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平成30年度業務実績評価

総合評定
法人全体に対する評価

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階）

Ｂ：中期目標における所期の目標を達成していると認められる。

（評定に至った理由）
項目別評定は業務の一部がＡであるものの、全体評定を引き上げ

るまでは至ってなく、また 全体の評定を引き下げる事象もなかった
ため、国土交通省等の評価基準に基づきＢとした。

（法人全体の評価）

特に重大な業務運営上の課題は検出されておらず、全体として順調
な組織運営が行われていると評価する。

（全体の評定を行う上で特に考慮すべき事項）

特に全体の評定に影響を与える事象はなかった。

項目別評定

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

法人の活動により、中期
計画における所期の目標
を量的及び質的に上回る
顕著な成果が得られてい
ると認められる（定量的
指標においては対中期計
画値（又は対年度計画
値）の120％以上で、か
つ質的に顕著な成果が得
られていると認められる
場合）。

法人の活動により、中期
計画における所期の目標
を上回る成果が得られて
いると認められる（定量
的指標においては対中期
計画値（又は対年度計画
値）の120％以上とす
る。）。

中期計画における所期の
目標を達成していると認
められる（定量的指標に
おいては対中期計画値
（又は対年度計画値）の
100％以上120％未満）。

中期計画における所期の
目標を下回っており、改
善を要する（定量的指標
においては対中期計画値
（又は対年度計画値）の
80％以上100％未満）。

中期計画における所期の
目標を下回っており、業
務の廃止を含めた抜本的
な改善を求める（定量的
指標においては対中期計
画値（又は対年度計画
値）の80％未満、又は主
務大臣が業務運営の改善
その他の必要な措置を講
ずることを命ずる必要が
あると認めた場合）。

０項目 ３項目 ２９項目 ０項目 ０項目
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主な評価項目について（Ａ評定の項目）

Ａ評定の項目の評定理由

鉄道建設業務に関する技術力を活用した受託業務等の支援

えちぜん鉄道の連続立体交差事業に伴う高架化工事にかかる受託事業については、受託当初の計画では平成２５年１０月から平
成３１年２月までの６５ヶ月で実施する計画であったが、その後平成２７年１月の政府与党申し合わせにより、北陸新幹線（金沢・敦賀
間）の完成時期が３年前倒しになったことに伴い土木工事の工程を５ヶ月短縮させることが必要となった。しかしながら、様々な工夫を
凝らしてきめ細やかな工程管理を行い、工期の短縮を図るなど、機構の有する総合的技術力などを十分に駆使することで、予定どお
り５ヶ月短縮して事業を完了させることができた。

この結果、北陸新幹線の工程に影響を与えず、また福井しあわせ元気国体2018の開催前である平成３０年６月に供用を開始できた
ため、踏切でピーク時に最大320ｍあった渋滞が解消され、街の一体化が図られたことは高く評価出来る。

さらに、鉄道工事受託審議委員会においてコスト縮減の状況について検証した結果、機構の技術、知識及び経験を活用し、技術者
や建設資材の需要逼迫が顕著となり、建設工事費が高騰した時期にもかかわらず、経済的に工事を施工したことによって７億円のコ
スト縮減効果が得られたことも、機構の対応力の高さを示す結果となっており、高い評価に値するものである。

鉄道分野の技術力を活用した支援については、鉄道事業者等からの要請を踏まえ、「鉄道ホームドクター制度」を通じ、鉄道施設の
補修等に関わる資料提供、アドバイス等の技術的な支援を行うとともに、鉄道助成等に関する情報及び資料を提供するなど、合計１０
件の支援を実施した。また、機構の技術支援等について、地域鉄道事業者等に対するアンケート調査（5段階評価）を実施した結果、
支援の件数は昨年度に比べ減少しているものの、平均4.2の評価を得たことは、それぞれのニーズに確実に対応し、適切な技術支援
を実施できているということであり、大いに評価できる。

さらに、機構が主催する「地方鉄道支援に関する情報交換会」及び鉄道協会等が主催する各種会議（合計１３件）において、支援事
業の取組み状況等の情報交換や機構の技術的支援の情報発信を行い、鉄道ホームドクター制度の一層の利用促進を図った。

以上のことから、受託工事については難易度を「高」としているところ、えちぜん鉄道について厳しい制約の中で工期短縮やコスト削
減を図った上で、事業を完成させたこと、また鉄道分野の技術力を活用した支援（鉄道ホームドクター制度）では、地域鉄道事業者に
対するアンケート結果が、定量的目標である３．０を大きく上回っており、これら事業者に対する技術支援等を適切かつきめ細やかに
実施しているものと認められることなどを総合的に鑑みても、中期目標における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる
ことから、Ａ評定とした。
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主な評価項目について（Ａ評定の項目）

Ａ評定の項目の評定理由

船舶共有建造業務を通じた政策効果のより高い船舶の建造推進

年度計画における「船舶共有建造業務を通じた政策効果のより高い船舶の建造促進」において定められている具体的な
数値目標は「より高い政策効果を実現する船舶の延べ建造隻数が２０隻以上となるよう取り組む」とされているところ、業務
実績は４６隻となった。

以上を踏まえ、中期目標における所期の目標を上回る成果が得られていると認められることから、Ａ評定とした。

資金調達

機構は、資金計画の策定、資金の一元管理を通じ、資金調達コストの低減を図るとともに、投資家層の拡大を目的とした
個別ＩＲ活動等を多数実施している。

特に、平成３０年度は、環境改善効果があること及び社会的課題の解決に資するものであることの双方を有するサステナ
ビリティファイナンスによる新たな資金調達の実施に向け、第三者評価機関であるＤＮＶ ＧＬ社から「サステナビリティファイ
ナンス」として適格性の評価を受けるとともに、環境改善効果について、ＤＮＶ ＧＬ社による評価に加え、ＣＢＩ（Climate 
Bonds Initiative 低炭素経済に向けた大規模投資を促進する国際ＮＧＯ）からのプログラム認証を、国内だけでなくアジアで
初めて取得したことにより、平成３１年３月にはサステナビリティローンによる借入を実施したことは、機構の環境・社会貢献
面への取組み及び事業の社会的意義を幅広く訴求することを通じ、投資家層の拡大等による安定的な資金調達につながる
取組みとして、大いに評価できる。

以上のことを踏まえ、中期目標における所期の目標を上回る成果が得られていると認められることからＡ評定とした。
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Ⅱ．平成30年度決算概要
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平成30年度決算概要：①建設勘定

【貸借対照表】

（単位:億円、単位未満四捨五入）

区　　分 決算額
対前期
増減額

増減の主な要因 区　　分 決算額
対前期
増減額

増減の主な要因

流動資産 21,513 ▲2,522
整備新幹線事業の進捗による現金及び預金

の減、割賦債権の回収による減
流動負債 3,619 ▲542 1年以内償還予定機構債券の減

固定資産 61,431 1,753
整備新幹線等事業の進捗による建設仮勘定

の増
固定負債 71,153 ▲930 長期借入金の減

法令に基づく引当金等 1,452 ▲24 貸付線譲渡に伴う取崩しによる減

負債合計 76,224 ▲1,497

資本金 515 ▲2 不要財産の国庫納付による減

資本剰余金 6,078 727 新幹線の追加貸付による振替増

利益剰余金 127 4 当期総利益による増

純資産合計 6,721 729

資産合計 82,945 ▲768 負債純資産合計 82,945 ▲768

【損益計算書】

（単位:億円、億円未満四捨五入）

区　　分 決算額
対前期
増減額

増減の主な要因 区　　分 決算額
対前期
増減額

増減の主な要因

経常費用 3,775 111 経常収益 3,779 111

(うち鉄道施設譲渡原価) 750 3 繰上償還の増 (うち鉄道施設譲渡収入) 825 ▲4 譲渡利息の減

(うち減価償却費) 1,810 5 追加貸付による増 (うち鉄道施設賃貸収入) 1,150 ▲21 貸付線譲渡、償却による固定資産税減

(うち受託業務費) 134 134 受託業務の引渡しの増 (うち受託業務収入） 134 134 受託業務の引渡しの増

臨時損失 0 ▲1 資産売却の減 臨時利益 0 0

当期総利益 4 0

合　　計 3,779 111 合　　計 3,779 111

○貸借対照表については、資産合計は前年度比７６８億円減少しており、これは整備新幹線等の建設の進捗により
　 固定資産は増えている一方で、割賦債権の回収等により流動資産が減少している影響によるものである。
○損益計算書については、受託業務のえちぜん鉄道高架化等の引渡しの影響により、受託業務収入及び受託業務費は
   前年度比１３４億円増となり、合計１１１億円増となった。

ポ イ ン ト
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平成30年度決算概要：②特例業務勘定

【貸借対照表】
（単位:億円、単位未満四捨五入）

区　　分 決算額
対前期
増減額

増減の主な要因 区　　分 決算額
対前期
増減額

増減の主な要因

流動資産 5,768 ▲374 処分用土地の皆減 流動負債 57 ▲168 資産処分業務に係る前受金の皆減

固定資産 14,848 ▲14 他勘定長期貸付金の元本回収による減 固定負債 9,646 ▲987
共済年金追加費用引当金の見直しによる

減

負債合計 9,703 ▲1,155

利益剰余金 10,912 768 利益処分の結果

純資産合計 10,912 768

資産合計 20,616 ▲387 負債純資産合計 20,616 ▲387

【損益計算書】
（単位:億円、単位未満四捨五入）

区　　分 決算額
対前期
増減額

増減の主な要因 区　　分 決算額
対前期
増減額

増減の主な要因

経常費用 797 370 経常収益 1,565 760

(うち処分用資産売却原価） 376 367 処分用土地売却による増 (うち処分用資産売却収入） 848 818 処分用土地売却による増

(うち共済関係業務費) 18 ▲24 業務災害補償費引当金の見直しによる減
(うち共済年金追加費用引当金

戻入益)
127 ▲46 年金の見直しによる減

(うち鉄道支援助成業務費) 294 29 ＪＲ２島貨物に対する助成金の増 (うち他勘定長期貸付金利息) 590 ▲12 元本回収による減

(うち財務費用) 95 0 機構債券発行に伴う支払利息

臨時損失 0 0

当期総利益 768 390

合　　計 1,565 760 合　　計 1,565 760

○貸借対照表については、梅田駅（北）地区の売却、助成勘定からの長期貸付金の回収が進捗したことにより、
　 資産合計で前年度比３８７億円の減となった。
○損益計算書については、梅田駅（北）地区を売却し、処分用資産売却収入が８１８億円増加した影響により、
　 合計が前年度比７６０億円の増となり、当期総利益は７６８億円となった。

ポ イ ン ト
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平成30年度決算概要：③助成勘定

【貸借対照表】
（単位:億円、単位未満四捨五入）

区　　分 決算額
対前期
増減額

増減の主な要因 区　　分 決算額
対前期
増減額

増減の主な要因

流動資産 10,160 ▲115 割賦債権の回収による減 流動負債 195 ▲10 補助金未払金の減

固定資産 30,702 ▲266 他勘定長期貸付金の回収による減 固定負債 38,979 ▲418 他勘定長期借入金の返済による減

負債合計 39,174 ▲428

資本金 1 －
利益剰余金 1,688 47
　 前中期目標期間繰越積立金 1 ▲36 第３期中期の終了処理による減

　 機構法第18条第2項積立金 1,637 35 第４期中期への繰越承認による増

　積立金 － ▲1 第３期中期の終了処理による皆減

　当期未処分利益 49 49

純資産合計 1,689 47

資産合計 40,863 ▲381 負債純資産合計 40,863 ▲381

【損益計算書】
（単位:億円、単位未満四捨五入）

区　　分 決算額
対前期
増減額

増減の主な要因 区　　分 決算額
対前期
増減額

増減の主な要因

経常費用 1,957 ▲486 経常収益 2,006 ▲17
(うち鉄道施設譲渡原価) 85 5 元金回収の増（元利均等方式） (うち補助金等収益) 1,016 ▲45 予算の減

(うち新幹線交付金) － ▲464 (うち鉄道施設譲渡収入) 724 －
(うち鉄道整備助成費) 1,016 ▲45 予算の減

(うち財務費用) 848 18 リニア借入利息の平年度化増

臨時損失 0 0 臨時利益 － ▲1

当期総利益 49 49 前中期目標期間繰越積立金取崩額 1 ▲420 債務償還経理の黒字化に伴う減

合　　計 2,007 ▲438 合　　計 2,007 ▲438

○貸借対照表については、特例業務勘定への長期借入金の返済が進捗したことにより、
　 全体で前年度比３８１億円の減となった。
○損益計算書については、建設勘定への整備新幹線整備事業交付金の繰入が
　 平成２９年度上期で終了した影響により、合計が前年度比４３８億円減少し、当期総利益は４９億円となった。

ポ イ ン ト
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平成30年度決算概要：④海事勘定

【貸借対照表】

（単位:億円、単位未満四捨五入）

区　　分 決算額
対前期
増減額

増減の主な要因 区　　分 決算額
対前期
増減額

増減の主な要因

流動資産 155 ▲52 建造費の支払いに伴う現預金の減 流動負債 230 ▲1 1年以内償還予定機構債券の減

固定資産 2,070 104 共有船舶建造の事業量の増 固定負債 1,616 35 機構債券発行による増

負債合計 1,847 34

資本金 636 -

繰越欠損金 ▲258 18 当期総利益による減

純資産合計 378 18

資産合計 2,225 52 負債純資産合計 2,225 52

【損益計算書】

（単位:億円、単位未満四捨五入）

区　　分 決算額
対前期
増減額

増減の主な要因 区　　分 決算額
対前期
増減額

増減の主な要因

経常費用 238 ▲3 経常収益 256 ▲26
(うち共有船舶減価償却費) 220 ▲3 平均資産残高の減 (うち船舶使用料収入) 247 ▲6 平均資産残高の減

(うち一般管理費) 9 1 (うち貸倒引当金戻入益) 3 ▲22 未収金回収額の減

(うち財務費用) 7 ▲2 借入金利率低下による減 (うち雑益) 6 3 延滞金等の回収による増

臨時損失 0 0 臨時利益 - ▲0

当期総利益 18 ▲23

合　　計 256 ▲26 合　　計 256 ▲26

○貸借対照表については、共有船舶建造の事業量増加により、資産合計が前年度比52億円増となった。
　 また、当期総利益により、繰越欠損金が18億円減少し258億円となった。
○損益計算書については、前年度は未収金債権回収に伴い貸倒引当金戻入益を計上したため、合計で26億円の減となった。

ポ イ ン ト
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平成30年度決算概要：⑤地域公共交通等勘定

【貸借対照表】
（単位:億円、単位未満四捨五入）

区　　分 決算額
対前期
増減額

増減の主な要因 区　　分 決算額
対前期
増減額

増減の主な要因

流動資産 119 ▲47 内航総連への貸付金の減 流動負債 118 ▲47 借入金の減

固定資産 0 ▲ 0 減価償却に伴う減 固定負債 0 0

負債合計 118 ▲47

利益剰余金 1 ▲0 積立金の国庫納付に伴う減

純資産合計 1 ▲0

資産合計 119 ▲47 負債純資産合計 119 ▲47

【損益計算書】
（単位:億円、単位未満四捨五入）

区　　分 決算額
対前期
増減額

増減の主な要因 区　　分 決算額
対前期
増減額

増減の主な要因

経常費用 1 ▲0 経常収益 1 ▲0

(うち地域公共交通等業務費) 0 ▲0 (うち運営費交付金収益) 0 ▲0

(うち一般管理費) 1 ▲0 (うち貸付金利息収入) 0 ▲0

臨時損失 0 0 臨時利益 - ▲0

前中期目標期間繰越積立金取崩額 0 0

当期総利益 0 0 当期総損失 - ▲0

合　　計 1 ▲0 合　　計 1 ▲0

○貸借対照表については、日本内航海運組合総連合会に対する貸付金の減少により、全体で47億円の規模縮小となった。
○損益計算書については、内航海運暫定措置事業の進捗に伴う費用・収益の減少により、合計で前年度比0.4億円の減となった。

ポ イ ン ト
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平成30年度決算概要：⑥法人単位

【貸借対照表】
（単位:億円、単位未満四捨五入）

区　　分 決算額
対前期
増減額

増減の主な要因 区　　分 決算額
対前期
増減額

増減の主な要因

流動資産 37,337 ▲3,091
整備新幹線事業の進捗による減、割賦

債権の回収による減（建設）
流動負債 3,841 ▲749

1年以内返済予定機構債券の減（建

設）

固定資産 99,367 2,262
整備新幹線事業の進捗による増（建

設）
固定負債 111,713 ▲1,616 長期借入金の減（建設）

法令に基づく引当金等 1,452 ▲24
貸付線譲渡に伴う取崩しによる減（建

設）

負債合計 117,007 ▲2,390

資本金 1,152 ▲2 不要財産の国庫納付による減（建設）

資本剰余金 6,075 727
新幹線の追加貸付による振替増（建

設）

利益剰余金 12,471 836

純資産合計 19,698 1,561

資産合計 136,705 ▲828 負債純資産合計 136,705 ▲828

【損益計算書】
（単位:億円、単位未満四捨五入）

区　　分 決算額
対前期
増減額

増減の主な要因 区　　分 決算額
対前期
増減額

増減の主な要因

経常費用 5,136 518 経常収益 5,974 1,355

(うち建設業務費) 3,662 127 受託業務の引渡しの増（建設） (うち鉄道施設譲渡収入) 1,550 460
整備新幹線整備事業交付金の終了によ

る増（助成）

(うち鉄道整備助成業務費) 193 8
元金回収の増（元利均等方式）（助

成）
(うち鉄道施設賃貸収入) 1,150 ▲21

貸付線譲渡、償却による固定資産税減

（建設）

(うち処分用土地売却原価） 376 367 処分用土地売却による増（特例） (うち処分用有価証券売却収入) 848 818 処分用土地売却による増（特例）

(うち受託業務収入） 134 134 受託業務の引渡しの増（建設）

臨時損失 0 ▲1 資産売却の減（建設） 臨時利益 0 ▲1
運営費交付金精算収益化額の減（助

成）

当期総利益 839 416
前中期目標期間繰越積
立金取崩額

1 ▲420
債務償還経理の黒字化に伴う減（助

成）

合　　計 5,976 934 合　　計 5,976 934
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Ⅲ．令和元年度資金調達計画



令和元年度民間借入金調達予定額（一部実績を含む）

借入期間 資金使途 償還財源

４年
民鉄線及び大都市交通線等の借
換

鉄道事業者からの割賦譲渡収
入及び貸付料収入

15

サステナビリ
ティローン

政府保証
借入金

（注）資金需要等により、調達額及び調達時期等は変動する可能性があります。

（単位：億円）

8月 3月 合計

政府保証借入金（１年） 41 41

政府保証無借入金（１年） 1程度 1程度

サステナビリティローン（４年） 487程度 487程度

合 計 41 488程度 529程度

借入期間 資金使途 償還財源

１年 内航総連合会への融資 内航総連合会からの償還金

政府保証無
借入金

借入期間 資金使途 償還財源

１年 主要幹線鉄道線等の借換
鉄道事業者からの割賦譲渡収
入



令和元年度民間借入金の詳細条件
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（注）資金需要等により、調達額及び調達時期等は変動する可能性があります。

令和元年度の民間借入金の詳細な条件は以下のとおりです

方法 時期 金額 年限
据置

償還方式 借入方式 調達勘定
期間

政府保証借入金 8月 41億円 １年 - 元金一括償還 金利入札（絶対値） 地域公共交通等

政府保証無借入金 3月 1億円程度 １年 - 半年賦元金均等償還 金利入札（スプレッド） 建設

サステナビリティローン 3月 487億円程度 4年 1年 半年賦元金均等償還 ジェネラルシンジケーション 建設
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令和元度債券発行計画（一部実績を含む）

債券発行計画

資金需要等により、発行額･発行時期は変動する可能性があります。

資金の使途

四半期毎の定例発行を行っています。中、長期及び超長期にわたる幅広い年限で発行しています

（単位：億円）

区分 5月 8月 11月 2月 合計

5年 100 － － 80程度 180程度

7年 － 100 － － 100

10年 100 100 100程度 120程度 420程度

15年 130 － － － 130

20年 － 140 100程度 － 240程度

30年 100 － － － 100

合計 430 340 200程度 200程度 1,170程度
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Ⅲ．参考資料
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債券発行実績

直近では7年債が0.030%、 10年債が0.065%、20年債が0.200%で条件決定しています



民間借入金調達実績

１．建設勘定（政府保証無）

20

＜シンジケートローン＞

年度
金額

（百万円）
条件決定日 調達月日

調達
年限

償還方法
据置
期間

変動／固定 基準金利 アレンジャー

26

30,000 H26.6.16 H26.6.18 1年 期日一括 － 変動 LIBOR 6ヶ月 三井住友銀行

30,000 H26.9.25 H26.9.29 1年 期日一括 － 変動 LIBOR 6ヶ月 みずほ銀行

45,000 H26.12.16 H26.12.18 1年 期日一括 － 変動 LIBOR 6ヶ月 三井住友銀行

28,500 H27.2.3 H27.2.5 1年 期日一括 － 変動 LIBOR 6ヶ月 三井住友銀行

27,000 H27.3.17 H27.3.19 4年 元金均等半年賦 1年 変動 LIBOR 6ヶ月 あおぞら銀行

27

30,000 H27.6.16 H27.6.18 1年 期日一括 － 変動 LIBOR 6ヶ月 三井住友銀行

30,000 H27.9.25 H27.9.29 1年 期日一括 － 変動 LIBOR 6ヶ月 みずほ銀行

30,000 H27.12.15 H27.12.17 1年 期日一括 － 変動 LIBOR 6ヶ月 三井住友銀行

17,400 H28.3.16 H28.3.18 4年 元金均等半年賦 1年 変動 LIBOR 6ヶ月 三菱東京UFJ銀行

14,700 H28.3.23 H28.3.25 1年 期日一括 － 変動 LIBOR 6ヶ月 三井住友銀行

28 54,300 H29.3.15 H29.3.21 4年 元金均等半年賦 1年 変動 LIBOR 6ヶ月 信金中央金庫

29 51,100 H30.2.28 H30.3.2 4年 元金均等半年賦 1年 変動 LIBOR 6ヶ月 三井住友銀行

＜サステナビリティローン＞

30 55,300 H31.3.25 H31.3.27 4年 元金均等半年賦 1年 変動 LIBOR 6ヶ月 みずほ銀行

＜政府保証無借入金（金利入札）＞

年度
金額

（百万円）
条件決定日 調達月日

調達
年限

償還方法
据置
期間

変動／固定 応募倍率（倍） 応募者数 平均落札利率

26 12,573 H26.12.8 H26.12.15 1年 期日一括 － 固定 6.23 8先 0.0400%

27 13,681 H27.12.4 H27.12.11 1年 期日一括 － 固定 8.38 12先 0.1000%

＜政府保証無借入金（スプレッド入札）＞

年度
金額

（百万円）
条件決定日 調達月日

調達
年限

償還方法
据置
期間

変動／固定 基準金利
応募倍率

（倍）
応募者数

平均落札
ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ

金利条件
（当初適用金利）

30 1,800 H30.12.18 H30.12.20 4年 元金均等半年賦 1年 変動 LIBOR 6ヶ月 5.00 5先 0.0000% 0.12636%



民間借入金調達実績
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２．地域公共交通等勘定（旧基礎的研究等勘定)（政府保証付き）

３．短期借入金（政府保証無）

平成30年度及び令和元年度実績はありません。（令和元年10月11日現在）

＜政府保証借入金（金利入札）＞

年度
金額

（百万円）
条件決定日 調達月日

調達
年限

償還方法
据置
期間

変動／固定 応募倍率（倍） 応募者数 平均落札利率

26
25,234 H26.8.13 H26.8.20 1年 期日一括 － 固定 9.46 15先 0.0200%

12,766 H27.2.12 H27.2.20 1年 期日一括 － 固定 8.99 11先 0.1000%

27
23,868 H27.8.12 H27.8.20 1年 期日一括 － 固定 9.37 15先 0.0900%

9,103 H28.2.16 H28.2.22 1年 期日一括 － 固定 11.80 16先 0.0010%

28
20,784 H28.8.16 H28.8.22 1年 期日一括 － 固定 10.81 17先 0.0000%

3,996 H29.2.13 H29.2.20 1年 期日一括 － 固定 15.25 16先 0.0000%

29 165.10 H29.8.15 H29.8.21 1年 期日一括 － 固定 8.70 11先 0.0000%

30 117.94 H30.8.13 H30.8.20 1年 期日一括 － 固定 12.54 15先 0.0000%

元 4,100 R1.8.13 R1.8.20 1年 期日一括 － 固定 12.44 14先 0.0000%



－ ＭＥＭＯ －



－ ＭＥＭＯ －



お問い合わせ先

独立行政法人鉄道建設･運輸施設整備支援機構

経理資金部 資金企画課

神奈川県横浜市中区本町6-50-1横浜アイランドタワー

TEL 045-222-9040
URL http://www.jrtt.go.jp/


