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３　収支状況（単位：千円）

うち受託事業
320,536

6,807,897

-

6,487,361
4,044,717

うち人件費 1,609,459
2,442,643

うち人件費 215,933
269,151
385,146 198,687
115,995
589,688

0
106,313
483,374

64,665,136
当期増加額 -

-

当期減少額 2,278,189
62,386,947

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

競争契約 工事 （株）ＮＢ建設 46,145,000

競争契約 工事 京王建設（株） 400,502,300

競争契約 委託 （株）トーニチコンサルタント 156,654,300

競争契約 工事 システム・ハウジング建設（株） 211,317,700

競争契約 工事 東鉄工業（株） 232,554,400

競争契約 工事 （株）ＮＢ建設 161,342,500

競争契約 工事 法月建設（株） 131,150,800

競争契約 工事 （株）ＮＢ建設 173,967,200

競争契約 工事 （株）ＮＢ建設 182,745,866

競争契約 工事 三笠電気（株） 8,641,600

特定契約 工事 八洲電機（株） 206,800,000

特定契約 工事 八洲電機（株） 88,440,000

特定契約 委託 八洲電機（株） 58,300,000

特定契約 工事 東鉄工業（株） 40,558,100

特定契約 委託 （株）京王設備サービス 30,509,820

特定契約 委託 （株）小田急ビルサービス 3,597,000

特定契約 委託 （株）アイサービス 3,551,548

※　契約金額のうち、インフラ外部（当社資産）及び他市区町村（自由通路）に関する経費を除く。
件数 金額

該当なし
該当なし

該当なし

15 自由通路設備管理業務委託

非公表案件
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

16 多摩センター駅および高幡不動駅 自由通路清掃業務委託

17 立川南駅・立川北駅・玉川上水駅 自由通路清掃業務委託

12 高松２３号分岐器制御盤更新その他工事

13 多摩センター22号分岐器制御箱等製作委託

14 エレベーター更新その他工事（大塚・帝京大学駅）

9 駅舎・通路改修建築その他工事（玉川上水駅）

10 駅舎軒天井道路照明改修工事（桜街道駅）

11 2021年度分岐器補修工事

6 昇降機更新その他工事（立飛駅東側連絡通路）

7 昇降機更新その他工事（砂川七番駅東側連絡通路）

8 駅舎塗装塗替及び修繕工事（立川南駅）

PC軌道桁伸縮装置更新工事（立川北駅～立飛駅）

3 2021年度 第4回インフラ施設健全度調査委託（多摩センター駅～程久保駅）

4 昇降機更新その他工事（多摩動物公園駅ほか１駅）

5 エスカレーター更新その他工事（大塚・帝京大学駅）

資産（期末残高）
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 2021年度 RC支柱補修工事

2

当期利益
資産（期首残高）

うち 都からの補助金等

経常利益
特別利益
法人税等

営業外利益
営業外収益 受託事業に関する事務費
営業外費用

うち　都からの委託料

営業費用
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
営業収益

２０２１年度　非競争型受託等事業運営状況報告書

１　事業（施設）名

多摩都市モノレールのインフラ部（東京都資産）の維持管理修繕等事業

橋脚、軌道桁、駅舎（一部）、自由通路等の東京都資産

２　事業（施設）概要

鋼軌道桁の塗装塗替、駅舎施設の補修、分岐橋橋面の補修、自由通路の維持管理



（様式１－２）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

工事 八洲電機（株） 206,800,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

工事 八洲電機（株） 88,440,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 八洲電機（株） 58,300,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

工事 東鉄工業（株） 40,558,100

特命理由

　本工事はエレベーター１基の更新工事を実施するものであるが、東鉄工業(株)とすでに契約している「エスカレー
ター更新その他工事（大塚・帝京大学駅）」と同一箇所、同一ヤードを利用して行う工事である。このため、同社が
本工事を実施することで、効率的かつ経済的に工事を進めることができ、また、同一箇所で異なる者が同時期に工
事を行うと、工事現場に混乱を招く等、安全作業に支障をきたす恐れがある。
　なお、本来であればエスカレーターとエレベーターを合わせて発注すべきものであるが、エスカレーターの発注
時期にエスカレーターの設計が整っていなかったため、本工事を後日追加発注する旨を予め特記仕様書に記載
するとともに、指名業者に知らせたうえでエスカレーター更新工事の指名競争入札を実施し、同社が落札者となっ
たものである。
　以上のことから、東鉄工業(株)との特定契約とする。

特命理由

　本件は、多摩センター22号分岐器制御箱等更新における制御箱等の製作委託である。
　分岐器制御箱等の更新は、２０年を目途に実施する計画となっており、実施にあたっては１年目に制御箱等製作
を行い、２年目に更新工事を行う予定となっている。
　分岐器装置は、軌道桁を連動させ転換させる装置であり、モノレールの運行に直接影響する重要設備である。当
社の分岐器装置は株式会社日立製作所が設計・製作しているが、他社の製品を使用し不具合が発生した場合
は、責任の所在が不明確となることから、メーカー補償の対象外となるため他社の製品を使用することができない。
　以上のことから、分岐器装置のメーカー(株式会社日立製作所)の特約店である八洲電機株式会社との特定契約
とする。

No. 契約件名

14
エレベーター更新その他工事（大
塚・帝京大学駅）

No. 契約件名

13
多摩センター22号分岐器制御箱等
製作委託

　分岐器は、駆動モータや減速機等の各種装置が連動しおよそ10トンの軌道桁を動かす仕組みとなっており、分
岐器の全てが日立グループにより設計・製作されている当社独自の構造物である。このため、列車運行の安全性
及び安定性を確保する観点から、日立グループが設計していないもの（以下、「非正規品」という。）を使用すること
ができない（非正規品を使用し不具合が起きた場合、責任の所在が不明確となり、メーカー補償の対象外となる可
能性が高い。）。
　以上のことから、日立グループと代理店契約を結んでいる八洲電機（株）との特定契約とする。

　分岐器は、駆動モータや減速機等の各種装置が連動しおよそ10トンの軌道桁を動かす仕組みとなっており、分
岐器の全てが日立グループにより設計・製作されている特殊構造物である。このため、列車運行の安全性及び安
定性を確保する観点から、日立グループが設計していないもの（以下、「非正規品」という。）を使用することができ
ない（非正規品を使用し不具合が起きた場合、責任の所在が不明確となり、メーカー補償の対象外となる可能性が
高い）。
　以上のことから、日立グループと代理店契約を結んでいる八洲電機（株）との特定契約とする。

No. 契約件名

12
高松２３号分岐器制御盤更新その
他工事

特命理由

５　特定契約の特命理由　〔対象：特定契約のうち250万円以上の契約〕
No. 契約件名

11 2021年度分岐器補修工事

特命理由



（様式１－２）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 （株）京王設備サービス 30,509,820

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 （株）小田急ビルサービス 3,597,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 （株）アイサービス 3,551,548

特命理由

　本件は、東京都及び立川市から維持管理を受託している自由通路の清掃業務を委託するものであるが、自由通
路は駅舎に隣接しており、駅舎清掃と一体的に行うことで効果・効率的に履行することができるため、「立川北管区
駅舎および運営基地諸建物清掃業務委託」の受託者が自由通路の清掃を受託するよう仕様書に定めている。
　このため、2021年度における「立川北管区駅舎および運営基地諸建物清掃業務委託」の受託者である（株）アイ
サービスとの特定契約とする。

※　記載事項を満たせば任意様式の使用可

特命理由

　本件は、東京都及び多摩市から維持管理を受託している自由通路の清掃業務を委託するものであるが、自由通
路は駅舎に隣接しており、駅舎清掃と一体的に行うことで効果・効率的に履行することができるため、「多摩セン
ター管区駅舎清掃業務委託」の受託者が自由通路の清掃を受託するよう仕様書に定めている。
　このため、2021年度における「多摩センター管区駅舎清掃業務委託」の受託者である（株）小田急ビルサービスと
の特定契約とする。

No. 契約件名

17
立川南駅・立川北駅・玉川上水駅
自由通路清掃業務委託

特命理由

　本件は、道路管理者である東京都、多摩市、立川市からの管理委託に基づき、自由通路に設置されている昇降
機設備や消防設備等の管理業務を委託するものである。
　本件の実施に当たり、駅舎においては当社所有設備の管理業務を委託する「駅舎・運営基地諸建物管理業務委
託」と隣接していることから、同等の法令・基準に則り、一体的な管理のもと実施することが求められる。
　また、「駅舎・運営基地諸建物管理業務委託」の受託者である（株）京王設備サービスは、当社総合指令棟に事
務所を構えているため、設備に不具合等が発生した際、迅速に対応できる体制となっている。
　これらのことから、自由通路設備及び当社所有設備を一体的に管理することができるとともに、迅速な対応による
適切な管理業務を履行できる（株）京王設備サービスとの特定契約とする。

No. 契約件名

16
多摩センター駅および高幡不動駅
自由通路清掃業務委託

No. 契約件名

15 自由通路設備管理業務委託


