
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 増田　竹義 （事業開発部長） 代表取締役社長　　 西岡　敬治 （参与）
常務取締役 藤原　要二 （監査室長） 常務取締役 西田　朋充
取締役 田代　千治 （経理部長） 常務取締役 左古　正春 （京都管理所長）
取締役（非常勤）　　 関本　宏 （現役兼任　取締役兼常務執行役員） 常務取締役 立石　泰三
取締役（非常勤）　　 平田　修身 （現役兼任　常務執行役員） 取締役 金田　誠 （保全交通部施設工事担当部長）
監査役（非常勤）　  村岡　秀樹 （取締役兼常務執行役員） 取締役 南荘　淳 （執行役員）
監査役（非常勤）　　 住友　三夫 （現役兼任　監査室付） 取締役（非常勤） 谷口　信彦

監査役（非常勤） 磯部　洋
監査役（非常勤） 山中　賢 （環境景観室長）

決算状況

流動資産 1,989 流動負債 536 流動資産 9,278 流動負債 7,106
固定資産 1,606 固定負債 548 （うち、阪神高速との取引） 900 固定資産 4,522 固定負債 3,879 （うち、阪神高速との取引） 22,210

負債合計 1,085 負債合計 10,985

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 1,186 利益剰余金 2,715
自己株式 － 自己株式 －
純資産合計 2,510 純資産合計 2,815

資産合計 3,595 負債及び純資産合計 3,595 資産合計 13,801 負債及び純資産合計 13,801

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　　 梅谷　貞実 （大阪管理局長） 代表取締役社長　　 本井　良明 （営業部長）
取締役 高田橋　光政 （大阪管理局総務・管理部長） 常務取締役 亀田　保彦 （事業開発部長）
取締役（非常勤）　　 中筋　宏 （現役兼任　グループ経営担当部長） 取締役 今村　勉 （情報システム室長）
取締役（非常勤）　　 谷口　信彦 （現役兼任　保全交通部長） 取締役（非常勤）　　 遠藤　博人 （現役兼任　執行役員）
監査役（非常勤）　  住友　三夫 （現役兼任　監査室付） 取締役（非常勤）　　 中筋　宏 （現役兼任　グループ経営担当部長）
監査役（非常勤）　  近藤　和博 （現役兼任　経理部次長） 監査役 谷本　哲夫 （監査室長）

監査役（非常勤）　  金谷　壽男 (大阪管理部長）

決算状況

流動資産 857 流動負債 388 流動資産 1,161 流動負債 581
固定資産 430 固定負債 343 （うち、阪神高速との取引） 2,608 固定資産 179 固定負債 166 （うち、阪神高速との取引） 4,070

負債合計 732 負債合計 747

資本金 10 資本金 50
資本剰余金 8 資本剰余金 -
利益剰余金 537 利益剰余金 543
自己株式 - 自己株式 -
純資産合計 555 純資産合計 593

資産合計 1,287 負債及び純資産合計 1,287 資産合計 1,340 負債及び純資産合計 1,340

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　　 安井　俊一 (神戸管理部長） 代表取締役社長　　 大西　俊之 （技術部長）
常務取締役 小林　弘尚 (神戸管理部長） 取締役（非常勤） 坂下　泰幸 （執行役員）
取締役（非常勤） 金谷　壽男 (大阪管理部長） 取締役 川北　司郎 （保全交通部長）
取締役（非常勤）　　 遠藤　博人 （現役兼任　執行役員） 取締役（非常勤）　　 加賀山　泰一 （現役兼任　技術部長）
取締役（非常勤）　　 中筋　宏 （現役兼任　グループ経営担当部長） 監査役（非常勤）　　 松本　勝幸
監査役（非常勤）　  谷本　哲夫 （監査室長） 監査役（非常勤）　　 山中　賢 （環境景観室長）
監査役（非常勤）　  近藤　和博 （現役兼任　経理部次長）

決算状況

流動資産 591 流動負債 264 流動資産 2,893 流動負債 2,021
固定資産 86 固定負債 79 （うち、阪神高速との取引） 1,853 固定資産 737 固定負債 363 （うち、阪神高速との取引） 4,137

負債合計 343 負債合計 2,384

資本金 50 資本金 30
資本剰余金 - 資本剰余金 53
利益剰余金 284 利益剰余金 1,177
自己株式 - 自己株式 -15
純資産合計 334 純資産合計 1,245

資産合計 677 負債及び純資産合計 677 資産合計 3,630 負債及び純資産合計 3,630

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（非常勤） 坂下　泰幸 （執行役員）
常務取締役 川村　勝 常務取締役（非常勤） 中坪　周作 （建設・更新事業本部用地センター長）         
取締役 浜本　博司  取締役（非常勤） 高木　秀之
取締役 薄井　王尚 監査役（非常勤） 南川　千鶴子 （監査役室長）
取締役 石崎　嘉明
取締役（非常勤） 立石　泰三
監査役 東　　 定生    （事業開発室次長）

決算状況

流動資産 1,864 流動負債 232 流動資産 339 流動負債 183
固定資産 259 固定負債 144 （うち阪神高速との取引） - 固定資産 36 固定負債 5 （うち阪神高速との取引） 500

負債合計 377 負債合計 188

資本金 21 資本金 20
資本剰余金 - 資本剰余金 -
利益剰余金 1,742 利益剰余金 168
自己株式 -16 自己株式 -
純資産合計 1,746 純資産合計 188

資産合計 2,123 負債及び純資産合計 2,123 資産合計 376 負債及び純資産合計 376当期純利益 186 当期純利益 127

純資産の部

経常利益 265 経常利益 196

税引前当期純利益 265 税引前当期純利益 196

売上高 604

営業利益 263 営業利益 196純資産の部

資産の部 負債の部
売上高 2,233

資産の部 負債の部

（経営企画部長）　

（百万円） （百万円）
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）
（現役兼任 事業開発部長）

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 68 経常利益 472

税引前当期純利益 68 税引前当期純利益 435

売上高 4,333

営業利益 62 営業利益 469純資産の部

資産の部 負債の部
売上高 1,869

資産の部 負債の部

当期純利益 42 当期純利益 277

（百万円） （百万円）
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

阪神高速トール神戸 ㈱ 阪神高速技研 ㈱  

純資産の部

経常利益 79 経常利益 46

税引前当期純利益 73 税引前当期純利益 48

売上高 4,070

営業利益 77 営業利益 30純資産の部

資産の部 負債の部
売上高 2,617

資産の部 負債の部

当期純利益 48 当期純利益 18

（百万円） （百万円）
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

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 273 経常利益 76

税引前当期純利益 262 税引前当期純利益 75

営業利益 256 営業利益 55純資産の部

当期純利益 227 当期純利益 -80

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 3,230

資産の部 負債の部

（建設事業本部用地センター長）

（経営企画部長）　

（現役兼任　保全交通部長）

（百万円） （百万円）
貸借対照表 損益計算書 貸借対照表 損益計算書

売上高 23,341



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） 大西　俊之 （技術部長） 代表取締役社長　　　　　濵田　信彦　　　　（京都管理所長）
取締役（非常勤） 広瀬　鉄夫 （現役出向　総務人事部付） 取締役 中谷　邦則 （大阪管理部施設総括担当課長）
取締役 秋山　昌二 取締役　　　　　 長沼　敏彦 （情報システム部長）
監査役（非常勤） 山中　賢 （環境景観室長） 取締役（非常勤）　　　　　　金田　誠　　　　（保全交通部施設工事担当部長）

監査役（非常勤）　　 松田　和夫
監査役（非常勤）　　 山内　幸裕 （技術部長）

（百万円）
決算状況

資産の部 負債の部
流動資産 54 流動負債 50 - 流動資産 923 流動負債 212
固定資産 26 固定負債 30 （うち阪神高速との取引） - 固定資産 45 固定負債 149 （うち阪神高速との取引） -

負債合計 80 負債合計 361
純資産の部 -

資本金 10 資本金 20
資本剰余金 - - 資本剰余金 -
利益剰余金 -9 利益剰余金 595
自己株式 - - 自己株式 -8
純資産合計 0 純資産合計 607

資産合計 81 負債及び純資産合計 81 - 資産合計 968 負債及び純資産合計 968

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） 代表取締役社長　　　　　野村　正則 （京都事業部長）
常務取締役 津川　修 常務取締役 片岡　博道
取締役　　 　 宮本　三郎 (建設・更新事業本部　建設施設課長) 常務取締役 山村　志津夫 （保全交通部施設工事担当部長）
取締役 東山　祐  取締役 富永　孝司
取締役 飯森　英樹 取締役（非常勤） 左古　正春 (京都管理所長)
取締役 吉田　聰 （技術部長） 監査役（非常勤） 渡邉　武史 （大阪管理部大阪施設維持事務所長）
取締役(非常勤) 左古　正春 (京都管理所長)
監査役(非常勤） 松田　和夫
監査役(非常勤） 宮本　孝喜 （保全施設部次長）

決算状況

流動資産 2,076 流動負債 779 流動資産 1,407 流動負債 311
固定資産 166 固定負債 154 （うち阪神高速との取引） 85 固定資産 364 固定負債 209 （うち阪神高速との取引） 314

負債合計 933 負債合計 520

資本金 20 資本金 40
資本剰余金 - 資本剰余金 -
利益剰余金 1,291 利益剰余金 1,206
自己株式 -2 自己株式 -
評価・換算差額等 - 評価・換算差額等 4
純資産合計 1,309 純資産合計 1,251

資産合計 2,242 負債及び純資産合計 2,242 資産合計 1,771 負債及び純資産合計 1,771

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 有村　　修 （保全交通部施設管理課長）
取締役 一瀬　利博
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（非常勤）　 立石　泰三 （経営企画部長）
監査役（非常勤） 鬼川　講三 （保全交通部施設工事担当部長）
監査役（非常勤） 松田　和夫

決算状況

流動資産 1,122 流動負債 297
固定資産 36 固定負債 78 （うち阪神高速との取引） 0

負債合計 375

資本金 20
資本剰余金 -
利益剰余金 764
自己株式 -2
評価・換算差額等 -
純資産合計 782

資産合計 1,158 負債及び純資産合計 1,158

関連会社情報

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　　　　　美馬　浩昭
取締役 伊藤　幸輝
取締役 重元　恒夫
取締役 休齋　智史
監査役（非常勤） 町中　文治

決算状況

流動資産 1,383 流動負債 263
固定資産 30 固定負債 148 （うち阪神高速との取引） 249

負債合計 412

資本金 36
資本剰余金 8
利益剰余金 957
自己株式 -
評価・換算差額等 -
純資産合計 1,001

資産合計 1,413 負債及び純資産合計 1,413
（注）　計数は、平成30年3月期決算ベースで百万円単位で記載しています。但し、平成30年4月2日に設立した㈱阪神ｅテックについては開始貸借対照表を掲載しています。
　　　　役員状況は、平成30年8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。

営業利益 79純資産の部

経常利益 81

税引前当期純利益 82

当期純利益 41

（百万円）
貸借対照表 損益計算書

資産の部 負債の部
売上高 1,425

当期純利益 53

阪神施設工業 ㈱

２０．１７％（間接所有割合）

保全点検・維持修繕業務

経常利益 88

税引前当期純利益 88

１００％（間接所有割合）
保全点検・維持修繕業務

（百万円）
貸借対照表 損益計算書

資産の部 負債の部
売上高 1,172

阪神施設調査 ㈱

純資産の部 純資産の部

経常利益 141 経常利益 96

営業利益 87純資産の部

営業利益 139 営業利益 83

税引前当期純利益 141 税引前当期純利益 91

当期純利益 84 当期純利益 60

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 2,566
資産の部 負債の部

売上高 2,118

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

（百万円） （百万円）

57

当期純利益 当期純利益 36

㈱ テクノ阪神 ㈱ ハイウエイ管制

営業利益 営業利益 44純資産の部

経常利益 経常利益 57

税引前当期純利益 税引前当期純利益

（百万円）
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 1,338

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


