
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)

※中小企業退職共済制度へ加入している。
＜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）

年間
支出

288,177 292,073 鉄道軌道輸送対策事業費補助金、第三セクター鉄道設備整備費補助金、秋田内陸線乗車促進事業補助金

9,763 秋田ふるさと鉄道プレミアム回数券事業、秋田ふるさと鉄道プレミアム周遊券事業

区　分 平成26年度 平成27年度 支出目的・対象事業概要等

100.4% 107.5% 7.1
22.7% 29.0% 6.3
50.7% 32.6%

年度末
残高

△ 18.1

項　目 算　式 平成26年度 平成27年度 H26-27増減※

54.2% 62.5% 8.4

△ 1,538 15,120

退職給与引当状況
要支給額 引当額 引当率(%)

300,426 322,172 138,074 153,193
700 5,840 609,284 528,298

△ 202,049 △ 178,395 300,000 300,000
501,637 521,527 △ 161,926 △ 146,807

52,468 93,812
264 227 471,210 375,105

195,531 213,545 70,000 50,000
△ 254,253 △ 271,980 17,780 14,164

358,384 378,330 154,086 140,178
△ 172,021 △ 174,224 609,283 528,298

82,232 97,756 453,430 360,941

区　　分 平成26年度 平成27年度 区　　分 平成26年度 平成27年度
186,363 204,106 455,197 388,120

3,153
1 1 7,000
4 4 2 2
1 1 56 63
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取締役 監査役
役員報酬

区　分 H27 H28
正職員

1 1
H27 H28 H27 H28 51 52

顧客満足度指数
目標 70 70 70 70
実績 63 64 65 －

秋田内陸縦貫鉄道　株式会社 （株　８）

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

合計 300,000 100.0%

仙北市 46,200 15.4%
その他１村１６団体 69,900 23.3%

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 115,800 38.6%
北秋田市 68,100

185,113

輸送人員（人）

所在地 北秋田市阿仁銀山字下新町41-1 設立年月日 昭和59年10月31日
電話番号 0186-82-3231 ホームページ www.akita-nairiku.com

設立目的
国鉄改革に伴い鷹角線は廃止対象路線に選択されたが、沿線住民の重要な交通手段であることから、県と関係
町村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。

目標 600,000 390,000 369,000 327,000
実績 337,374 316,745 312,106

195,066 －

6 5

区　分

事業概要
秋田内陸縦貫鉄道の経営、旅行業法に基づく旅行業、広告宣伝業、保険代理業・その他これらの事業の関連事
業

22.7%

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

県や沿線市による内陸線乗車促進事業の活用や新規企画切符の発売のほか、田んぼアートを活用した誘客や自転車輸送サービス等を実施した結
果、団体の利用人員は前年比で131.1％と大きく伸びたが、個人利用の減少に歯止めをかけることはできず、輸送人員の目標は達成できなかっ
た。しかし、市職員の通勤や定期券補助による高校通学の定期収入が増加したほか、車内販売や臨時販売等の関連事業収入も前年比118.2％と
前年を上回る収入となり、経費面では、暖冬や燃料費の値下がり等により支出が削減できたため、経常損失額は1億7千8百万円と2年ぶりに目標
を達成した。

項　目 区分 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

－

売上高（千円）※受託事業収入除く。
目標 221,000 233,545 214,067 202,332
実績 199,567

18



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

A

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。 A

常勤の代表取締役の下
で、総務企画部と運輸
部の２部体制において
運営し、かつ事業を実
施しているほか、営業
体制の見直しや駅窓口
の「おもてなし」の向
上に向け改善を図り組
織体制を強化してい
る。

B

経営が厳しい中にあって
も、社員のやる気を引き
出すための組織改編や適
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
組織となっている。ま
た、民間旅行会社出身の
代表取締役は常勤であ
り、取締役会は年４回以
上開催している。

B

国内外での積極的な営業活
動により、団体利用や台湾
を中心とするインバウンド
が好調である一方、人口減
少に伴う沿線利用の減少が
続いており、苦戦を強いら
れている。今後は、更なる
利用促進活動の強化を図り
目標を達成することが求め
られている。

秋田内陸縦貫鉄道 株式会社 （株　８）

利用促進に向けた様々な
取組により団体利用や通
勤利用が前年を上回った
が、個人利用の減少に歯
止めがかからず輸送人員
は目標を下回った。売上
高についても鉄道事業収
入や関連事業収入が昨年
度を大きく上回ったが目
標には届かなかった。

C

会社、沿線２市、県によ
る４者合意において経常
損失２億円以内の目標設
定をしているが、２７年
度は２年ぶりに目標を達
成し、４者合意以来の最
少の経常損失となった。
２８年度も２億以内の達
成に向けて取り組む。

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）

沿線利用の増加に向け、沿線市職員の通勤利用を働きかけたほか高校生の通学定期券助成の手続きを簡素化した。また、議会の
三セク特別委員会からの提言を踏まえ、沿線住民を対象としたアンケート調査を実施し住民の利用実態やニーズを把握したほか、
住民の利便性向上に向けダイヤ改正や自転車の輸送サービスを実施した。

C

２７年度は、利用促進に向
けた様々な取組により、鉄
道事業収入や関連事業収入
が昨年度を上回ったほか、
除雪費や動力費の縮減等に
より費用全体を圧縮し、計
上損失額は約１億８千万円
と目標の２億円をクリアす
ることができた。今後も引
き続き、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。

・輸送人員の減少傾向は緩やかになってきているものの歯止めがかかっていない。平成27年度は、定期収入
や、プレミアム回数券、周遊券事業により車内販売等の関連事業収入が増加しており、増収となっている。
また、経費については、暖冬等により支出が削減でき、経常損失額は178,395千円となっている。
・利益剰余金は平成28年3月末で△146,807千円と繰越欠損であり、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。また、当社と県・北秋田市・仙北市の四社間で事業
運営に係る補助の合意（2億円）がなされており、当該補助金によって実質的に赤字の補てんがなされる仕組
みとなっている。以上のことから財務基盤は安定しているとはいえない。
・引き続き経常損失額を圧縮することが求められる。

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
置付けられている。公共
交通機関である地方鉄道
を経営しており、地域住
民の交通手段の確保や地
域活性化において、大き
な役割を果たしている。

A

常勤の役職員体制は整っ
ており、充て職の役員も
取締役会に毎回出席して
いる。適切であると認め
られる。

B

定期収入のほか、関連事業
収入が増加しているもの
の、輸送人員の減少が続い
ている。今後も、より一
層、沿線住民の利用促進活
動を進めていくほか、観光
利用の促進についても引き
続き取り組んでいくことが
求められる。

C

A

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

A A C C

経常損失は目標の２億円以
内となった。累積赤字は
減ってはいるものの、解消
には長期間を要する。引き
続き、徹底したコスト管理
が必要である。
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