
３　収支状況（単位：千円）

うち建設発生土度事業

4,517,735 14,675

20,266,733 6,481,735

4,817,773 3,938,558

15,748,998 6,467,059
15,188,143 6,296,062

うち人件費 1,358,123 143,262
560,855 170,997

うち人件費 288,460 105,480
49,695 19,592

216,036 19,592
166,340

4,567,430 34,267
-7,330

-1,748,434 -207

2,811,665 34,059

44,854,210 －

当期増加額 3,652,803 －

－ －

当期減少額 -5,233,926 －

43,273,087 －

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

件数 金額
〇個人情報を含む案件
〇公表について、契約相手方の承諾を得られない案件
〇公表することで、事業の執行や団体の経営に支障を及ぼすおそれのある案件

非公表案件

有形・無形固定資産を計上しています。

資産（期末残高） 有形・無形固定資産を計上しています。
４　受託等事業実施に係る契約（単位：円）　〔対象：①全特定契約、②①以外の契約については250万円以上の契約〕

No. 契約件名

資産（期首残高） 有形・無形固定資産を計上しています。

有形・無形固定資産を計上しています。

うち 都からの補助金等

法人税等

当期利益

経常利益
特別利益

営業外利益
営業外収益 厚生年金基金（引当金）の取崩益他
営業外費用

売上原価

販売費・一般管理費

うち　都からの補助金

項目
収支

備考
団体　計

営業利益

営業費用

２　事業（施設）概要

【都との特命随意契約等の概要】
①建設発生土受入事業の実施
②埋立用材確保等事業の実施
③東京港から発生する水底土砂の有効利用
④羽田沖浅場水域環境改善事業

うち　都からの委託料

【特命随意契約等案件】
①1,403,708
②1,642,447
③　662,138
④　230,264

平成２５年度　非競争型受託等事業運営状況報告書　〔東京港埠頭株式会社〕

１　事業（施設）名

建設発生土有効利用事業

【本事業に含まれる都からの特命随意契約等】
①建設発生土受入事業の実施に関する業務委託
②埋立用材確保等事業の実施に関する業務委託
③東京港から発生する水底土砂の有効利用に係る業務委託
④羽田沖浅場水域環境改善事業に関する協定

内部取引に伴う表示上の利益

営業収益

別 紙 の と お り 



〔別紙〕
契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

競争契約 委託 ㈱ゆうきサービス 3,996,000

競争契約 委託
八千代エンジニヤ
リング㈱

4,300,000

競争契約 委託
㈱ビーグッド・テク
ノロジー

2,720,000

競争契約 委託
八千代エンジニヤ
リング㈱

3,100,000

競争契約 委託 水ｉｎｇ㈱ 2,547,000

競争契約 委託 ㈱シーラム 4,300,000

競争契約 委託 ㈱センク２１ 4,600,000

競争契約 委託 ㈱パスコ 2,660,000

競争契約 工事 東洋建設㈱ 1,257,000,000

競争契約 工事 五洋建設㈱ 157,990,000

競争契約 工事 東亜建設工業㈱ 832,000,000

競争契約 工事 大成建設㈱ 1,660,000,000

競争契約 委託 富士港運㈱ 161,200,000

競争契約 委託 いであ㈱ 32,000,000

競争契約 工事 みらい建設工業㈱ 146,000,000

競争契約 工事 東亜建設工業㈱ 206,000,000

競争契約 委託 いであ㈱ 19,200,000

3
平成25年度　建設発生土搬入管理
システム保守委託

4
平成25年度　新海面処分場Bブ
ロック汚染土壌搬入に係る現地調
査委託

5
平成25年度　新海面処分場Bブ
ロック汚染土壌処理施設等監理業
務委託

No. 契約件名

1
平成25年度　中央防波堤外側建設
発生土受入基地台貫監視業務委
託

2
平成25年度　建設発生土の搬入
（変更）申込みに係る内容調査委
託

9
平成25年度　大井ふ頭その1・その
2間水域埋立用材（建設発生土）搬
出作業

10
平成25年度　建設発生土広域利用
受入作業

11
平成25年度　新海面処分場埋立地
及び中央防波堤外側埋立地「その
1」建設発生土受入・撒出作業

6
平成25年度　中央防波堤内側埋立
地建設発生土積出基地改良設計

7
平成25年度　羽田沖浅場水域環境
改善施設移設等検討委託

8 平成25年度　空中写真作成委託

16
平成25年度　羽田沖浅場砂補充工
事

17
平成25年度　羽田沖浅場水質・底
質等調査委託

12 平成25年度　水底土砂埋戻し工事

13
平成25年度　建設発生土広域利用
積出作業

14
平成25年度　水底土砂埋戻し工事
に伴う水質調査

15
平成25年度　中央防波堤内側埋立
地建設発生土積出基地改良工事

. 別 紙 の と お り . 



３　収支状況（単位：千円）

うち港内清掃事業

4,517,735 879

20,266,733 185,378

4,817,773 185,378

15,748,998 184,499
15,188,143 172,990

うち人件費 1,358,123 148,230
560,855 11,509

うち人件費 288,460 6,850
49,695 13,510

216,036 13,510
166,340

4,567,430 14,389
-7,330

-1,748,434 -57

2,811,665 14,332

44,854,210 －

当期増加額 3,652,803 －

－ －

当期減少額 -5,233,926 －

43,273,087 －

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）
－ － － －

件数 金額
〇個人情報を含む案件
〇公表について、契約相手方の承諾を得られない案件
〇公表することで、事業の執行や団体の経営に支障を及ぼすおそれのある案件

－

非公表案件

有形・無形固定資産を計上しています。

資産（期末残高） 有形・無形固定資産を計上しています。
４　受託等事業実施に係る契約（単位：円）　〔対象：①全特定契約、②①以外の契約については250万円以上の契約〕

No. 契約件名
－

資産（期首残高） 有形・無形固定資産を計上しています。

有形・無形固定資産を計上しています。

うち 都からの補助金等

法人税等

当期利益

経常利益
特別利益

営業外利益
営業外収益 厚生年金基金（引当金）の取崩益
営業外費用

売上原価

販売費・一般管理費

項目
収支

備考
団体　計

営業利益

営業費用

営業収益

２　事業（施設）概要
本事業は、東京港内から発生する海上の浮遊ゴミの回収及び中央防波堤処分場への運
搬を行うものである。

うち　都からの委託料
【特命随意契約等案件】
東京港内清掃作業委託

うち　都からの補助金

平成２５年度　非競争型受託等事業運営状況報告書　〔東京港埠頭株式会社〕

１　事業（施設）名

東京港内清掃作業委託

【本事業に含まれる都からの特命随意契約等】
平成２５年度　東京港内清掃作業委託

内部取引に伴う表示上の利益



３　収支状況（単位：千円）

うち外貿埠頭事業

4,517,735 4,303,068

20,266,733 10,828,025

4,817,773 102,896

0

15,748,998 6,524,956
15,188,143 6,255,853

うち人件費 1,358,123 447,058
560,855 269,103

うち人件費 288,460 113,913
49,695 -103,699

216,036 60,114
166,340 163,814

4,567,430 4,199,369
-7,330 -23,611

-1,748,434 -1,574,685

2,811,665 2,601,072

44,854,210 －

当期増加額 3,652,803 －

－ －

当期減少額 -5,233,926 －

43,273,087 －

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）
－ － － －

件数 金額

【本事業に含まれる都からの特命随意契約等】
①指定管理者委託料収入（公共コンテナふ頭施設の管理運営に関する基本協定）
②工事監督補助業務委託
③据置型放射線検知器管理費用
④放射線測定に関する東京都負担分

非公表案件

〇個人情報を含む案件

No. 契約件名
－ －

有形・無形固定資産を計上しています。

資産（期末残高） 有形・無形固定資産を計上しています。
４　受託等事業実施に係る契約（単位：円）　〔対象：①全特定契約、②①以外の契約については250万円以上の契約〕

営業外費用

資産（期首残高） 有形・無形固定資産を計上しています。

有形・無形固定資産を計上しています。

うち 都からの補助金等

法人税等

当期利益

経常利益
特別利益

営業外利益
営業外収益 ④　3,901

営業利益

営業費用
売上原価

販売費・一般管理費

うち　都からの委託料

【特命随意契約等案件】
①　23,950
②　57,000
③　21,945

①公共コンテナふ頭施設の管理運営
②東京都発注工事の監督業務の補助
③据置型放射線検知器の管理運営
④放射線測定に関するもの

うち　都からの補助金

項目
収支

備考
団体　計

〇公表について、契約相手方の承諾を得られない案件
〇公表することで、事業の執行や団体の経営に支障を及ぼすおそれのある案件

平成２５年度　非競争型受託等事業運営状況報告書　〔東京港埠頭株式会社〕

１　事業（施設）名

外貿埠頭事業部門

営業収益

２　事業（施設）概要



３　収支状況（単位：千円）

うち指定管理者事業

4,517,735 135,156

20,266,733 2,385,453

4,817,773 590,941

15,748,998 2,250,297
15,188,143 2,158,902

うち人件費 1,358,123 595,175
560,855 91,395

うち人件費 288,460 54,084
49,695 56,004

216,036 58,530
166,340 2,526

4,567,430 191,160
-7,330

-1,748,434 -107,301

2,811,665 83,857

44,854,210 －

当期増加額 3,652,803 －

－ －

当期減少額 -5,233,926 －

43,273,087 －

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

件数 金額
〇個人情報を含む案件
〇公表について、契約相手方の承諾を得られない案件
〇公表することで、事業の執行や団体の経営に支障を及ぼすおそれのある案件

非公表案件

有形・無形固定資産を計上しています。

資産（期末残高） 有形・無形固定資産を計上しています。
４　受託等事業実施に係る契約（単位：円）　〔対象：①全特定契約、②①以外の契約については250万円以上の契約〕

No. 契約件名

資産（期首残高） 有形・無形固定資産を計上しています。

有形・無形固定資産を計上しています。

うち 都からの補助金等

法人税等

当期利益

経常利益
特別利益

営業外利益
営業外収益
営業外費用

売上原価

販売費・一般管理費

うち　都からの補助金

項目
収支

備考
団体　計

営業利益

営業費用

２　事業（施設）概要

海上公園施設・客船ターミナル施設にかかる指定管理者事業

①臨海地区の海上公園・都市公園の管理運営に関する指定管理者業務
②竹芝客船ターミナル施設の管理運営に関する指定管理者業務

うち　都からの委託料

①484,015
②106,926

平成２５年度　非競争型受託等事業運営状況報告書　〔東京港埠頭株式会社〕

１　事業（施設）名

指定管理者関連事業部門

【本事業に含まれる都からの特命随意契約等】
①臨海地域の海上公園施設
②竹芝客船ターミナル施設の管理に関する基本協定

営業収益

別 紙 の と お り 



〔別紙〕
契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 委託
川重ファシリテック
㈱

11,680,000

特定契約 委託
三菱電機ビルテク
ノサービス㈱

1,260,000

特定契約 委託 フジテック㈱ 3,504,000

特定契約 委託
㈱日立ビルシステ
ム

3,667,200

特定契約 委託 東芝エレベータ㈱ 2,171,436

特定契約 委託 横浜エレベータ㈱ 1,140,000

特定契約 委託
㈱住軽日軽エンジ
ニアリング

670,000

競争契約 委託 ㈱善興社 6,393,000

特定契約 委託 ㈱ソフトクリエイト 490,000

特定契約 委託 明治企業㈱ 450,000

特定契約 工事 ㈱ＮＩＰＰＯ 3,420,000

競争契約 物品その他
㈱東光コンサルタ
ンツ

4,100,000

競争契約 工事 大蔵工業㈱ 3,700,000

競争契約 委託 東和警備保障㈱ 90,000,000

競争契約 委託 ㈱プロスペック 131,872,902

競争契約 委託 ㈱桔梗園 5,470,000

競争契約 委託 ジョージア園芸㈱ 11,668,000

2
平成25年度　公園駐車場B棟エス
カレーター保守点検委託

1

No. 契約件名

平成25年度　竹芝客船ターミナル
ボーディングブリッジ保守点検委託

12

17

3

4

9

5

6

7

8

10

11

13

14

15

16

平成25年度　潮風公園外20公園
樹木冬期剪定作業委託

平成25年度　シンボルプロムナード
公園外7公園　橋梁点検委託

平成25年度　コーポレートサイト他
言語版公園案内ページの作成委
託（潮風公園・台場公園）

平成25年度　コロシアムブリッジ・や
ぐら橋昇降機保守点検委託

平成25年度　テレポートブリッジ（台
場側）エスカレーター保守点検委
託

平成25年度　テレポートブリッジ（青
海側）エスカレーター保守点検委
託

平成25年度　お台場海浜公園マリ
ンハウス他1箇所昇降機保守点検
委託

平成25年度　テレポートブリッジゴ
ンドラ設備保守点検委託

平成25～27年度　潮風公園外3公
園　噴水池等清掃委託

平成25年度　お台場海浜公園　園
路等補修工事

平成25～27年度　シンボルプロム
ナード公園他8公園　警備業務委
託

平成25～27年度　お台場海浜公園
他12公園及び青海コンテナ・中防
外側車両待機場　清掃作業委託

平成25年度　潮風公園外19公園
樹木剪定作業委託

平成25年度　潮風・台場公園　緑
地維持作業委託（単価契約）

平成25年度　シンボルプロムナード
公園　セントラル広場緊急修繕

. 別 紙 の と お り . 



３　収支状況（単位：千円）

うち廃油回収事業

4,517,735 -17,171

20,266,733 4,159

4,817,773

15,748,998 21,330
15,188,143 20,681

うち人件費 1,358,123 15,311
560,855 649

うち人件費 288,460 649
49,695

216,036
166,340

4,567,430 -17,171
-7,330 16,280

-1,748,434

2,811,665 -890

44,854,210 －

当期増加額 3,652,803 －

－ －

当期減少額 -5,233,926 －

43,273,087 －

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 物品その他 東京石油㈱ 4,446,000

特定契約 物品その他 紅産業㈱ 4,221,250

件数 金額非公表案件

2
平成24年度　船舶廃油等の処理及
び船舶・車両による運搬の単価契
約について（その2）

有形・無形固定資産を計上しています。

資産（期末残高） 有形・無形固定資産を計上しています。
４　受託等事業実施に係る契約（単位：円）　〔対象：①全特定契約、②①以外の契約については250万円以上の契約〕

No. 契約件名

1
平成24年度　船舶廃油等の処理及
び船舶・車両による運搬の単価契
約について（その1）

資産（期首残高） 有形・無形固定資産を計上しています。

有形・無形固定資産を計上しています。

うち 都からの補助金等

法人税等

当期利益

経常利益
特別利益 船舶廃油回収事業にかかる補助金

営業外利益
営業外収益
営業外費用

営業費用
売上原価

販売費・一般管理費

うち　都からの委託料

うち　都からの補助金

項目
収支

備考
団体　計

営業利益

営業収益

２　事業（施設）概要
東京港内の船舶から発生する廃油を本船等からの依頼により回収船「えど」により回収し、
民間の処分場へ運搬する。

〇個人情報を含む案件
〇公表について、契約相手方の承諾を得られない案件
〇公表することで、事業の執行や団体の経営に支障を及ぼすおそれのある案件

平成２５年度　非競争型受託等事業運営状況報告書　〔東京港埠頭株式会社〕

１　事業（施設）名

船舶廃油回収事業

【本事業に含まれる都からの補助金】
船舶廃油回収事業にかかる補助金
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