
-81,786
4,105,070

19,022
3,632,231
4,186,856
3,957,423

うち人件費 1,721,268
229,433

うち人件費 164,476
64,385
70,858
6,473

0
-17,401

0
2,173,999
6,302,789

103,105

6,403,183
2,073,605

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

競争 委託 ㈱オ－ル商会 165,024,000
競争 委託 ㈱協栄 142,560,000
競争 その他物品 日立キャピタル㈱ 128,362,320
競争 委託 オーディーエー㈱ 29,484,000
競争 その他物品 東和科学㈱ 16,383,600
競争 その他物品 ㈱高長 14,040,022
競争 その他物品 岩井化学薬品㈱ 10,633,593
競争 その他物品 ㈱和科盛商会 10,446,084
競争 その他物品 ㈱千代田 10,061,640
競争 委託 ㈱東明サイエンス 9,903,600
競争 その他物品 バイオリサーチセン 9,720,000
競争 委託 ㈱池田理化 9,417,060
競争 その他物品 ㈱東明サイエンス 9,288,000
競争 委託 京セラ丸善システム 8,424,000
競争 その他物品 ㈱和科盛商会 7,128,000
競争 その他物品 ㈱東明サイエンス 7,128,000
競争 委託 ㈱池田理化 6,866,100

平成26年度 非競争型受託等事業運営状況報告書 [公益財団法人・一般財団法人・特例民法法人 ]

経常収益
うち　都からの委託料

うち　都からの補助金等

経常費用
事業費

管理費

３　収支状況（単位：千円）

項目
収支

団体　計
備考

液体窒素外4点の購入（単価契約）

6

8

蛍光顕微鏡の購入

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]

建物清掃業務委託
5

当期減少額
資産（期末残高）

No.
平成26年度契約結果　競争契約（250万円以上）

契約件名

当期経常外増減額

1 建物管理業務委託

試薬(牛胎児血清)の購入

14 図書システム導入委託
15 薬品管理システムの購入

テレメトリー式自動計測システムの購入

質量分析装置保守点検委託
13 超低温フリーザー外6点の購入

2 動物飼育管理業務委託
3 実験動物用３DマイクロX線CT装置外2点の賃借

4

10 次世代シーケンス解析業務委託
11 マーモセット用飼育ケージ外1点の購入
12

セルアナライザーの購入
7 試薬(Infinium Teflow LCG Upgrade Kit外3点)の購入

公益財団法人　東京都医学総合研究所

２　事業（施設）概要

神経系及びその疾患等に関する研究、精神障害の本態、成因、予防及び治療等に関する研究
及び治療等に関する研究及びがん、感染症をはじめとする未解明の重要疾患の制御等に関す
る研究を総合的に行うことにより、医学の振興を図り、その研究成果を普及することにより都民
の医療と福祉の向上に寄与することを目的とする。

うち　都からの補助金等

経常外収益
経常外費用

法人税等（再掲）
当期一般正味財産増減額

当期指定正味財産増減額

資産（期首残高）
当期増加額

当期経常増減額

１　事業（施設）名

16
17

9

共焦点レーザー顕微鏡の保守委託



競争 その他物品 ㈱東明サイエンス 6,372,000
競争 委託 SBSトランスポート㈱ 5,378,400
競争 その他物品 ㈱池田理化 4,860,000
競争 その他物品 ㈱和科盛商会 4,797,360
競争 その他物品 ㈱池田理化 4,374,000
競争 委託 ㈱池田理化 4,352,400
競争 その他物品 レノバサイエンス㈱ 4,320,000
競争 委託 ㈲サン・ウッド環境 3,996,000
競争 その他物品 ㈱和科盛商会 3,717,900
競争 委託 ㈱野沢園 3,715,200
競争 その他物品 ㈱エキシジェン 3,569,400
競争 その他物品 高信化学㈱ 3,285,360
競争 委託 ㈱日本施設 3,245,400
競争 その他物品 ㈱池田理化 3,239,028
競争 その他物品 ㈱和科盛商会 3,078,000
競争 委託 ㈱池田理化 3,024,000
競争 その他物品 ㈱池田理化 2,962,440
競争 委託 高嶺清掃㈱ 2,754,000
競争 その他物品 ㈱日栄東海 2,646,000
競争 その他物品 オリンパスメディカルサイエンス販売 2,500,200

特定 その他物品 オリエンタル酵母工業㈱ 25,660,800
特定 委託 アドバンテック㈱ 15,692,049
特定 その他物品 浜松ホトニクス㈱ 12,722,400
特定 委託 （医）同友会 9,906,246
特定 委託 ㈱ＪＴＢコーポレートセールス 9,294,609
特定 委託 ＷＤＢ㈱ 9,280,923
特定 その他物品 日立キャピタル㈱ 6,993,216
特定 委託 アドバンテック㈱ 6,990,871
特定 その他物品 バイオリサーチセンター㈱ 6,529,680
特定 委託 ㈱PUC 5,917,320
特定 委託 ＷＤＢ㈱ 5,344,304
特定 その他物品 アドバンテック㈱ 5,193,720
特定 その他物品 ㈱日本医化器械製作所 4,968,000
特定 委託 ＷＤＢ㈱ 4,619,339
特定 委託 ＷＤＢ㈱ 4,251,150
特定 委託 ㈱日本医化器械製作所 4,060,800
特定 その他物品 トムソンロイター・プロフェッショナル㈱ 3,888,000
特定 委託 弁護士　荒巻慶士・畑井研吾 3,780,000
特定 その他物品 三菱ＵＦＪリース㈱ 3,740,832
特定 その他物品 進和テック㈱ 3,674,160
特定 委託 ADACHI-ORESKI 3,300,000
特定 その他物品 進和テック㈱ 3,265,920
特定 委託 （公財）実験動物中央研究所 3,125,952
特定 委託 ㈱アバンティスタッフ 3,040,092
特定 その他物品 ＪＡ三井リース㈱ 2,816,976
特定 その他物品 日本ＧＥ㈱ 2,747,844
特定 委託 清泉監査法人 2,700,000
特定 委託 オリエンタル酵母工業㈱ 2,700,000
特定 委託 （公財）実験動物中央研究所 2,638,224
特定 委託 ㈱イナリサーチ 2,494,800
特定 委託 中央エレベーター工業㈱ 2,410,560
特定 その他物品 NTTファイナンス㈱ 2,388,960
特定 委託 富士ゼロックス㈱ 2,253,960
特定 委託 富士ゼロックス㈱ 1,914,840
特定 その他物品 ㈱オーピーティー 1,900,000
特定 委託 （公財）東京都保健医療公社東京都 1,882,440
特定 委託 富士ゼロックス㈱ 1,866,240
特定 委託 富士ゼロックス㈱ 1,829,520

21

細胞融合装置の購入
ズーム顕微鏡の購入
排水処理設備保守点検業務委託

27
28
29
30

22
23
24
25
26

18 脳波計記録解析システムの購入

試薬棚外4件の購入
タイムラプス装置の購入
安全キャビネット保守点検委託

32
33
34

研究所内レイアウト変更業務委託
プログラムフリーザの購入
サイド実験台外6件の購入
マーモセット行動解析装置の購入
高圧蒸気滅菌装置外3点保守点検委託
プッシュプル型換気装置2点の購入
感染性廃棄物収集運搬委託
自動分注装置の購入
緑地保守管理業務委託

19
20

31

1 床敷（パルソフト）の購入（単価契約）
2 人材派遣契約(研究業務：インフル１)
3 3波長ピコ秒パルス光源外2点の購入

アクリルフード付実験台外2件の購入
一般廃棄物処理委託（単価契約）
動物用生体情報モニターの購入
システム生物顕微鏡外1点の購入

平成26年度契約結果　特定契約（全案件）
37

35
36

7 走査電子顕微鏡外50点の賃借

8 人材派遣契約(秘書業務)
9 マルチチャンネル神経生理学システム用拡張DSPアップグレード外4点の

4 一般・特別定期健康診断委託(単価契約)

5 都医学研リトリート開催に係る運営業務委託

6 人材派遣契約(検査業務：がん総合的高次研究　平松

13 Ｓ棟３階低温室改修工事
14 人材派遣契約（研究業務：がん総合的高 　
15 人材派遣契約(研究業務：脂質代謝クレスト

10 電子計算機による給与計算処理委託
11 人材派遣契約(研究業務：インフル２)
12 人材派遣契約（研究業務：がん総合的高次研究　芝崎１）

19 クリーンベンチ外18点の賃借
20 ケミカルフィルターの購入
21 技術移転支援業務委託

16 遺伝子組換え拡散防止装置保守点検委託

17 ウェブアクセス権の使用許諾
18 弁護士業務の委託

25 質量分析装置外5点の賃借
26 共焦点レーザー顕微鏡外24点の賃借
27 外部監査委託

22 ケミカルフィルターの購入
23 動物の病原微生物感染症の検査委託
24 人材派遣契約（秘書業務）

31 エレベーター保守委託
32 リース備品(質量分析装置)の購入
33 複写サービスに関する契約（単価契約）図書

28 トランスジェニックｳｻｷﾞ作製に伴う遺伝子導入受精卵の移植委

29 動物の病原微生物感染症の検査委託
30 Ｎ棟Ｐ３系統排風機保守点検委託

37 複写サービスに関する契約（単価契約）事務室2

38 複写サービスに関する契約（単価契約）解析

34 複写サービスに関する契約（単価契約）所長

35 ハンディ3Dスキャナーの購入
36 消化器官検診委託



特定 委託 富士ゼロックス㈱ 1,809,000
特定 委託 （医）こころとからだの元氣プラザ 1,769,040
特定 その他物品 ㈲メイヨー 1,765,640
特定 委託 富士ゼロックス㈱ 1,743,120
特定 委託 弁護士　平井昭光 1,632,960
特定 その他物品 ㈱菱化システム 1,516,320
特定 委託 ㈱日立公共システム 1,488,240
特定 委託 パナソニックＥＳ産機システム㈱ 1,425,600
特定 その他物品 川原鳥獣貿易㈱ 1,377,000
特定 その他物品 川原鳥獣貿易㈱ 1,377,000
特定 委託 富士ゼロックス㈱ 1,328,400
特定 委託 アドバンテック㈱ 1,328,400
特定 その他物品 弁護士　荒巻慶士・畑井研吾 1,296,000
特定 委託 ㈱千代田テクノル 1,296,000
特定 その他物品 ㈲メイヨー 1,289,400
特定 その他物品 三井住友トラスト・パナソニックファイ 1,240,920
特定 委託 弁理士　大森規雄 1,231,200
特定 委託 アドバンテック㈱ 1,228,608
特定 その他物品 日立キャピタル㈱ 1,211,760
特定 委託 テンプスタッフ㈱ 1,194,912
特定 委託 ㈱日立ﾊｲﾃｸﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 1,190,160
特定 その他物品 沖ウィンテック㈱ 1,188,000
特定 委託 ㈱LSIメディエンス 1,134,000
特定 委託 ヒューマン・メタボローム・テクノロジ 1,134,000
特定 その他物品 日本エスエルシー㈱ 1,033,188
特定 委託 京セラ丸善システムインテグレーシ 997,920
特定 委託 ㈱日本医化器械製作所 993,600
特定 その他物品 東京センチュリ－リ－ス㈱ 987,936
特定 その他物品 公認会計士　出塚清治 982,800
特定 委託 日本電子㈱ 972,000
特定 その他物品 ㈲豊洋電子精機 972,000
特定 委託 ＮＴＴジーピー・エコ㈱ 929,154
特定 その他物品 芙蓉総合リース㈱ 920,208
特定 委託 ハムリー㈱ 874,800
特定 委託 阿部・井窪・片山法律事務所 827,383
特定 委託 ㈱日本医化器械製作所 810,000
特定 委託 ㈱エデュース 774,360
特定 その他物品 ㈱ユニークメディカル 756,000
特定 委託 ハムリー㈱ 740,880
特定 委託 （公財）日本アイソトープ協会 731,700
特定 委託 ㈱PUC 729,000
特定 その他物品 ㈱タッチテック 727,920
特定 委託 ㈱エス・エム・エス 727,833
特定 その他物品 日本エスエルシー㈱ 724,257
特定 委託 富士ゼロックス㈱ 720,576
特定 その他物品 ㈱菱化システム 692,550
特定 その他物品 アコー販売㈱ 672,537
特定 委託 三浦工業㈱ 648,000
特定 委託 佐川急便㈱ 648,000
特定 委託 志賀国際特許事務所 634,422
特定 その他物品 日本エスエルシー㈱ 625,229
特定 委託 弁理士　屋代順治郎 622,080
特定 委託 富士ゼロックス㈱ 616,248
特定 その他物品 ㈱ビークル 615,600
特定 その他物品 日本エスエルシー㈱ 614,523
特定 委託 志賀国際特許事務所 613,905
特定 委託 ㈱コーディネート 611,712
特定 その他物品 日本クレア㈱ 602,324

39 複写サービスに関する契約（単価契約）３階

43 弁護士の顧問委嘱
44 定量解析用ソフトの購入
45 「研究データ管理データベース構築業務」委

40 ＶＤＴ検診委託
41 網膜機能解析装置の購入
42 複写サービスに関する契約（単価契約）事務室

49 複写サービスに関する契約（連携推進室）

50 人材派遣契約（依存性薬物　池田）
51 法律顧問契約

46 吸収冷温水発生機保守点検委託
47 ニホンザルの購入
48 ニホンザルの購入

55 弁理士の顧問委嘱
56 人材派遣契約(研究業務：がん総合的高次研究　芝崎２)

57 凍結切片作成装置外10点の賃借

52 放射線管理総合システム保守点検委託
53 多局所網膜電図測定装置の購入
54 自動細胞解析分離システムの賃借

61 DNA分離検査委託（単価契約）
62 メタボローム解析委託
63 マウス・ｳｻｷﾞの購入

58 人材派遣契約（依存性薬物）
59 電子顕微鏡（H-7650）の保守委託
60 電話交換機修繕

67 税務顧問委嘱契約
68 電子顕微鏡（JEM-1400）の保守委託
69 マニピュランダムの購入

64 図書ｼｽﾃﾑ保守委託
65 低温室保守点検委託
66 行動科学研究装置外1点の賃借

78 RI廃棄物廃棄業務委託
79 給与改定等に伴う給与システム改修委託

70 エネルギー管理委託
71 顕微鏡レンズシステム外7点の賃借
72 ツパイ実験飼育及び輸送委託
73 明細書の翻訳委託
74 飼育室（恒温恒湿室）保守点検委託

75 科研費ｼｽﾃﾑ保守委託
76 サル用マニプレーターの購入
77 ツパイ実験飼育及び輸送委託

83 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約（単価契約）（蛋白質リサイクル）

84 Partek Genomics Suiteライセンス契約
85 胎動センサ外1点の購入

80 タッチモニター外２点の購入
81 人材紹介業務委託
82 マウス・ラットの購入

89 マウス・ラットの購入
90 知的財産活用ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ委託
91 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約（単価契約）（花粉

86 N棟ボイラーの送風機部品の交換及び保守点検委託

87 検体の輸送委託
88 PCT出願に係る事務委任契約

95 複写サービスに関する契約（単価契約）（分子医療）

96 マウス・ラットの購入

92 HBcAg(adr）　Recombinant　in　yeastの購入

93 マウスの購入
94 米国出願に係る事務委任契約について



特定 その他物品 ㈱日本医化器械製作所 594,000
特定 その他物品 日本エスエルシー㈱ 591,316
特定 委託 阿部・井窪・片山法律事務所 588,500
特定 委託 阿部・井窪・片山法律事務所 572,319
特定 その他物品 日本エスエルシー㈱ 562,456
特定 その他物品 日本エスエルシー㈱ 512,613
特定 その他物品 バイオリサーチセンター㈱ 507,708
特定 その他物品 SAS Institute Japan㈱ 504,360
特定 その他物品 ㈱エデュース 498,960
特定 委託 富士ゼロックス㈱ 497,664
特定 その他物品 オリエンタル酵母工業㈱ 495,393
特定 その他物品 日本エスエルシー㈱ 492,405
特定 その他物品 日本クレア㈱ 469,580
特定 その他物品 日本エスエルシー㈱ 462,426
特定 その他物品 川原鳥獣貿易㈱ 459,000
特定 その他物品 川原鳥獣貿易㈱ 459,000
特定 委託 阿部・井窪・片山法律事務所 448,416
特定 その他物品 日本クレア㈱ 432,898
特定 その他物品 ㈱ビークル 432,000
特定 その他物品 日本クレア㈱ 417,282
特定 その他物品 日本エスエルシー㈱ 409,668
特定 その他物品 日本クレア㈱ 401,118
特定 その他物品 富士ゼロックス㈱ 400,680
特定 その他物品 日本クレア㈱ 374,133
特定 委託 キヤノンマーケティングジャパン 365,472
特定 その他物品 日本エスエルシー㈱ 359,472
特定 委託 ㈱千代田テクノル 357,696
特定 その他物品 オリエンタル酵母工業㈱ 354,061
特定 その他物品 （公財）日本アイソトープ協会 345,600
特定 委託 富士ゼロックス㈱ 343,440
特定 委託 ㈱エデュース 324,000
特定 その他物品 ㈱クロスランゲージ 324,000
特定 その他物品 オリエンタル酵母工業㈱ 322,025
特定 その他物品 日本クレア㈱ 319,627
特定 その他物品 日本クレア㈱ 315,530
特定 委託 ㈱フォルテ 304,776
特定 その他物品 ㈲海道新聞店 304,104
特定 その他物品 エルゼビア・ビー・ブイ 300,000
特定 その他物品 オリエンタル酵母工業㈱ 285,148
特定 その他物品 理想科学工業㈱ 280,908
特定 委託 ㈱日経HR 270,000
特定 委託 ㈱コーディネート 54,000
特定 その他物品 セコム㈱ 10,152

件数 金額
0 0
0 0
0 0

非公表案件
○個人情報を含む案件
○公表について、契約相手方の承諾を得られない案件
○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

97 飼育室（恒温恒湿室Ｅ）室外機交換修繕

101 マウスの購入
102 マウス・モルモットの購入
103 データ記録・解析用パソコンの購入

98 マウス・ウサギの購入
99 PCTに基づく特許出願事務委任契約
100 明細遺書の翻訳委託

107 マウス外11点の購入
108 マウスの購入
109 マウスの購入

104 解析ソフト使用許諾契約
105 科研費ｼｽﾃﾑ「科研費プロ」デタセンタ利用

106 複写ｻｰﾋﾞｽに関する契約（単価契約）（感染制御

113 契約書案の法律的確認及び修正委託
114 マウスの購入
115 HBcAg　Recombinant　in　yeastの購入

110 マウス・ウサギの購入
111 ニホンザルの購入
112 ニホンザルの購入

119 複写サービスに関する契約（単価契約）（所長室

120 マウスの購入
121 複写サービスに関する契約（単価契約）（ゲノム動態）

116 マウス・ラットの購入
117 マウスの購入
118 ラット・マウスの購入

125 放射性物質の購入
126 複写サービスに,関する契約（単価契約）（動物室

127 科学研究費補助金管理システム「科研費プロ」の改修委託

122 マウス・モルモットの購入
123 放射線被爆線量測定業務委託
124 マウス外11点の購入

131 マウスの購入
132 英文校正委託
133 新聞（朝日新聞外３点）の購読

128 ソフトウェアの購入
129 マウス外10点の購入
130 マウス・ラットの購入

137 求人情報サイトへの職員募集案内掲載委託

138 人事システム保守委託
139 AED(自動体外式除細動器)の賃借

134 PPVの購入
135 マウス外13点の購入
136 EXインク外4点の購入
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