
〈株式会社用〉

平成27年度　出資法人経営評価表

法人名

代表者名 代表取締役社長　正木仙治郎 所管部課名

所在地 滋賀県甲賀市信楽町長野１９２ 設立年月日

TEL

URL

１【法人の概要】

 (千円、％)
 出資額 構成比  出資額 構成比

滋賀県 149,000 34.5% 滋賀県

甲賀市 238,000 55.1%
近江鉄道株式会
社

23,000 5.3%

甲賀市信楽地域
区長会

12,500 2.9%

株式会社滋賀銀
行

4,500 1.0% 小計 100%

湖南市 2,000 0.5%

信楽陶器工業協
同組合

1,000 0.2%

信楽陶器卸商業
協同組合

1,000 0.2%

信楽商店協同組
合

1,000 0.2%

小計 432,000 100% 合計 432,000 100%

基本財産等

その他

 (1) 設立の趣旨・目的
　昭和62年2月10日に滋賀県、信楽町を含む旧甲賀郡7町（現在は、甲賀市、湖南市に引き継がれる）、近江鉄道㈱、㈱
滋賀銀行、信楽地域区長会、信楽町内三経済団体の9株主の出資により設立され、同年7月13日にJR西日本㈱からJR
信楽線を引き継ぎ営業開始した第三セクター地方鉄道である。
　当鉄道は、地域住民はもとより小中学生を含む通学生、通勤者、信楽を訪れる観光客を輸送する重要な公共交通機関
としての役割を担っている。

 (2) 業務概要
営業区間および距離　信楽駅～貴生川駅　14.7㎞　所要時間　約24分
駅数　　　　　　　　信楽駅、玉桂寺前駅、勅旨駅、雲井駅、紫香楽宮跡駅、貴生川駅（JR共用駅）6駅
車両数　　　　　　　4両
1日運行数　　　　　 15往復
運行時間　　　　　　信楽発　6：14　～　信楽着　23：03

（輸送実績）　　　　　平成24年度　　　 平成25年度　　 平成26年度
　定期輸送客　　　　　381,780人　　　　385,560人　　　　350,100人
　定期外輸送客　 　　122,128人　　　　109,451人　　　　100,698人
　　　　計  　　　　　　　503,908人　　　　495,011人　　　　450,798人

区分 区分
２【出資の状況】（平成26年度末）

昭和62年2月10日

連絡先等
0748-82-3391

http://koka-skr.co.jp/

信楽高原鐵道株式会社

土木交通部交通戦略課



３【組織】
　①組織図　（平成27年４月１日現在）



（単位：人）

②役員の状況 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２５→２６増減 ２７年度

取締役総数 9 9 8 -1 8

うち県職員（特別職を含む。） 1 1 1 1

うち県退職職員（ＯＢ）     

うち常勤取締役数 1 2 1 -1 1

うち県職員（特別職を含む。）

うち県退職職員（ＯＢ）

監査役総数 2 2 2 2

うち県職員（特別職を含む。）

うち県退職職員（ＯＢ）

うち常勤監査役数

うち県職員（特別職を含む。）

うち県退職職員（ＯＢ）

常勤役員の平均年齢 62.0 63.0 63.0 64

常勤役員の平均報酬年額（千円） 6,639 4,728 6,950 6,950

③職員の状況 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２５→２６増減 ２７年度

職員総数 22 20 20 20

常勤職員 21 20 20 20

プロパー職員 16 18 18 19

うち県退職職員（ＯＢ）

県等からの派遣職員 2 1 1

うち県派遣職員

臨時・嘱託職員 3 1 1 1

うち県退職職員（ＯＢ）

非常勤職員 1

うち県派遣職員

うち県退職職員（ＯＢ） 1

プロパー職員の平均年齢 58.4 55.9 54.7 △ 1 55

プロパー職員の平均給与（年額）（千円） 4,172 4,062 4,093 31 4,026

年代別職員数

10代 20代 30代 40代 50代 60代～ 合計

(平成27年度当初実数) 1 5 5 8 19

④役員名簿 平成27年6月30日現在

役 職 名 氏　　　　名 区 分 役 職 名 氏　　　　名 区 分

代表取締役社長

常務取締役 ○

取締役

取締役

取締役

取締役

取締役

取締役

監査役

監査役

※区分欄には、常勤役員は○印を記入のこと

本田直志

プロパー職員の年齢
構成等

正木仙治郎

前田潤

桑山勝則

岡田治美

黄瀬忠嗣

大原耕造

松本洋一

安岡由和

下迫正治



４【財務】
(1)貸借対照表に関する項目

（単位：千円）

①資産の状況 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２５→２６増減

現金・預金 75,747 49,283 50,543 1,260

受取手形・売掛金・未収金・貸付金 21,072 64,117 66,792 2,675

その他 3,878 1,534 3,152 1,618

流動資産　計 100,697 114,934 120,487 5,553

有形固定資産 51,146 2,432 1,978 △ 454

その他 778 778 778

固定資産　計 51,924 3,210 2,756 △ 454

投資その他の資産・繰延資産 35 47,017 43,661 △ 3,356

資産合計額 152,656 165,161 166,904 1,743

②負債の状況 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２５→２６増減

短期借入金

うち県からの借入金

支払手形・買掛金・未払金 24,625 31,207 33,262 2,055

その他の流動負債 2,684 6,613 2,066 △ 4,547

流動負債　計 27,309 37,820 35,328 △ 2,492

長期借入金

うち県からの借入金

退職給付引当金 5,688 5,917 5,611 △ 306

その他の引当金

その他の固定負債

固定負債　計 5,688 5,917 5,611 △ 306

負債合計額 32,997 43,737 40,939 △ 2,798

③純資産の状況 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２５→２６増減

資本金 432,000 432,000 432,000

うち県出資額 149,000 149,000 149,000

剰余金 △ 312,341 △ 310,576 △ 306,035 4,541

うち当期純利益 1,467,484 1,765 4,541 2,776

資本　計 119,659 121,424 125,965 4,541

(2)損失補償の状況 （単位：千円）

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２５→２６増減

県の損失補償契約に係る債務残高

(理由・内容と返済の見通し）

④期間中の県からの借入で、同一年度に貸付けと返済の双
方が行われるものの額



(3)損益計算書に関する項目 （単位：千円）

①収益の状況 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２５→２６増減 ２７年度

売上高 98,626 96,161 90,182 -5,979 101,303

補助金収益 64,900

うち県からの補助金収益 6,664

その他の収益 3,052 51,897 80,265 28,368 62,067

うち県からの収益

営業外収益 21,894 929 1,277 348 317

うち県からの収益

経常収益 188,472 148,987 171,724 22,737 163,687

特別利益 1,473,020 52,732 56,728 3,996

収益　計　　　　　　　　　　ア 1,661,492 201,719 228,452 26,733 163,687

②費用の状況 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２５→２６増減 ２７年度

売上原価 128,887 114,283 131,152 16,869 122,626

諸税 10,875 1,884 4,602 2,718 1,633

減価償却費 3,622 634 679 45 634

売上原価以外の事業費　計 14,497 2,518 5,281 2,763 2,267

一般管理費 23,789 25,403 23,054 -2,349 23,676

営業費 407 247 2,335 2,088 1,675

販売費及び一般管理費 24,196 25,650 25,389 -261 25,351

事業外費用 4,764 3,810 5,272 1,462 4,070

経常費用 172,344 146,261 167,094 20,833 154,314

特別損失 21,664 53,693 56,817 3,124

経費　計　　　　　　　　　　イ 194,008 199,954 223,911 23,957 154,314

再 人件費 94,885 99,035 96,451 -2,584 94,120

うち退職給付費用 868 2,179 2,440 261

うち役員人件費 6,639 8,934 6,275 -2,659 6,275

うち非常勤職員人件費 1,875

減価償却費 3,622 634 679 45 634

掲 法人税等 10,875 1,884 4,602 2,718 1,633

③当期純利益 　　　 　　　　ウ＝ア－イ 1,467,484 1,765 4,541 2,776 9,373

(4) 長期借入金の内訳

残存額　（千円）
平均借入
残存年数

借入先
平均借入
残存年数

平均借入残存
年数（全体）

24年度末 滋賀県以外

25年度末 滋賀県以外

26年度末 滋賀県以外

借入先 残存額　（千円）

滋賀県

滋賀県

滋賀県



５【主たる事業の実施状況】

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２５→２６増減

122,128 109,451 100,698 △ 8,753

54,900 62,160 54,540 △ 7,620

326,880 323,400 295,560 △ 27,840

503,908 495,011 450,798 △ 44,213

定期人員（通学）

合計

事　業　名 概　要

輸送人員 定期外人員

定期人員（通勤）

(5) 指標、伸び率等
項 目 H２４ H２５ H２６ ２５→２６増減

自己資本比率 78.4% 73.5% 75.5% 2.0 資本合計額／ 資産合計額×100

借入金依存率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 （短期借入額＋長期借入額）／ 資産合計額×100

流動比率 368.7% 303.9% 341.1% 37.2 流動資産／流動負債×100

長期借入金返済（所要）年数
長期借入金／（当期経常利益−当期経常費用＋減
価償却費－法人税等）

長期借入金平均借入残存年数 長期借入金について、償還期間を金額で加重平均

補助金収益構成比 3.9% 0.0% 0.0% 0.0 補助金収益／収益計

販売費及び一般管理費構成比 12.5% 12.8% 11.3% △ 1.5 販売費及び一般管理費／ 費用計

人件費の構成比 48.9% 49.5% 43.1% △ 6.5 人件費／ 費用計



H24 H25 H26
効果性 中期経営計画、年度目標とも策定している。 ○ ○ ○

中期経営計画のみ策定している。

年度目標のみ策定している。

策定していない。

全ての事業が社会情勢に適合し、その意義は大きい。 ○ ○ ○
　 社会情勢に照らして意義が薄れてきた事業がいくつかある。

社会情勢に照らして意義の薄れてきた事業が多くある。

活動について成果目標を定め、目標以上に達成している。

活動について成果目標を定め、目標どおり達成している。

活動について成果目標を定め、概ね目標どおりに達成している。

活動について成果目標を定め、達成しているものもあるが、十分ではない。 ○ ○
活動について成果目標を定めていない。

多様な調査を実施し、積極的にニーズの把握に努めている。

ニーズを把握するための手段を講じている。 ○ ○ ○
具体的な取組はしていない。

効率性 管理費比率が２期連続で減少した。

管理費比率が前期に比べ減少した。 ○
管理費比率が前期に比べ増加した。 ○
管理費比率が２期連続で増加した。 ○
経常収益が２期連続で経常費用を上回った。 ○ ○
経常収益が、当期は経常費用を上回った。 ○
経常収益が、当期は経常費用を下回った。

経常収益が、２期連続して経常費用を下回った。

健全性 当期末において債務超過でない。 ○ ○ ○
２期連続で改善した。

前期に比べ改善した。

前期に比べ悪化した。

２期連続で悪化した。

２期連続で増加した。

前期に比べ増加した。 ○ ○
前期に比べ減少した。 ○
２期連続で減少した。

当期末において累積欠損金はない。

累積欠損金は、２期連続で減少した。 ○ ○
累積欠損金は、前期に比べ減少した。 ○
累積欠損金は、前期に比べ増加した。

累積欠損金は、２期連続で増加した。

流動比率は、２期連続で100%以上であった。 ○ ○ ○
流動比率は、当期は100%以上であった。

流動比率は、当期は100%未満であった。

流動比率は、２期連続で100%未満であった。

当期末において借入金はない。 ○ ○ ○
２期連続で低下した。

前期に比べ低下した。

前期に比べ上昇した。

２期連続で上昇した。

長期借入金の返済（所要）年数が平均借入残存年数より短い － － －
長期借入金の返済（所要）年数と平均借入残存年数がほぼ同じ － － －
長期借入金の返済（所要）年数が平均借入残存年数より長い － － －

６【評価】

区分 評価項目 評価内容
該当項目に○

出資法人の所見 県の所見

中期経営計画、
年度目標の策定

　当社は、平成25年3月に国土交通大臣の認定を受けた
「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」による
「鉄道事業再構築実施計画」を中期経営計画として事業活
動を行っている。
　平成25年4月からこの計画に基づき上下分離方式による
第二種鉄道事業者として再スタートしたが、同年9月の台
風被災のために代替バス代行を余儀なくされ、平成26年
11月に列車運行を再開したところである。
　バス運行のため減少傾向となっていた輸送人員につい
ては、列車運行再開により回復基調にあるものの、なお不
安定である。
　そのため、各公的機関や地域団体への列車利用促進の
要請、地域産業と連携した誘客営業などに取り組み、鉄道
利用客拡大のための事業展開に努めている。

　地域の活力を維持していくためには、安定し
た地域公共交通の確保が不可欠である。そ
のため、「鉄道事業再構築実施計画」に基づ
き、信楽高原鐵道(株)が収支均衡を図りなが
ら鉄道を安定的に運行していくことの意義は
大きい。
　輸送人員が減少している状況にあることか
ら、利用促進に向けた取組を引き続き推進す
ることが必要である。

事業活動の社会情勢へ
の適合性

活動の成果の達成度

債務超過の状況

　平成25年度の公設民営化の上下分離方式による運営形
態へ移行後、2年連続で純利益が出ており、累積欠損金は
徐々に減少してきている。
　今後も鉄道事業再構築実施計画の着実な実施と更なる
経常経費の節減に努める。

　厳しい経営状況が続いていた信楽高原鐵
道(株)の抜本的な経営改善を図るために、
「鉄道事業再構築実施計画」の認定を受けて
平成25年度から上下分離方式へ移行したも
のである。
　これにより、信楽高原鐵道(株)における鉄道
施設等の維持・管理に要する費用の負担軽
減が図られ、収支均衡が実現されている。

当期純利益の状況

累積剰余金（欠損金）の
状況

短期的支払い能力の状
況

借入金依存率の
状況

長期借入金返済能力の
状況

住民、関係者等のニー
ズの把握状況

経常費用に占める管理
費の状況

　輸送人員は減少しているものの、人件費等の経費節減と
市からの施設保守管理受託業務の効率的な執行に努め
ており、経常収益が費用を上回る状況となっている。

　輸送人員が減少する中、経費節減に努めて
経常収益が費用を上回っている。

経常収益・費用の比率

27 信楽高原鐵道株式会社  

出資法人の基本的な方針 当社は、平成25年4月から国の鉄道事業再構築実施計画の認定を受け鉄道用地、施設、車両を甲賀市に無償譲渡し、第二種鉄道事業者として前述施設

等を無償で借受けて運行を行う事業構造となっている。このことから、再構築実施計画が中期経営計画にあたるものとして、鉄道事業の運行に係る 

経営改善に取り組むものである。また、再構築実施計画（平成 25年度～34年度）は５年経過年で必要に応じ計画を見直すこととしているため、次期中期経営計画は平成 30年策

定とする。 

具体的な取組内容 (平成 26 年度) 平成27 年度 平成28 年度 平成29 年度 平成30 年度 目 標 

〔出資法人〕 

１ 再構築実施計画の着実な取り組み 

① 安全な輸送サービスの確保 

・安全管理の積極的推進（JRの安全教育、訓練への

参加による知識、技能の向上） 

② 経営合理化の推進 

・経営改善委員会の開催 

・事業者努力による経費削減 

③ 情報発信力とブランド構築力の強化 

  ・関連グッズの開発・販売促進 

   ・地域と連携した鉄道利用組み込んだ旅行商品の開     

発 

  ・干支切符等企画切符の販売 

 

 

     

    ・輸送人員の50万人確保と旅客収入の１億円確

保を期間目標とする。 

         

・次期中期経営計画策定  平成３０年 

２ 次期中期経営計画（再構築実施計画の見直し）の策

定 

     

                            

経営改善委員会の開催等、経営合理化の推進 

次期中期経営

計画の策定 

安全な輸送サービスの確保 

情報発信力の強化による利用客の拡大 



H24 H25 H26
自立性 当期末において県派遣職員はない ○ ○ ○

常勤職員に占める県派遣職員の割合が25%未満

常勤職員に占める県派遣職員の割合が25%以上50%未満

常勤職員に占める県派遣職員の割合が50%以上

常勤職員に占める県派遣職員の割合が前期に比べ低下した。

常勤職員に占める県派遣職員の割合は前期と概ね同程度

常勤職員に占める県派遣職員の割合が前期に比べ上昇した。

当期末において県退職職員の就任はない ○ ○ ○
常勤職員に占める県退職職員の割合が25%未満

常勤職員に占める県退職職員の割合が25%以上50%未満

常勤職員に占める県退職職員の割合が50%以上

常勤職員に占める県退職職員の割合が前期に比べ低下した。

常勤職員に占める県退職職員の割合は前期と概ね同程度

常勤職員に占める県退職職員の割合が前期に比べ上昇した。

２期連続で増加した。

前期に比べ増加した。

前期に比べ減少した。 ○
２期連続で減少した。 ○ ○
当期末において県の財政支出はない ○ ○
経常収益に占める県の財政支出の割合が25%未満 ○
経常収益に占める県の財政支出の割合が25%以上50%未満

経常収益に占める県の財政支出の割合が50%以上

経常収益に占める県の財政支出の割合が２期連続で低下した。

経常収益に占める県の財政支出の割合が前期に比べ低下した。

経常収益に占める県の財政支出の割合が前期に比べ上昇した。

経常収益に占める県の財政支出の割合が２期連続で上昇した。

当期末において県の損失補償等なし ○ ○ ○
県の損失補償等の割合が25%未満

県の損失補償等の割合が25%以上50%未満

県の損失補償等の割合が50%以上

県の損失補償等の割合が２期連続で低下した。 － － －
県の損失補償等の割合が前期に比べ低下した。 － － －
県の損失補償等の割合が前期に比べ上昇した。 － － －
県の損失補償等の割合が２期連続で上昇した。 － － －
借入金はすべて県の損失補償等を受けている。 － － －

透明性 規程を整備している。

規程を設けていない。 ○ ○ ○
出資法人のホームページで公開している。

出資法人の事務所において書類を公開している。

県民情報室で公開している。

上記以外の方法で公開している。

不特定の者に対する情報公開はしていない。 ○ ○ ○
財務諸表、事業報告、監査報告書、事業計画、中期経営計画、年度目標、経
営評価表を公開している。

財務諸表、事業報告、事業計画、中期経営計画、年度目標、経営評価表を公
開している。

財務諸表、事業報告、事業計画、中期経営計画、年度目標を公開している。

財務諸表、事業報告、事業計画を公開している。

不特定の者に対する情報公開はしていない。 ○ ○ ○
作成した財務諸表について、会計監査人監査を受けている、または、財務諸
表の作成過程で、会計の専門家の指導・助言を受けている。 ○ ○ ○

会計の専門家による監査・指導・助言等は受けていない。

区分 評価項目 評価内容
該当項目に○

出資法人の所見 県の所見

情報公開規程の整備状
況

　地方自治法に定める出資法人の経営状況
報告を県議会に対し行うとともに、鉄道事業
再構築実施計画の進捗状況等の報告も行っ
ている。
　透明性を高める見地から、信楽高原鐵道
(株)による情報公開の推進について検討され
たい。

不特定の者に対する情
報公開の機会確保の状
況

情報公開の内容

会計専門家の関与状況

　県からの派遣職員はない。
　県からの補助金については、平成24年度までは当社が
信楽高原鐡道保安設備整備費補助金を受けてきたが、平
成25年度の上下分離方式移行後は、第三種鉄道事業者
として鉄道施設を所有する甲賀市が補助を受けている。当
社は、鉄道の運行を行うとともに、甲賀市から委託および
費用負担を受け、線路、電路、車両等の維持修繕・管理を
行っている。

　県は信楽高原鐵道(株)に対し、直接補助金
の支出を行っていないが、「鉄道事業再構築
実施計画」において、鉄道事業再構築事業の
実施のために甲賀市が負担する費用に対
し、平成25年度から34年度まで補助を行うこ
ととしている。
　安定した地域公共交通の確保を実現するた
め、県として、同計画に基づき信楽高原鐵道
の施設整備・維持管理に対し支援していく。

経常収益に占める自主
事業収益の割合

県財政支出の状況②

損失補償等の状況①

損失補償等の状況②

県派遣職員の状況①

県派遣職員の状況②

県退職職員の就任状況
①

県退職職員の就任状況
②

県財政支出の状況①

　地方自治法の定めによる県議会、市議会に各年度の事
業報告と財務諸表の報告をしている。
　財務諸表、事業報告および事業計画に関し、当社ホーム
ページでの公開について検討する。

27 信楽高原鐵道株式会社  

出資法人の基本的な方針 当社は、平成25年4月から国の鉄道事業再構築実施計画の認定を受け鉄道用地、施設、車両を甲賀市に無償譲渡し、第二種鉄道事業者として前述施設

等を無償で借受けて運行を行う事業構造となっている。このことから、再構築実施計画が中期経営計画にあたるものとして、鉄道事業の運行に係る 

経営改善に取り組むものである。また、再構築実施計画（平成 25年度～34年度）は５年経過年で必要に応じ計画を見直すこととしているため、次期中期経営計画は平成 30年策

定とする。 

具体的な取組内容 (平成 26 年度) 平成27 年度 平成28 年度 平成29 年度 平成30 年度 目 標 

〔出資法人〕 

１ 再構築実施計画の着実な取り組み 

① 安全な輸送サービスの確保 

・安全管理の積極的推進（JRの安全教育、訓練への

参加による知識、技能の向上） 

② 経営合理化の推進 

・経営改善委員会の開催 

・事業者努力による経費削減 

③ 情報発信力とブランド構築力の強化 

  ・関連グッズの開発・販売促進 

   ・地域と連携した鉄道利用組み込んだ旅行商品の開     

発 

  ・干支切符等企画切符の販売 

 

 

     

    ・輸送人員の50万人確保と旅客収入の１億円確

保を期間目標とする。 

         

・次期中期経営計画策定  平成３０年 

２ 次期中期経営計画（再構築実施計画の見直し）の策

定 

     

                            

経営改善委員会の開催等、経営合理化の推進 

次期中期経営

計画の策定 

安全な輸送サービスの確保 

情報発信力の強化による利用客の拡大 



【出資法人の総合的評価・対応】　

【県の総合的評価・対応】　

※5　各欄の記載は、良好であった事項、課題となった事項の両方の観点から検討すること。

【事業に関する事項】
　当社は、平成25年4月から公設民営化の上下分離方式による第二種鉄道事業者として再スタートした。しかし、同年９月、台風被災のため439日間の列車運休（代替バス運行）を余儀なくされた。輸送人員は、代
替バス運行のため一般客の利用が伸びなかったことなどで輸送客減少傾向となっていたが、平成26年11月29日列車運行が再開できたことから輸送人員は回復基調にあるものの、不安定である。そのため、各公
的機関や地域団体への列車利用促進の要請、地域産業と連携した誘客事業の営業、鉄道沿線の植栽などに取り組み、鉄道利用客拡大のための事業展開に努めている。

【財務に関する事項】
　鉄道事業者として旅客収入の増収を図ることは基本であるものの、輸送客の減少により収入も減収しているなか、経常経費の節減をはかりながら対応している。線路・電路・車両等の保守管理は、第三種事業者
である甲賀市からの鉄道施設保守・管理業務委託で対応している。このため、現段階では再構築事業の着実な推進と経常経費の節減を進めていく。

【中期経営計画の達成状況に関する事項】
　鉄道事業再構築実施計画を中期経営計画に位置付けているものの、台風被災により平成25年度・26年度については業務の大半を被災対応に費やすこととなった。平成27年度は通期の列車運行となることか
ら、計画に基づき各種事業を着実に実施していく。

【総合所見】
　平成25年度、平成26年度決算では、2年連続で純利益を計上することができた。しかし、主たる事業収入である旅客運輸収入は目標としていた10,000千円を下回る結果となり、輸送客確保の事業展開が求められ
ている。このことは、鉄道事業再構築実施計画の着実な執行が目標達成につながることから、災害被災後の通年ベースとなる今年度が実質のスタート年度と考え各事業展開に取り組んでいく。

【事業に関する事項】
　地域の活力を維持していくためには、安定した地域公共交通の確保が不可欠である。そのため、「鉄道事業再構築実施計画」に基づき、信楽高原鐵道(株)が収支均衡を図りながら鉄道を安定的に運行していくこ
との意義は大きい。
　輸送人員が減少している状況にあることから、利用促進に向けた取組を引き続き推進することが必要である。

※1　「出資法人の所見」欄には、各評価区分の状況について出資法人としてどのように評価しているかを記載すること。評価は、経年変化の傾向や要因等を分析するとともに、中期経営計画に定める出資法人の
経営上の目標の達成の状況も踏まえて記載すること（記載要領を参照）

※2　「県の所見」欄には、上記の各項目について、出資法人による評価を踏まえ、県としての評価を記載すること。
※3　「出資法人の総合的評価・対応」欄には、中期経営計画に定める出資法人の経営上の目標の達成の状況のほか、評価区分ごとの記載内容を踏まえ、同欄に掲げる４項目の事項について評価すること。併せ
て、課題やその改善に向けた対応方針を記載すること。
※4　「県の総合的評価・対応」欄には、滋賀県行政経営方針の実施計画や中期経営計画の達成状況を踏まえて、同欄に掲げる４項目の事項に係る県としての評価を記載すること。併せて、課題やその改善に向
けた対応方針を記載すること。

【行政経営方針実施計画、中期経営計画の達成状況に関する事項】
　平成26年度は、平成25年９月の台風被災によるバス代行運行の影響もあり、輸送人員・旅客運輸収入ともに「鉄道再構築事業実施計画」における収支見積りに達していない。平成27年度からは通期での列車運
行となることから、計画に近づくよう、企業理念である安全の確保を最優先とするとともに、鉄道利用促進と経費節減を図る必要がある。

【総合所見】
　信楽高原鐵道(株)の抜本的な経営改善を図るために平成25年度から上下分離方式に移行したものであり、収支均衡を図った事業運営が行われている。「鉄道事業再構築実施計画」を推進するため、鉄道利用
促進と経費節減に努めることが必要である。
　県は、鉄道事業再構築事業の実施のために甲賀市が負担する費用に対し、平成25年度から34年度まで補助を行うこととしている。安定した地域公共交通の確保を実現するため、県として、同計画に基づき信楽
高原鐵道の施設整備・維持管理に対し支援していく。

【財務に関する事項】
　厳しい経営状況が続いていた信楽高原鐵道(株)の抜本的な経営改善を図るために、「鉄道事業再構築実施計画」の認定を受けて平成25年度から上下分離方式へ移行したものである。
　これにより、信楽高原鐵道(株)における鉄道施設等の維持・管理に要する費用の負担軽減が図られ、収支均衡が実現されている。

27 信楽高原鐵道株式会社  

出資法人の基本的な方針 当社は、平成25年4月から国の鉄道事業再構築実施計画の認定を受け鉄道用地、施設、車両を甲賀市に無償譲渡し、第二種鉄道事業者として前述施設

等を無償で借受けて運行を行う事業構造となっている。このことから、再構築実施計画が中期経営計画にあたるものとして、鉄道事業の運行に係る 

経営改善に取り組むものである。また、再構築実施計画（平成 25年度～34年度）は５年経過年で必要に応じ計画を見直すこととしているため、次期中期経営計画は平成 30年策

定とする。 

具体的な取組内容 (平成 26 年度) 平成27 年度 平成28 年度 平成29 年度 平成30 年度 目 標 

〔出資法人〕 

１ 再構築実施計画の着実な取り組み 

① 安全な輸送サービスの確保 

・安全管理の積極的推進（JRの安全教育、訓練への

参加による知識、技能の向上） 

② 経営合理化の推進 

・経営改善委員会の開催 

・事業者努力による経費削減 

③ 情報発信力とブランド構築力の強化 

  ・関連グッズの開発・販売促進 

   ・地域と連携した鉄道利用組み込んだ旅行商品の開     

発 

  ・干支切符等企画切符の販売 

 

 

     

    ・輸送人員の50万人確保と旅客収入の１億円確

保を期間目標とする。 

         

・次期中期経営計画策定  平成３０年 

２ 次期中期経営計画（再構築実施計画の見直し）の策

定 

     

                            

経営改善委員会の開催等、経営合理化の推進 

次期中期経営

計画の策定 

安全な輸送サービスの確保 

情報発信力の強化による利用客の拡大 



　財務諸表等へのリンク

　行政経営方針実施計画の記述

27 信楽高原鐵道株式会社  

出資法人の基本的な方針 当社は、平成25年4月から国の鉄道事業再構築実施計画の認定を受け鉄道用地、施設、車両を甲賀市に無償譲渡し、第二種鉄道事業者として前述施設

等を無償で借受けて運行を行う事業構造となっている。このことから、再構築実施計画が中期経営計画にあたるものとして、鉄道事業の運行に係る 

経営改善に取り組むものである。また、再構築実施計画（平成 25年度～34年度）は５年経過年で必要に応じ計画を見直すこととしているため、次期中期経営計画は平成 30年策

定とする。 

具体的な取組内容 (平成 26 年度) 平成27 年度 平成28 年度 平成29 年度 平成30 年度 目 標 

〔出資法人〕 

１ 再構築実施計画の着実な取り組み 

① 安全な輸送サービスの確保 

・安全管理の積極的推進（JRの安全教育、訓練への

参加による知識、技能の向上） 

② 経営合理化の推進 

・経営改善委員会の開催 

・事業者努力による経費削減 

③ 情報発信力とブランド構築力の強化 

  ・関連グッズの開発・販売促進 

   ・地域と連携した鉄道利用組み込んだ旅行商品の開     

発 

  ・干支切符等企画切符の販売 

 

 

     

    ・輸送人員の50万人確保と旅客収入の１億円確

保を期間目標とする。 

         

・次期中期経営計画策定  平成３０年 

２ 次期中期経営計画（再構築実施計画の見直し）の策

定 

     

                            

経営改善委員会の開催等、経営合理化の推進 

次期中期経営

計画の策定 

安全な輸送サービスの確保 

情報発信力の強化による利用客の拡大 


