
阪神高速道路株式会社 第１４回定時株主総会 

議事次第 

 

 

 

１．日 時 ２０１９年６月２４日（月曜日） 午前１１時００分 

 

 

２．場 所 大阪市北区中之島三丁目２番４号 

  当社 本社８階会議室 

 

３．会議の目的事項 

    報告事項    第１４期（２０１８年４月１日から２０１９年３月

３１日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類並

びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果

報告の件          

 

決議事項 

議案  剰余金処分の件 
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（報告事項） 

事 業 報 告 
 

 

 

１.企業集団の現況に関する事項 

(1) 事業の経過及びその成果 

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が続くなかで、景気は緩や

かに回復しました。関西経済についても、輸出や生産（鉱工業生産）が増加基調にあり、個

人消費も緩やかに増加するなど、景気は緩やかに拡大しました。 

このような経営環境の中、阪神高速グループでは「先進の道路サービスへ」というグルー

プ理念のもと、「阪神高速グループビジョン2030」及び「中期経営計画（2017～2019）」を掲

げ、「お客さま満足アッププラン2018」の策定・実施、業務の生産性や品質の向上を目指した

「働き方改革」の推進等、安全・安心・快適の追求を通じてお客さまの満足を実現し、関西

のくらしや経済の発展に引き続き貢献すべく事業の着実な展開に努めてまいりました。 

また、2019年1月には、大規模災害発生時の円滑な対応等を目的として、本社オフィスを移

転し、災害対策本部室の常設等により、迅速・確実に初動活動ができる環境を構築するとと

もに、ＩＣＴ機器の拡充等により、働き方改革を一段と推進する環境を整えました。 

この結果、当連結会計年度における当社グループの営業収益は 230,647 百万円（前連結会

計年度比 7.6％増）、営業損失は 430 百万円（前年同期は営業利益 1,722 百万円）、経常利益

は 668 百万円（前連結会計年度比 66.6％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は 3,535 百

万円（前連結会計年度比 38.6％減）となりました。 

なお、当連結会計年度は、台風 21号等の相次ぐ自然災害の影響等により営業損失 430百万

円を計上しましたが、関連会社であった 4 社の連結子会社化に伴う負ののれん発生益の計上

等により、親会社株主に帰属する当期純利益は 3,535百万円となりました。 

事業別の状況につきましては、次のとおりであります。 

 
＜高速道路事業＞ 

高速道路事業につきましては、ネットワーク整備を推進するとともに、営業延長260.5

㎞にわたる阪神高速道路の適切かつ効率的な管理に努めてまいりました。 

高速道路の管理に関しましては、お客さまに最高の安全と安心を提供するため、15号堺

線・17号西大阪線において全線終日通行止めによるリニューアル工事を実施するなど、構

造物の長寿命化に向けた大規模更新・修繕事業を進めてまいりました。 

また、「お客さま満足アッププラン2018」の取組みでは、２箇所の本線料金所の跡地に

パーキングエリア（尼崎ＰＡ、南芦屋浜ＰＡ）を新設し、11号池田線豊中南出入口付近で

の路外パーキングサービスを開始いたしました。このほか、企画割引「阪神高速ＥＴＣ乗

り放題パス」の販売、Twitterによる情報提供の開始等、お客さまサービスの向上に努め

てまいりました。 

高速道路通行台数は、一日当たり約76.0万台（前連結会計年度比0.4％増）となりました。

また、料金収入は187,725百万円（同0.9％増）となりました。 

   高速道路の新設・改築に関しましては、ミッシングリンクの解消に向け、大和川線（鉄

砲～三宅西）、淀川左岸線（海老江ＪＣＴ～豊崎）、淀川左岸線延伸部、大阪湾岸道路西伸

部（六甲アイランド北～駒栄）及び西船場ＪＣＴ（信濃橋渡り線（仮称））の整備推進に努

2018年4月 1日から 

2019年3月31日まで 
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め、2018 年 5月には、西船場ＪＣＴ改築事業において、阿波座合流区間の車線増設部を開

放しました。 

 

【建設中路線等（2019年3月31日現在）】 

路  線  名 区   間 

大 阪 府 道 高 速 大 和 川 線  
(自) 堺市堺区南島町 

(至) 松原市三宅西七丁目  （7.7km） 

大阪市道高速道路淀川左岸線 
(自) 大阪市此花区高見一丁目 

(至) 同市北区豊崎六丁目  （4.4km） 

一 般 国 道 １ 号  

（ 淀 川 左 岸 線 延 伸 部 ）  

(自) 大阪市鶴見区緑地公園 

(至) 同市北区豊崎六丁目   （7.6km） 

一 般 国 道 ２ 号  

（大阪湾岸道路西伸部（六甲アイランド北～駒栄）） 

(自) 神戸市東灘区向洋町東一丁目 

(至) 同市長田区西尻池町五丁目（14.5km） 

大阪府道高速大阪池田線  

（信濃橋渡り線（仮称）） 

(自) 大阪市西区西本町 

(至) 同市同区江戸堀 

 

また、高速道路事業の利益剰余金を活用した、安全対策やサービス高度化に資する事業

を開始しました。 

この結果、高速道路事業の営業収益は 223,259 百万円（前連結会計年度比 7.7％増）と

なりました。また、当連結会計年度における大阪府道高速大和川線等の新規投資は 16,476

百万円、大阪府道高速大阪池田線等の改築等投資は 38,317百万円となりました。 

なお、阪神高速８号京都線については、近畿圏における高速道路の料金体系の整理・統

一とネットワーク整備の観点から国土交通省が発表した「近畿圏の新たな高速道路料金に

関する具体方針（案）」（2016年12月16日）等を受け、高速道路を利用されるお客さまのさ

らなる利便性向上のため、2019年4月1日をもって京都市及び西日本高速道路株式会社に移

管いたしました。 

 
＜受託事業＞ 

受託事業につきましては、大阪府道高速大和川線及び大阪市道高速道路淀川左岸線の工

事受託等により、営業収益は 1,924百万円（前連結会計年度比 9.7％増）となりました。 

 
＜その他の事業＞ 

その他の事業につきましては、休憩所事業、駐車場事業、道路マネジメント事業等を展

開してまいりました。 

この結果、その他の事業の営業収益は 5,678百万円（前連結会計年度比 5.1％増）とな

りました。 

 
(2) 設備投資等の状況 

当連結会計年度中において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は8,835百

万円で、その主な内容は次のとおりであります。 
① 当連結会計年度中に完成した主要設備 

・ 高速道路事業  料金収受機械及びＥＴＣ設備等の増設 
② 当連結会計年度において継続中の主要設備の新設、拡充 

・ 高速道路事業  料金収受機械及びＥＴＣ設備等の拡充等 
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③ 当連結会計年度に実施した重要な固定資産の売却、撤去・滅失 

・ 高速道路事業  料金収受機械設備の撤去等 
 

(3) 資金調達の状況 

① 2018年7月24日及び2018年11月22日に独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構（以

下「機構」といいます。）から独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法（平成16

年法律第100号。以下「機構法」といいます。）第12条第１項第４号に基づき、各15.39億円、

合計30.78億円の無利子資金の借入れを実施いたしました。 

② 2018年10月12日、第19回社債（一般担保付、機構重畳的債務引受条項付）400億円を発行

いたしました。 

③ 2019年2月26日、第20回社債（一般担保付、機構重畳的債務引受条項付）300億円を発行

いたしました。 

④ 2019年3月28日、株式会社三井住友銀行外11金融機関から総額50億円の借入れを実施いた

しました。 

 

(4) 対処すべき課題 

当社では、グループ理念「先進の道路サービスへ」及び2030年を目標とした「グループビ

ジョン2030」を具体化するための計画として、2017年4月に「中期経営計画（2017～2019）」

を策定いたしました。お客さまに安全・安心・快適にご利用いただくとともに、これまで以

上にお客さまにご満足いただけるよう、様々な施策に取り組んでまいります。 

 

＜最高の安全と安心を提供する阪神高速＞ 

お客さまに安全・安心・快適を提供するため、高速道路リニューアルプロジェクト（大

規模更新・修繕事業）を推進してまいります。また、逆走・誤進入対策等の交通安全対策

を実施するとともに、ロッキング橋脚の耐震補強等、地震・防災対策を推進してまいりま

す。さらに、南海トラフ巨大地震や近年多発する豪雨・台風等の自然災害発生時における

お客さまの安全・道路機能確保に向けた対応等、自然災害への対応力強化に取り組んでま

いります。 

 

＜もっと便利で快適なドライブライフを実現する阪神高速＞ 

ミッシングリンクの解消に向け、大和川線（鉄砲～三宅西）、淀川左岸線（海老江ＪＣＴ

～豊崎）、淀川左岸線延伸部、大阪湾岸道路西伸部（六甲アイランド北～駒栄）及び西船場

ＪＣＴ（信濃橋渡り線（仮称））の整備を推進してまいります。また、交通集中渋滞対策等

の推進、高機能舗装の採用等による走行快適性の向上、新たなパーキングエリアの整備、

分かりやすい情報提供等、お客さまのニーズに応じた道路サービスに取り組んでまいりま

す。 

 

＜世界水準の卓越した都市高速道路技術で発展する阪神高速＞ 

維持管理の効率化・高度化に向けた技術開発や、建設・更新プロジェクトの円滑な施工、

品質向上等に向けた技術開発を推進してまいります。また、防災対策の一層の推進に向け

たネットワークレベルでの災害被災リスクの低減に向けた技術開発、ＩＣＴやＡＩを活用

した生産性の向上等に向けた技術開発に取り組んでまいります。 

 

＜お客さまや社会に満足をお届けする多彩なビジネスを展開する阪神高速＞ 

阪神高速グループの技術・ノウハウ等の強みを活かし、周辺の自動車専用道路等の一体

的管理受託や海外事業を含む土木・補償コンサルティング事業、高架下空間等を有効活用
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した駐車場事業、保有資産有効活用事業等、多彩な関連事業を展開してまいります。 

 

 

＜関西の発展に貢献し、地域・社会から愛され信頼される阪神高速＞ 

使用エネルギーの削減等により地球温暖化防止や低炭素社会の実現に努めるとともに、

若手研究者助成制度の継続実施等、社会貢献活動を推進してまいります。 

大阪・関西万博等の国際イベントを契機とした、外国語対応の各種サービスの充実等に

よるインバウンド対応等、関西のくらしや経済の発展に寄与してまいります。 

また、持続的な発展が可能な地域・社会の実現に向けて、阪神高速グループとして、事

業を通じてＳＤＧｓの達成に積極的に貢献してまいります。 

 

＜経営基盤を確立し、グループ社員がやりがいを実感できる阪神高速＞ 

財務基盤の強化と確実な債務返済を図るため、引き続きコストの縮減等による経営改善

に努めてまいります。また、「働き方をかえて新たな挑戦へ～更なる深化と充実を～」をス

ローガンに掲げ、社員が業務の生産性や品質の向上を実現し、ワークライフバランスが充

実することでやりがいを実感できる職場環境の整備や、プロフェッショナルな人材の育成

強化等に取り組んでまいります。  
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(5) 財産及び損益の状況の推移 

① 企業集団 

区 分 
第11期 

（2015年度） 

第12期 

（2016年度） 

第13期 

（2017年度） 

第14期 

（当連結会計年度） 

営業収益（百万円） 256,880 249,675 214,273 230,647 

親会社株主に帰属する 

当期純利益（百万円） 
2,430 3,092 5,759 3,535 

１株当たり当期純利益（円） 121.51 154.61 287.95 176.77 

総資産（百万円） 241,930  220,023 232,789 294,816 

純資産（百万円） 33,019 38,412 48,333 52,644 

１株当たり純資産額（円） 1,630.84 1,894.61 2,387.55 2,632.25 

 

② 当社 

区 分 
第11期 

（2015年度） 

第12期 

（2016年度） 

第13期 

（2017年度） 

第14期 

（当事業年度） 

営業収益（百万円） 253,165 244,614 210,407 226,633 

当期純利益（百万円） 1,614 2,305 5,347 △1,450 

1株当たり当期純利益（円） 80.71 115.28 267.36 △72.51 

総資産（百万円） 232,474 208,507 221,576 280,210 

純資産（百万円） 33,935 36,241 41,588 40,138 

１株当たり純資産額（円） 1,696.80 1,812.08 2,079.44 2,006.93 
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(6) 重要な親会社及び子会社の状況 

① 親会社との関係 

該当事項はありません。 

② 重要な子会社の状況 

会 社 名 資本金 議決権比率 主要な事業内容 

阪神高速サービス株式会社 40百万円 100％ 
駐車場事業・休憩所管理事

業 

阪神高速技術株式会社 80百万円 100％ 保全点検・維持修繕業務 

阪神高速パトロール株式会社 10百万円 100％ 交通管理業務 

阪神高速トール大阪株式会社 50百万円 100％ 料金収受業務 

阪神高速トール神戸株式会社 50百万円 100％ 料金収受業務 

阪神高速技研株式会社  30百万円 100％ 調査・設計・積算業務 

内外構造株式会社 21百万円 
100％ 

(100％) 

構造物に係る保全点検業

務 

阪高プロジェクトサポート株式

会社 
20百万円 

100% 

（100%） 

事業者支援コンサルティ

ング事業 

株式会社阪神ｅテック 10百万円 
100％ 

（100％） 

電気通信設備に係る設計

業務 

株式会社情報技術 20百万円 
100％ 

（100％） 

システムに係る運用管理

等業務 

株式会社テクノ阪神 20百万円 
100％ 

（100％） 

機械設備に係る保全点

検・維持修繕業務 

株式会社ハイウエイ管制 40百万円 
100％ 

（100％） 

電気通信設備に係る保全

点検・維持修繕業務 

阪神施設調査株式会社 20百万円 
100％ 

（100％） 

建物に係る保全点検・維持

修繕業務 

（注）１．議決権比率の（ ）内は、間接所有割合で、内数であります。 

   ２．阪神高速技研株式会社が2018年4月2日付けでアイテック関西株式会社の発行済

み株式の全てを取得し、同日社名を株式会社阪神ｅテックに改め、同社に対する

議決権比率が100％となったことにより、当連結会計年度から連結子会社化してお

ります。 

   ３．株式会社情報技術、株式会社テクノ阪神、株式会社ハイウエイ管制及び阪神施

設調査株式会社は、2018年6月27日付けで発行済み株式の一部を自己株式として取

得し、各社に対する議決権比率がそれぞれ100％となったことにより、当連結会計

年度から連結子会社化しております。 

   ４．株式会社テクノ阪神の連結子会社化に伴い、連結子会社である内外構造株式会

社に対する議決権比率が100％となりました。 

 

(7) 主要な事業内容（2019年3月31日現在） 

当社グループは、高速道路事業、受託事業及びその他の事業を行っており、各事業の内容

は以下のとおりであります。 

① 高速道路事業 

ア．高速道路の新設及び改築 

イ．機構から借り受けた高速道路の維持・修繕・その他の管理 
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② 受託事業 

国、地方公共団体等からの委託による道路の建設・管理・調査等 

③ その他の事業 

休憩所事業、駐車場事業、道路マネジメント事業等 

 

(8) 主要な事業所（2019年3月31日現在） 

① 当社 

本社         大阪市北区中之島三丁目２番４号 

東京事務所      東京都千代田区有楽町一丁目７番１号 

建設・更新事業本部  大阪市北区中之島三丁目２番４号 

大阪建設部      大阪市港区弁天一丁目２番1-1900号 

堺建設部       堺市堺区南花田口町二丁３番20号 

神戸建設部      神戸市中央区新港町16番１号 

大阪管理局      大阪市港区石田三丁目１番25号 

神戸管理部      神戸市中央区新港町16番１号 

京都管理所      京都市伏見区深草中川原町13番７号 

（注）2019年4月1日付けで阪神高速８号京都線を京都市及び西日本高速道路株式会社に移

管したことに伴い、京都管理所を廃止いたしました。 

② 子会社 

阪神高速サービス株式会社     大阪市西区靭本町一丁目11番７号 

阪神高速技術株式会社       大阪市西区西本町一丁目４番１号 

阪神高速パトロール株式会社    大阪市北区堂島浜一丁目４番16号 

阪神高速トール大阪株式会社    大阪市中央区本町四丁目１番７号 

阪神高速トール神戸株式会社    神戸市中央区雲井通四丁目２番２号 

阪神高速技研株式会社       大阪市北区中之島三丁目３番23号 

内外構造株式会社         大阪市中央区本町二丁目５番７号 

阪高プロジェクトサポート株式会社 大阪市北区梅田一丁目11番4-1800 

株式会社阪神ｅテック       大阪市西区江戸堀一丁目26番20号 

株式会社情報技術         大阪市中央区博労町四丁目２番15号 

株式会社テクノ阪神        大阪市西区靱本町一丁目４番５号 

株式会社ハイウエイ管制      大阪市西区西本町一丁目３番10号 

阪神施設調査株式会社       大阪市西区阿波座一丁目６番13号 

 

(9) 従業員の状況（2019年3月31日現在） 

① 企業集団  

区 分 従業員数 前事業年度末比増減 
高速道路事業 

2,136名 311名増 
受託事業 

その他の事業 87名 2名増 

全社（共通） 199名 4名増 

合計 2,422名 317名増 

② 当社 

従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数 
680名 14名増 44.0歳 18.1年 
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（注）１．従業員数には、当社から社外への出向者（83名）を除き、社外から当社への

出向者（54名）を含めております。 

なお、従業員数には、嘱託、契約社員及び派遣は含めておりません。 

２．平均勤続年数は、阪神高速道路公団における勤続年数を含めております。 

 
(10) 主要な借入先（2019年3月31日現在） 

借 入 先 借入残高 

機構 59,872百万円 

株式会社三井住友銀行  3,146百万円 

株式会社みずほ銀行 3,139百万円 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 2,591百万円 

農林中央金庫 1,490百万円 

（注）機構法第15条第１項に基づき引き受けられた債務を除いております。 
 

２．会社の株式に関する事項（2019年3月31日現在） 

(1) 発行可能株式総数 

80,000,000株 

 

(2) 発行済株式の総数 
20,000,000株 

 

(3) 株主数 

７名 

 

(4) 大株主 

株 主 名 持 株 数 持株比率 
財務大臣    9,999,996株  50.0% 

 大阪府    2,876,722株  14.4% 

 大阪市    2,876,722株  14.4% 

 兵庫県    1,827,287株  9.1% 

 神戸市 1,827,287株  9.1% 

 京都府     295,993株  1.5% 

 京都市 295,993株  1.5% 

(5) その他株式に関する重要な事項 

該当事項はありません。 

 

３．会社の新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
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４．会社役員に関する事項  

(1) 取締役及び監査役の氏名等（2019年3月31日現在）  

会社における地位 氏   名 担当及び重要な兼職の状況 

取締役会長 森 下 俊 三 

・大阪瓦斯株式会社社外取締役 

・日本放送協会（ＮＨＫ）経営委員 

・同志社大学大学院客員教授 

・大阪市高速電気軌道株式会社経営委員 

代表取締役社長 幸  和 範 
 

 

代表取締役 島 田 隆 史 ・兼専務執行役員（事業開発部及び監査室担当） 

取締役 関 本   宏 ・兼常務執行役員（技術部及び保全交通部担当） 

取締役 小 関 正 彦 
・兼常務執行役員（経営企画部の一部業務及び東京

事務所担当） 

取締役 田 中   稔 
・兼執行役員（総務人事部の一部業務、情報システ

ム室及び環境景観室担当） 

取締役 木 谷 信 之 ・兼執行役員（計画部担当） 

常勤監査役 伊 藤 昇 一  

監査役 近 藤 三津枝 

・公益財団法人松下社会科学振興財団評議員 

・学校法人甲南女子学園理事 

・日越大学構想の推進に関する有識者会議構成員 

監査役 村 岡 秀 樹 ・日本高速道路ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ株式会社社外監査役 

（注）１．取締役会長森下俊三氏は、社外取締役であり、常勤監査役伊藤昇一氏及び監査

役近藤三津枝氏は、社外監査役であります。 

２．取締役小関正彦氏、取締役田中稔氏、取締役木谷信之氏、常勤監査役伊藤昇一

氏、監査役近藤三津枝氏及び監査役村岡秀樹氏は、2018年6月25日開催の第13回定

時株主総会において新たに選任され、それぞれ同日付けで就任しております。 

 

なお、上記のとおり代表取締役及び取締役が執行役員を兼務するほか、以下の執行役員を

置いております。 

会社における地位 氏   名 担   当 

常務執行役員 平 田 修 身 総務人事部の一部業務及び経理部担当 

執行役員 今 木 博 久 経営企画部の一部業務及び建設・更新事業本部担当 

執行役員 遠 藤 博 人 
営業部並びに大阪管理局、神戸管理部及び京都管理所の

一部業務担当 

執行役員 芝 池 利 尚 大阪管理局、神戸管理部及び京都管理所の一部業務担当 

（注）１．田中稔氏は、2018年6月25日付けをもって執行役員を退任いたしました。 

２．芝池利尚氏は、2018年6月25日付けをもって執行役員に就任いたしました。 
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３．2019年4月1日付けで阪神高速８号京都線を京都市及び西日本高速道路株式会社

に移管したことに伴い、京都管理所を廃止したことから、遠藤博人氏及び芝池利

尚氏の担当から京都管理所の一部業務が除かれております。 

 

(2) 事業年度中に退任した取締役及び監査役 

氏名 退任年月日 退任事由 
退任時の地位・担当及び 

重要な兼職の状況 

岡 本   博 2018年6月25日 任期満了 取締役兼常務執行役員 

石 川 卓 弥 2018年6月25日 任期満了 取締役兼執行役員 

越 智   浩 2018年6月25日 任期満了 常勤監査役（社外監査役） 

廣 田 玉 枝 2018年6月25日 任期満了 

監査役（社外監査役） 

・大阪家庭裁判所家事調停委員 

・武庫川女子大学非常勤講師 

藤 井 正 和 2018年6月25日 任期満了 

監査役 

・日本高速道路ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ株式会社

社外監査役 

 

(3) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額 

区 分 支給人員 支 給 額 

取 締 役 8名 112百万円 

監 査 役 

（うち社外監査役） 

6名 

(4名)  

27百万円 

（19百万円） 

合  計 14名 140百万円 

（注）１．取締役の報酬限度額は、2005年9月27日開催の創立総会において年額200百万円

以内と決議いただいております。 

２．監査役の報酬限度額は、2005年9月27日開催の創立総会において年額70百万円以

内と決議いただいております。 

３．当事業年度末日現在の取締役は７名（うち社外取締役は１名）、監査役は３名（う

ち社外監査役は２名）でありますが、上記の取締役及び監査役の支給人員には、

当事業年度中に退任した取締役２名及び監査役３名を含み、無報酬の取締役１名

（社外取締役）を除いております。 

４．支給額には、役員退職慰労引当金の繰入額８百万円を含めております。 

５．上記のほか、2018年6月25日開催の第13回定時株主総会決議に基づき、役員退職

慰労金を下記のとおり支給しております。 

退任取締役  １名 ５百万円 

なお、この金額には、当期及び当期前の事業年度に係る事業報告において開示

した役員退職慰労引当金の繰入額が含まれております。 
 

(4) 社外役員に関する事項 

① 他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係 

該当事項はありません。 

② 他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係 

取締役会長森下俊三氏は、大阪瓦斯株式会社社外取締役であります。当社は、大阪瓦斯

株式会社との間に高速道路の建設に付随する設備移設に係る取引関係があります。 
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③ 当事業年度における主な活動状況 

ア．取締役会及び監査役会への出席状況 

 取締役会出席回数 

（11回開催） 

監査役会出席回数 

（14回開催） 

取締役会長 森下 俊三 9回 ― 

常勤監査役 伊藤 昇一 8回 9回 

監 査 役 近藤 三津枝 8回 9回 

（注）常勤監査役伊藤昇一氏及び監査役近藤三津枝氏の出席状況は、2018年6月25日付け

の就任以降のものであります。なお、両氏の就任後の取締役会の開催回数は８回、

監査役会の開催回数は９回であります。 

イ．取締役会における発言状況 

・ 取締役会長森下俊三氏は、組織運営についての豊富な経験を活かし、また社外取

締役としての独立した立場から、適宜発言を行っております。 

・ 常勤監査役伊藤昇一氏は、常勤者としての立場で会社全体の業務の適正性を確保

するという観点から、当社の業務運営全般について、適宜発言を行っております。 
・ 監査役近藤三津枝氏は、社外における豊富な実務経験や見識を活かし、適宜発言

を行っております。 
④ 責任限定契約の内容の概要 

該当事項はありません。 

 

５．会計監査人の状況  

(1) 会計監査人の名称 

EY新日本有限責任監査法人 

 
(2) 責任限定契約の内容の概要 

該当事項はありません。 

 
(3) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額  

 支 払 額 

当社が支払うべき会計監査人としての報酬等の額 36,000 千円 

当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の

合計額 
38,647 千円 

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品

取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分

できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載してお

ります。 

２．監査役会は、会社法第399条第１項の規定により、会計監査人の報酬等に関して、

経理部及び会計監査人からの報告、提出資料等に基づき、会計監査人の監査計画

の内容及び報酬見積りの算定根拠等を確認し、検討した結果、当該報酬等の額に

ついて妥当であると判断し、同意を行っております。 

 

(4) 非監査業務の内容 

社債発行に係るコンフォートレター作成業務等であります。 
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(5) 会計監査人の解任又は不再任の決定方針 

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号の解任事由に該当すると判断した場合

には、監査役全員の同意に基づき、当該会計監査人を解任いたします。 

また、会計監査人の知見及び能力、監査及び品質管理の体制、監査の方法及び内容、独立

性等を評価・検証し、職務の遂行に支障があると判断した場合には、株主総会に提出する当

該会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。 

なお、会計監査人が継続して再任されている場合には、４事業年度毎に会計監査人を公募

することにしており、企画競争の結果、現任の会計監査人を再任しないことがあります。 

 
(6) 会計監査人が過去２年間に受けた業務停止処分 

該当事項はありません。 

 

６．会社の体制及び方針 

(1) 業務の適正を確保するための体制 

当社は、会社法及び会社法施行規則の規定に基づき、「取締役の職務の執行が法令及び定款

に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子

会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制」（内部統制システム）の整

備について、その内容を見直し、取締役会で決議しました。 

なお、見直し後の全文は以下のとおりであり、当社は、これらの体制について、今後も継

続的に必要な見直しを行っていくこととしております。（最終改正：2019年3月20日） 

 
１．当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

取締役は、会社法その他の法令、定款及び社会規範を遵守した行動をとることとし、法

令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底する。 

また、「企業理念」、「経営方針」及び「行動規範」を踏まえ、率先して当社の社会的責任

を全うすべく、適正な職務執行にあたる。 

取締役会決定、社内規則に基づき、社外の学識経験者を含むコンプライアンス委員会、

コンプライアンス社内推進委員会を通じて、コンプライアンスに関する体制の整備、施策

の実施の推進を図るとともに、コンプライアンス基本方針及びその具体的な行動基準とし

て定めた手引きを活用して、コンプライアンスの徹底を図る。 

業務に関し法令等に違反する事案を発見した場合に、これを看過することなく、職場に

おける業務の透明性を向上させるため、当社、グループ会社（当社が直接出資する子会社

をいう。以下同じ。）及びグループ会社の子会社の社員が電話、電子メール、書面、面談等

により利用できる社内相談・通報窓口のほか、社外の弁護士による社外相談・通報窓口を

設ける。相談等を行った者に対しては、不利益な取扱いをしない旨を定め、実効性を確保

する。 

暴力団等の反社会的勢力からの不当要求等への対応については、弁護士や警察等関係機

関と連携を図りつつ毅然と対応し、反社会的勢力との一切の関係を遮断する。 

定例取締役会を原則として月１回開催し、重要事項の決議を行うほか、四半期毎に職務

執行状況の報告を行うこと等を通じて、取締役の職務を相互に監督し、取締役の職務執行

の適法性を確保する。 

監査役は、取締役会のほか、経営責任者会議その他の重要な会議への出席により、取締

役の意思決定の過程及び業務の執行状況を把握し、取締役の職務執行の適法性を確保する

ための牽制機能を発揮する。 

 

２．当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

取締役の職務執行に係る情報については、社内規則に基づき、文書、図画又は電磁的記

録（以下「文書等」という。）に記録し、保存する。株主総会議事録及び取締役会議事録に

ついては、総務人事部において保存することとし、その他の取締役の職務執行に係る文書
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等についても、社内規則に基づいて適正に保存・管理する。 

 

３．当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

社内規則に基づき、各担当部門における業務の実施を通じて、リスク要因を把握・認識

し、必要なリスク対策を立案して実施し、必要なリスク対策の見直しを行うなど、リスク

マネジメントを実施する。 

特に、道路事業における事故、災害、システム障害、個人情報保護、コンプライアンス

等、会社等に重大な損失等を与えるリスクについては、各担当部門においてリスクマネジ

メントを実施するとともに、リスクマネジメント委員会において会社等に重大な損失等を

与えるリスクの特定、リスク対策の内容及び損失等が発生したときに講じた措置内容につ

いて調査及び審議を行うなど、一連のマネジメントサイクルの継続的な実施を通じてリス

ク管理を推進する体制を運用する。 

また、緊急事態発生時に必要な社内の連絡体制を整備するほか、緊急事態への対処のた

め迅速な判断及び指示が必要なときは、緊急対策本部を設置して役員及び社員に対し必要

な指示及び命令を行い、緊急対策本部の下で連携協力して対処する。 

取締役会は、これらの実施状況を監督し、リスク管理の徹底を図る。 

 

４．当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

社内規則に基づき、各取締役及び取締役会で選任された執行役員において、業務を効率

的に分担管理する。 

また、中期経営計画の達成に向けて、担当部門毎に年度毎及び中期の経営計画を策定し、

その進捗状況を評価する経営計画・実績評価制度を運用することにより、業務の着実かつ

効率的な推進を図る。 

定例取締役会を原則として月１回開催し、重要事項の決議を行うとともに、四半期ごと

に取締役の職務執行状況の報告を行う。併せて、経営に大きな影響を及ぼす可能性のある

経営課題の把握、解決方法の検討等を行うために関係する取締役、執行役員等をメンバー

とする重要案件会議を開催し、重要課題へ的確に対応する。 

 

５．当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

すべての社員は、会社法その他の法令、定款及び社会規範を遵守した行動をとることと

し、法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底する。 

また、「企業理念」、「経営方針」及び「行動規範」を踏まえ、率先して当社の社会的責任

を全うすべく、適正な職務執行にあたる。 

取締役会決定、社内規則に基づき、社外の学識経験者を含むコンプライアンス委員会、

コンプライアンス社内推進委員会を通じて、あるいはコンプライアンス基本方針及びその

具体的な行動基準として定めた手引きを活用して、コンプライアンスの徹底を図るととも

に、社内におけるコンプライアンス意識の向上に向けた社員研修等の実施により、社員に

対する継続的な啓発、支援等を行う。 

業務に関し法令等に違反する事案を発見した場合に、これを看過することなく、職場に

おける業務の透明性を向上させるため、社員が電話、電子メール、書面、面談等により利

用できる社内相談・通報窓口のほか、社外の弁護士による社外相談・通報窓口を設ける。

相談等を行った者に対しては、不利益な取扱いをしない旨を定め、実効性を確保する。 

暴力団等の反社会的勢力からの不当要求等への対応については、組織的な対応をとり、

必要に応じて弁護士や警察等関係機関と連携を図りつつ毅然と対応し、反社会的勢力との

一切の関係を遮断する。 

内部監査の実施を通じて、社内のコンプライアンスの状況を点検・評価することにより、

会社の業務の適法性及び適正性を確保し、その向上を図る。 

 

６．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

当社は、阪神高速グループ全体の総合力の向上を目的に、グループ会社の管理に関する

基本方針及び管理内容を定めた社内規則を制定し、グループ全体の業務の適正化及び円滑

化並びに経営効率の向上を図る。 
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グループ会社は、グループ会社の子会社の管理に関する基本方針及び管理内容を定めた

社内規則を制定し、業務の適正化及び円滑化並びに経営効率の向上を図る。 

監査役は必要に応じて、グループ会社及びグループ会社を通じて当該グループ会社の子

会社の業務状況等を調査する。また、監査室は、業務の適法性・適正性・効率性を確保す

るため及びグループ会社の内部統制の確立を支援するため、関係部門と連携を図りグルー

プ会社に対する内部監査を定期的に実施し、その結果を当社の社長に報告し、当社の社長

から当該グループ会社の社長に通知する。 

また、当社の内部監査部門に在籍する社員をグループ会社の監査役として派遣する準常

勤監査役制度の運用等を通じて、グループ会社における監査役監査の実効性を確保すると

ともに、グループ経営の管理体制の強化を図る。 

 

(1) 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制及び子会社の取

締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制 

当社は、グループ会社の管理に関する社内規則に基づき、グループ会社が経営上重要

な行為を行おうとする場合及びグループ会社の子会社の経営上重要な行為を承認しよう

とする場合には、あらかじめグループ会社から関係書類の提出を受け、適切に指導又は

助言等を行うなど、グループ会社の業務の適正化及び円滑化を図り、もってグループ全

体の経営効率の向上を図る。 

グループ会社は、グループ会社の子会社の管理に関する社内規則に基づき、グループ

会社の子会社が経営上重要な行為を行おうとする場合には、あらかじめグループ会社の

子会社から関係書類の提出を受け、適切に指導又は助言等を行うなど、グループ会社の

子会社の業務の適正化及び円滑化を図り、もってグループ全体の経営効率の向上を図る。 

また、グループ会社の経営目標、達成状況及び課題を共有し、意見交換を行う場とし

て、当社及びグループ会社の社長からなるグループ会社経営計画報告会を定期的に開催

するなど、グループ全体での相互の情報共有の強化を図る。 

 

(2) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

グループ会社は、各社ごとに社内規則に基づいてリスク管理体制を整備し、リスク要

因を把握・認識し、必要なリスク対策を立案して実施し、必要なリスク対策の見直しを

行うとともに、グループ会社の子会社のリスク管理状況を把握するなど、リスクマネジ

メントを実施する。 

当社は、社内規則に基づいたグループ会社のリスク管理状況の把握・管理を行うとと

もに、リスクマネジメント委員会を活用して、グループ会社のリスクマネジメントの把

握を行う体制を運用する。 

また、グループ会社又はグループ会社の子会社の緊急事態発生時に必要な連絡及び報

告を当社及びグループ会社が受ける体制を整備するほか、当社又はグループ会社が事案

の状況に応じて必要な指示等を行うなど、当社、グループ会社及びグループ会社の子会

社で一体としてリスク管理を推進する体制を構築する。 

 

(3) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制 

グループ会社及びグループ会社の子会社において、阪神高速グループの一員としての

意識を高めるとともに、当社、グループ会社及びグループ会社の子会社で共通の社外相

談・通報窓口の活用を図ることにより、グループ一体となったコンプライアンスを推進

する。 

また、グループ会社は、グループ会社又はグループ会社の子会社においてコンプライ

アンス上重要な事案が発生したときは、速やかに当社に報告し、当社は必要な指示、指

導、助言等を行い、当社、グループ会社及びグループ会社の子会社で一体として対応す

る。 
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７．当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用

人に関する事項並びにその使用人の当社の取締役からの独立性及びその使用人に対する当

社の監査役の指示の実効性の確保に関する事項 

監査役室に専属の使用人を配置し、監査役の指揮命令の下、監査業務を補助させる。 

監査役室の使用人の人事異動及び不利益処分については、あらかじめ取締役と監査役が

協議する。 

 

８．当社の監査役への報告に関する体制 

(1) 当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制 

取締役会のほか、経営責任者会議その他の重要な会議への出席により、監査役が取締

役の意思決定の過程及び業務の執行状況を把握できる体制を確保する。 

また、監査役と取締役が協議して定める「取締役及び使用人が監査役に報告すべき事

項」に基づき、業務上の事故その他業務運営に影響を及ぼすと認められる重大な事項に

ついては速やかに監査役に報告を行うとともに、文書回付等の体制の運用を通じて、監

査役へ適時適切な情報提供を実施する。 

さらに、内部監査の実施状況の報告等により、監査役が内部監査部門と連携して効率

的に監査を実施できる体制を確保する。 

加えて、法令違反その他のコンプライアンスに関する事案についての社員相談・通報

の内容を監査役に報告する体制を確保する。 

 

(2) 子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査

役に報告をするための体制 

グループ会社は、グループ会社又はグループ会社の子会社の業務運営に影響を及ぼす

と認められる重大な事項については速やかに当社に報告し、その報告を受けた担当部門

から、監査役に報告する。 

また、当社の監査役とグループ会社の監査役との連絡会議を定例的に開催し、情報の

共有を図る。 

 

９．上記８．の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこ

とを確保するための体制  

当社の監査役に報告を行った者に対しては、当該報告を理由とした不利益な取扱いをし

ない。 

また、当社、グループ会社及びグループ会社の子会社において、相談・通報窓口に相談

等を行った者に対しては、不利益な取扱いをしない旨を定め、実効性を確保する。 

 

10．当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務

の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

監査役の職務において生じる費用の前払又は償還の手続等について定め、監査役の職務

執行の実効性を確保する。 

 

11．その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

代表取締役と監査役は、定期的に会合をもち、経営方針を確認するとともに、会社が対

処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査役監査の環境整備の状況、監査上の最

重要課題等について意見交換を行うことにより、相互認識と信頼関係を深め、監査役監査

の実効性確保に努める。 

また、その他の取締役についても適宜、監査役との意見交換を行うものとする。 

 

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 

業務の適正を確保するための体制の当事業年度における運用状況の概要は次のとおりであ

ります。 
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１．当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

取締役会決定、社内規則に基づき、コンプライアンス委員会を年間２回及びコンプライ

アンス社内推進委員会を年間４回開催するほか、コンプライアンスに係る研修等を実施す

るとともに、社内及び社外の相談・通報窓口を整備し、当社、グループ会社及びグループ

会社の子会社において周知している。 

不当要求等対応連絡会を定期的に開催し、不当要求情報の共有を図るとともに、対応マ

ニュアルをはじめとする当社の取組みを周知している。また、暴力団等排除に関する誓約

書の提出を受注者及び下請負人等に義務づけている。 

取締役の職務を相互に監督し、取締役の職務執行の適法性を確保するため、当事業年度

は取締役会を11回開催し、重要事項の決議を行うとともに、四半期毎に職務執行状況報告

を実施した。 

監査役は、取締役の職務執行の適法性を確保するため、取締役会のほか、経営責任者会

議、重要案件会議その他の重要な会議に出席し、必要に応じ意見を述べている。 

 

２．当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

取締役の職務執行に係る情報及び文書等については、社内規則を定めて、適切に記録し、

保存している。株主総会及び取締役会の議事録については、会社法及び社内規則に基づき、

開催後速やかに作成し、総務人事部において保存している。 

 

３．当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

社内規則に基づき、各担当部門においてリスクマネジメントを実施するとともに、リス

クマネジメント委員会を開催し、会社等に重大な損失等を与えるリスクの管理を推進する

など、全社的な体制を運用している。 

当事業年度は、大阪北部地震等の発生を受けて、災害発生時における迅速な対応を考慮

した対応手順の構築等を行い、同種の事案発生時における対応策を講じた。 

その他の災害対策として、本社に非常用発電装置を備えた常設の災害対策本部室を整備

するとともに、有事の際に迅速かつ適切な対応ができるよう、待機体制の強化、事業継続

計画（ＢＣＰ）の整備・見直し、社員研修及び各種防災訓練等を実施した。 

また、各種リスク対策についてリスクマネジメント委員会で調査及び審議を行うととも

に、リスクに係る重大な事象が発生した場合に備え、緊急対策本部をはじめとする緊急対

応体制を整備し、運用している。 

取締役会は、リスク管理の徹底を図るため、各担当部門のリスクマネジメントを監督し、

リスクマネジメント委員会からリスクマネジメントの取組状況について報告を受けている。 

 

４．当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

執行役員（取締役である者を含む。）は、社内規則に基づき、業務を効率的に分担管理し

ている。 

中期経営計画の達成に向けて、担当部門毎に年度経営計画の策定を行うとともに、経営

計画達成状況報告会を実施し、経営計画の達成状況の把握・評価及び残された課題の明確

化を図っている。 

当事業年度は、取締役会を11回開催し、重要事項の決議を行うとともに、四半期毎に職

務執行状況報告を実施したほか、重要案件会議を15回開催し、重要課題に的確に対応した。 

 

５．当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

社員の企業理念への理解を深めるため、社員研修を実施している。 
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社内規則に基づき、コンプライアンス委員会を年間２回及びコンプライアンス社内推進

委員会を年間４回開催するほか、コンプライアンスに係る社員研修等を実施するとともに、

社内及び社外の相談・通報窓口を整備し、当社、グループ会社及びグループ会社の子会社

において周知している。 

不当要求等対応連絡会を定期的に開催し、不当要求情報の共有を図るとともに、対応マ

ニュアルをはじめとする当社の取組みを周知している。また、暴力団等排除に関する誓約

書の提出を受注者及び下請負人等に義務づけている。 

社内規則に基づき、各部署に対して、定期的に内部監査を実施している。 

 

６．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

当社は、社内規則において、グループ会社の管理に関する方針及び基準等を定め、グル

ープ会社に対する指導、調整及び協力等の業務を適正かつ円滑に遂行することとしている。 

グループ会社は、グループ会社の子会社の管理に関する基本方針及び管理内容を定めた

社内規則を制定し、併せて役員の派遣等を実施するなど、指導、調整等の管理を行ってい

る。 

監査役は、グループ会社及びグループ会社を通じて当該グループ会社の子会社に対して、

事業の報告を求めるとともに、業務状況等を調査している。また、監査室は、グループ会

社に対する内部監査の結果を社長に報告し、社長はグループ会社及び監査役に当該結果を

通知している。 

監査役及び監査室等は、グループ会社の監査役と定期的に情報共有及び意見交換を実施

している。 

 

(1) 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制及び子会社の取

締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制 

当社は、社内規則に基づき、グループ会社が経営上重要な行為を行う場合及びグルー

プ会社の子会社の経営上重要な行為を承認しようとする場合には、あらかじめグループ

会社から関係書類の提出を受け、適切に指導又は助言等を行うとともに、特に当社の経

営に大きな影響を及ぼす可能性のある行為については、当社の重要案件会議に諮ること

としている。また、グループ会社の設立等は、取締役会の議を経て行うこととしている。 

グループ会社は、グループ会社の子会社の管理に関する社内規則に基づき、グループ

会社の子会社が経営上重要な行為を行おうとする場合には、あらかじめグループ会社の

子会社から関係書類の提出を受け、適切に指導又は助言等を行うとともに、特に当該グ

ループ会社の経営に大きな影響を及ぼす可能性のある行為については、同社の執行役員

会議等に諮ることとしている。 

また、当社において、グループ会社経営計画報告会を年間２回開催し、グループ会社

の経営目標、達成状況及び課題を共有するほか、部門毎にグループ会社との連絡会議を

開催して情報共有を図り、当社からグループ会社に対して必要な助言を行っている。さ

らに、当社の経営責任者会議へのＷＥＢを通じての参加を求めるなど、グループ全体で

幅広く情報の共有を図っている。 

グループ会社においても、グループ会社の子会社との経営計画報告会や連絡会議等を

通じて課題及び情報の共有を図っている。 

 

(2) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

グループ会社は、各社の社内規則に基づいてリスク管理体制を整備し、リスク要因を

把握・認識し、必要なリスク対策を立案して実施し、必要なリスク対策の見直しを行う
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とともに、グループ会社の子会社のリスク管理状況を把握するなど、リスクマネジメン

トを実施している。 

当社は、社内規則に基づいたグループ会社のリスク管理状況の把握・管理を行うとと

もに、リスクマネジメント委員会において、各グループ会社のリスクマネジメントにつ

いて調査及び審議を行い、必要に応じ、指導又は助言等を行うこととしている。 

また、グループ会社又はグループ会社の子会社の緊急事態発生時に必要な連絡及び報

告を当社及びグループ会社が受ける体制を整備するほか、当社は、事案の状況に応じて

必要な指示等を行うこととしている。 

 

(3) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制 

コンプライアンス社内推進委員会の委員としてグループ会社の社長の出席を求めると

ともに、当社、グループ会社及びグループ会社の子会社で共通の社外相談・通報窓口を

設置するなど、グループ一体となったコンプライアンスの推進を図っている。 

また、グループ会社又はグループ会社の子会社において法令違反その他のコンプライ

アンスに関する事案が発生したときは、グループ会社は、その社内規則に基づき、直ち

に当社に報告し、当社は、社内規則に基づき、必要な指示等を行うこととしている。 

 

７．当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用

人に関する事項並びにその使用人の当社の取締役からの独立性及びその使用人に対する当

社の監査役の指示の実効性の確保に関する事項 

監査役室に専属の使用人を配置し、監査役の指揮命令の下、監査業務を補助させている。 

また、監査役室の使用人の人事異動については、事前に取締役から監査役に協議してい

る。 

 

８．当社の監査役への報告に関する体制 

(1) 当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制 

監査役は、取締役の意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会の

ほか、経営責任者会議その他の重要な会議に出席している。  

また、重大な事案が発生した場合における監査役への報告、重要な文書の監査役への

回付等を実施している。 

さらに、監査室から監査役に内部監査の実施状況を報告するなど、内部監査部門と監

査役との連携を図っている。 

加えて、相談・通報により法令違反その他のコンプライアンスに関する事案を認知し

たときは、直ちに監査役に報告している。 

 

(2) 子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査

役に報告をするための体制 

グループ会社又はグループ会社の子会社で重大な事案が発生したときは、当社の担当

部門を通じて速やかに監査役に報告している。 

また、当社の監査役とグループ会社の監査役との連絡会議を開催し、情報の共有を図

っている。 

さらに、当社、グループ会社及びグループ会社の子会社で共通の社外相談・通報窓口

を設置するとともに、相談等により法令違反その他のコンプライアンスに関する事案を

認知したときは、当社の担当部門を通じて直ちに監査役に報告している。 
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９．上記８．の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこ

とを確保するための体制 

監査役に報告を行った者に対しては、そのことを理由として不利益な取扱いは行ってい

ない。 

また、当社、グループ会社及びグループ会社の子会社において、相談等を行った者に対

しては、そのことを理由として不利益な取扱いをしない旨を定めている。 

 

10．当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務

の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

監査役の職務の執行上必要と認める費用については、社内規則に基づき、速やかに処理

を行っている。 

 

11．その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査役は、会社が対処すべき課題、監査上の最重要課題等について代表取締役と意見交

換を行っている。 

また、業務上の課題等について執行役員（取締役である者を含む。）と意見交換を行って

いる。 

 
(3) 株式会社の支配に関する基本方針 

該当事項はありません。 

 

(4) 剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定めがあるときの権限の行使に関する方

針 

該当事項はありません。 

 

（注）本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。 



（単位：百万円）

Ⅰ 流動資産

現金及び預金

高速道路事業営業未収入金

未収入金

未収還付法人税等

未収消費税等

有価証券

仕掛道路資産

原材料及び貯蔵品

受託業務前払金

その他

貸倒引当金　　

流動資産合計

Ⅱ 固定資産

１．有形固定資産

建物及び構築物

　 減価償却累計額

機械装置及び運搬具

　 減価償却累計額

土地

リース資産

 減価償却累計額

建設仮勘定

その他

 減価償却累計額

　　有形固定資産合計

２．無形固定資産

ソフトウエア

リース資産

その他

　　無形固定資産合計

３．投資その他の資産

投資有価証券

繰延税金資産

その他

貸倒引当金　　

　投資その他の資産合計

固定資産合計

資産合計 294,816

51,203

4,440

2,733

1,723

2,359

379

△21

44,030

4

11

2,716

△1,674 913

1,741

2,588

4,064

4,070

△1,690

5,755

△13,021

△34,638

15,467

52,411

17,772

243,612

△8

1,201

28,489

135,442

412

38,500

2,219

20,014

36,624

7,079

100

2,026

連結貸借対照表
2019年３月31日

阪神高速道路株式会社

資産の部
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（単位：百万円）

Ⅰ 流動負債

高速道路事業営業未払金

１年以内返済予定長期借入金

未払金

リース債務

未払法人税等

未払消費税等

受託業務前受金

前受金

賞与引当金

その他

流動負債合計

Ⅱ 固定負債

道路建設関係社債

道路建設関係長期借入金

リース債務

役員退職慰労引当金

ＥＴＣマイレ－ジサービス引当金

退職給付に係る負債

その他

固定負債合計

負債合計

Ⅰ 株主資本

資本金

資本剰余金

利益剰余金

Ⅱ その他の包括利益累計額

退職給付に係る調整累計額

負債・純資産合計

その他の包括利益累計額合計

純資産合計

294,816

△2,315

52,644

△2,315

株主資本合計 54,960

34,379

純資産の部

140,790

242,171

10,000

10,580

206

19,363

32

1,865

101,381

100,000

16,000

3,321

1,145

61

2,596

1,667

514

619

59,872

575

28,536

5,791

負債の部
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Ⅰ. 営業収益

Ⅱ. 営業費用

道路資産賃借料

高速道路等事業管理費及び売上原価

販売費及び一般管理費

営業損失

Ⅲ．営業外収益

受取利息

受取配当金

土地物件貸付料

原因者負担収入

持分法による投資利益

工事負担金等受入額

その他 1,107

Ⅳ．営業外費用

支払利息

寄付金

その他

経常利益

Ⅴ．特別利益

固定資産売却益

負ののれん発生益

Ⅵ．特別損失

固定資産除却費

投資有価証券売却損

事務所移転費用

減損損失

税金等調整前当期純利益

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益

4

2

12

178

764

107

連結損益計算書

2018年４月１日から2019年３月31日まで

阪神高速道路株式会社

（単位：百万円）

230,647

79,399

6,419 231,078

145,259

430

8

668

0

0

4

40

3

3,147

8

3,144

59

11

72 152

3,663

622

3,535

△494 128

3,535
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阪神高速道路株式会社

（単位：百万円）

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
その他有価証
券評価差額金

退職給付に係
る調整累計額

その他の包括利
益累計額合計

2018年４月１日残高 10,000 10,000 30,844 50,844 0 △ 3,094 △ 3,093 582 48,333

連結会計年度中の変動額

親会社株主に帰属する当期
純利益

3,535 3,535 3,535

連結子会社株式の取得によ
る持分の増減

580 580 580

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

△ 0 778 777 △ 582 195

連結会計年度中の変動額合計 - 580 3,535 4,115 △ 0 778 777 △ 582 4,311

2019年３月31日残高 10,000 10,580 34,379 54,960 - △ 2,315 △ 2,315 - 52,644

連結株主資本等変動計算書
2018年４月１日から2019年３月31日まで

株主資本 その他の包括利益累計額
非支配

株主持分
純資産
合計
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（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記）

１．連結の範囲に関する事項

（1）連結子会社の数 13社

連結子会社の名称 阪神高速サービス㈱
阪神高速技術㈱
阪神高速パトロール㈱
阪神高速トール大阪㈱
阪神高速トール神戸㈱
阪神高速技研㈱
内外構造㈱
阪高プロジェクトサポート㈱
㈱阪神ｅテック
㈱情報技術
㈱テクノ阪神
㈱ハイウエイ管制
阪神施設調査㈱

（2）非連結子会社の名称等

非連結子会社の名称 阪申土木技術諮詢（上海）有限公司

連結の範囲から除いた理由

２．持分法の適用に関する事項

（1）持分法適用の関連会社の数 １社

関連会社の名称 阪神施設工業㈱

（2）

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　全ての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

４．会計方針に関する事項

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

満期保有目的債券
　償却原価法を採用しております。

その他有価証券
（時価のないもの）
　移動平均法による原価法によっております。

②たな卸資産

評価基準は主として原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっております。

仕掛道路資産
　個別法を採用しております。

原材料及び貯蔵品
　主として個別法を採用しております。

連結注記表

　持分法を適用していない非連結子会社（阪申土木技術諮詢（上海）有限公司）は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益
剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体として
も重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。

　また、仕掛道路資産の建設に充当した借入資金の利息で、当該資産の工事完了の日までに発生したものは建設価額に
算入しております。

　なお、仕掛道路資産の取得原価は、建設価額に用地取得に係る費用その他の附帯費用を加算した価額に労務費・人件
費等のうち道路建設に要した費用として区分された費用の額及び除却工事費用等資産の取得に要した費用の額を加えた
額としております。

　非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等
は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

　㈱阪神ｅテックは、当社の連結子会社である阪神高速技研㈱が発行済株式の全てを取得したことに伴い、当連結会計年度よ
り連結の範囲に含めております。また、従来、持分法適用関連会社であった㈱情報技術、㈱テクノ阪神、㈱ハイウエイ管制及び
阪神施設調査㈱は、発行済株式の一部を自己株式として取得したことにより、当社グループが保有する議決権比率がそれぞれ
100％となったため、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。

　従来、持分法適用関連会社であった㈱情報技術、㈱テクノ阪神、㈱ハイウエイ管制及び阪神施設調査㈱は、発行済株式の
一部を自己株式として取得したことにより、当社グループが保有する議決権比率がそれぞれ100％となったため、当連結会計年度
より持分法の適用範囲から除外し、連結の範囲に含めております。
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（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 ５～60年
機械装置及び運搬具 ５～17年
その他 ５～10年

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

（3）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

②賞与引当金

③役員退職慰労引当金

④ＥＴＣマイレージサービス引当金

（4）その他連結計算書類作成のための重要な事項

①繰延資産の処理方法

道路建設関係社債発行費
支出時に償却しております。

②退職給付に係る会計処理の方法

退職給付見込額の期間帰属方法

数理計算上の差異の費用処理方法

③重要な収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

道路資産完成高
　工事完成基準を適用しております。

受託業務収入

④消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

（表示方法の変更に関する注記）

連結貸借対照表

当社は定額法、連結子会社は定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備は除く）並びに2016年４月１
日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法）を採用しております。

　また、阪神高速道路公団から承継した資産については、上記耐用年数を基にした中古資産の耐用年数によっております。

なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権等特定の債権については個
別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当連結会計年度の期首から適用
し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

　当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率
の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

ＥＴＣマイレージサービス制度による高速道路通行料金割引に備えるため、マイレージポイント発生見込額を計上しております。

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。

　また、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給
額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算
定式基準によっております。

　数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（９
～10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
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（連結貸借対照表に関する注記）

(1) 投資有価証券のうち非連結子会社及び関連会社に対するもの

株式 214百万円

(2) 担保資産及び担保付債務

(3) 偶発債務

①

②

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

　該当事項はありません。

(3) 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

(4) 配当に関する事項

　　該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

(1) 金融商品の状況に関する事項

101,500百万円

当社グループは、主に独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と締結した「大阪府道高速大阪池田線等に
関する協定」及び「京都市道高速道路１号線等に関する協定」に基づく高速道路の新設、改築等を行うために必要な資
金を社債発行や銀行借入により調達しております。一時的な余資は安全性の高い譲渡性預金等の手段により運用し、ま
た、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。

　なお、上記引渡しにより道路建設関係社債が18,496百万円、道路建設関係長期借入金が8,000百万円それぞれ
減少しております。

（独）日本高速道路保有・債務返済機構

高速道路株式会社法第８条の規定により、当社の総財産を、道路建設関係社債100,000百万円（額面100,000百万
円）及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により独立行政法人日本高速道路保有・
債務返済機構に引き渡した道路建設関係社債93,500百万円（額面）の担保に供しております。

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の保有する債券等に対して、次のとおり債務保証を行っております。

　日本道路公団等民営化関係法施行法第16条の規定により、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
が阪神高速道路公団から承継した債券（国が保有している債券を除く。）に係る債務については、独立行政法人日
本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負っております。

（独）日本高速道路保有・債務返済機構 15,000百万円

　独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災
害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡し
た額のうち、以下の金額については、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負っており
ます。

営業債権である高速道路事業営業未収入金は、高速道路事業におけるクレジットカード会社に対するETC料金未収
入金等であり、信用リスクは僅少であります。また、営業債務である高速道路事業営業未払金は、そのほとんどが１年以内
の支払期日であります。

道路建設関係長期借入金の一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、金利変動リスクを最
小限に止めるため、固定金利である社債と変動金利である民間借入金とのバランスを考慮しながら調達を行うこととしてお
ります。

当連結会計年度
期首株式数（千株）

当連結会計年度
増加株式数（千株）

当連結会計年度
減少株式数（千株）

当連結会計年度
末株式数（千株）

発行済株式
　普通株式 20,000 　- 　- 20,000

　合計 20,000 　- 　- 20,000
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(2) 金融商品の時価等に関する事項

（注１） 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資　産

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(6)有価証券及び投資有価証券

負　債

(1)高速道路事業営業未払金、(3)未払金、(4)未払法人税等及び(5)未払消費税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2)１年以内返済予定長期借入金及び(7)道路建設関係長期借入金

(6)道路建設関係社債

当社の発行する社債の時価は、市場価格に基づき算定しております。

（注２） 　非上場株式（連結貸借対照表計上額279百万円）は、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もる
ことなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。

これらの時価は、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異なって
いないことから、時価は帳簿価額にほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価額によっております。
　固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値によ
り算定しております。

これらの時価は、取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。また、譲渡性預金については、
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

2019年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(1)現金及び預金、(2)高速道路事業営業未収入金、(3)未収入金、(4)未収還付法人税等及び(5)未収消費税等

連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

(1) 現金及び預金 20,014 20,014 -

(2) 高速道路事業営業未収入金 36,624 36,624 -

(3) 未収入金 7,079 7,079 -

(4) 未収還付法人税等 100 100 -

(5) 未収消費税等 2,026 2,026 -

(6) 有価証券及び投資有価証券 38,600 38,600 0

資産計 104,445 104,445 0

(1) 高速道路事業営業未払金 28,536 28,536 -

(2) １年以内返済予定長期借入金 59,872 59,872 -

(3) 未払金 5,791 5,791 -

(4) 未払法人税等 575 575 -

(5) 未払消費税等 514 514 -

(6) 道路建設関係社債 100,000 99,985 △15

(7) 道路建設関係長期借入金 16,000 16,000 -

負債計 211,290 211,275 △15
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（１株当たり情報に関する注記）

　１株当たり純資産額

　１株当たり当期純利益

（注）１.　
２. １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

親会社株主に帰属する当期純利益

普通株主に帰属しない金額

普通株式に係る当期純利益

普通株式の期中平均株式数

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

3,535百万円

20,000千株

2,632円25銭

176円77銭

3,535百万円

-

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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第１号様式

Ⅰ 流動資産
現金及び預金
高速道路事業営業未収入金
未収入金
未収還付法人税等
未収消費税等
有価証券
仕掛道路資産
貯蔵品
受託業務前払金
前払費用
その他
貸倒引当金

Ⅱ 固定資産
A  高速道路事業固定資産
有形固定資産

建物
構築物
機械及び装置
車両運搬具
工具、器具及び備品
建設仮勘定

無形固定資産
ソフトウエア
その他

B  関連事業固定資産
有形固定資産

建物
構築物
機械及び装置
車両運搬具
工具、器具及び備品
土地
リース資産
建設仮勘定

C  各事業共用固定資産
有形固定資産

建物
構築物
機械及び装置
工具、器具及び備品
土地
リース資産
建設仮勘定

無形固定資産
ソフトウエア
その他

D  その他の固定資産
有形固定資産

土地
E  投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
長期前払費用
繰延税金資産
その他
貸倒引当金

4,601

383

1,116

1,298

311

531

貸借対照表
2019年３月31日

1,679

65
63

17,890

1,246
8,962

流動資産合計

1,070

296

34
2,942

72

9

7
12

54

0

固定資産合計

1,103

1

869

0

3,044

阪神高速道路株式会社

（単位：百万円）

資産の部

30,981

29,909

1,072

238,221

2,219

311

65

398

△21 1,750

15,345
36,620

135,683
177

71

△8

6,644

2,017
38,500

79

3,044

資産合計 280,210
41,989

0

157

1,838

311

0

393

1,299 5,901

- 29 -



Ⅰ 流動負債
高速道路事業営業未払金
１年以内返済予定長期借入金
未払金
リース債務
未払費用
未払法人税等
未払消費税等
預り金
受託業務前受金
前受金
賞与引当金
その他

Ⅱ 固定負債
道路建設関係社債
道路建設関係長期借入金
リース債務
受入保証金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
ＥＴＣマイレ－ジサービス引当金

Ⅰ 株主資本
資本金
資本剰余金

資本準備金

利益剰余金
その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金
高速道路事業別途積立金
安全対策・サービス高度化積立金
繰越利益剰余金

負債 ･純資産合計
純資産合計

1,364
15,072

29
32

利益剰余金合計
株主資本合計

純資産の部

負債合計

資本剰余金合計

1,509

138
12,181

280,210

20,138
40,138
40,138

240,072

10,000

10,000

132,611

112

1,566

10,000

20,138

100,000

6,309

16,000

232

59,872

747

15,346
1,145

8

23,781

4,327

326

流動負債合計

固定負債合計

（単位：百万円）

107,461

48

57

負債の部
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第２号様式

Ⅰ．高速道路事業営業損益

１. 営業収益

料金収入

道路資産完成高

受託業務収入

その他の売上高

２. 営業費用

道路資産賃借料

道路資産完成原価

管理費用

受託業務費用

高速道路事業営業損失

Ⅱ．関連事業営業損益

１. 営業収益

休憩所等事業収入

駐車場事業収入

受託業務収入

その他営業事業収入

２. 営業費用

休憩所等事業費

駐車場事業費

受託業務費用

その他営業事業費

関連事業営業利益

全事業営業損失

Ⅲ．営業外収益

受取利息

有価証券利息

受取配当金

土地物件貸付料

原因者負担収入

工事負担金等受入額

雑収入

Ⅳ．営業外費用

支払利息

雑損失

経常損失

Ⅴ．特別利益

固定資産売却益

Ⅵ．特別損失

固定資産除却費

減損損失

税引前当期純損失

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

当期純損失

66

3,881

損益計算書
2018年４月１日から2019年３月31日まで

阪神高速道路株式会社

0

251

2,432

0

1,360

40

12

35,063

44,861

225,1840

0

187,725

34,748

25 222,500

145,259

（単位：百万円）

2

63

764

2,684

0

33

1,082

7

10

77

1,450

1,437

15

△2 12

43

550

199

1

1,592

1,924

4,133

74

237

1,615

1,954
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第４号様式

阪神高速道路株式会社

（単位：百万円）

資本剰余金

固定資産
圧縮積立金

高速道路事業
別途積立金

安全対策・
サービス高
度化積立金

繰越利益
剰余金

2018年４月１日残高 10,000 10,000 143 11,801 - 9,643 21,588 41,588 41,588

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金
の取崩 △ 4 4 - - -

別途積立金の積立 380 6,309 △ 6,689 - - -

当期純損失 △ 1,450 △ 1,450 △ 1,450 △ 1,450

事業年度中の変動額合計 - - △ 4 380 6,309 △ 8,134 △ 1,450 △ 1,450 △ 1,450

2019年３月31日残高 10,000 10,000 138 12,181 6,309 1,509 20,138 40,138 40,138

株主資本
合計

資本準備金

その他利益剰余金

利益剰余金
合計

株主資本等変動計算書

2018年４月１日から2019年３月31日まで

株主資本

純資産合計
資本金

利益剰余金
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第５号様式

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１． 資産の評価基準及び評価方法
（１）有価証券

子会社株式及び関連会社株式
　　移動平均法による原価法によっております。
　その他有価証券
　　（時価のないもの）
　　移動平均法による原価法によっております。

（２）たな卸資産
評価基準は主として原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっております。

①仕掛道路資産
個別法を採用しております。

②貯蔵品
主として個別法を採用しております。

２． 固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

構築物 ５～60年
機械及び装置 ５～17年

　また、阪神高速道路公団から承継した資産については、上記耐用年数を基にした中古資産の耐用年数によっております。

（２）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。

　なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

（３）リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。

３． 引当金の計上基準
（１）貸倒引当金

（２）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

（３）退職給付引当金

（４）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

（５）ＥＴＣマイレージサービス引当金
ＥＴＣマイレージサービス制度による高速道路通行料金割引に備えるため、マイレージポイント発生見込額を計上しております。

個別注記表

　なお、仕掛道路資産の取得原価は、建設価額に用地取得に係る費用その他の附帯費用を加算した価額に労務費・人件費等のう
ち道路建設に要した費用として区分された費用の額及び除却工事費用等資産の取得に要した費用の額を加えた額としております。

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回
収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によって
おります。
②数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（９～10年）による定
額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

　また、仕掛道路資産の建設に充当した借入資金の利息で、当該資産の工事完了の日までに発生したものは建設価額に算入して
おります。
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４． 収益及び費用の計上基準
　完成工事高及び完成工事原価の計上基準

道路資産完成高
　工事完成基準を適用しております。
受託業務収入

５． その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
（１）繰延資産の処理方法

道路建設関係社債発行費
　　支出時に償却しております。

（２）退職給付に係る会計処理

（３）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

（表示方法の変更に関する注記）
１． 貸借対照表

２． 損益計算書

　「東京湾横断道路事業会計規則及び高速道路事業等会計規則の一部を改正する省令」（令和元年５月22日国土交通省令第６号）に
より、高速道路事業等会計規則が改正されたため、当事業年度の期首から繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金
負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

　前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「寄付金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度においては
「営業外費用」の「雑損失」に含めて表示しております。

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異
なっております。

　当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比
例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。
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（貸借対照表に関する注記）

１． 担保資産及び担保付債務
高速道路株式会社法第８条の規定に基づき、総財産を道路建設関係社債○,○○○百万円の一般担保に供しております。

２． 有形固定資産の減価償却累計額
47,172百万円

３． 偶発債務

(１)

（独）日本高速道路保有・債務返済機構
1,247,340百万円15,000百万円

(２)

（独）日本高速道路保有・債務返済機構
101,500百万円

４． 関係会社に対する金銭債権債務

（損益計算書に関する注記）

関係会社との取引高

（株主資本等変動計算書に関する注記）

自己株式の種類及び株式数に関する事項
　該当事項はありません。

　高速道路株式会社法第８条の規定により、当社の総財産を、道路建設関係社債100,000百万円（額面100,000百万円）及び
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
に引き渡した道路建設関係社債93,500百万円（額面）の担保に供しております。

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の保有する債券等に対して、次のとおり債務保証を行っております。

　日本道路公団等民営化関係法施行法第16条の規定により、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が阪
神高速道路公団から承継した債券（国が保有している債券を除く。）に係る債務については、独立行政法人日本高速道路
保有・債務返済機構と連帯して債務を負っております。

　独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復
旧に要する費用に充てるために負担した債務を独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡した額のうち、
以下の金額については、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負っております。

　なお、上記引渡しにより道路建設関係社債が18,496百万円、道路建設関係長期借入金が8,000百万円それぞれ減少し
ております。

短期金銭債権 86百万円

短期金銭債務 17,211百万円

営業取引
高速道路事業営業収益 0百万円

高速道路事業営業費用 35,632百万円

関連事業営業収益 627百万円

関連事業営業費用 1,214百万円

営業取引以外の取引 3,150百万円
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（税効果会計に関する注記）

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（道路資産賃借料に係る未経過リース料期末残高相当額）

　なお、当該賃借料の支払期日は2062年９月18日であります。

　独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構との協定による、道路資産賃借料に係る未経過リース料
 期末残高相当額は、以下のとおりであります。

１年以内 141,010百万円
１年超　 6,741,487百万円
合計　 6,882,497百万円

（注） １． 　道路資産の未経過リース料の金額は変動する場合があります。当社及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、

道路資産の貸付料を含む協定について、おおむね５年ごとに検討を加え、必要がある場合には、相互にその変更を申し出ることが

できるとされております。ただし、道路資産の貸付料を含む協定が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第17条に規

定する基準に適合しなくなった場合等、業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合には、上記の年限
に関わらず、相互にその変更を申し出ることができるとされております。

２． 　道路資産の貸付料は、実績料金収入が、計画料金収入に計画料金収入の変動率に相当する金額を加えた金額（加算基準額）を
超えた場合、当該超過額（実績料金収入-加算基準額）が加算されることとなっております。また、実績料金収入が、計画料金収入

から計画料金収入の変動率に相当する金額を減じた金額（減算基準額）に足りない場合、当該不足額（減算基準額-実績料金収

入）が減算されることとなっております。

（繰延税金資産）

　賞与引当金 228 百万円
　退職給付引当金 4,609 百万円
　ETCマイレージサービス引当金 9 百万円

　未払事業税 67 百万円
　減損損失 441 百万円
　税務上の繰越欠損金 （注）１ 415 百万円
　その他 624 百万円

繰延税金資産小計 6,397 百万円
　税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 （注）１ △ 415 百万円
　将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △ 5,486 百万円
評価性引当額小計 △ 5,902 百万円
繰延税金資産合計 495 百万円

（繰延税金負債）

　固定資産圧縮積立金 △ 61 百万円
　その他 △ 35 百万円

繰延税金負債合計 △ 96 百万円

繰延税金資産の純額 398 百万円

（注）１．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

１年以内
（百万円）

１年超
２年以内
（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

合計

税務上の繰越欠損金（※１） -              - - - 85 329 415

評価性引当額 - - - - △ 85 △ 329 △ 415

繰延税金資産 - - - - - - - 

（※１）　 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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（関連当事者との取引に関する注記）

（１）子会社等

（２）兄弟会社等

子会社
阪神高速技術
株式会社

大阪市
西区

80

高速道路
の保守点
検・維持
修繕業務

（所有）
直接
100.0

高速道路の
保守点検･維
持修繕業務
の委託

役員の兼任

資金の預り
（※）

－ 預り金 10,595

関連当事者
との関係

取引内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

議決権等の
所有割合

（％）
種類 会社等の名称 所在地

資本金
（百万円）

事業の
内容

（注）※

※

※

※ ４．独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条第１項第４号に基づく借入金であり、無利子であります。

１．独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第13条第１項の規定により支払を行っております。

２．独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧
　に要する費用に充てるために負担した債務を、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡しております。

　  また、引き渡した債務について、当社は連帯して債務保証を行っております。なお、保証料は受け取っておりません。

３．日本道路公団等民営化関係法施行法第16条の規定により、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が阪神
　高速道路公団から承継した債券について、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に対して債務保証を行って

　おります。なお、保証料は受け取っておりません。

５．取引金額には消費税等は含まれておりません。期末残高には、1年以内返済予定長期借入金を除き消費税等が含まれ

ております。

道路資産の
賃借

道路資産賃借
料の支払
（※１）

145,259
高速道路
事業営業
未払金

13,333

高速道路
に係る道
路資産の
保有及び
貸付け、
承継債務
等の返済
等

なし

借入金の連
帯債務

資金の借入

道路資産と
債務の引渡

主要株主
（会社等）が
議決権の過
半数を自己
の計算におい
て所有してい
る会社等

独立行政法人
日本高速道路
保有・債務返済
機構

横浜市
西区

5,629,259

－ －
債務保証
（※２、３）

116,500

道路建設関係

借入金の借入
（※４）

3,078

１年以内
返済予定
長期借入
金

59,872

高速道路
事業営業
未収入金

19,174

道路建設関係
債務の引渡

（※２）

高速道路
事業営業

未収入金

0

完成道路資産
の引渡

34,748

26,496

議決権等の
所有割合

（％）

関連当事者
との関係

取引内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

種類 会社等の名称 所在地
資本金

（百万円）
事業の
内容

（注）※   当社では、グループ内の資金を一元管理するキャッシュ・マネジメント・システム（以下「ＣＭＳ」という。）を導入しておりますが、ＣＭＳを用いた資
金取引について取引の内容ごとに取引金額を集計することは困難であるため、期末残高のみを記載しております。
　なお、金利については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。
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（１株当たり情報に関する注記）

（重要な後発事象に関する注記）

　該当事項はありません。

１株当たり純資産額 2,006円93銭

１株当たり当期純損失 72円51銭

２. １株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当期純損失 1,450百万円
普通株主に帰属しない金額 - 
普通株式に係る当期純損失 1,450百万円
普通株式の期中平均株式数 20,000千株

（注）１.　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式
が存在しないため記載しておりません。
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会計監査人の監査報告書謄本 

独立監査人の監査報告書 

２０１９年５月３１日 

阪 神 高 速 道 路 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中

EY新日本有限責任監査法人

業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員

公認会計士 西 原 健 二 印

業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員

公認会計士 福 竹 徹 印

 当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、阪神高速道路株式会社の
２０１８年４月１日から２０１９年３月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すな
わち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について
監査を行った。 

連結計算書類に対する経営者の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を
整備及び運用することが含まれる。 

監査人の責任 
 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に
対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽
表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査
を実施することを求めている。 
 監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施
される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽
表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を
検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって
行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。 

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

監査意見 
 当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、阪神高速道路株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算
書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。 

利害関係 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。 

以  上 
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会計監査人の監査報告書謄本 

独立監査人の監査報告書 

２０１９年５月３１日 

阪 神 高 速 道 路 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中

EY新日本有限責任監査法人

業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員

公認会計士 西 原 健 二 印

業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員

公認会計士 福 竹 徹 印

 当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、阪神高速道路株式会社の
２０１８年４月１日から２０１９年３月３１日までの第１４期事業年度の計算書類、すな
わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書
について監査を行った。 

計算書類等に対する経営者の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者
が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

監査人の責任 
 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及び
その附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正
妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類
及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、
監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 
 監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手する
ための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類
及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の
目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属
明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した
会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての
計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。 

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

監査意見 
 当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

利害関係 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。 

以  上 
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監 査 報 告 書 

当監査役会は、２０１８年４月１日から２０１９年３月３１日までの第１４期

事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、

審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。 

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 

（１）監査役会は、当期の監査方針・計画を定め、各監査役から監査の実施状況

及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務

の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査規程に準拠し、当期の監査方針・計画

に従い、取締役、監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集

及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。 

① 取締役会、経営責任者会議、重要案件会議その他重要な会議に出席し、

取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に

応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所に

おいて業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、

子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に

応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合

することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社

及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な

体制」（内部統制システム）の整備に関する取締役会決議の内容及び当該

決議に基づき整備されている体制について、取締役及び使用人等からその

構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見

を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか

を監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について

報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から

「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算

規則第１３１条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」等に

従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、

計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）

及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、

連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。 
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２．監査の結果 

（１） 事業報告等の監査結果 

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款

に違反する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムの整備に関する取締役会決議の内容は相当で

あると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の

記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は

認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果  

 会計監査人ＥＹ新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は

相当であると認めます。  

（３）連結計算書類の監査結果  

 会計監査人ＥＹ新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は

相当であると認めます。  

２０１９年６月４日 

 阪神高速道路株式会社 監査役会 

常勤監査役 伊藤 昇一  印 

監  査  役 近藤 三津枝 印 

 監  査  役 村岡 秀樹  印 

（注）常勤監査役 伊藤昇一及び監査役 近藤三津枝は、会社法第２条  

第１６号及び第３３５条第３項に定める社外監査役であります。  



（決議事項） 

 

 

議案 剰余金処分の件 

 

剰余金処分の内容は、以下に記載のとおりであります。 

 

当社としては、高速道路事業に係る当期純損失１，６５７百万円から安全対策・サービス

高度化事業に係る額３１４百万円を除いた１，３４２百万円を補うべく、高速道路事業別途

積立金１２，１８１百万円のうちから当該額を取崩すこととさせていただきたく存じます。 

なお、可能な限り自己資本の充実に努めるため、当期は無配当とさせていただきたくお願

いいたします。 

 

（剰余金の処分に関する事項） 

 

１．増加する剰余金の項目とその金額 

繰越利益剰余金              １，３４２，８６６，３６４円 

 

２．減少する剰余金の項目とその金額 

高速道路事業別途積立金          １，３４２，８６６，３６４円 
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