
経営概要書

法人名：

１ 法人の概要

２　H27年度事業実績

３　組織
①役員数(H28.7.1現在)　 (単位:人) ②職員数(H28.4.1現在) (単位:人)

正職員
常勤 支給対象者 内、県退職者 平均年齢

内、県退職者 （H27年度） 出向職員 歳
内、県職員 人 内、県職員 平均勤続年数

非常勤 平均年齢 臨時・嘱託 年
内、県退職者 歳 内、県退職者 平均年収

内、県職員 平均報酬年額 計 （H27年度）

計 （H27年度） 内、県関係者 千円
内、県関係者 千円

③取締役会回数
平成26年度 平成27年度

４　財務
①損益計算書  (単位:千円) ②貸借対照表  (単位:千円)

売上高 流動資産
売上原価 固定資産

売上総利益 資産計
販売費及び一般管理費 流動負債

人件費(売上原価含む） 短期借入金
営業利益（損失） 固定負債

営業外収益 長期借入金
営業外費用 負債計

経常利益（損失） 資本金
特別利益 利益剰余金等
特別損失 純資産計
法人税、住民税・事業税 負債・純資産計

当期純利益（損失）
(単位：千円)

※引当なし、共済制度加入なし
＜主な経営指標＞

経常収支比率 経常収益÷経常費用×100
流動比率 流動資産÷流動負債×100
自己資本比率 純資産計÷負債・純資産計×100
有利子負債比率 有利子負債÷純資産計×100

※端数処理の関係で増減が一致しないことがある。

５ 県の財政的関与の状況  (単位:千円)

補助金
委託費
指定管理料

貸付金
損失補償
その他の財政支出（基金等）

年度末
残高

年間
支出

89.9% 95.0% 5.1
0.0% 0.0% 0.0

区　分 平成26年度 平成27年度 支出目的・対象事業概要等

項　目 算　式 平成26年度 平成27年度 H26-27増減※

104.0% 102.8% △ 1.2
955.4% 1923.0% 967.6

7,432 4,830

退職給与引当状況
要支給額 引当額 引当率(%)

△ 152,589 △ 147,759
97,411 102,241

874 962 108,331 107,640

111 191
10,920 5,399

8,306 5,792 250,000 250,000

25,980 25,589 10,920 5,399
65,114 68,537
8,195 5,601

4 4

182,305 180,154 4,005 3,818
34,175 31,190 108,331 107,640

区　　分 平成26年度 平成27年度 区　　分 平成26年度 平成27年度
216,480 211,344 104,326 103,822

1 1 3,800
8 8 1 1
1 1 8 9

2,915

55
7 7 1 1

37.6
3

6.7

1 1

取締役 監査役
役員報酬

区 分 H27 H28 正職員H27 H28 H27 H28 8 9

顧客満足度指数
目標 90 90 90 90
実績 89 87 90 －

個人客宿泊人数（人）
目標 11,410 12,000 12,875 13,100
実績 9,411 13,477 13,050 －

　十和田湖周辺の観光入込は依然として厳しい状況にあり、昨年に引き続き、冬季間(11月～３月)の宿泊個人客及び通年のランチ・入浴休憩の個人客営
業休止等、事業採算性を重視した経営を継続した。
　宿泊では、課題である顧客満足度向上への取組やインターネット販売を強化するためＷｅｂページの改修を行い、宿泊人員確保に注力したが、宿泊客
は前期比△397名の13,050名、宿泊売上高は前期比△３百万円の191百万円となった。
　収支については、ホテル全体の当期売上高は前期比△５百万円の211百万円となったものの、営業費用では、売上減少に伴う変動費（材料費・手数料・
消耗品費等）の最小化やその他の費用について節減に努めた結果、営業利益６百万円（前期比△２百万円）、経常利益６百万円（前期比△２百万円）を
計上することができた。

項　目 区分 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

売上高（千円）
目標 221,650 200,000 207,575 216,000
実績 208,807 216,480 211,344 －

事業概要 十和田ホテルの諸施設の管理運営業務

主な出資
（出捐）者

出資（出捐）者名 出資（出捐）額(千円)

事業に関連する
法令、県計画

なし

DOWAホールディングス(株) 22,500 9.0%
その他３市町、１３団体 90,000 36.0%
合計 250,000 100.0%

区　分

十和田ホテル　株式会社 （株　４）

代表者職氏名 代表取締役　猿田　強 所管部課名 観光文化スポーツ部観光戦略課
所在地 小坂町十和田湖字鉛山無番地 設立年月日 平成9年12月5日

電話番号 0176-75-1122 ホームページ http://towada-hotel.com
出資（出捐）比率（％）

秋田県 100,000 40.0%
藤田観光(株) 37,500 15.0%

設立目的
歴史的・文化的価値の高い十和田ホテルを後世に伝えるとともに、同ホテルの効率的な運営を図り、もって十和田
地域の観光の振興に寄与することを目的に県等の出資により平成9年12月に設置。
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経営評価表

法人名：

Ⅰ 自己評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅱ 所管課評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

２

Ⅲ 外部専門家のコメント

Ⅳ 委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅴ 前年度委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

B

観光客・宿泊客に十和
田湖の魅力を伝え、十
和田湖周辺の活性化に
寄与している。国登録
有形文化財及び近代化
産業遺産を有し、その
維持管理に努めてい
る。

A

取締役会を法定の回数
回開催している。常勤
役員はいる。充て職の
役員は取締役会に毎回
出席している。常勤職
員はプロパー職員であ
る。

A

取締役会は４回開催さ
れており法定回数を満
たしている。常勤の役
員及び職員がおり体制
は整っている。充て職
の役員は毎回取締役会
に出席している。

A

売上高、個人客宿泊人数
及び顧客満足度も目標値
をクリアしている。

十和田ホテル 株式会社 （株　４）

全ての事業目標を達成し
ている。

B

単年度損益は黒字である
が、累積債務がある。

評価結果を受けて実施した経営健全化に向けた取組（概要）

売上高は減少したが、水道光熱費等の経費節減に努めた結果、単年度損益は黒字を確保している。引き続きローコストオペレー
ション等採算性を重視した経営に取り組む。

B

単年度損益が黒字である
が、累積債務があること
からＢ評価である。

・減収、減益であるが、事業採算性を重視した経営を実施しており、当期純利益は4,830千円を確保してい
る。
・利益剰余金は△147,759千円の繰越欠損であり、欠損の累積は年々減りつつあるものの期間損益の水準に
比して過大で解消には長期間を要することから、財務基盤は安定しているとは言えない。

B

三セク行動計画上は、県
が直接民間企業に委託す
ることが可能な事業を主
たる事業とし、非三セク
化を目指す法人に位置づ
けられているが、県事業
に一定の役割をもつこと
から、引き続きサービス
の維持・向上への取組が
求められる。

A

常勤の役職員体制は整っ
ており、充て職の取締役
会への出席状況からも、
適切であると認められ
る。

A

良好であると認められる。

B

B

県関与の縮小に位置付
けられている法人であ
るが、十和田湖周辺地
区の活性化に寄与し、
また国登録有形文化財
である建物の適正な維
持管理を行うなど一定
の公共的役割を担って
いる。

A

B A A B

累積債務の解消には長期間
を要するものの、年々減少
している。インバウンド
セールスの取組強化やコス
ト管理による経営の安定化
が望まれる。
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