
　 グループ会社の情報

会社名（当社出資比率）
主な業務概要
役員の状況 代表取締役社長　　 中山　尚信（神奈川管理局長）

常務取締役　　　　　 中村　岳彦（営業企画部付）
常務取締役　　　　　 曽志﨑　真道（営業企画部付）
取締役（非）　　　　　　　小林　憲治    
取締役（非）　　　　　　　木下　治昭（現　営業企画部営業企画課長）
取締役（非）　　　　　　　房州　純一郎（現　東京東局総務・管理部長）
監査役（非）　　　　　　　　　　　　　　　廣瀬　哲

決算の状況
売上高 3,529

流動資産 974 流動負債 489 （うち当社との取引） 3,529
固定資産 418 固定負債 26 (100.0%)

負債合計 515

資本金 90
資本剰余金 340
利益剰余金 447
自己株式 0
純資産合計 877

資産合計 1,392 負債及び純資産合計 1,392

会社名（当社出資比率）
主な業務概要
役員の状況 代表取締役社長　　 山本　兼也（神奈川管理局長）

常務取締役　　　　　 栗山　良哉（営業企画部付）
常務取締役　　　　 武井　稔（当社からの出向者）
取締役（非）　　　　　　　宮家　邦彦
取締役（非）　　　　　　　近藤　茂樹（現　営業企画部ETC利用管理室ETC利用管理課長）
取締役（非）　　　　　　　橋本　尚志（現　神奈川管理局総務・管理部長）
監査役（非）　　　　　　　　　　　　　　　河野　利明 

決算の状況
売上高 2,923

流動資産 1,001 流動負債 427 （うち当社との取引） 2,923
固定資産 313 固定負債 13 (100.0%)

負債合計 440

資本金 90
資本剰余金 247
利益剰余金 536
自己株式 0
純資産合計 874

資産合計 1,314 負債及び純資産合計 1,314

会社名（当社出資比率）
主な業務概要
役員の状況 代表取締役社長　 小林　孝雄（営業企画部付）

常務取締役　　　　 策　典郎（保全・交通部担当部長）
常務取締役　　　　 西田　潔（当社からの出向者）
取締役（非）　　　　　　　入間川　幸道
取締役（非）　　　　　　　黒川　健一（現　営業企画部道路管理課長）
取締役（非）　　　　　　　原田　直治（現　東京西局総務・管理部長）
監査役（非）　　　　　　　　　　　　　　　中村　通孝

決算の状況
売上高 2,378

流動資産 752 流動負債 260 （うち当社との取引） 2,378
固定資産 88 固定負債 136 (100.0%)

負債合計 397

資本金 90
資本剰余金 77
利益剰余金 276
自己株式 0
純資産合計 444

資産合計 841 負債及び純資産合計 841

当期純利益 20

貸借対照表 損益計算書
資産の部 負債の部

営業利益

経常利益 30

営業利益

税引き前当期純利益 30

料金収受業務

23純資産の部

92

首都高トールサービス東東京株式会社（100%）

首都高トールサービス西東京株式会社（57.9%）
料金収受業務

貸借対照表 損益計算書

首都高トールサービス神奈川株式会社（70.9%）

57

資産の部 負債の部

純資産の部

純資産の部

62

経常利益 92

税引き前当期純利益

料金収受業務

当期純利益

負債の部

営業利益

資産の部

税引き前当期純利益 23

経常利益 24

貸借対照表 損益計算書

19

当期純利益 14



会社名（当社出資比率）
主な業務概要
役員の状況 代表取締役社長　　 今泉　伸一郎（保全・交通部付）

常務取締役　　　　　 岩本　千樹
常務取締役　 森田　覚（当社からの出向者）
取締役（非）　　　　　　　
取締役（非）　　　　　　　
監査役（非）　　　　　　　　　　　　　　　廣瀬　哲

決算の状況
売上高 4,152

流動資産 755 流動負債 236 （うち当社との取引） 4,150
固定資産 452 固定負債 439 (99.9%)

負債合計 675

資本金 50
資本剰余金 250
利益剰余金 232
自己株式 0
純資産合計 532

資産合計 1,207 負債及び純資産合計 1,207

会社名（当社出資比率）
主な業務概要
役員の状況 代表取締役社長（非）　　今泉　伸一郎（保全・交通部付）

常務取締役（非）　 岩本　千樹
常務取締役（非）　 森田　覚（当社からの出向者）
監査役（非）　　　　　　　　　　　　　　　廣瀬　哲

決算の状況
売上高 448

流動資産 55 流動負債 44 （うち当社との取引） 0
固定資産 13 固定負債 19 (0.0%)

負債合計 64

資本金 20
資本剰余金 0
利益剰余金 ▲15
自己株式 0
純資産合計 4

資産合計 68 負債及び純資産合計 68

会社名（当社出資比率）
主な業務概要
役員の状況 代表取締役社長　　 小笠原　政文（神奈川建設局長）

常務取締役　　　　　 荻原　充信（技術コンサルティング部長）
取締役（非）　　　　　　　白鳥　明（現　技術部技術推進課長）
取締役（非）　　　　　　　三村　啓子（現　技術コンサルティング部技術事業企画課長）
監査役（非）　　　　　　　　　　　　　　　奥村　周市

決算の状況
売上高 9,102

流動資産 3,409 流動負債 2,092 （うち当社との取引） 8,381
固定資産 1,529 固定負債 759 (92.0%)

負債合計 2,851

資本金 90
資本剰余金 760
利益剰余金 1,236
自己株式 0
純資産合計 2,086

資産合計 4,938 負債及び純資産合計 4,938 当期純利益 316

当期純利益 ▲5

営業利益 290純資産の部

経常利益 480

税引き前当期純利益 480

資産の部 負債の部

営業利益 ▲3純資産の部

経常利益 ▲2

税引き前当期純利益 ▲2

交通管理業務

貸借対照表 損益計算書

営業利益 4

経常利益 14

当期純利益

首都高カー・サポート株式会社（0%（間接出資比率：100%））

損益計算書

資産の部 負債の部

首都高技術株式会社（100%）
維持修繕業務

3

税引き前当期純利益 14

純資産の部

下田　雅樹（現　保全・交通部防災・交通管理室交通管理課長）
近藤　正吾（現　ＣＳ推進部ＣＳ調査・分析室お客様センター長）

首都高パトロール株式会社（100%）
交通管理業務

資産の部 負債の部

貸借対照表 損益計算書

貸借対照表



会社名（当社出資比率）
主な業務概要
役員の状況 代表取締役社長 木暮　深（常務執行役員）

常務取締役 大久保　高秀（品質管理室長）
取締役 藤澤　雄彦
取締役（非）　　　　　　　相川　智彦（現　保全･交通部保全企画課長）
取締役（非）　　　　　　　崎濱　秀仁（現　東京東局土木保全部長）
監査役（非）　　 福原　徹
監査役（非）　　 吉種　忠彦（総務・人事部付）

決算の状況
売上高 8,516

流動資産 3,532 流動負債 2,202 （うち当社との取引） 8,391
固定資産 429 固定負債 250 (98.5%)

負債合計 2,453

資本金 90
資本剰余金 700
利益剰余金 718
自己株式 0
純資産合計 1,508

資産合計 3,961 負債及び純資産合計 3,961

会社名（当社出資比率）
主な業務概要
役員の状況 代表取締役社長 桜井　順（東京西局長）

取締役 三田　勝康
取締役 谷　雅史（プロジェクト部付）
取締役 岡部　次美
取締役（非）　　　　　　　高野　正克（現　プロジェクト部プロジェクト企画課長）
取締役（非）　　　　　　　御嶽　譲（現　神奈川管理局土木保全部長）
監査役（非）　　　　　　　　　　　　　　　奥村　周市
監査役（非）　　 吉種　忠彦（総務・人事部付）

決算の状況
売上高 7,383

流動資産 3,679 流動負債 2,454 （うち当社との取引） 7,357
固定資産 326 固定負債 239 (99.6%)

負債合計 2,693

資本金 90
資本剰余金 590
利益剰余金 631
自己株式 0
純資産合計 1,311

資産合計 4,005 負債及び純資産合計 4,005

会社名（当社出資比率）
主な業務概要
役員の状況 代表取締役社長 林　寛之（東京西局プロジェクト本部長）

取締役　　　　　　 大崎　弘（東東京管理局担当部長）
取締役　　　　　　 椎谷　和昭（総務・人事部付）
取締役　　　　　　 鈴木　宏幸
取締役（非）　　　　　　　臼井　恒夫（現　保全・交通部点検・補修推進室点検推進課長）
取締役（非）　　　　　　　清野　勝（現　東京西局土木保全部長）
監査役（非）　　　　　　　　　　　　　　　野中　哲己 
監査役（非）　 山田　眞弘（東京西局プロジェクト本部業務部長）

決算の状況
売上高 5,160

流動資産 1,874 流動負債 1,031 （うち当社との取引） 5,068
固定資産 165 固定負債 125 (98.2%)

負債合計 1,156

資本金 90
資本剰余金 380
利益剰余金 413
自己株式 0
純資産合計 883

資産合計 2,040 負債及び純資産合計 2,040

税引き前当期純利益 109

純資産の部 営業利益 101

経常利益 108

当期純利益 65

営業利益 104

経常利益 110

当期純利益

資産の部 負債の部

維持修繕業務

貸借対照表 損益計算書

119

資産の部 負債の部
貸借対照表 損益計算書

首都高メンテナンス神奈川株式会社（100%）

税引き前当期純利益 200

純資産の部

首都高メンテナンス東東京株式会社（100%）
維持修繕業務

純資産の部 営業利益 238

経常利益 251

当期純利益 165

貸借対照表 損益計算書

維持修繕業務
首都高メンテナンス西東京株式会社（100%）

税引き前当期純利益 252

資産の部 負債の部



会社名（当社出資比率）
主な業務概要
役員の状況 代表取締役社長 草刈　利彦（技術部付）

常務取締役　　　　　　　小林　浩之（事業開発部担当部長）
常務取締役　　　　　　　渡邊　公一朗（当社からの出向者）
取締役（非）　　　　　　　松尾　俊寛（現　技術部施設技術課長）
取締役（非）　　　　　　　大塚　明（現　東京西局施設保全部長）
監査役（非）　　　　　　　　　　　　　　　奥村　周市
監査役（非）　　　　　　　　　　　　　　　山田　眞弘（東京西局プロジェクト本部業務部長）

決算の状況
売上高 8,435

流動資産 3,160 流動負債 1,855 （うち当社との取引） 8,350
固定資産 583 固定負債 352 (98.9%)

負債合計 2,207

資本金 90
資本剰余金 710
利益剰余金 736
自己株式 0
純資産合計 1,536

資産合計 3,744 負債及び純資産合計 3,744

会社名（当社出資比率）
主な業務概要
役員の状況 代表取締役社長 池田　浩巳（当社からの出向者）

取締役 三具　正孝（技術部工事検査室長）
取締役 比企　弘一
取締役 木下　洋一郎
取締役（非）　　　　　　　及川　宗敏（現　保全・交通部道路情報・交通室システム技術課長）
取締役（非）　　　　　　　石戸谷　淳（現　東京東局施設保全部長）
監査役（非）　 福原　徹
監査役（非）　 山田　眞弘（東京西局プロジェクト本部業務部長）

決算の状況
売上高 3,164

流動資産 964 流動負債 443 （うち当社との取引） 3,121
固定資産 139 固定負債 59 (98.6%)

負債合計 503

資本金 90
資本剰余金 210
利益剰余金 299
自己株式 0
純資産合計 599

資産合計 1,103 負債及び純資産合計 1,103

会社名（当社出資比率）
主な業務概要
役員の状況 代表取締役社長 田島　清（技術部担当部長）

取締役　　　　　　 吉田　愼二（技術部施設技術担当部長）
取締役　　　　　　 仲嶋　英二
取締役（非）　　　　　　　濱辺　圭二（現　技術部施設技術課長）
取締役（非）　　　　　　　山下　肇（現　神奈川管理局施設保全部長）
監査役（非）　　　　　　　　　　　　　　　奥村　周市
監査役（非）　　 吉種　忠彦（総務・人事部付）

決算の状況
売上高 7,549

流動資産 2,767 流動負債 2,017 （うち当社との取引） 7,420
固定資産 519 固定負債 103 (98.2%)

負債合計 2,121

資本金 90
資本剰余金 530
利益剰余金 545
自己株式 0
純資産合計 1,165

資産合計 3,286 負債及び純資産合計 3,286

営業利益 187純資産の部

当期純利益 114

経常利益 188

税引き前当期純利益 184

資産の部 負債の部

純資産の部 営業利益

首都高電気メンテナンス株式会社（100%）
維持修繕業務

貸借対照表 損益計算書

当期純利益

首都高機械メンテナンス株式会社（100%）

294

458

経常利益 478

税引き前当期純利益 479

資産の部

経常利益 248

首都高ＥＴＣメンテナンス株式会社（100%）
維持修繕業務

貸借対照表 損益計算書

維持修繕業務

負債の部
貸借対照表 損益計算書

当期純利益 167

資産の部 負債の部

税引き前当期純利益 249

純資産の部 営業利益 237



会社名（当社出資比率）
主な事業概要
役員の状況 代表取締役社長 大西　英史（常務取締役）

常務取締役　　　　　 清田　博久（当社からの出向者）
常務取締役　　　　　 佐伯　一二（当社からの出向者）
取締役（非）　　　　　　　串戸　均（現　事業開発部事業企画課長）
監査役（非）　　　　　　　　　　　　　　　河野　利明 

決算の状況
売上高 4,897

流動資産 2,654 流動負債 883 （うち当社との取引） 186
固定資産 3,027 固定負債 651 (3.7%)

負債合計 1,534

資本金 90
資本剰余金 300
利益剰余金 3,756
自己株式 0
純資産合計 4,146

資産合計 5,681 負債及び純資産合計 5,681

会社名（当社出資比率）
主な事業概要
役員の状況 代表取締役社長 大西　英史（常務取締役）

決算の状況
売上高 88

流動資産 179 流動負債 13 （うち当社との取引） 0
固定資産 8 固定負債 15 (0.0%)

負債合計 28

資本金 10
資本剰余金 0
利益剰余金 148
自己株式 0
純資産合計 158

資産合計 187 負債及び純資産合計 187

会社名（当社出資比率）
主な事業概要
役員の状況 代表取締役社長　 佐伯　一二（当社からの出向者）

取締役（非）　　　　　　　清田　博久（当社からの出向者）

決算の状況
売上高 436

流動資産 190 流動負債 67 （うち当社との取引） 112
固定資産 4 固定負債 0 (25.6%)

負債合計 68

資本金 10
資本剰余金 0
利益剰余金 116
自己株式 0
純資産合計 126

資産合計 195 負債及び純資産合計 195

（注）
1.数字は、2019年３月期決算ベースで百万円単位で記載しています。
2.出資比率は、当社が直接出資している割合を記載しています。
3.役員の状況に記載の職名（　　）について、現は現職を現しています。

当期純利益 38

27

41

純資産の部 営業利益 40

経常利益 41

資産の部 負債の部

税引き前当期純利益 57

純資産の部 営業利益 57

経常利益 57

首都高保険サポート株式会社（0%（間接出資比率：100%））
保険代理店事業

貸借対照表

貸借対照表 損益計算書

労働者派遣事業
首都高パートナーズ株式会社（0%（間接出資比率：100%））

税引き前当期純利益

当期純利益

当期純利益

損益計算書
資産の部 負債の部

499

税引き前当期純利益 763

純資産の部 営業利益

貸借対照表 損益計算書

首都高速道路サービス株式会社（100%）
パーキングエリア事業等

751

経常利益 768

資産の部 負債の部


