
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

所在地 秋田市土崎港西１－１２－６ 設立年月日 昭和45年4月21日
電話番号 018-847-1181 ホームページ http://www.akirin.jp/

設立目的
秋田湾地区新産業都市の指定を契機に、秋田湾地区に進出した企業や既存企業の貨物を効率よく輸送するた
め、秋田県、日本国有鉄道及び関係企業が出資して設立。

事業概要
鉄道事業、鉄道事業等に関連する業務受託、上記に付帯する事業
（顧客の荷物をＪＲ線等を利用して目的地に運ぶ）

38.0%

事業に関連する
法令、県計画

鉄道事業法、貨物利用運送事業法、ふるさと秋田元気創造プラン

－

運転事故件数（件）
目標 0 0 0 0
実績

秋田臨海鉄道　株式会社 （株　６）

代表者職氏名 代表取締役社長　石崎　利夫 所管部課名 観光文化スポーツ部交通政策課

合計 500,000 100.0%

三菱マテリアル(株) 96,000 19.2%
その他６団体 34,000 6.8%

主な出資
（出捐）者

出資（出捐）者名 出資（出捐）額(千円) 出資（出捐）比率（％）
秋田県 180,000 36.0%
日本貨物鉄道(株) 190,000

0 0 0 －

輸送量（千トン）
目標 165 194 175 168
実績 195 174 169

経常損益（千円）※H27年度追加目標
目標 11,961 4,832
実績 19,583 －

取締役 監査役
役員報酬

区　分 H27 H28
正職員

3 3 1 1
H27 H28 H27 H28 19 21

35
4

1 1 3 3

区　　分 平成26年度 平成27年度 区　　分 平成26年度 平成27年度

5 2 2 6 3

3,887
2 2 2,527
8 8 3 3

262,349 268,201 514,766 579,381

903,004 883,510
66,444 43,812 162,877 110,807

186,606 219,910 388,238 304,129
75,743 48,291

1,756 15,104
116 0 289,750 253,592

143,503 151,895
9,299 4,479 126,873 142,785

1,803 44,856 613,254 629,918
2,451 4,705 903,004 883,510

10,939 19,583 500,000 500,000
4,275 46,506 113,254 129,918

項　目 算　式 平成26年度 平成27年度 H26-27増減※

104.3% 107.4% 3.1

10,960 16,528

退職給与引当状況
要支給額 引当額 引当率(%)

77,123 35,591 46.1%

区　分 平成26年度 平成27年度 支出目的・対象事業概要等

316.0% 522.9% 206.8
67.9% 71.3% 3.4

年間
支出

1,226 17,099 H27年度　鉄道軌道輸送対策事業費補助金　　H26年度　就職サポート事業

年度末
残高

国内の景気が足踏み状態の中、洋紙の内需減少が続き、当社のH27年度の輸送実績は168.9千トン（対前年比96.8％）となりました。
定年退職者の補充として2名を採用し、社員教育・訓練を行ったほか、作業の融合化・職種の多能化により要員の効率的運用を図り、経常利
益、当期純利益を計上しました。
鉄道事業を安全かつ安定的に実施するため、国、県の補助事業を活用した線路設備の改良など鉄道施設の改修を進めるとともに、軌道関係プロ
ジェクトによる補修経費を抑制する等徹底したコスト削減で収支改善を図りました。

項　目 区分 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

5 5

1 1 28 27

13
64

5

14



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

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）

貨物輸送量の確保については、取引先の日本製紙（株）に対し、取扱貨物総量のうち鉄道での運搬比率を高めるよう（船、車での運
搬より優先するよう）要望している。結果として、市場の動向によりコンテナ貨物輸送実績は168,975トンと前年比5,490トンの減少と
なったが、職員の効率的運用など徹底したコスト改善により当期純利益を計上できた。
また、老朽化施設の修繕については、レール及び枕木の機能向上を計画的に行うことで、安全な運行が確保された。

A

H27年度当期純利益は16,528千
円と３年連続で黒字を計上し、
利益剰余金も129,918千円であ
る。県からの補助は、施設整備
等への補助のみであり、概ね健
全な経営状況となっている。

・輸送量の減少による貨物運輸収入の減少を、JR貨物の保全業務受託によりカバーし増収となっている。ま
た、出向者受け入れによる人件費増加や修繕費の増加による販売費及び一般管理費は増加しているが営業利
益、経常利益、当期純利益は確保している。
・利益剰余金は平成28年3月末で129,918千円と期間損益の水準に比して十分あり、財務基盤は安定してい
る。
・輸送量が減少傾向にあるため、引き続き業務委託の受託拡大や修繕費等経費の効率的なコントロールを継
続することが求められる。

A

三セク行動計画では、出
資の経緯や県の施策上の
問題等により、直ちに県
関与の縮小・廃止を図る
ことが困難な法人に位置
づけられている。秋田港
湾地区企業の貨物輸送を
担っており、産業振興に
も一定の役割を果たして
いる。

B

常勤の役職員体制は整っ
ている。今後は充て職役
員の適切な関与が期待さ
れる。

A

輸送量が減少傾向にある
中、受託業務の拡大により
経常損益を確保している。
引き続き、輸送量の確保に
向けた取組が期待される。

A

A

秋田湾地区企業の貨物輸送
の効率化のために設置され
ており、現在は鉄道貨物輸
送は１社のみとなっている
ものの、自己評価のとおり
国際貨物輸送にも貢献して
おり、産業振興を図る上で
も一定の役割を果たしてい
る。なお、ふるさと秋田元
気創造プランにおいて、秋
田港を核とした物流ネット
ワークを構築することとし
ており、そのために鉄道事
業者として秋田臨海鉄道も
構築に寄与している。

A

A

臨海部のインフラとして
県が主導して設立されて
いる。
最盛期は13社の貨物を取
り扱っていたが、現在
は、鉄道貨物輸送は1社
１６万９千トン、コンテ
ナ積卸業務は3社の貨物
６万１３９０トンを取り
扱うなど、大きな役割を
担っている。
また、秋田港から国際貨
物輸送する際にも鉄道が
利用されており、今後と
も一定の役割を果たして
いく。

B

定年退職者が増加する
中、計画的に職員採用を
行い、昨年度は、２名
（中途採用）を採用し
た。
安全を確保しつつ、要員
の効率的運用が可能な体
制を構築するため、作業
職種の多能化を進めると
ともに、社員教育・訓練
と技術の継承を行ってい
る。
昨年は１名が機関士免許
を取得し、現在の機関士
免許取得者は１２名であ
る。

A

B B A

（株　６）

鉄道貨物輸送の「安全・安
心・安定輸送」の確保に徹
し、老朽化した鉄道施設の
改修を進めた。
安定輸送を確保しつつ、顧
客に対し、コンテナ貨物の
増送（貨物運輸収入）をお
願いする一方、関係機関に
対し業務受託(運輸雑収)の
拡大を協議し、消費税率で
落ち込んだコンテナ輸送量
の改善、コンテナ積卸受託
業務の拡大が図られた。

A

機関車、軌道等の老朽化
（会社設立45年）が大きな
課題であり、顧客の減少も
安定した経営の阻害要因で
ある。
そのため、鉄道施設修繕の
直営化（軌道関係プロジェ
クト）や国等へ施設整備の
補助金を活用した施設整備
を行うとともに、作業の融
合化と職種の多能化による
弾力的な要因の運用等によ
る経費節減を図る等、徹底
したコスト削減を行った。
その結果、営業利益、経常
利益、当期純利益を計上し
ている。

適切であると認められる。
引き続き、輸送量の減少を
カバーする事業の確保に努
めるとともに、コスト管理
による安定的経営が期待さ
れる。

B

取締役会を四半期毎に開催
し、経営状況などについ
て、遅滞なく報告される体
制となっているが、非常勤
の役員が出席できない場合
があった。また、退職補充
を新卒や中途採用により行
うことで、技術の継承が適
切に行われている。 A

貨物輸送量は、荷主が１社と
なっていることもあり、年によ
る増減が生じているため新たな
荷主の確保が課題となっている
が、業務委託（運輸雑収）の受
託の拡大により、コンテナ輸送
量の減少幅を抑制している。

秋田臨海鉄道 株式会社
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