
子会社情報

会社名

議決権所有割合

主な業務概要

役員状況 代表取締役社長 田代　千治 （経理部長） 代表取締役社長 立石　泰三 （経営企画部長）　
常務取締役 井村　哲 （総務人事部付） 取締役(兼)専務執行役員 加賀山　泰一 （技術部長）
取締役 柏原　史康 （現役出向　総務人事部付） 取締役(兼)常務執行役員 岸田　孝治 （神戸管理部長）
取締役（非常勤）　　 関本　宏 （現役兼任　代表取締役兼専務執行役員） 取締役(兼)執行役員 鈴木　浩一 （大阪保全部長）
取締役（非常勤）　　 平田　修身 （現役兼任　取締役兼常務執行役員） 取締役相談役 西岡　敬治 （参与）
監査役（非常勤）　  宮崎　泰樹 （総務人事部人権・研修担当部長） 取締役（非常勤） 上松　英司 （現役兼任　常務執行役員）
監査役（非常勤）　　 住友　三夫 （監査室付） 取締役（非常勤） 渡邊　尚夫 （現役兼任　保全交通部長）

監査役（非常勤） 松本　洋和
監査役（非常勤） 浅田　靖浩 （監査役室長）

決算状況

流動資産 1,283 流動負債 415 流動資産 10,076 流動負債 7,327
固定資産 3,065 固定負債 624 （うち、阪神高速との取引） 615 固定資産 4,178 固定負債 3,104 （うち、阪神高速との取引） 26,497

負債合計 1,040 負債合計 10,431

資本金 40 資本金 80
資本剰余金 1,284 資本剰余金 20
利益剰余金 1,984 利益剰余金 3,723
自己株式 - 自己株式 -
純資産合計 3,309 純資産合計 3,823

資産合計 4,349 負債及び純資産合計 4,349 資産合計 14,254 負債及び純資産合計 14,254

会社名

議決権所有割合

主な業務概要

役員状況 代表取締役社長　　 髙田橋　光政 （大阪管理局総務・管理部長） 代表取締役社長 松原　直樹 （営業部長）
取締役 森本　久也 （CS推進・広報部長） 常務取締役(兼)執行役員 髙木　秀之 （経営企画部長）
取締役相談役（非常勤） 梅谷　貞実 （大阪管理局長） 取締役(兼)執行役員 中辻　和繁 （総務人事部付）
取締役（非常勤）　　 渡邊　尚夫 （現役兼任　保全交通部長） 取締役相談役（非常勤）遠藤　博人 （執行役員）
取締役（非常勤）　　 村橋　昌樹 （現役兼任　経営企画部グループ経営担当部長） 取締役（非常勤）　　 南野　智一 （現役兼任　執行役員）
監査役（非常勤）　  住友　三夫 （監査室付） 取締役（非常勤）　　 村橋　昌樹 （現役兼任　経営企画部グループ経営担当部長）
監査役（非常勤）　  平野　和利 （現役兼任　経理部次長） 監査役 矢野　俊之 （現役出向　総務人事部付）

監査役（非常勤）　  平野　和利 （現役兼任　経理部次長）

決算状況

流動資産 759 流動負債 438 流動資産 1,251 流動負債 630
固定資産 534 固定負債 284 （うち、阪神高速との取引） 2,993 固定資産 240 固定負債 220 （うち、阪神高速との取引） 4,061

負債合計 723 負債合計 851

資本金 10 資本金 50
資本剰余金 8 資本剰余金 -
利益剰余金 552 利益剰余金 590
自己株式 - 自己株式 -
純資産合計 570 純資産合計 640

資産合計 1,294 負債及び純資産合計 1,294 資産合計 1,491 負債及び純資産合計 1,491

会社名

議決権所有割合

主な業務概要

役員状況 代表取締役社長　　 小林　弘尚 (神戸管理部長） 代表取締役社長　　 川北　司郎 （保全交通部長）
常務取締役(兼)執行役員 米座　秀造 （総務人事部付） 取締役専務執行役員 仲　義史 （建設・更新事業本部建設・更新総括部長）
取締役（非常勤）　　 南野　智一 （現役兼任　執行役員） 取締役常務執行役員 鈴木　威 （総務人事部付）
取締役（非常勤）　　 村橋　昌樹 （現役兼任　経営企画部グループ経営担当部長） 取締役相談役 大西　俊之 （技術部長）
監査役（非常勤）　 矢野　俊之 （現役出向　総務人事部付） 取締役（非常勤）　　 足立　幸郎 （現役兼任　技術部長）

監査役（非常勤） 浅田　靖浩 （監査役室長）
監査役（非常勤） 松本　勝幸

決算状況

流動資産 582 流動負債 276 流動資産 2,873 流動負債 1,830
固定資産 108 固定負債 81 （うち、阪神高速との取引） 1,866 固定資産 1,048 固定負債 485 （うち、阪神高速との取引） 4,396

負債合計 358 負債合計 2,316

資本金 50 資本金 30
資本剰余金 - 資本剰余金 53
利益剰余金 282 利益剰余金 1,521
自己株式 - 自己株式 -
純資産合計 332 純資産合計 1,604

資産合計 690 負債及び純資産合計 690 資産合計 3,921 負債及び純資産合計 3,921

会社名

議決権所有割合

主な業務概要

役員状況 代表取締役社長 安田　扶律 （保全交通部長） 代表取締役社長 中坪　周作 （建設・更新事業本部用地センター長）         
常務取締役 杉江　功 常務取締役 藤村　浩三 （現役出向　総務人事部付）
取締役 浜本　博司  取締役 今村　強 （事業開発部長）
取締役 薄井　王尚 取締役（非常勤） 鈴木　威 （総務人事部付）
取締役 西田　朋充 取締役（非常勤） 若田　康文 （現役兼任　事業開発部長）
取締役（非常勤） 加賀山　泰一 監査役（非常勤） 梅谷　貞実 （大阪管理局長）
監査役（非常勤） 西岡　敬治

決算状況

流動資産 2,678 流動負債 473 流動資産 1,023 流動負債 393
固定資産 217 固定負債 120 （うち阪神高速との取引） - 固定資産 86 固定負債 18 （うち阪神高速との取引） 330

負債合計 593 負債合計 411

資本金 21 資本金 20
資本剰余金 - 資本剰余金 -
利益剰余金 2,298 利益剰余金 677
自己株式 -16 自己株式 -
純資産合計 2,302 純資産合計 697

資産合計 2,896 負債及び純資産合計 2,896 資産合計 1,109 負債及び純資産合計 1,109

阪神高速サービス ㈱ 阪神高速技術 ㈱

100% 100%

駐車場事業・休憩所管理事業 保全点検・維持修繕業務

資産の部 負債の部
売上高 3,089

資産の部 負債の部
貸借対照表 損益計算書 貸借対照表 損益計算書

売上高 27,506

阪神高速パトロール ㈱ 阪神高速トール大阪 ㈱

純資産の部

経常利益 287 経常利益 568

税引前当期純利益 248 税引前当期純利益 566

営業利益 261 営業利益 433純資産の部

当期純利益 157 当期純利益 446

貸借対照表 損益計算書 貸借対照表 損益計算書

100% 100%

交通管理業務 料金収受業務

売上高 4,061

営業利益 52 営業利益 57純資産の部

資産の部 負債の部
売上高 3,009

資産の部 負債の部

当期純利益 33 当期純利益 40

阪神高速トール神戸 ㈱ 阪神高速技研 ㈱  

純資産の部

経常利益 53 経常利益 64

税引前当期純利益 51 税引前当期純利益 64

貸借対照表 損益計算書 貸借対照表 損益計算書

100% 100%

料金収受業務 調査・設計・積算業務

売上高 4,630

営業利益 -7 営業利益 295純資産の部

資産の部 負債の部
売上高 1,883

資産の部 負債の部

当期純利益 -2 当期純利益 198

内外構造 ㈱ 阪高プロジェクトサポート㈱

純資産の部

経常利益 -2 経常利益 302

税引前当期純利益 -2 税引前当期純利益 302

（技術部長）　
（参与）

貸借対照表 損益計算書 貸借対照表 損益計算書

100％（間接所有割合） １００％（間接所有割合）

保全点検業務 事業者支援コンサルティング事業

（現役出向　総務人事部付）

（建設事業本部用地センター長）

売上高 1,117

営業利益 437 営業利益 536純資産の部

資産の部 負債の部
売上高 2,502

資産の部 負債の部

当期純利益 307 当期純利益 350

純資産の部

経常利益 455 経常利益 535

税引前当期純利益 455 税引前当期純利益 535



会社名

議決権所有割合

主な業務概要

役員状況 代表取締役社長（非常勤） 仲　義史 （建設・更新事業本部建設・更新総括部長） 代表取締役社長　　　　　濵田　信彦　　　　（京都管理所長）
取締役（非常勤） 村井　英二 （現役出向　総務人事部付） 取締役　　　　　 鳥越　稔 （大阪管理部施設工事課長）
取締役相談役（非常勤） 大西　俊之 （技術部長） 取締役（非常勤）　　　　　　金田　誠 （保全交通部施設工事担当部長）
取締役 秋山　昌二 監査役（非常勤） 松本　洋和
監査役（非常勤） 浅田　靖浩 （監査役室長） 監査役（非常勤）　　 本井　良明 （営業部長）

決算状況
資産の部 負債の部

流動資産 139 流動負債 69 133 流動資産 1,105 流動負債 289
固定資産 36 固定負債 13 （うち阪神高速との取引） - 固定資産 153 固定負債 199 （うち阪神高速との取引） -

負債合計 82 負債合計 488
純資産の部 38

資本金 10 資本金 20
資本剰余金 - 38 資本剰余金 -
利益剰余金 83 利益剰余金 766
自己株式 - 38 自己株式 -16
純資産合計 93 純資産合計 770

資産合計 176 負債及び純資産合計 176 29 資産合計 1,258 負債及び純資産合計 1,258

会社名

議決権所有割合

主な業務概要

役員状況 代表取締役社長 藤井　康男 （建設・更新事業本部建設・更新総括部長） 代表取締役　 左古　正春 （京都管理所長）
専務取締役 津川　修 専務取締役 谷口　信彦 （保全交通部長）
取締役 東山　祐  常務取締役 富永　孝司
取締役 飯森　英樹 取締役 下野　恵一郎
取締役　　 　 宮本　三郎 (建設・更新事業本部建設施設課長) 取締役 小谷　浩一
取締役(非常勤) 加賀山　泰一 （技術部長） 取締役相談役 野村　正則 （京都事業部長）
監査役(非常勤） 坂本　準 （監査室長） 取締役（非常勤） 鈴木　浩一 （大阪保全部長）

監査役（非常勤） 坂本　準　 （監査室長） 

決算状況

流動資産 2,172 流動負債 793 流動資産 2,360 流動負債 976
固定資産 360 固定負債 202 （うち阪神高速との取引） - 固定資産 350 固定負債 220 （うち阪神高速との取引） -

負債合計 995 負債合計 1,196

資本金 20 資本金 40
資本剰余金 - 資本剰余金 -
利益剰余金 1,534 利益剰余金 1,505
自己株式 -16 自己株式 -32
純資産合計 1,537 純資産合計 1,513

資産合計 2,533 負債及び純資産合計 2,533 資産合計 2,710 負債及び純資産合計 2,710

会社名
議決権所有割合

主な業務概要

役員状況 代表取締役社長 古川　潔 （総務人事部付）
取締役 氏原　秀和 （保全交通部施設管理課長）
取締役 魚橋　俊輔
取締役相談役 有村　　修 （保全交通部施設管理課長）
取締役（非常勤）　 鈴木　浩一 （大阪保全部長）　
監査役（非常勤） 本井　良明 （営業部長）

決算状況

流動資産 1,304 流動負債 332
固定資産 57 固定負債 65 （うち阪神高速との取引） -

負債合計 398

資本金 20
資本剰余金 -
利益剰余金 959
自己株式 -16
純資産合計 963

資産合計 1,361 負債及び純資産合計 1,361

（注）　役員状況は、2021年7月1日現在で記載しています。
　　　　役員状況に記載の職名（　　　）については、当社での最終職名を記載しています。
　　　　計数は、2021年3月期決算ベースで百万円単位で記載しています。

100％（間接所有割合） １００％（間接所有割合）

電気通信設備に係る設計業務 システムに係る運営管理等業務

㈱阪神ｅテック ㈱ 情報技術

開始貸借対照表 損益計算書 貸借対照表 損益計算書

売上高
資産の部 負債の部

売上高 1,838

営業利益 営業利益 69純資産の部

経常利益 経常利益 79

税引前当期純利益 税引前当期純利益

１００％（間接所有割合） １００％（間接所有割合）

保全点検・維持修繕業務 保全点検・維持修繕業務

79

当期純利益 当期純利益 52

㈱ テクノ阪神 ㈱ ハイウエイ管制

貸借対照表 損益計算書 貸借対照表 損益計算書
資産の部 負債の部

売上高 2,823
資産の部 負債の部

売上高 3,328

阪神施設調査 ㈱

純資産の部 純資産の部

経常利益 80 経常利益 221

営業利益 67純資産の部

営業利益 34 営業利益 208

税引前当期純利益 80 税引前当期純利益 221

当期純利益 61 当期純利益 144

当期純利益 44

経常利益 67

税引前当期純利益 66

１００％（間接所有割合）
保全点検・維持修繕業務

貸借対照表 損益計算書
資産の部 負債の部

売上高 1,224


