
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）　　　　　　　舟久保　公雄    
取締役（非）　　　　　　　島村　英一（現　営業企画部営業企画課長）
取締役（非）　　　　　　　佐藤　邦博（現　東京東局総務・管理部長）
監査役（非）　　　　　　　　　　　　　　　廣瀬　哲
監査役（非）　　　　　　　　　　　　　　　房州　純一郎（現　監査室担当部長）

決算の状況
売上高 3,550

流動資産 1,252 流動負債 540 （うち当社との取引） 3,550
固定資産 223 固定負債 27 (100.0%)

負債合計 567

資本金 90
資本剰余金 340
利益剰余金 478
自己株式 0
純資産合計 908

資産合計 1,476 負債及び純資産合計 1,476

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（営業企画部付）
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　神奈川局総務・管理部長）
監査役（非）　　　　　　　　　　　　　　　河野　利明 
監査役（非）　　　　　　　　　　　　　　　房州　純一郎（現　監査室担当部長）

決算の状況
売上高 2,919

流動資産 1,100 流動負債 392 （うち当社との取引） 2,919
固定資産 197 固定負債 14 (100.0%)

負債合計 407

資本金 90
資本剰余金 247
利益剰余金 552
自己株式 0
純資産合計 890

資産合計 1,297 負債及び純資産合計 1,297

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）　　　　　　　小谷野　宗靖
取締役（非）　　　　　　　黒川　健一（現　営業企画部道路管理課長）
取締役（非）　　　　　　　齋藤　明彦（現　東京西局総務・管理部長）
監査役（非）　　　　　　　　　　　　　　　中村　通孝
監査役（非）　　　　　　　　　　　　　　　房州　純一郎（現　監査室担当部長）

決算の状況
売上高 2,369

流動資産 759 流動負債 243 （うち当社との取引） 2,366
固定資産 81 固定負債 142 (99.8%)

負債合計 386

資本金 90
資本剰余金 77
利益剰余金 288
自己株式 0
純資産合計 455

資産合計 841 負債及び純資産合計 841

税引き前当期純利益 34

経常利益 34

貸借対照表 損益計算書

19

当期純利益 11

純資産の部

45

経常利益 53

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

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%）

31

資産の部 負債の部

純資産の部 営業利益

税引き前当期純利益 27

料金収受業務

13純資産の部

53

首都高トールサービス東東京株式会社（100%）

当期純利益 16

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 27



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
取締役　 磯川　直也（当社からの出向者）
取締役（非）　　　　　　　
取締役（非）　　　　　　　
監査役（非）　　　　　　　　　　　　　　　廣瀬　哲
監査役（非）　　　　　　　　　　　　　　　房州　純一郎（現　監査室担当部長）

決算の状況
売上高 4,353

流動資産 812 流動負債 278 （うち当社との取引） 4,351
固定資産 481 固定負債 455 (99.9%)

負債合計 733

資本金 50
資本剰余金 250
利益剰余金 261
自己株式 0
純資産合計 561

資産合計 1,294 負債及び純資産合計 1,294

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
取締役（非）　 磯川　直也（当社からの出向者）
監査役（非）　　　　　　　　　　　　　　　廣瀬　哲

決算の状況
売上高 467

流動資産 66 流動負債 47 （うち当社との取引） 0
固定資産 12 固定負債 22 (0.0%)

負債合計 70

資本金 20
資本剰余金 0
利益剰余金 ▲11
自己株式 0
純資産合計 8

資産合計 78 負債及び純資産合計 78

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　　 大島　健志（代表取締役専務執行役員）

常務取締役　　　　　 高橋　三雅（東京西局プロジェクト本部長）
取締役　　　　　 田沢　誠也（技術コンサルティング部長）
取締役（非）　　　　　　　森　健太郎（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 9,435

流動資産 4,365 流動負債 2,502 （うち当社との取引） 8,459
固定資産 1,645 固定負債 825 (89.6%)

負債合計 3,327

資本金 90
資本剰余金 760
利益剰余金 1,833
自己株式 0
純資産合計 2,683

資産合計 6,011 負債及び純資産合計 6,011

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 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

30

税引き前当期純利益 59

純資産の部 営業利益 50

経常利益 59

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%））

税引き前当期純利益 7

交通管理業務

貸借対照表 損益計算書

税引き前当期純利益 991

資産の部 負債の部

営業利益 7純資産の部

経常利益 7

当期純利益 657

当期純利益 3

営業利益 789純資産の部

経常利益 994



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）
常務取締役 今村　幸一（神奈川管理局長）
取締役　　　　　 藤澤　雄彦
取締役（非）　　　　　　　舩本　浩二（現　保全･交通部保全企画課長）
取締役（非）　　　　　　　波津久　毅彦（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 9,068

流動資産 3,854 流動負債 2,494 （うち当社との取引） 8,923
固定資産 429 固定負債 277 (98.4%)

負債合計 2,771

資本金 90
資本剰余金 700
利益剰余金 722
自己株式 0
純資産合計 1,512

資産合計 4,284 負債及び純資産合計 4,284

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）　　　　　　　篠井　隆志（現　更新・建設部プロジェクト企画課長）
取締役（非）　　　　　　　相川　智彦（現　神奈川局土木保全部長）
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 7,484

流動資産 3,622 流動負債 2,429 （うち当社との取引） 7,391
固定資産 483 固定負債 256 (98.7%)

負債合計 2,686

資本金 90
資本剰余金 590
利益剰余金 739
自己株式 0
純資産合計 1,419

資産合計 4,106 負債及び純資産合計 4,106

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）　　　　　　　齋藤　基泰（現　東京西局土木保全部長）
監査役（非）　　　　　　　　　　　　　　　野中　哲己 
監査役（非）　 石原　博記（現　監査室担当部長）

決算の状況
売上高 4,982

流動資産 2,139 流動負債 1,230 （うち当社との取引） 4,916
固定資産 150 固定負債 147 (98.6%)

負債合計 1,378

資本金 90
資本剰余金 380
利益剰余金 440
自己株式 0
純資産合計 910

資産合計 2,289 負債及び純資産合計 2,289

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 137

資産の部 負債の部

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 135

経常利益 136

当期純利益 86

167

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 276

純資産の部 営業利益 267

経常利益 274

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

税引き前当期純利益 98

純資産の部 営業利益 98

経常利益 98

当期純利益 59



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）　　　　　　　及川　宗敏（現　技術部施設技術課担当課長）
取締役（非）　　　　　　　松尾　俊寛（現　東京西局施設保全部長）
監査役（非）　　　　　　　　　　　　　　　奥村　周市
監査役（非）　　　　　　　　　　　　　　　石原　博記（現　監査室担当部長）

決算の状況
売上高 8,872

流動資産 3,629 流動負債 2,149 （うち当社との取引） 8,685
固定資産 532 固定負債 364 (97.8%)

負債合計 2,514

資本金 90
資本剰余金 710
利益剰余金 848
自己株式 0
純資産合計 1,648

資産合計 4,162 負債及び純資産合計 4,162

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）　　　　　　　福田　総一郎（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）　　　　　　　濱辺　圭二（現　東京東局施設保全部長）
監査役（非）　 福原　徹
監査役（非）　 石原　博記（現　監査室担当部長）

決算の状況
売上高 3,815

流動資産 1,600 流動負債 1,001 （うち当社との取引） 3,541
固定資産 116 固定負債 71 (92.8%)

負債合計 1,073

資本金 90
資本剰余金 210
利益剰余金 343
自己株式 0
純資産合計 643

資産合計 1,716 負債及び純資産合計 1,716

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 仲嶋　英二

代表取締役副社長　　 石戸谷　淳（当社からの出向者）
取締役　　　　　　 吉田　愼二（技術部施設技術担当部長）
取締役（非）　　　　　　　伊藤　崇法（現　技術部技術企画課施設管理担当課長）
取締役（非）　　　　　　　山下　肇（現　神奈川局施設保全部長）
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 8,329

流動資産 2,791 流動負債 1,861 （うち当社との取引） 8,112
固定資産 437 固定負債 112 (97.3%)

負債合計 1,974

資本金 90
資本剰余金 530
利益剰余金 635
自己株式 0
純資産合計 1,255

資産合計 3,229 負債及び純資産合計 3,229 当期純利益 172

資産の部 負債の部

税引き前当期純利益 260

純資産の部 営業利益 243

経常利益 259

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

首都高機械メンテナンス株式会社（100%）

257

379

経常利益 408

税引き前当期純利益 408

資産の部

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

営業利益 156純資産の部

当期純利益 99

経常利益 156

税引き前当期純利益 156



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（取締役常務執行役員）

常務取締役　　　　　 清田　博久（当社からの出向者）
常務取締役　　　　　 三原　真一（当社からの出向者）
取締役（非）　　　　　　　三木　俊史（現　事業開発部事業企画課長）
取締役（非）　　　　　　　椿　浩宜（現　経営企画部総合調整課長）
監査役（非）　　　　　　　　　　　　　　　河野　利明 

決算の状況
売上高 4,877

流動資産 3,035 流動負債 894 （うち当社との取引） 220
固定資産 2,921 固定負債 594 (4.5%)

負債合計 1,488

資本金 90
資本剰余金 300
利益剰余金 4,077
自己株式 0
純資産合計 4,467

資産合計 5,956 負債及び純資産合計 5,956

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（取締役常務執行役員）

決算の状況
売上高 99

流動資産 243 流動負債 42 （うち当社との取引） 0
固定資産 8 固定負債 17 (0.0%)

負債合計 59

資本金 10
資本剰余金 0
利益剰余金 182
自己株式 0
純資産合計 192

資産合計 252 負債及び純資産合計 252

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　 三原　真一（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 440

流動資産 209 流動負債 51 （うち当社との取引） 98
固定資産 3 固定負債 0 (22.2%)

負債合計 52

資本金 10
資本剰余金 0
利益剰余金 150
自己株式 0
純資産合計 160

資産合計 213 負債及び純資産合計 213

（注）
1.数字は、2020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。

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

626

経常利益 588

資産の部 負債の部

当期純利益

損益計算書
資産の部 負債の部

356

税引き前当期純利益 548

純資産の部 営業利益

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

資産の部 負債の部

税引き前当期純利益 52

純資産の部 営業利益 55

経常利益 52

当期純利益 34

34

51

純資産の部 営業利益 51

経常利益 51


