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うち〇〇事業
当期経常増減額 -165,978

経常収益 3,929,024

21,542

3,483,083

4,095,002
3,859,794

うち人件費 1,705,753
235,208

うち管理費 168,311
当期経常外増減額 118,563

160,263
41,700

0
-47,415

0
2,385,364

当期増加額 6,937,119

79,725

当期減少額 7,148,484
2,173,999

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 160,440,000
競争 委託 ㈱協栄 131,250,000
競争 委託 ニュービルメン協同組合 29,925,000
競争 その他物品 紀伊國屋書店 27,093,172
競争 その他物品 ㈱池田理化 23,128,035
競争 その他物品 ㈱東明サイエンス 20,906,550
競争 その他物品 エルゼビア 16,163,535
競争 その他物品 ㈱千代田 12,712,115
競争 その他物品 ㈱池田理化 11,676,000
競争 その他物品 ㈱和科盛商会 9,933,000
競争 その他物品 丸善 9,342,755
競争 委託 ㈱池田理化 8,183,490
競争 委託 (医)同友会 5,339,145

平成25年度契約結果　競争契約（250万円以上）

13 一般・特別定期健康診断委託(単価契約)

10 超低温槽の購入

11 洋雑誌の購入及び電子ジャーナルの閲覧利用

12 質量分析装置の保守委託

7 洋雑誌の購入及び電子ジャーナルの閲覧利用

8 液体窒素外4点の購入（単価契約）

9 デジタルPCRシステム外1点の購入

4 洋雑誌の購入及び電子ジャーナルの閲覧利用

5 バイオアナライザー外5点の購入

6 NGSデータ解析支援システム外7点の購入

1 建物管理業務委託

2 実験動物飼育管理業務委託

3 建物清掃業務委託

資産（期末残高）

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）

うち 都からの補助金等

うち 都からの補助金等

管理費

経常外収益
経常外費用

法人税等（再掲）

経常費用
事業費

契約件名
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.

平成２５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〕

備考

１　事業（施設）名

２　事業（施設）概要

３　収支状況（単位：千円）

うち 都からの委託料

項目

公益財団法人　東京都医学総合研究所

収支

団体　計

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。
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競争 その他物品 ㈱池田理化 5,166,000
競争 委託 アドバンテック㈱ 4,830,864
競争 その他物品 ㈱東明サイエンス 4,763,850
競争 その他物品 ㈱東明サイエンス 4,725,000
競争 委託 ㈱池田理化 4,600,050
競争 その他物品 ㈱協和エクシオ 4,581,150
競争 その他物品 ㈱東明サイエンス 4,392,675
競争 その他物品 ㈱チヨダサイエンス 4,315,332
競争 その他物品 レノバサイエンス㈱ 4,183,200
競争 その他物品 井上事務機事務用品㈱ 4,043,025
競争 委託 （有）サン・ウッド環境 3,958,500
競争 その他物品 ㈱コーディネート 3,828,300
競争 その他物品 ㈱エキシジェン 3,780,000
競争 その他物品 ㈱高長 3,574,998
競争 その他物品 ㈱久保商店 3,255,000
競争 委託 ㈱日本施設 3,155,250
競争 その他物品 レノバサイエンス㈱ 3,147,560
競争 委託 WDB㈱ 3,047,394
競争 その他物品 南江堂 2,696,373
競争 委託 （株）池田理化 2,656,500

独占 その他物品 ㈱日本医科器械製作所 7,980,000
独占 その他物品 ㈱アークブレイン 7,299,600
独占 その他物品 インフォコム㈱ 3,780,000

特定 その他物品 オリエンタル酵母工業㈱ 24,948,000
特定 委託 ＷＤＢ㈱ 14,158,275
特定 委託 （医療法人社団）同友会 11,575,515
特定 委託 ㈱ワ－ルドインテック 11,310,547
特定 委託 アドバンテック㈱ 6,818,772
特定 委託 インフォバイオ㈱ 6,489,000
特定 委託 ㈱PUC 5,752,950
特定 委託 ㈱エンテックス 5,674,677
特定 委託 アドバンテック㈱ 5,309,981
特定 委託 ＷＤＢ㈱ 5,309,981
特定 委託 ＷＤＢ㈱ 5,273,121
特定 委託 アドバンテック㈱ 5,247,852
特定 委託 WDBエウレカ㈱ 4,820,760
特定 その他物品 日立キャピタル㈱ 4,691,484
特定 委託 (株)日本医化器械製作所 4,179,000
特定 委託 (有)アクセスブレイン 4,170,274
特定 その他物品 三菱ＵＦＪリース㈱ 3,725,460
特定 委託 多紀システック（株） 3,570,000
特定 委託 三浦工業㈱ 3,403,576
特定 委託 ﾋｭｰﾏﾝ･ﾒﾀﾎﾞﾛｰﾑ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱ 3,369,450
特定 委託 ㈱アヴァンティスタッフ 3,347,190
特定 委託 NTT・ＧＰエコ 3,346,308
特定 委託 ADACHI-ORESKI 3,300,000
特定 委託 テックマネッジ㈱ 3,045,000
特定 委託 （公財)実験動物中央研究所 3,002,580
特定 その他物品 ＪＡ三井リース㈱ 2,738,736
特定 その他物品 日本ＧＥ㈱ 2,671,512
特定 委託 清泉監査法人 2,625,000
特定 委託 （公財)実験動物中央研究所 2,450,700
特定 委託 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ㈱ 2,350,694
特定 委託 アブカム㈱ 2,318,400
特定 委託 公益社団法人日本アイソトープ協会 2,161,110
特定 委託 （公財）東京都保健医療公社東京都がん検診センター1,765,050
特定 委託 （医療法人社団）こころとからだの元氣プラザ 1,620,675
特定 委託 弁護士　平井昭光 1,587,600
特定 その他物品 川原鳥獣貿易㈱ 1,564,500
特定 その他物品 芙蓉総合リース㈱ 1,540,524
特定 委託 日本電技（株） 1,470,000

動物の病原微生物感染症の検査委託

質量分析装置外5点の賃借
共焦点レーザー顕微鏡外24点の賃借

外部監査契約
動物の病原微生物感染症の検査委託

マウス肝臓のメタボローム解析業務委託

ウサギモノクローナル抗体の作製委託

ＲＩ廃棄物廃棄業務委託
定期健康診断消化器検診委託（単価契約）
定期健康診断VDT作業従事者健康診断委託（単価契約）

弁護士の顧問委嘱
ニホンザルの購入
顕微鏡レンズシステム外8点の賃借
自動制御RH・VAV・CAV廻り機能点検委託

22 エネルギー管理委託
23 技術移転支援業務委託
24 発明特許関連調査業務委託

19 高圧蒸気滅菌装置外の保守点検委託

20 マウス肝臓のメタボローム解析業務委託

21 人材派遣契約（感染制御：秘書）

16 日米認知症対策カンファレンス運営委託

17 クリーンベンチ外20点の賃借
18 非常用自家発電設備保守点検作業委託

13 人材派遣契約（研究業務）
14 走査電子顕微鏡外44点の賃借
15 遺伝子組換え拡散防止装置保守点検委託

10 人材派遣契約(研究業務)
11 人材派遣契約(研究業務)
12 人材派遣契約(研究業務)

7 電子計算機による給与計算処理委託
8 人材派遣契約(研究業務)
9 人材派遣契約(研究業務)

4 人材派遣契約(研究業務)
5 人材派遣契約(秘書業務)
6 動物RNA発現解析の研究業務委託

28 直線パネル外11点の購入

平成25年度契約結果　独占契約（250万円以上）

平成25年度契約結果　特定契約（全案件）

25 ネットワークストレージ外2点の購入

26 ＣＯ２インキュベータ外5点の購入

27 マーモセット行動解析装置外1点の購入

22 超遠心機用ロータ外2点の購入

23 くるみ製本機の購入

24 感染性廃棄物収集運搬委託

19 デジタルワイヤレスチューナーセット外4点の購入

20 微量高速冷却遠心機外3点の購入

21 オートクレーブ外3点の購入

16 呼吸機能解析装置一式の購入

17 研究室用除湿機外1点の購入

18 共焦点レーザー顕微鏡の保守委託

14 24ｃｈカスタマイズ電極の購入

15 人材派遣契約（研究業務）

36
37
38

33
34
35

30
31
32

27
28
29

1 床敷（パルソフト）の購入（単価契約）

25
26

2 人材派遣契約(研究業務・検査業務)
3 平成25年度　一般・特別定期健康診断の委託

2 高速ワークステーションの購入
3 ウェブアクセス権の使用許諾

33 安全キャビネットの保守点検委託

1 電磁シールド防音ユニットの購入

29 排水処理設備保守点検業務委託

30 実体顕微鏡システム外5点の購入

31 人材派遣契約（研究業務）

32 洋雑誌の購入及び電子ジャーナルの閲覧利用
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特定 委託 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ㈱ 1,365,000
特定 委託 ㈱セルコ 1,312,500
特定 委託 ㈱PUC 1,312,500
特定 その他物品 日本クレア㈱ 1,284,530
特定 その他物品 日本エスエルシー㈱ 1,263,184
特定 委託 弁護士　荒巻・畑井 1,260,000
特定 委託 ㈱千代田テクノル 1,260,000
特定 その他物品 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱ 1,206,444
特定 その他物品 日本クレア㈱ 1,201,280
特定 委託 弁理士　大森規雄 1,197,000
特定 委託 ㈱日立ﾊｲﾃｸﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 1,156,050
特定 その他物品 日立キャピタル㈱ 1,115,100
特定 その他物品 日本エスエルシー㈱ 1,100,068
特定 委託 ㈱環境技研 996,439
特定 委託 （株）WDV 992,250
特定 委託 京セラ丸善ｼｽﾃﾑ 970,200
特定 委託 東京センチュリ-リ－ス㈱ 960,492
特定 委託 公認会計士　出塚清治 955,500
特定 委託 日本電子㈱ 945,000
特定 その他物品 日本エスエルシー㈱ 882,544
特定 その他物品 ㈱和科盛商会 857,220
特定 その他物品 アーク・リソース㈱ 846,720
特定 その他物品 インフォバイオ㈱ 840,000
特定 その他物品 利根化学㈱ 801,921
特定 委託 ㈱日本医化器械製作所 798,000
特定 その他物品 日本エスエルシー㈱ 777,356
特定 委託 三菱化学メディエンス㈱ 735,000
特定 委託 沖ウインテック(株) 735,000
特定 その他物品 日本エスエルシー㈱ 702,236
特定 委託 特許業務法人セントクレスト国際特許事務所 688,980
特定 委託 ＮＴＴジーピー・エコ㈱ 685,534
特定 その他物品 日本エスエルシー㈱ 654,207
特定 その他物品 理想科学工業㈱ 618,975
特定 委託 弁理士　屋代順治郎 604,800
特定 その他物品 ㈱東明サイエンス 558,064
特定 その他物品 日本エスエルシー㈱ 551,143
特定 その他物品 日本クレア㈱ 544,141
特定 委託 (株)サクセス 510,300
特定 その他物品 ㈱コーディネート 509,040
特定 その他物品 オリエンタル酵母工業㈱ 494,302
特定 その他物品 日本クレア㈱ 490,285
特定 委託 ㈱RNAi 441,000
特定 その他物品 日本エスエルシー㈱ 438,302
特定 その他物品 アーク・リソース㈱ 436,800
特定 その他物品 日本エスエルシー㈱ 434,639
特定 その他物品 日本クレア㈱ 434,206
特定 その他物品 日本クレア㈱ 431,595
特定 その他物品 〔社会福祉法人）東京コロニー 403,515
特定 その他物品 日本クレア㈱ 378,666
特定 委託 ㈱エスアールエル 367,500
特定 その他物品 日本エスエルシー㈱ 356,113
特定 その他物品 キヤノンマーケティングジャパン㈱ 355,320
特定 委託 ㈱千代田テクノル 347,760
特定 その他物品 オリエンタル酵母工業㈱ 347,747
特定 その他物品 （公財)日本アイソトープ協会 346,500
特定 委託 ㈱エスアールエス 336,000
特定 その他物品 オリエンタル酵母工業㈱ 334,618
特定 その他物品 オリエンタル酵母工業㈱ 302,948
特定 委託 ㈱サンメディア 297,150
特定 委託 （公財）実験動物中央研究所 277,200
特定 委託 日本医学図書館協会 260,000
特定 その他物品 オリエンタル酵母工業㈱ 196,847
特定 委託 コングレス 194,328

78

75
76
77

メタボローム解析委託
研究所業績公開ｼｽﾃﾑ構築業務委託

72
73
74

給与制度改正に伴う給与ｼｽﾃﾑの改修委託

飼料の購入
実験動物の購入
法律顧問契約
放射線管理総合システム保守点検委託

自動細胞解析分離システムの賃借
飼料の購入

87
88

69
70
71

弁理士の顧問委嘱
電子顕微鏡（H-7650）の保守点検
高純度溶媒リサイクルシステム外8点の賃借

実験動物の購入
作業環境測定（有機溶剤・特定化学物質）業務委託

84
85
86

人材派遣契約（脂質代謝クレスト：研究業務）

図書ｼｽﾃﾑ保守委託
行動科学研究装置外1点の賃借
税務顧問委嘱契約
電子顕微鏡（JEM-1400）の保守委託

マウス・ラットの購入
Genetic　Analyzer　Biffer　with　EDTA外22点の購入

81
82
83

前核期受精卵の購入
BLAST解析システムの購入
酒石酸ｶﾘｳﾑ水和物外51点の購入
低温室保守点検委託
実験動物の購入
DNA分離検査委託（単価契約）
電話交換装置ハードディスク更新作業委託

97
98
99

ﾏｳｽ・ｳｻｷﾞの購入
特許協力条約（ＰＣＴ）に基づく国際出願に係る事務委任契約

地球温暖化対策計画書等の点検表作成支援委託

実験動物の購入
ORオフセットステープル外3点の購入

知的財産活用ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ委託
抗ﾕﾋﾞｷﾁﾝ・ｳｻｷﾞﾎﾟﾘｸﾛｰﾅﾙ抗体外26点の購入

94
95
96

マウスの購入
マウスの購入
ｶｽﾀﾏｲｽﾞｼｽﾃﾑ改修委託
複写サービスに関する契約（単価契約）（分子医療）

マウス外17点の購入
ﾏｳｽ・ﾗｯﾄの購入
siRNA作製委託

91
92
93

マウス・ラットの購入
前核期受精卵の購入
マウス･ラットの購入
実験動物の購入
マウスの購入
災害用備蓄食糧の購入
ﾏｳｽ・ﾗｯﾄの購入

68

89
90

79
80

全脂質中脂肪酸分画委託
マウスの購入
複写サービスに関する契約（単価契約）（ゲノム動態）

放射線被爆線量測定業務委託
実験動物・輸送箱の購入
放射性物質の購入
全脂質中脂肪酸分画委託
マウス・ラットの購入
マウス外9点の購入
文献複写の委託（サンメディア）
動物の病原微生物感染症の検査委託

100
101

文献複写の委託（日本医学図書館協会）

マウスの購入
サテライトシンポジウム「小脳の神経科学」会場設営作業委託

39
40
41

55

52
53
54

49
50
51

46
47
48

62

42
43
44
45

59
60
61

56
57
58

65

67

63

66

64
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特定 その他物品 イシハラ 160,125
特定 委託 環境技研 147,000
特定 その他物品 北海道システム・サイエンス㈱ 79,773

件数 金額
0 0
0 0

0 0

103
104

102 個別換気装置修理
ばい煙測定委託
合成DNAの購入

非公表案件

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

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


