ＰＡ事業 首都高速道路サービス㈱（子１）

道

 調査研究業務 ㈶首都高速道路技術センター  （公益法人４）

路 ㈶首都高速道路補償センター

㈳首都高速サービス推進協会

㈶首都高速道路協会

㈱

高架下用地管理業務 ㈶首都高速道路協会（公益法人1）
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⑤子会社、関連会社及び関連公益法人等の当該事業年度の決算財務諸表（主要データ一覧）

【平成18年3月期決算】

Ⅰ．子会社 （単位 ： 円）

ＮＯ 法  人  名 区分 資産の部 負債の部 資本の部 売上高 経常利益 税引前利益 当期利益

（うち資本金）

1 首都高速道路サービス㈱ ＰＡ 73,500,401 43,995,210 29,505,191 30,000,000 0 0 0 0

用語の定義 【区分】 Ｐ　Ａ ： 主としてＰＡ事業を行っている会社

貸   借   対   照   表 損   益   計   算   書

-
6
-



【平成18年3月期決算】

Ⅱ．関連会社 （単位 ： 円）

ＮＯ． 法  人  名 区分 資産の部 負債の部 資本の部 売上高 経常利益 税引前利益 当期利益

（うち資本金）

1 (株)エヌティージェー 収受 366,508,819 309,074,608 57,434,211 30,000,000 1,457,195,360 6,138,886 6,138,886 2,738,886

2 トラスティーロード(株) 収受 377,729,178 281,654,158 96,075,020 30,000,000 1,150,576,779 35,763,204 35,763,204 20,968,104

3 ユニ(株) 収受 293,203,969 209,561,738 83,642,231 30,000,000 1,070,740,450 12,975,408 26,375,408 8,175,408

4 (株)とうさい 収受 254,441,498 166,567,112 87,874,386 30,000,000 964,268,000 60,235,870 60,235,870 32,854,170

5 (株)エフイージー 収受 326,764,744 243,742,339 83,022,405 30,000,000 1,063,216,252 38,594,265 38,594,265 21,971,765

6 (株)トーワン 収受 515,530,421 149,257,172 366,273,249 40,000,000 1,224,196,424 △ 317,102,274 △ 1,957,836 △ 1,957,836

7 横浜アールエス(株) 収受 352,551,484 196,028,267 156,523,217 30,000,000 1,103,923,316 81,290,475 80,192,385 56,023,385

8 ケイエス(株) 収受 318,108,635 259,227,870 58,880,765 30,000,000 1,185,549,550 30,512,885 30,454,545 20,964,845

9 とうしん(株) 交管 528,531,013 112,713,490 415,817,523 30,000,000 1,507,049,367 19,079,406 △ 17,226,835 △ 18,476,735

用語の定義 【区分】収   受 ： 主として料金収受業務を行っている会社

交   管 ： 主として交通管理業務を行っている会社

貸   借   対   照   表 損   益   計   算   書

-
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【平成18年3月期決算】

Ⅲ．関連公益法人 （単位 ： 円）

貸   借   対   照   表 収   支   計   算   書

ＮＯ． 法  人  名 区分 総資産額 総負債額 正味財産 当期収入合計 当期収支差額 当期正味財産

（うち基本財産） 増加(減少)額

1 ㈶首都高速道路技術ｾﾝﾀｰ 調査 4,094,376,733 3,505,793,178 588,583,555 150,000,000 4,780,429,761 △ 58,200,238 23,162,824

2 ㈶首都高速道路補償ｾﾝﾀｰ 調査 1,016,026,159 862,254,347 153,771,812 120,000,000 1,139,532,294 8,747,856 10,927,185

3 ㈳首都高速ｻｰﾋﾞｽ推進協会 調査 321,956,598 38,234,359 283,722,239 50,000,000 391,084,819 △ 38,826,494 △ 210,951

4 ㈶首都高速道路協会 管理 3,562,319,921 2,516,284,842 1,046,035,079 150,000,000 2,809,694,746 16,695,257 171,145,102

用語の定義 【区分】調 査 ： 主として調査研究業務を行っている公益法人

管 理 ： 主として道路の高架下用地の管理業務を行っている公益法人

-
8
-
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