
グループ会社の情報

会社名（当社議決権比率）
主な業務概要
役員の状況

決算の状況

流動資産 1,130 流動負債 960
固定資産 342 固定負債 277 （うち当社との取引） 97.6%

負債合計 1,238

資本金 70
資本剰余金 40
利益剰余金 124
自己株式 －
純資産合計 234

資産合計 1,472 負債及び純資産合計 1,472

会社名（当社議決権比率）
主な業務概要
役員の状況

決算の状況

流動資産 585 流動負債 391
固定資産 137 固定負債 198 （うち当社との取引） 99.0%

負債合計 589

資本金 50
資本剰余金 10
利益剰余金 72
自己株式 －
純資産合計 132

資産合計 722 負債及び純資産合計 722

会社名（当社議決権比率）
主な業務概要
役員の状況

決算の状況

流動資産 259 流動負債 292
固定資産 198 固定負債 23 （うち当社との取引） 100.0%

負債合計 315

資本金 40
資本剰余金 10
利益剰余金 92
自己株式 －
純資産合計 142

資産合計 458 負債及び純資産合計 458

監査役　　　　　　　　　竹本 栄治（現：関西支社総務企画部長）
監査役　　　　　　　　　小西 駒子（現：ダイバーシティ担当部長）

貸借対照表 損益計算書
資産の部 負債の部

売上高 12,422

西日本高速道路サービス関西株式会社 （１００％）
料金収受業務
代表取締役社長　　　中根 正治（常務執行役員）
取締役　      　　　　　後迫 浩（関西支社付）
取締役　　　　　　　　　澤田 勤（当社からの出向者）
取締役　　　　　　　　　長谷 隆行（現：関西支社保全サービス事業部次長）
監査役　　　　　　　　　中野 浩平（執行役員監査部長）

営業利益 144純資産の部

経常利益 150

税引き前当期純利益 147

当期純利益 74

監査役　　　　　　　　　平山 博登（関西支社調査役）
監査役　　　　　　　　　吉田 和彦（現：中国支社総務企画部長）

貸借対照表 損益計算書
資産の部 負債の部

売上高 4,855

西日本高速道路サービス中国株式会社（１００％）
料金収受業務
代表取締役社長　　　山﨑 泰典（中国支社付）
取締役　　　　　　　　　賀城 賢（当社からの出向者）
取締役　　　　　　　　　下之薗 勝（中国支社付）
取締役　　　　　　　　　堀 正史（現：中国支社保全サービス事業部次長）

監査役　　　　　　　　　福田 亜見

営業利益 35純資産の部

経常利益 36

税引き前当期純利益 36

当期純利益 18

監査役　　　　　　　　　松岡 寿和（現：四国支社総務企画部長）
監査役　　　　　　　　　是松 郁子

貸借対照表 損益計算書
資産の部 負債の部

売上高 3,320

西日本高速道路サービス四国株式会社（１００％）
料金収受業務、交通管理業務
代表取締役社長　　　松本 健治（本社付）
取締役　　　　　　　　　亀山 良成（事業開発本部付）
取締役　　　　　　　　　松尾 和典（当社からの出向者）
取締役　　　　　　　　　太田 聡一（現：四国支社保全サービス事業部次長）
監査役　　　　　　　　　畑村 雄二（執行役員四国支社長）

営業利益 61純資産の部

経常利益 66

税引き前当期純利益 66

当期純利益 42



会社名（当社議決権比率）
主な業務概要
役員の状況

決算の状況

流動資産 708 流動負債 639
固定資産 184 固定負債 63 （うち当社との取引） 96.4%

負債合計 702

資本金 50
資本剰余金 10
利益剰余金 129
自己株式 －
純資産合計 189

資産合計 892 負債及び純資産合計 892

会社名（当社議決権比率）
主な業務概要
役員の状況

監査役　　　　　　　　　玉寄 智恵子
決算の状況

流動資産 985 流動負債 501
固定資産 142 固定負債 47 （うち当社との取引） 92.1%

負債合計 548

資本金 60
資本剰余金 10
利益剰余金 508
自己株式 －
純資産合計 578

資産合計 1,127 負債及び純資産合計 1,127

会社名（当社議決権比率）
主な業務概要
役員の状況

決算の状況

流動資産 697 流動負債 424
固定資産 238 固定負債 420 （うち当社との取引） 99.8%

負債合計 845

資本金 20
資本剰余金 -
利益剰余金 70
自己株式 －
純資産合計 90

資産合計 936 負債及び純資産合計 936

監査役　　　　　　　　　重冨 修（執行役員東京支社長）
監査役　　　　　　　　　萩尾 倫美

貸借対照表 損益計算書
資産の部 負債の部

売上高 6,824

西日本高速道路サービス九州株式会社（１００％）
料金収受業務
代表取締役社長　　　後藤 貞洋（執行役員四国支社長）
取締役　　　　　　　　　市原 雅巳（当社からの出向者）
取締役　　　　　　　　　白石 明（当社からの出向者）
取締役　　　　　　　　　平松 寛之（現：九州支社保全サービス事業部次長）
監査役　　　　　　　　　畑村 雄二（執行役員四国支社長）

営業利益 116純資産の部

経常利益 126

税引き前当期純利益 126

当期純利益 79

取締役　　　　　　　　　河北 英彦（現：九州支社副支社長）

監査役　　　　　　　　　鴻上 育久（監査部調査役）

貸借対照表 損益計算書
資産の部 負債の部

売上高 3,077

西日本高速道路総合サービス沖縄株式会社（１００％）
料金収受業務、交通管理業務、保全作業業務、点検・管理業務
代表取締役社長　　　城間 博通(九州支社調査役）
常務取締役　　　　　　渡久地 政樹（九州支社付）
取締役　　　　　　　　　上原 盛久（当社からの出向者）
取締役　　　　　　　　　臼木 新也（当社からの出向者）

監査役　　　　　　　　　早川 和利（取締役常務執行役員）

営業利益 130純資産の部

経常利益 133

税引き前当期純利益 133

当期純利益 87

監査役　　　　　　　　　中野 浩平（執行役員監査部長）
監査役　　　　　　　　　竹本 栄治（現：関西支社総務企画部長）

貸借対照表 損益計算書
資産の部 負債の部

売上高 3,403

西日本高速道路パトロール関西株式会社（１００％）
交通管理業務
代表取締役社長　　　竹下 育朗（執行役員監査部長）
常務取締役　　　　　　青木 正敏（当社からの出向者）
取締役　　　　　　　　　西川 聡（中国支社付）
取締役　　　　　　　　　長谷 隆行（現：関西支社保全サービス事業部次長）

営業利益 25純資産の部

経常利益 32

税引き前当期純利益 32

当期純利益 20



会社名（当社議決権比率）
主な業務概要
役員の状況

決算の状況

流動資産 441 流動負債 295
固定資産 237 固定負債 230 （うち当社との取引） 99.5%

負債合計 526

資本金 20
資本剰余金 70
利益剰余金 63
自己株式 －
純資産合計 153

資産合計 679 負債及び純資産合計 679

会社名（当社議決権比率）
主な業務概要
役員の状況

決算の状況

流動資産 384 流動負債 254
固定資産 268 固定負債 135 （うち当社との取引） 100.0%

負債合計 390

資本金 20
資本剰余金 180
利益剰余金 62
自己株式 －
純資産合計 262

資産合計 653 負債及び純資産合計 653

会社名（当社議決権比率）
主な業務概要
役員の状況

決算の状況

流動資産 7,705 流動負債 6,031
固定資産 1,763 固定負債 239 （うち当社との取引） 97.6%

負債合計 6,271

資本金 420
資本剰余金 380
利益剰余金 2,398
自己株式 －
純資産合計 3,198

資産合計 9,469 負債及び純資産合計 9,469

監査役　　　　　　　　　蒲地 博文（中国支社副支社長）
監査役　　　　　　　　　吉田 和彦（現：中国支社総務企画部長）

貸借対照表 損益計算書
資産の部 負債の部

売上高 2,442

西日本高速道路パトロール中国株式会社（１００％）
交通管理業務
代表取締役社長　　　猪野 耕一（九州支社副支社長）
取締役　　　　　　　　　木村 大（当社からの出向者）
取締役　　　　　　　　　栗崎 啓（中国支社付）
取締役　　　　　　　　　堀 正史（現：中国支社保全サービス事業部次長）

営業利益 18純資産の部

経常利益 22

税引き前当期純利益 22

当期純利益 13

監査役　　　　　　　　　畑村 雄二（執行役員四国支社長）
貸借対照表 損益計算書

資産の部 負債の部
売上高 2,416

西日本高速道路パトロール九州株式会社（１００％）
交通管理業務
代表取締役社長　　　野口 和也（執行役員四国支社長）
常務取締役　　　　　　宮口 豊（当社からの出向者）
取締役　　　　　　　　　平松 寛之（現：九州支社保全サービス事業部次長）
監査役　　　　　　　　　早川 和利（取締役常務執行役員）

西日本高速道路メンテナンス関西株式会社（１００％）
保全作業業務
代表取締役社長　　　藤澤 茂樹（経営企画本部調査役）
常務取締役　　　　　　岡崎 敏夫（関西支社副支社長）
常務取締役　　　　　　羽田野 和久（九州支社副支社長）
取締役　　　　　　　　　福冨 章（当社からの出向者）

営業利益 21純資産の部

経常利益 23

税引き前当期純利益 23

当期純利益 12

取締役　　　　　　　　　本園 民雄 （現：関西支社保全サービス事業部長）

監査役　　　　　　　　　太田 浩史（現：関西支社副支社長）
監査役　　　　　　　　　小西 駒子（現：人事部ダイバーシティ担当部長）

貸借対照表 損益計算書
資産の部 負債の部

売上高 19,861

監査役　　　　　　　　　細田 英樹（現：関西支社副支社長）

営業利益 61純資産の部

経常利益 123

税引き前当期純利益 122

当期純利益 88



会社名（当社議決権比率）
主な業務概要
役員の状況

取締役　　　　　　　　　伊藤 博美
取締役　　　　　　　　　竹野 毅（当社からの出向者）
取締役　　　　　　　　　渡部 良太（四国支社保全サービス事業部道路管制センター長）
取締役　　　　　　　　　谷口 篤（現：中国支社保全サービス事業部長）
監査役　　　　　　　　　東 孝弘（技術本部技術部長）
監査役　　　　　　　　　平山 博登（関西支社調査役）

決算の状況

流動資産 3,965 流動負債 2,421
固定資産 698 固定負債 45 （うち当社との取引） 93.8%

負債合計 2,467

資本金 350
資本剰余金 322
利益剰余金 1,524
自己株式 －
純資産合計 2,196

資産合計 4,664 負債及び純資産合計 4,664

会社名（当社議決権比率）
主な業務概要
役員の状況

決算の状況

流動資産 4,940 流動負債 3,432
固定資産 1,740 固定負債 815 （うち当社との取引） 93.5%

負債合計 4,247

資本金 160
資本剰余金 341
利益剰余金 1,935
自己株式 ▲ 4
純資産合計 2,432

資産合計 6,680 負債及び純資産合計 6,680

会社名（当社議決権比率）
主な業務概要
役員の状況

決算の状況

流動資産 6,392 流動負債 4,454
固定資産 3,799 固定負債 485 （うち当社との取引） 91.9%

負債合計 4,940

資本金 90
資本剰余金 -
利益剰余金 5,161
自己株式 -
純資産合計 5,251

資産合計 10,191 負債及び純資産合計 10,191

西日本高速道路メンテナンス中国株式会社（１００％）
保全作業業務
代表取締役社長　　　前 浩久（執行役員技術本部長）
常務取締役　　　　　　竹本 勝典（本社付）

監査役　　　　　　　　　中川 玲子
貸借対照表 損益計算書

資産の部 負債の部
売上高 13,317

営業利益 33純資産の部

経常利益 59

代表取締役社長　　　廣畑 浩司（執行役員九州支社長）
常務取締役　　　　　　迫田 輝幸（九州支社副支社長）
取締役　　　　　　　　　桑野 修（中国支社建設・改築事業部長）
取締役　　　　　　　　　猪崎 俊彦
取締役　　　　　　　　　茂利 優一（九州支社調査役）
取締役　　　　　　　　　川畑 一弘（当社からの出向者）

税引き前当期純利益 57

当期純利益 35

西日本高速道路メンテナンス九州株式会社（１００％）
保全作業業務

取締役　　　　　　　　　野田 主馬（現：九州支社保全サービス事業部長）

監査役　　　　　　　　　早川 和利（取締役常務執行役員）
監査役　　　　　　　　　林田 春美

貸借対照表 損益計算書
資産の部 負債の部

売上高 14,046

監査役　　　　　　　　　蒲地 博文（中国支社副支社長）

西日本高速道路エンジニアリング関西株式会社（１００％）
点検・管理業務、保全作業業務
代表取締役社長　　　村尾 光弘（取締役常務執行役員建設事業本部長）
常務取締役　　　　　  足立 智之（理事）
常務取締役　　　　　　久米 富美男（中国支社副支社長）
取締役　　　　　　　　　樋口 芳行（保全サービス事業部）

営業利益 45純資産の部

経常利益 66

税引き前当期純利益 65

当期純利益 36

監査役　　　　　　　　　東 孝弘（技術本部技術部長）
監査役　　　　　　　　　太田 浩史（現：関西支社副支社長）

貸借対照表 損益計算書
資産の部 負債の部

売上高 17,978

取締役　　　　　　　　　伊藤 哲男（技術担当部長）
取締役　　　　　　　　　川尻 洋和（関西支社施設担当部長）
取締役　　　　　　　　　沼浪 浩光
取締役　　　　　　　　　源谷 秋義（九州支社建設改築事業部長）
取締役　　　　　　　　　井手 俊也（当社からの出向者）
取締役　　　　　　　　　西岡 大造 （現：関西支社建設事業部長）

営業利益 223純資産の部

経常利益 254

税引き前当期純利益 253

当期純利益 163



会社名（当社議決権比率）
主な業務概要
役員の状況

監査役　　　　　　　　　東 孝弘（技術本部技術部長）

決算の状況

流動資産 5,155 流動負債 2,823
固定資産 4,454 固定負債 136 （うち当社との取引） 87.4%

負債合計 2,959

資本金 70
資本剰余金 -
利益剰余金 6,580
自己株式 -
純資産合計 6,650

資産合計 9,609 負債及び純資産合計 9,609

会社名（当社議決権比率）
主な業務概要
役員の状況

取締役　　　　　　　　　岩島 保（当社からの出向者）

取締役　　　　　　　　　大木 俊之（改築担当部長）

監査役　　　　　　　　　後藤 由成（現：四国支社副支社長）
監査役　　　　　　　　　石川 達也（現：四国支社副支社長）

決算の状況

流動資産 4,391 流動負債 2,070
固定資産 2,730 固定負債 407 （うち当社との取引） 92.9%

負債合計 2,478

資本金 60
資本剰余金 -
利益剰余金 4,583
自己株式 -
純資産合計 4,643

資産合計 7,122 負債及び純資産合計 7,122

常務取締役　　　　　　山田 芳嗣（東京事務所調査役）

取締役　　　　　　　　　梅田 昭記
取締役　　　　　　　　　矢嶋 尚彦（当社からの出向者）
取締役　　　　　　　　　荒平 裕次（当社からの出向者）

監査役　　　　　　　　　車 義政（現：中国支社副支社長）
貸借対照表 損益計算書

西日本高速道路エンジニアリング中国株式会社（１００％）
点検・管理業務、保全作業業務
代表取締役社長　　　北村 弘和（取締役常務執行役員保全サービス事業本部長）
常務取締役　　　　　　福田 美文（関西支社副支社長）
常務取締役　　　　　　山本 純司（保全サービス事業本部）

取締役　　　　　　　　　菊澤 朋巳（中国支社調査役）

取締役　　　　　　　　　大塚 弘雅（現：中国支社建設・改築事業部長）

資産の部 負債の部
売上高 15,405

営業利益 525純資産の部

経常利益 658

代表取締役社長　　　北田 正彦（執行役員九州支社長）
常務取締役　　　　　　熊野 賢二（当社からの出向者）

取締役　　　　　　　　　岡井 浩（監査部次長）

取締役　　　　　　　　　池 聖（現：四国支社建設・改築事業部長）

監査役　　　　　　　　　米田 ゆう子
貸借対照表 損益計算書

税引き前当期純利益 657

当期純利益 435

西日本高速道路エンジニアリング四国株式会社（１００％）
点検・管理業務、保全作業業務

取締役　　　　　　　　　亀岡 敬洋

取締役　　　　　　　　　雨郡 好澄（四国支社付）

税引き前当期純利益 381

当期純利益 247

資産の部 負債の部
売上高 10,580

営業利益 271純資産の部

経常利益 381



会社名（当社議決権比率）
主な業務概要
役員の状況

決算の状況

流動資産 3,892 流動負債 2,174
固定資産 5,329 固定負債 2,488 （うち当社との取引） 94.0%

負債合計 4,662

資本金 80
資本剰余金 -
利益剰余金 4,478
自己株式 -
純資産合計 4,558

資産合計 9,221 負債及び純資産合計 9,221

会社名（当社議決権比率）
主な業務概要
役員の状況

決算の状況

流動資産 4,746 流動負債 2,867
固定資産 1,277 固定負債 197 （うち当社との取引） 93.7%

負債合計 3,065

資本金 160
資本剰余金 160
利益剰余金 2,639
自己株式 -
純資産合計 2,959

資産合計 6,024 負債及び純資産合計 6,024

会社名（当社議決権比率）
主な業務概要
役員の状況 代表取締役社長　　　松田 寛治（常務執行役員）

決算の状況

流動資産 1,264 流動負債 667
固定資産 475 固定負債 643 （うち当社との取引） 86.0%

負債合計 1,311

資本金 30
資本剰余金 30
利益剰余金 368
自己株式 -
純資産合計 428

資産合計 1,739 負債及び純資産合計 1,739

西日本高速道路エンジニアリング九州株式会社（１００％）
点検・管理業務、保全作業業務

取締役　　　　　　　　　諸岡 元（当社からの出向者）
取締役　　　　　　　　　大久保 良和（現：九州支社建設・改築事業部長）
監査役　　　　　　　　　平山 博登（関西支社調査役）
監査役　　　　　　　　　重冨 修（執行役員東京支社長）

貸借対照表 損益計算書

代表取締役社長　　　竹國 一也（執行役員技術本部長）
常務取締役　　　　　　内野 雅彦（四国支社建設事業部長）
常務取締役　　　　　　西岡 浩一（九州支社副支社長）
取締役　　　　　　　　　小國 泰昌（当社からの出向者）
取締役　　　　　　　　　立山 久男
取締役　　　　　　　　　中村 和典（九州支社調査役）

税引き前当期純利益 176

当期純利益 129

西日本高速道路ファシリティーズ株式会社（１００％）
点検・管理業務、保全作業業務

資産の部 負債の部
売上高 11,737

営業利益 51純資産の部

経常利益 176

監査役　　　　　　　　　細田 英樹（現：関西支社副支社長）
監査役　　　　　　　　　下田 仁之（現：監査部調査役）

貸借対照表 損益計算書
資産の部 負債の部

売上高 15,125

代表取締役社長　　　瀬戸山 聡（施設部長）
常務取締役　　　　　　松室 圭介（安全管理部長）
取締役　　　　　　　　　荒木 龍浩（当社からの出向者）
取締役　　　　　　　　　藤丸 顕二（当社からの出向者）
取締役　　　　　　　　　松浦 潤治（当社からの出向者）
取締役　　　　　　　　　岡田 晃夫（現：施設部次長）

営業利益 196純資産の部

経常利益 200

税引き前当期純利益 200

当期純利益 128

監査役　　　　　　　　　中野 浩平（執行役員監査部長）

監査役　　　　　　　　　石黒 玉恵
貸借対照表 損益計算書

資産の部 負債の部
売上高 7,165

西日本高速道路ビジネスサポート株式会社（１００％）
不動産関連業務、人材派遣業務

常務取締役　　　　　　野村 光彦（当社からの出向者）
取締役　　　　　　　　　田中 睦実（当社からの出向者）
取締役　　　　　　　　　浅野 泰平（現：サービス担当部長）
取締役　　　　　　　　　大谷 欣也（現：用地担当部長）

監査役　　　　　　　　　䂖井 太治(現：監査部調査役）

営業利益 55純資産の部

経常利益 110

税引き前当期純利益 109

当期純利益 49



会社名（当社議決権比率）
主な業務概要
役員の状況

決算の状況

流動資産 13,021 流動負債 2,625
固定資産 6,601 固定負債 10,595 （うち当社との取引） 0.2%

負債合計 13,221

資本金 110
資本剰余金 -
利益剰余金 6,292
自己株式 -
純資産合計 6,402

資産合計 19,623 負債及び純資産合計 19,623

会社名（当社議決権比率）
主な業務概要
役員の状況

決算の状況

流動資産 839 流動負債 417
固定資産 69 固定負債 199 （うち当社との取引） -

負債合計 617

資本金 30
資本剰余金 -
利益剰余金 261
自己株式 -
純資産合計 291

資産合計 908 負債及び純資産合計 908

会社名（当社議決権比率）
主な業務概要
役員の状況

決算の状況

流動資産 2,929 流動負債 889
固定資産 1,208 固定負債 245 （うち当社との取引） -

負債合計 1,135

資本金 71
資本剰余金 1,298
利益剰余金 1,632
自己株式 -
純資産合計 3,002

資産合計 4,137 負債及び純資産合計 4,137

西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社（１００％）
サービスエリア・パーキングエリアの運営管理
代表取締役社長　　　川村 健一（執行役員）
取締役　　　　　　　　　猪口 浩三
取締役　　　　　　　　　柴﨑 泰司
取締役　　　　　　　　　丸岡 真人（関西支社付）
取締役　　　　　　　　　喜久里　真二（現：事業開発部長）
監査役　　　　　　　　　松村 郁夫（本社調査役）

監査役　　　　　　　　　小島 幸保
貸借対照表 損益計算書

資産の部 負債の部
売上高 12,342

監査役　　　　　　　　　佐藤 理徳（現：監査部長）

西日本高速道路ロジスティックス株式会社（０％）
サービスエリア・パーキングエリアの各種商材、材料等の仕入れ業務及びその他受託業務
代表取締役社長　　　橋本 唯
取締役　　　　　　　　　柴﨑 泰司
取締役　　　　　　　　　南 潤一郎
取締役　　　　　　　　　今福 重徳

営業利益 ▲ 1,731純資産の部

経常利益 ▲ 1,667

税引き前当期純利益 ▲ 1,673

当期純利益 ▲ 1,535

取締役　　　　　　　　　滝口 裕司（当社からの出向者）
取締役　　　　　　　　　谷久 靖詞（現：事業開発統括課長）
監査役　　　　　　　　　松村 郁夫（本社調査役）

貸借対照表 損益計算書
資産の部 負債の部

売上高 4,427

営業利益 34純資産の部

経常利益 40

税引き前当期純利益 39

当期純利益 28

監査役　　　　　　　　　松村 郁夫（本社調査役）
貸借対照表 損益計算書

資産の部 負債の部
売上高 8,044

西日本高速道路リテール株式会社（０％）
ＰＡ内営業施設の店舗運営
代表取締役社長　　　古賀 喜治
取締役　　　　　　　　　長谷川 浩司
取締役　　　　　　　　　滝口 裕司（当社からの出向者）
取締役　　　　　　　　　谷久 靖詞（現：事業開発統括課長）

営業利益 ▲ 660純資産の部

経常利益 ▲ 547

税引き前当期純利益 ▲ 610

当期純利益 ▲ 618



会社名（当社議決権比率）
主な業務概要
役員の状況

監査役　　　　　　　　　鈴鹿 吉一（現：経理課長）

決算の状況

流動資産 225 流動負債 25
固定資産 190 固定負債 3 （うち当社との取引） -

負債合計 28

資本金 40
資本剰余金 327
利益剰余金 19
自己株式 -
純資産合計 386

資産合計 415 負債及び純資産合計 415

会社名（当社議決権比率）
主な業務概要
役員の状況

取締役　　　　　　　　　竹縄 謙作（現：技術統括課長）
取締役　　　　　　　　　三倉 義教（現：海外事業課長）

決算の状況

流動資産 83 流動負債 3
固定資産 6 固定負債 - （うち当社との取引） 22.8%

負債合計 3

資本金 206
資本剰余金 -
利益剰余金 ▲ 144
自己株式 -
為替換算調整勘定 24
純資産合計 86

資産合計 90 負債及び純資産合計 90

会社名（当社議決権比率）
主な業務概要
役員の状況

決算の状況

流動資産 7,479 流動負債 5,949
固定資産 1,105 固定負債 547 （うち当社との取引） 86.0%

負債合計 6,497

資本金 80
資本剰余金 28
利益剰余金 1,999
自己株式 ▲ 19
純資産合計 2,087

資産合計 8,585 負債及び純資産合計 8,585

監査役　　　　　　　　　大野 伸治
貸借対照表 損益計算書

資産の部 負債の部
売上高 189

芦有ドライブウェイ株式会社（５１.０％）
一般自動車道の管理運営
代表取締役社長　　　森山 慶一（当社からの出向者）
代表取締役副社長   齋藤 成人
取締役　　　　　　　　　川瀬 憲司（現：保全サービス統括課長）
取締役　　　　　　　　　北栄 階一

営業利益 ▲ 17純資産の部

経常利益 ▲ ０

税引き前当期純利益 ▲ 0

当期純利益 ▲ 1

ＮＥＸＣＯ-Ｗｅｓｔ ＵＳＡ ,Ｉｎｃ.（１００％）
米国での橋梁点検業務
取締役社長             松本 正人（当社からの出向者）

貸借対照表 損益計算書
資産の部 負債の部

売上高 70

株式会社富士技建（１００％）
橋梁補修技術開発
代表取締役社長　　　中薗 明広（四国支社副支社長）

取締役　　　　　　　　　足立 正
取締役　　　　　　　　　當房 周三（保全サービス事業本部）

取締役　　　　　　　　　大内 浩之（当社からの出向者）

営業利益 ▲ 58純資産の部

経常利益 ▲ 61

税引き前当期純利益 ▲ 61

当期純利益 ▲ 61

常務取締役　　　　　　京極 靖司（技術本部付）

取締役　　　　　　　　　細木 康夫（監査部調査役）

取締役　　　　　　　　　大城 壮司（現：構造技術課長）
監査役　　　　　　　　　野尻 浩以（現：財務課長）
監査役　　　　　　　　　大部薗 和久（現：監査部次長）

貸借対照表 損益計算書
資産の部 負債の部

売上高 5,293

営業利益 45純資産の部

経常利益 67

税引き前当期純利益 67

当期純利益 48



会社名（当社議決権比率）
主な業務概要
役員の状況

決算の状況

流動資産 1,560 流動負債 454
固定資産 265 固定負債 68 （うち当社との取引） 62.3%

負債合計 523

資本金 70
資本剰余金 711
利益剰余金 529
自己株式 ▲ 6
純資産合計 1,303

資産合計 1,826 負債及び純資産合計 1,826

会社名（当社議決権比率）
主な業務概要
役員の状況

常務取締役　　　　　　内田 勇治

決算の状況

流動資産 644 流動負債 690
固定資産 290 固定負債 101 （うち当社との取引） 56.8%

負債合計 792

資本金 30
資本剰余金 65
利益剰余金 51
自己株式 ▲ 3
純資産合計 142

資産合計 935 負債及び純資産合計 935

会社名（当社議決権比率）
主な業務概要 広告事業
役員の状況

決算の状況

流動資産 338 流動負債 95
固定資産 77 固定負債 20 （うち当社との取引） 73.7%

負債合計 116

資本金 35
資本剰余金 35
利益剰余金 229
自己株式 -
純資産合計 299

資産合計 416 負債及び純資産合計 416

監査役　　　　　　　　　神野 真一朗（現：監査部調査役）
貸借対照表 損益計算書

資産の部 負債の部
売上高 1,577

ＮＥＸＣＯ西日本コンサルタンツ株式会社（１００％）
総合コンサルタント
代表取締役社長　　　福永 靖雄（技術環境部長）
取締役　　　　　　　　　横山 和昭（当社からの出向者）
取締役　　　　　　　　　宗方 鉄生（当社からの出向者）
取締役　　　　　　　　　竹縄 謙作（現：技術統括課長）

ＮＥＸＣＯ西日本イノベーションズ株式会社（１００％）
研究・技術開発、調査及び解析、モニタリング、技術支援 
代表取締役社長　　　矢野 寛（四国支社調査役）
専務取締役　　　　　　濵 博和

取締役　　　　　　　　　岡田 秀雄（当社からの出向者）
取締役　　　　　　　　　市谷 良浩（当社からの出向者）

営業利益 75純資産の部

経常利益 93

税引き前当期純利益 141

当期純利益 108

取締役　　　　　　　　　加治 英希（現：保全サービス事業部長）
取締役　　　　　　　　　上田 武志（現：技術環境部長）
監査役　　　　　　　　　南 泰夫（現：財務部長）

貸借対照表 損益計算書
資産の部 負債の部

売上高 798

ＮＥＸＣＯ西日本コミュニケーションズ株式会社（１００％）

代表取締役社長　　　小田 慎二（本社付）
取締役　　　　　　　　　戎 俊行（当社からの出向者）
取締役　　　　　　　　　工藤 紀行（現：広報ＣＳ推進部長）
監査役　　　　　　　　　江口 智夫（現：監査部調査役）

貸借対照表 損益計算書

営業利益 170純資産の部

経常利益 172

税引き前当期純利益 172

当期純利益 145

税引き前当期純利益 33

当期純利益 25

資産の部 負債の部
売上高 865

営業利益 33純資産の部

経常利益 33



会社名（当社議決権比率）
主な業務概要 ＩＴインフラ
役員の状況

決算の状況

流動資産 473 流動負債 179
固定資産 44 固定負債 1 （うち当社との取引） 100.0%

負債合計 180

資本金 30
資本剰余金 296
利益剰余金 10
自己株式 -
純資産合計 336

資産合計 517 負債及び純資産合計 517

会社名（当社議決権比率）
主な業務概要
役員の状況

決算の状況

流動資産 8,359 流動負債 5,307
固定資産 2,522 固定負債 2,696 （うち当社との取引） 18.5%

負債合計 8,004

資本金 50
資本剰余金 -
利益剰余金 2,802
その他有価証券評価差額金 25
純資産合計 2,877

資産合計 10,882 負債及び純資産合計 10,882

会社名（当社議決権比率）
主な業務概要
役員の状況

決算の状況

流動資産 3,347 流動負債 1,596
固定資産 2,850 固定負債 1,083 （うち当社との取引） 38.8%

負債合計 2,680

資本金 45
資本剰余金 1,973
利益剰余金 1,500
自己株式 -
純資産合計 3,518

資産合計 6,198 負債及び純資産合計 6,198

ＮＥＸＣＯ西日本情報テクノロジー株式会社（１００％）

代表取締役社長　　　長濱 和実（技術本部付）

取締役　　　　　　　　　富髙 久智（当社からの出向者）
取締役　　　　　　　　　元重 浩（現：保全サービス事業本部調査役）
監査役　　　　　　　　　南 泰夫（現：財務部長）

貸借対照表 損益計算書
資産の部 負債の部

売上高
577

営業利益
16

純資産の部

経常利益
16

税引き前当期純利益
16

当期純利益
10

監査役　　　　　　　　　小林 育夫
貸借対照表 損益計算書

資産の部 負債の部
売上高 23,158

株式会社ＮＥＸＣＯシステムソリューションズ（３３.３％）
通行料金、交通量等の電子計算業務
代表取締役社長　　　久保田 修
取締役　　　　　　　　　井上 博文
取締役　　　　　　　　　白井 和洋

取締役　　　　　　　　　松村 宜弥（現：情報システム部長）

営業利益 860純資産の部

経常利益 936

税引き前当期純利益 936

当期純利益 524

監査役　　　　　　　　　山口 直宏
監査役　　　　　　　　　赤松 邦康（現：建設事業部長）

貸借対照表 損益計算書
資産の部 負債の部

売上高 5,560

株式会社高速道路総合技術研究所（３３.３％）
調査・研究、技術開発
代表取締役社長　　　松 薫
取締役　　　　　　　　　村田 啓
取締役　　　　　　　　　上田 武志（現：技術環境部長）
監査役　　　　　　　　　垂水 祐二

営業利益 89純資産の部

経常利益 114

114

当期純利益 69

取締役　　　　　　　　　北田 俊英（関西支社付）
取締役　　　　　　　　　松村 宜弥（現：情報システム部長）

取締役　　　　　　　　　宇野 秀保

税引き前当期純利益



会社名（当社議決権比率）
主な業務概要
役員の状況

取締役　　　　　　　　　芳賀 敏男

決算の状況

流動資産 8,548 流動負債 2,069
固定資産 3,062 固定負債 1,078 （うち当社との取引） 22.6%

負債合計 3,147

資本金 75
資本剰余金 -
利益剰余金 8,388
自己株式 -
純資産合計 8,463

資産合計 11,611 負債及び純資産合計 11,611

会社名（当社議決権比率）
主な業務概要
役員の状況

決算の状況

流動資産 713 流動負債 216
固定資産 199 固定負債 34 （うち当社との取引） 0.4%

負債合計 251

資本金 15
資本剰余金 15
利益剰余金 631
自己株式 -
純資産合計 661

資産合計 913 負債及び純資産合計 913

会社名（当社議決権比率）
主な業務概要
役員の状況

決算の状況

流動資産 607 流動負債 124
固定資産 1,666 固定負債 464 （うち当社との取引） -

負債合計 588

資本金 100
資本剰余金 439
利益剰余金 1,145
自己株式 -
純資産合計 1,684

資産合計 2,273 負債及び純資産合計 2,273

監査役　　　　　　　　　梶川 俊二
貸借対照表 損益計算書

資産の部 負債の部
売上高 13,946

高速道路トールテクノロジー株式会社（３０.３％）
料金収受機械の保守・点検・整備・保全等
代表取締役社長　　　村山 和夫

取締役　　　　　　　　　太田 直喜

取締役　　　　　　　　　狩野 雄一
取締役　　　　　　　　　田坂 尊仁（現：保全サービス事業本部副本部長）

営業利益 1,547純資産の部

経常利益 1,593

税引き前当期純利益 1,593

当期純利益 1,117

監査役　　　　　　　　　永田 眞人
貸借対照表 損益計算書

資産の部 負債の部
売上高 496

株式会社ＮＥＸＣＯ保険サービス（３３.３％）
損害保険代理店
代表取締役社長　　　上岡 誠（当社からの出向者）
取締役　　　　　　　　　原島 敏明
取締役　　　　　　　　　鶴田 貴（現：人事部長）
取締役　　　　　　　　　小坂 卓生

九州高速道路ターミナル株式会社（２２.７％）
トラックターミナル事業
代表取締役社長　　　岡村 範明
代表取締役常務      野見山 裕仁（当社からの出向者）
取締役　　　　　　　　　吉野 毅
取締役　　　　　　　　　田島 功

営業利益 131純資産の部

経常利益 137

税引き前当期純利益 133

当期純利益 90

取締役　　　　　　　　　古澤 祐司
取締役　　　　　　　　　清田 克弘
監査役　　　　　　　　　鮫田 博之（現：監査部調査役）

貸借対照表 損益計算書
資産の部 負債の部

売上高 447

営業利益 88純資産の部

経常利益 123

税引き前当期純利益 123

当期純利益 80

取締役　　　　　　　　　青野 慎一

取締役　　　　　　　　　杉本 秀徳



会社名（当社議決権比率）
主な業務概要
役員の状況

決算の状況

流動資産 1,455 流動負債 34
固定資産 3,095 固定負債 3 （うち当社との取引） 8.4%

負債合計 37

資本金 49
資本剰余金 5,627
利益剰余金 ▲ 1,417
その他有価証券評価差額金 252
純資産合計 4,512

資産合計 4,550 負債及び純資産合計 4,550

会社名（当社議決権比率）
主な業務概要
役員の状況

決算の状況

流動資産 492 流動負債 58
固定資産 268 固定負債 3 （うち当社との取引） -

負債合計 61

資本金 30
資本剰余金 -
利益剰余金 667
その他有価証券評価差額金 0
純資産合計 698

資産合計 760 負債及び純資産合計 760

（注）

なお、損益計算書において、連結決算上の調整を行うため、当社との取引高が個社の売上高を上回ることがあります。

取締役　　　　　　　　　森田 雅巳
監査役　　　　　　　　　大西 俊之

貸借対照表 損益計算書
資産の部 負債の部

売上高 166

日本高速道路インターナショナル株式会社（２９．４％）
海外の高速道路事業
代表取締役社長　　　片山 道夫
取締役　　　　　　　　　三石 晃
取締役　　　　　　　　　北村 暢彦
取締役　　　　　　　　　高卯 和博（当社からの出向者）

営業利益 33純資産の部

経常利益 127

税引き前当期純利益 43

当期純利益 41

資産の部 負債の部
売上高 466

沖縄道路サービス株式会社（２３．９％）
ＰＡ内営業施設の店舗運営
代表取締役社長　　　大野 元
取締役　　　　　　　　　横山 敏彦（現：九州支社総務企画部長）
取締役　　　　　　　　　臼木 新也（当社からの出向者）
監査役　　　　　　　　　鴻上 育久（現：監査部調査役）

１．数字は、令和４年３月期決算ベースで百万円単位で記載しています。役員の状況は、令和４年８月１日現在であります。

２．議決権比率は、当社が直接保有している議決権の比率を記載しています。
３．役員の状況に記載の職名（　）については当社での最終職名、現は現職を現しています。
４．ハイウェイ・トール・システム㈱は、令和４年６月２４日付で商号を高速道路トールテクノロジー㈱に変更しました。
４．㈱NEXCOシステムズは、令和４年６月２４日付で商号を㈱NEXCOシステムソリューションズに変更しました。

営業利益 ▲ 101純資産の部

経常利益 ▲ 91

税引き前当期純利益 ▲ 91

当期純利益 ▲ 92

貸借対照表 損益計算書


