
経営概要書

法人名：

１ 法人の概要

２　H27年度事業実績

＜事業目標＞

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)

＜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）

区　分

年度末
残高

年間
支出

39,016 52,539 地方鉄道運営費補助金・鉄道軌道輸送対策事業費補助金
14,704 プレミアム回数券事業・プレミアム周遊券事業

29.2% 31.3% 2.1
123.7% 119.0% △ 4.7

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※

69.5% 54.9% △ 14.6
62.9% 73.2% 10.4

△ 22,740 683

退職給与引当状況
要支給額 引当額 引当率(%)

33,489 33,489 100.0%

87,296 98,713 △ 52,072 △ 51,389
23,615 12,475 47,928 48,611

184 184 164,145 155,376

6,884 5,847 6,430
107,079 827 116,217 106,765

△ 86,237 △ 85,371 100,000 100,000

51,655 73,125 82,935 66,846
105,044 105,112 59,761 50,000
13,958 △ 90,391 33,282 39,919

189,839 97,983 52,125 48,948
124,226 115,249 112,020 106,428
65,613 △ 17,266 164,145 155,376

2,7147 8 2 2
1 1 30 39

区　　分 平成26年度 平成27年度 区　　分 平成26年度

5 5

1 1 5,500

平成27年度

41
1

12.0
64

6 6 2 2 3 9

1 2
2 2

取締役 監査役
役員報酬

区　分 H27 H28
正職員

H27 H28 H27 H28 25 28

顧客満足度指数     
目標 77 75 80 80
実績 70 79 93 －

経常収入（千円）
目標 74,330 74,804 86,067 86,480
実績 86,885 70,941 81,696 －

輸送人員が、定期外・定期ともに全ての四半期で前年度を下回り、年間計で12,673人減の223,114人（前年比△5.4%）と厳しい結果になった。
人口減や少子高齢化の影響により、今後も定期利用者の増加は期待できず、定期外利用者をどのように増やすかが継続の課題となる。運輸収入
においては、前年比40千円増の53,080千円（前年比＋0.1%）となったが、これはH25年度の消費税増税による駆け込みの定期券購入があったた
めH26年度の運輸収入が落ち込んだことによる反動であり、依然と減収の傾向は抑制されていない。これらから、経常収支は△85,371千円とな
り目標額の△69,588千円を達成できなかった。

項　目 区分 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

輸送人員（人）   
目標 272,496 274,053 303,730 305,755
実績 263,376 235,787 223,114 －

設立目的
国鉄改革に伴い矢島線は廃止対象路線に選定されたが、沿線住民の重要な交通手段であることから、県と関係
市町が主体となり存続することで合意され、それぞれの出資により昭和59年10月31日会社を設立した。

事業概要 鳥海山ろく線の運営、貸切バス事業、旅行業法に基づく旅行業、前号に付帯関連する一切の事業

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

鉄道事業法、ふるさと秋田元気創造プラン

（一社）由利建設業協会 8,000 8.0%
その他１１団体 15,000 15.0%
合計 100,000 100.0%

電話番号 0184-56-2736 ホームページ http://www.obako5.com
出資（出捐）比率（％）

秋田県 38,500 38.5%
由利本荘市 38,500 38.5%

由利高原鉄道　株式会社 （株　９）

代表者職氏名 代表取締役社長　春田　啓郎 所管部課名 観光文化スポーツ部交通政策課
所在地 由利本荘市矢島町七日町字羽坂21番地2 設立年月日 昭和59年10月31日
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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

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

（株　９）

３者合意の目標額78百万円
には大きく及ばなかった。
引き続き、営業活動の強化
やコスト管理が求められる
ほか、外部機関からの経営
指導による改善が期待され
る。

C

経営が厳しい中で、適材適
所を目指した配置転換を実
施しており、必要最小限の
人数で効率的な組織となる
よう努力している。また、
民間旅行会社出身の代表取
締役は常勤であり、取締役
会を年４回以上開催してい
る。しかし、不適切な会計
処理が行われたことから、
コンプライアンス体制の整
備が急務となっている。

B

交付金事業の積極的な活用や、
大手企業と連携したイベントの
創出など様々な努力を行った
が、通勤・通学利用を含む沿線
の定期利用の大幅な減少をカバ
-するに至らなかった。今後
は、H28年度から新設されたバ
ス部門との連携や、営業力の強
化により、沿線内外の利用者を
増加させ、目標を達成する本気
度と実行力が強く求められる。

由利高原鉄道 株式会社

国の交付金事業を活用し
たプレミアム回数券の販
売及び周遊ツアーの実施
や、開業30周年を記念し
誘致した「エボルタギネ
スチャレンジ」などによ
り、運輸収入や物品販売
の増に繋げた。しかし、
沿線利用の減少に歯止め
がかからず、経常収入は
目標を下回った。

地域の生活路線とし
て、また交通弱者に
とって欠くことのでき
ない公共交通機関とし
て地域振興にも大きな
役割を果たしている。

常勤の代表取締役の
下、今年度より社内組
織を総務課と運輸課の
2課体制に加え、新た
に営業課を設置し、営
業部門の強化を図るな
ど事業の向上に努め
た。

A B C

会社、沿線市、県による
３者合意において、経常
損失額を目標としている
が、27年度は決算額△
85,371千円となり目標を
２年連続達成できなかっ
た。28年度は営業力の強
化など一層の経営改善に
努めていく。

そもそも旧国鉄の不採算路
線を引き継ぐための第三セ
クターであり、公共的役割
を果たしている。利用者数
は年々減少しているもの
の、沿線住民の足として重
要な役割を担っているほ
か、観光利用の促進にも取
り組んでおり、地域の活性
化にも貢献している。な
お、ふるさと秋田元気創造
プランにおいて、県民生活
を支える地域交通の一つと
して位置づけられている。

A

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）

B CA

輸送人員の減少対策については、人気の企画列車の増発や大手企業と連携したイベントの開催などにより、団体利用数を昨年度よ
り９０５人増加（昨年度比＋１３．４％）することができた。また、定期利用も由利本荘市と一体となり、市職員及び沿線企業に売り込
んだことで、通勤定期利用者数を昨年度より３，０８８人増加（昨年度比＋２３．５％）させることができたが、少子高齢化などに伴う輸
送人員の減少に歯止めをかけられていない。
また、きめ細やかな数値管理による徹底したコスト管理については、担当職員の配置換え等により組織体制の強化を図っている。

C

H28年度は、修繕費等の縮減に
より費用全体を圧縮したもの
の、収入の落ち込みをカバーす
るには至らなかった。経常損失
額は、経常損失目標額を上回っ
てしまったため、今後一層のコ
スト管理に留意しつつ、営業活
動の強化等経常損失額を縮小す
る努力を継続する必要がある。

・前期において道路バイパス工事の受託事業があったため、前期と比べ売上高及び受託工事原価（営業外費
用）が大きく減っている。当該工事を除くと概ね前期と同様の収支となっている。
・利益剰余金は△51,389千円と繰越欠損であり、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。ま
た当社と県・由利本荘市の三者間で経常損失目標に係る合意（△7千8百万円)に対し△8千6百万円の補助金を
受け取っており実質的に赤字の補てんがなされる仕組みとなっている。以上より、財務基盤は安定していると
は言えない。
・依然として厳しい状況にあり引き続き営業活動の強化、コスト管理が求められる。

A

三セクの行動計画では、
県が実施すべき事業を主
たる事業とし、経営改善
に取り組むべき法人に位
置づけられている。公共
交通機関である地方鉄道
を経営しており、地域交
通機関として、また、地
域活性化においても大き
な役割を担っている。

C

常勤の役職員体制は整っ
ており、今後は充て職役
員の適切な関与が期待さ
れる。しかし、不適切な
会計処理が行われたこと
を踏まえ、今後は社内の
コンプライアンス体制の
整備が求められる。

B

沿線利用の減少が続いてい
るため、引き続き、地元と
一体となった乗車促進運動
が必要であるほか、臨時列
車の大幅増発や新規事業の
貸切バス事業と連携した取
組が期待される。

C

A

B
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