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令和３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：全体としておおむね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。

（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

では至っていないため、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）

北陸新幹線（金沢・敦賀間）の工期遅延・事業費増嵩に関連して、令和２
年１２月に国土交通大臣から業務改善命令を受けたが、令和３年度において
は、同命令に基づき改善措置を講じるとともに、令和３年７月に「鉄道・運輸
機構改革プラン」を策定してさらなる業務改善に取り組んでいる。引き続き、
同プランに基づく取組みを着実に実施することを通じて、中期目標の達成に
向けて取り組んでいく必要がある。

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 ７項目 ２７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

➢ 我が国鉄道技術の海外展開に向けた取組み

海外高速鉄道調査等業務については、海外インフラ展開法基本方針に従い、積極的かつ適切に業務を推進しており、令和３年度においては、ＪＲ東日
本及びＪＯＩＮとの共同出資により、インド高速鉄道公社の業務の代理・代行を担う日本高速鉄道電気エンジニアリング（株）（以下「ＪＥ」という。）を設立し
た。ＪＥの設立は海外インフラ展開法に基づき機構が海外の高速鉄道事業へ出資した初めての案件であり、日印関係者からの強い要望に応えるとともに、
我が国事業者の参入促進に大きく資することが期待される。このほか、インド高速鉄道計画の詳細設計調査に係る技術協力、タイ（バンコク・チェンマイ
間高速鉄道計画）及びインドネシア（ジャワ北幹線鉄道高速化事業）の鉄道整備計画に関する調査等を実施した。

国際協力業務については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、専門家派遣を延期、研修員受入れを中止したが、オンラインで開催
された国際学術会議等における機構職員による講演の実施や、Ｗｅｂ会議による海外関係機関との技術交流の実施などにより、機構の技術力や経験を
活用した我が国鉄道技術の海外展開に向けた取組を進めた。

以上を踏まえ、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ことからＡ評定とした。

➢ 地域公共交通出資及び貸付け

令和３年４月１日に施行された「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律」（令和３年法律第17号）において、
北陸新幹線（金沢・敦賀間）整備事業の工期遅延に起因して生じた地域への影響を軽減するため、国の産業投資資金を原資とする既存の出資制度とは
異なる新たな枠組みとして、建設勘定から地域公共交通等勘定への資金の繰入れによる並行在来線事業者への出資が可能となったことを受けて、出資
を適法に実施するため、「出資等業務基準」及び「出資等実施要領」の改正を行うとともに、福井県並行在来線準備会社への出資に向けて、関係者から
なる「影響軽減連絡調整会議」で「引き続き検討」とされた項目について、関係者間で協議が難航する中、粘り強く調整を行い、諸課題を整理・解決した上
で、令和３年度内に出資の一部を適正に実行したことは、本件制度創設の経緯・目的に鑑みれば、高く評価できるものである。

都市鉄道融資業務においては、令和３年度に「北港テクノポート線整備事業」に対し、適切なリスク分析を行うとともに、契約条件等においても償還確
実性等を確保するように必要十分な調整を行い、第三者委員会の意見聴取を踏まえ貸付けを決定、建設事業の進捗に支障をきたすことなく年度末に貸
付けを実行したほか、令和２年度に貸付けを実施した「なにわ筋線整備事業」及び「北港テクノポート線整備事業」について、新型コロナウイルス感染症
拡大の影響が長期化するなかで、事業者へのヒアリングをはじめとする情報収集・分析を行い、第三者委員会への適切な報告を実施するなど適切なモ
ニタリングに努めるとともに、約定に沿った債権の確実な回収を行ったことは、年度計画に定めた目標を達成していると認められる。

以上を踏まえ、国における制度改正等の状況の変化に的確に対応し、上記の実績を上げたことは、中期計画における所期の目標を上回る成果と認
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

➢ 組織の見直し

「業務運営の抜本的な改善に関する命令を受けての改善措置について」に基づき、令和３年４月に大阪支社を廃止の上、新たに北陸新幹線建設局を
設置して、局長を福井市、副局長を小松市に配置するなど、地域密着型の組織として北陸新幹線の建設を担う体制を整備した。

さらに、機構では、今後も着実に事業を進めていくためには、機構の事業をとりまく大きな環境変化を的確にとらえ、業務プロセスの改善や組織・人事
体制など、機構の業務のあり方を根本から見直すことが必要と考え、「業務運営の抜本的な改善に関する命令を受けての改善措置について」の内容にと
どまらず、組織全体の改革を行うこととし、その具体的な行動計画として「鉄道・運輸機構改革プラン」を令和３年７月に策定し公表したところであるが、そ
の取組項目として「組織体制の見直し」を筆頭に掲げ、同プランが示す「組織横断的な視点に立って組織全体を取りまとめ、その方向性を決定していく部
署の設置」、「プロジェクトマネジメント体制の構築」、「鉄道建設に関わる組織の再編」、「本社・地方機関の一体感の醸成」等に沿って、経営企画部の暫
定設置（令和４年１月）、札幌市在勤の北海道新幹線統括役の設置（令和３年11月）、各鉄道建設プロジェクトの推進体制の明確化（令和３年７月）、地方
機関における現場体制の強化（随時）など、通常年１回の組織の見直しについて、年度の途中においても臨機応変かつ迅速に実施し、機動的な組織の
編成、運営の効率化等に積極的に取り組んだ。

以上を踏まえ、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ことからＡ評定とした。

➢ 資金調達

令和３年度も引き続きコロナ禍で通常の資金調達業務が制約される状況の中、ｗｅｂ会議や電話会議システムを積極的に活用した個別ＩＲを実施する
ともに、ｗｅｂセミナーに登壇し、ＳＤＧｓの掲げる目標に貢献する機構の取り組みを丁寧に説明することで投資家層の拡大を図り、環境や社会性に共感し
た97件という多くの投資家から機構債券への投資表明を新規に獲得するに至った。

また、令和３年度に発行したサステナビリティボンドが過去最高を含む高水準の需要倍率を獲得するとともに、財投機関では初めて全国47 都道府県
すべての地域の投資家から投資表明を獲得したほか、地方債との資金調達コストの比較において、スプレッドが前年度よりもさらに縮小する結果
（0.004％→0.001％）となるなど、機構が投資先としての魅力を向上させ、低コストで安定的な資金調達を実施し、多額の資金を必要とする鉄道建設、船
舶共有建造といった機構業務の質の向上に寄与していることが認められる。

以上を踏まえ、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

➢ 人事に関する計画

全国的に建設技術者不足が表面化する中、新規職員や即戦力となる社会人の採用、再雇用制度や事務所限定職員制度の活用、嘱託の採用により、
業務の実情に応じた必要な人材の確保に努めるとともに、鉄道プロジェクト推進のため、鉄道事業者や航空事業者等他機関からの出向者の受入れを強
化し（鉄道建設業務における鉄道事業者等からの出向者受入実績：令和２年度末36人→令和３年度末89人）、業務量の変動に応じた適切な人員配置を
行った。

また、令和３年７月に機構が策定・公表した「鉄道・運輸機構改革プラン」において、人事体制・人材育成の見直しを具体的な取組項目に掲げ、現状の
課題を整理した上で様々な意欲的な取組を実施した。

令和３年度から出向等のポストに関する社内公募制度を新たに実施するとともに、本社と地方機関を移動していく中で昇格させる従来の運用にとらわ
れず、本社の課長をそのまま部長に昇格させるなどの柔軟な人事運用を行うことで、意欲や能力のある職員を積極的に登用し、人員の重点配置の取組
を行った。

さらに、従来からの階層別研修及び専門別研修に加えて、国土交通省の協力を得て、国の公共工事等に関する国土交通大学校主催研修への機構
職員の参加を拡大し、人材育成の観点から研修の充実に取り組んだほか、従来は新卒職員を対象に実施してきたメンタリング制度について、令和３年12
月期より社会人採用者に対しても開始するなど、新規採用者に配慮する取組も行った。

以上を踏まえ、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ことからＡ評定とした。

➢ 内部統制の充実・強化

令和３年１月に国土交通大臣に報告した「業務運営の抜本的な改善に関する命令を受けての改善措置について」に基づき、令和３年４月に地域密着
型の組織として北陸新幹線建設局を設置して現場の業務執行体制を強化するとともに、工程管理・事業費管理のルール見直しにより本社においてリス
クを迅速に把握し、理事長を委員長とする事業総合管理委員会の場で工程と事業費を同時かつ総合的に審議するなど、業務改善命令を踏まえた機構
の体制及びガバナンスの強化の取組を確実に実施した。

さらに、機構では、「業務運営の抜本的な改善に関する命令を受けての改善措置について」の内容にとどまらず、機構がそれぞれの事業に組織の総
力をあげて効果的に取り組めるようにするための組織全体の改革を行うこととし、そのための具体的な行動計画として、「鉄道・運輸機構改革プラン」を令
和３年７月に策定・公表して、理事長のリーダーシップの下、業務改善の取組を強力に進めているところであり、本取組は、「独立行政法人の業務の適正
を確保するための体制等の整備」（平成26年11月28日総務省行政管理局長通知）に定められた内部統制の基本要素の充実・強化にもつながるものであ
る。

この機構改革プランの策定に当たっては、新理事長の改革への強い決意の下、地方機関を含む機構内の全部署を対象とした説明会を複数回にわた
り開催しており、全役職員に対して実施した意見募集では多数の意見が寄せられるなど、機構改革プランの策定過程そのものが、理事長のリーダーシッ
プの発揮と役職員間のコミュニケーションの活性化に寄与していることが見て取れる。また、機構改革における議論の過程や取組の成果を機構内に広く
情報発信するなど、現場を含む機構全体の改革機運の醸成・定着を図ってきたところである。
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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

令和３ 年７月に公表された機構改革プランには、「業務運営の抜本的な改善に関する命令を受けての改善措置について」で報告された、北陸新幹線
（金沢・敦賀間）の業務を確実に進めるための即時的な対応にとどまらず、社会で進む働き方改革やデジタル化の進展など、機構の事業を取り巻く大き
な環境変化を的確にとらえ、機構全体の業務プロセスの改善や組織・人事体制など機構の業務のあり方を根本から見直すべく、６つの具体的な取組
テーマ（「組織体制の見直し」「業務プロセスにおける生産性の向上」「入札契約制度・施工環境の改善」「人事体制・人材育成の見直し」「対外的な情報発
信力の強化」「働きやすい職場環境の構築」）を掲げ、テーマごとに責任者となる理事を置き、そのリーダーシップの下で取組を推進するタスクフォース体
制を構築して取組を推進してきた。その結果、プロジェクト毎に責任体制を明確化した形でのプロジェクトマネジメントの実施、新設した経営企画部による
組織横断的な総合調整の実施、機構業務改善提案窓口の運用による現場意見の反映、ＩＣＴ推進チームによる遠隔臨場等のＤＸ導入促進、民間の技術
力を事業マネジメントに活用する事業促進ＰＰＰの制度化、職員のモチベーションを高めるための社内公募制度の導入、業務改善に対する取組姿勢の人
事評価制度への反映、外部研修の実施による管理職の説明能力の向上、モバイルＰＣの大幅前倒し導入や新リモートアクセスシステムの導入によるテ
レワーク環境の改善など、多くの成果が現れているところである。

以上のとおり、令和３年度においては、新理事長のリーダーシップの下、機構改革プランの策定と実行を通じて、組織・人事体制の見直しやプロジェク
トマネジメント体制の構築による統制環境の整備、役職員のコミュニケーションの活性化や対外的な情報発信の強化の取組による情報伝達の改善、働き
やすい職場環境の構築に向けたＩＣＴ施策の検討・実施によるＩＣＴへの対応など、独立行政法人の内部統制を構成する基本的要素の改善が大きく進ん
だことが認められ、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ことからＡ評定とした。

➢ 広報・情報公開の推進

令和３年度は「鉄道・運輸機構改革プラン」の取組の一つとして「対外的な情報発信能力の強化」について組織として体系的に取り組み、理事ク
ラスが最終的に責任を持って的確に発信する体制としたほか、管理職等以上の約400名の役職員に対して部外専門講師による「コミュニケーショ
ン力向上研修」を実施し、機構自らが対外的な説明責任を果たす上での資料作成や説明方法の工夫など、役職員の説明能力の向上を図った。

ソーシャルメディアの活用による広報活動として、Ｙｏｕｔｕｂｅに青函トンネル等のアーカイブ映像（日本鉄道建設公団による工事記録映像）投稿
により積極的に情報発信した結果、令和３年度の平均視聴回数は約4.8万回と過年度の約3.4倍となったほか、新たな試みとして、機構職員による
現場リポートの直轄製作を行い、普段は目にすることのできない新幹線建設現場をありのままに紹介することで、機構の業務に対する理解促進を
図った。さらに、令和３年12月に機構の公式Ｔｗｉｔｔｅｒアカウントを開設し、Ｔｗｉｔｔｅｒで投稿予告を行った動画の視聴をきっかけとして、１日のＹｏｕｔｕｂ
ｅのチャンネル登録者数が過去最高値を記録するなど、複数ＳＮＳの連携による情報発信により効果的なＰＲ活動を行った。また、土木広報大賞
2021において、機構のＹｏｕｔｕｂｅによる広報活動が「準優秀部門賞」を受賞した。

そのほか、社会の関心が高いＳＤＧｓパンフレット（ＪＲＴＴサステナブック）を新たに製作・配布したり、ＪＲ各社と連携して新幹線の車内誌等に新
幹線建設工事に関する記事を掲載するなど、積極的かつ効果的な広報活動により鉄道・運輸機構の認知度向上や事業に対する理解促進を図っ
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

機構が鉄道建設等を円滑に進めるためには、機構の事業に対する自治体や地権者等の関係者の理解と協力が不可欠であり、また、新卒者や
優秀な人材の確保のためにも、機構の認知度の一層の向上が必要と考えられるところ、上記のとおり取組を強化して実績を上げたことは、中期計
画における所期の目標を上回る成果と認められることからＡ評定とした。
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第４期中期目標期間業務実績評価（見込評価）

総合評定
法人全体に対する評価

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階）

Ｂ：全体としておおむね中期目標における所期の目標を達成している
ものと認められる。

（評定に至った理由）
項目別評定は一部がＡであるものの、全体評定を引き上げるには至っ

ておらず、また業務の一部がＣであるものの、全体評定を引き下げるまで
には至っていないため、国土交通省の評価基準に基づきＢとした。

（法人全体の評価）

本中期目標期間においては、令和４年度末の完成・開業を目指していた
北陸新幹線（金沢・敦賀間）の工期遅延・事業費増嵩が令和２年度に判明し、
国土交通大臣から業務改善命令を発出する事態となったが、その後、同命
令に基づき改善措置を講じるとともに、令和３年７月に「鉄道・運輸機構改革
プラン」を策定してさらなる業務改善の取組を進めており、令和３年３月に変
更した中期目標に照らし、概ね適正に業務を遂行していると認められる。

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 ４項目 ３０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

本中期目標期間に受託業務として実施したえちぜん鉄道の高架化工事において、厳しい制約の中で機構の有する総合技術力を駆使し、受託当初の
計画から工期を５か月間短縮するとともに、建設工事費が高騰した時期に約７億円のコスト縮減を図った上で適切に事業を完了したことは、中期目標に
おける所期の目標を上回る成果として高く評価できるものである。

また、地方鉄道の災害復旧支援として、平成28年熊本地震で被災した南阿蘇鉄道の第一白川橋梁の復旧に係る技術支援業務等を実施し、引き続き
令和５年夏の全線営業再開に向けて、機構の技術力を活用した支援を行う予定である。

現在実施中の中央新幹線の受託工事についても、関係者との連携・調整を図りながら、非常口工事、橋りょう・高架橋工事及びトンネル工事を推進し
ている。

そのほか、地方公共団体、鉄道事業者等からの要請に対応して、調査業務、設計業務、技術協力支援業務を受託して適切に実施している。
機構の技術支援等については、鉄道事業者や地方公共団体からの要請に応じ、鉄道ホームドクター制度を活用した鉄道施設の保全・改修等に係る

技術支援、交通計画支援システム（ＧＲＡＰＥ）を活用した鉄道沿線の人口分布の分析等の支援、鉄道助成等に関する情報及び資料提供の支援を実施し、
これらの支援先に対するアンケート調査（５段階評価）の結果では、目標値を「平均 3.0以上」としているところ、令和３年度までの平均で3.9の評価を得て
いる。また、鉄道協会等の各種会議における技術情報等の提供や、地域鉄道事業者への施設の保全・改修に係るニーズを把握するためのヒアリングを
継続的に実施し、機構の技術支援に係る情報の収集・発信を行っている。

さらに、令和３年２月と及び令和４年３月に発生した福島県沖を震源とする地震において被害を受けた東北新幹線の復旧において、ＪＲ東日本に対して、
機構が北陸新幹線（金沢・敦賀間）の工事で準備していた電柱の資材提供を行い、早期復旧を支援した。

以上を踏まえ、難易度「高」としている本評価項目において、えちぜん鉄道高架化工事の工期短縮・コスト縮減を含む上記の実績を上げたことは、中期
目標における所期の目標を上回る成果であると認められることからＡ評定とした。

➢ 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

中期目標における定量的目標「140 隻以上」に対して、令和３年度までの業務実績において既に144 隻となり、特に令和２年度及び３年度はコロナ禍
による厳しい経営環境のなか、既に目標を達成できたことは評価できる。

以上のことから、令和４年度の予定も踏まえ中期目標における所期の目標を上回ることが見込まれることからＡ評価とした。
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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

➢ 地域公共交通出資及び貸付け

地域公共交通出資等業務については、令和３年４月１日に施行された「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する
法律」（令和３年法律第17号）において、整備新幹線の工期遅延に起因して並行在来線事業者に出資を行う場合に、当該出資に必要な資金を建設勘定
から地域公共交通等勘定に繰り入れる制度が創設されたことを受けて、福井県並行在来線準備会社への出資を実施した。当該出資は国の産業投資資
金を前提とする既存の出資制度とは異なる新たな枠組みによるものであることから、出資の実施に当たっては、実務的な課題の検討、必要な規定の整
備等を行う必要があったほか、制度創設の経緯から、関係者間の調整も難航が予想されるものであったが、機構において、こうした困難な業務に迅速・
的確に対応し、求められるタイミングで適切に出資を実施したことは、本件制度創設の経緯・目的に鑑みれば、高く評価できるものである。

令和２年11月27日に「持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一
部を改正する法律」（令和２年法律第36号）が施行されたことに伴い、同日、第４期中期目標が変更され、機構は地域公共交通出資等業務に加えて、都
市鉄道融資業務を行うことになったが、業務実施に必要な法令上の各種手続きや機構内の審査体制の構築、さらにコロナ禍という特殊な状況下におけ
る償還確実性の検証といった作業を早期に完了させた上で貸付を実行し、融資先の事業計画に支障をきたさないようにする必要があった。

こうした状況の中で、機構は、令和２年11月27日に中期目標の変更指示を受けた後、年末までに機構内の審査体制を構築し、また、コロナ禍という特
殊な状況下において、複数の貸付案件について償還確実性やリスクの再検証を含む審査を適正かつ効率的に実施し、令和３年３月28日に「なにわ筋線
整備事業」及び「北港テクノポート線整備事業」に関する貸付けを実行した。貸付け実施後においても、情報収集・分析を行い、第三者委員会への適切な
報告を実施するなど適切なモニタリングに努めるとともに、約定に沿った債権の確実な回収を行った。

以上を踏まえ、国における制度改正等の状況の変化に的確に対応し、上記の実績を上げたことは、中期目標における所期の目標を上回る成果と認め
られることからＡ評定とした。

➢ 資金調達

毎年度資金計画を策定し、短期資金及び長期資金の併用等による柔軟かつ効率的な資金調達を行うことにより、資金調達コストの抑制を図ったこと
に加え、令和元年１月にアジア初のプログラム認証を取得したサステナビリティファイナンスを活用して低利で安定的な資金調達を行い、日本のESG債市
場の拡大に貢献したとして（株）キャピタルアイが選出する「BEST DEALS OF 2019(財投機関債等部門)」を受賞したほか、令和２年４月に機構の格付け
がＡＡからＡＡ＋に15年ぶりに一段階引き上げられた。

また、コロナ禍で通常の資金調達業務が制約される状況の中、ｗｅｂ会議や電話会議システムを用いて積極的にＩＲ活動を実施するともに、ｗｅｂセミ
ナーに登壇し、ＳＤＧｓの掲げる目標に貢献する機構の取り組みを丁寧に説明することで投資家層の拡大を図り、令和３年度には財投機関で初めて全国
47都道府県すべての地域の投資家から投資表明を獲得するに至った。

このように、機構が自らの努力で投資先としての魅力を向上させ、低コストで安定的な資金調達を実施し、多額の資金を必要とする鉄道建設、船舶共
有建造といった機構業務の質の向上に寄与していることが認められ、中期計画における所期の目標を上回る成果が得られることが見込まれることから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）

Ｂ評定 ※過年度においてＣ又はＤ評定を受けていたものの、B評定を得た項目

➢ 整備新幹線整備事業の完成・開業年度目標の達成に向けた適切な 工程管理

整備新幹線整備事業については、令和２年に北陸新幹線（金沢・敦賀間）の工事における工期遅延・事業費増嵩が判明し、同年11月に国土交通省に
設置した「北陸新幹線の工程・事業費管理に関する検証委員会」において事実関係の検証を行った結果、機構における工程管理・事業費管理の体制や
ルール、沿線自治体等との情報共有のあり方に重大な課題が存在していることが明らかとなった。

このため、同年12月に国土交通大臣から機構に対して独立行政法人通則法に基づく「業務運営の抜本的な改善に関する命令」を発出し、①事業執行
体制の強化、②本社チェック機能の強化、③関係自治体等との情報共有の拡充を命じるとともに、令和３年３月に中期目標を変更し、北陸新幹線（金沢・
敦賀間）の完成・開業予定時期を再設定した上で、業務改善命令に基づき令和３年１月に機構が報告した「業務運営の抜本的な改善に関する命令を受
けての改善措置について」を確実に実施し、適切な工程・事業費管理を行うことを目標として指示したところである。

機構においては、業務改善命令を受けて、大阪支社の廃止及び北陸新幹線建設局の新設、本社における事業総合管理委員会の設置、沿線自治体
等との連絡調整会議の定期的な開催等の改善措置を講じるとともに、自らの手でさらなる改善の取組を進めるため、令和３年７月に「鉄道・運輸機構改
革プラン」を策定・公表して、業務・組織の抜本的な改革に取り組んでおり、組織の再編やプロジェクト毎の責任体制の明確化、入札契約制度の改善等、
プロジェクト実施体制の強化を図っている。

各線区の状況をみると、北陸新幹線（金沢・敦賀間）については、令和３年４月に設置した北陸新幹線建設局を通じて現場の情報を迅速かつ的確に把
握するとともに、課題やリスクを理事長ヘッドの事業総合管理委員会で総合的に審議しており、また、毎月、沿線自治体等との間で工程・事業費管理に関
する連絡会議等を開催して定期的・体系的な情報共有を行うなど、業務改善命令に基づく改善措置に沿って工程・事業費の管理を行っており、令和５年
度末の完成・開業に向けて事業が進捗している。

開業準備段階にある九州新幹線（武雄温泉・長崎間）については、土木工事・設備工事が計画どおりに進捗しており、ＪＲ九州が公表した令和４年９月
23日の開業に向けて、順調に推移している。

今後工事が本格化する北海道新幹線（新函館北斗・札幌間）については、土木工事の発注が進められるとともに、札幌車両基地においてＥＣＩ方式に
よる発注が行われるなど、機構改革プランに盛り込まれた工事を進捗させるための先進的な取組みがなされている一方、発生土受入地確保の難航に伴
うトンネルの掘削開始の遅れ、トンネル工事における地質状況等、工事実施計画認可時には必ずしも予見できなかった課題も発生している状況にあるが、
こうした状況については適宜関係者と現状やリスクを共有するとともに、現在、機構においてどのような工程短縮策が取れるのかを検討しているところで
あり、工事の状況を的確に把握して進捗を図るための取組が行われている。

以上のとおり、本中期目標期間中には北陸新幹線の工期遅延と事業費の増加が発生し、過年度の年度評価において本項目の評定をＤ評定やＣ評定
とした経緯はあるものの、業務改善命令に基づく措置と機構改革プランに基づくプロジェクト実施体制の強化により改善が図られており、機構における現
在の工程管理の状況は、令和３年３月に変更した中期目標に照らし、達成が見込まれる水準にあると評価できることからＢ評定とした。



11

主な評価項目について（Ａ評定の項目）

Ｂ評定 ※過年度においてＣ又はＤ評定を受けていたものの、B評定を得た項目

➢ 整備新幹線整備事業における適切な事業費の管理

整備新幹線整備事業については、令和２年に北陸新幹線（金沢・敦賀間）の工事における工期遅延・事業費増嵩が判明し、同年
11月に国土交通省に設置した「北陸新幹線の工程・事業費管理に関する検証委員会」において事実関係の検証を行った結果、機構における工程管

理・事業費管理の体制やルール、沿線自治体等との情報共有のあり方に重大な課題が存在していることが明らかとなった。
このため、同年12月に国土交通大臣から機構に対して独立行政法人通則法に基づく「業務運営の抜本的な改善に関する命令」を発出し、①事業執行

体制の強化、②本社チェック機能の強化、③関係自治体等との情報共有の拡充を命じるとともに、令和３年３月に中期目標を変更し、北陸新幹線（金沢・
敦賀間）の完成・開業予定時期を再設定した上で、業務改善命令に基づき令和３年１月に機構が報告した「業務運営の抜本的な改善に関する命令を受
けての改善措置について」を確実に実施し、適切な工程・事業費管理を行うことを目標として指示したところである。

機構においては、業務改善命令を受けて、大阪支社の廃止及び北陸新幹線建設局の新設、本社における事業総合管理委員会の設置、沿線自治体
等との連絡調整会議の定期的な開催等の改善措置を講じるとともに、自らの手でさらなる改善の取組を進めるため、令和３年７月に「鉄道・運輸機構改
革プラン」を策定・公表して、業務・組織の抜本的な改革に取り組んでおり、組織の再編やプロジェクト毎の責任体制の明確化、入札契約制度の改善等、
プロジェクト実施体制の強化を図っている。

各線区の状況をみると、北陸新幹線（金沢・敦賀間）については、令和３年４月に設置した北陸新幹線建設局を通じて現場の情報を迅速かつ的確に把
握するとともに、課題やリスクを理事長ヘッドの事業総合管理委員会で総合的に審議しており、また、毎月、沿線自治体等との間で工程・事業費管理に関
する連絡会議等を開催して定期的・体系的な情報共有を行うなど、業務改善命令に基づく改善措置に沿って工程・事業費の管理を行っており、認可額の
範囲内で事業が進捗している。

開業準備段階にある九州新幹線（武雄温泉・長崎間）については、土木工事・設備工事が計画どおりに進捗しており、JR 九州が公表した令和４年９月
23日の開業に向けて、認可額の範囲内で事業が順調に推移している。

今後工事が本格化する北海道新幹線（新函館北斗・札幌間）については、物価上昇や消費増税等のほか、発生土受入地確保の遅れに伴う掘削開始
の遅延や巨大な岩塊の出現によるトンネル掘削の一時中止などの課題が生じていることから、工程の精査とともに事業費についても精査を行っていると
ころ。

以上のとおり、本中期目標期間中には北陸新幹線の工期遅延と事業費の増加が発生し、過年度の年度評価において本項目の評定をＤ評定やＣ評定
とした経緯はあるものの、業務改善命令に基づく措置と機構改革プランに基づくプロジェクト実施体制の強化により改善が図られており、機構における現
在の事業費管理の状況は、令和３年３月に変更した中期目標に照らし、達成が見込まれる水準にあると評価できることからＢ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）

Ｂ評定 ※過年度においてＣ又はＤ評定を受けていたものの、B評定を得た項目

➢ 事業費の効率化

本中期目標期間中の令和２年11月に北陸新幹線（金沢・敦賀間）の工期遅延・事業費増嵩が判明し、整備新幹線整備事業費の増加が機構全体の事
業費の効率化の数値目標の達成に与える影響が懸念されたことから、過年度の年度評価においてはＣ評定としたことがあったものの、工程の精査と機
構全体におけるコスト縮減努力等により、中期目標における所期の目標を達成することが見込まれることからＢ評定とした。

➢ 内部統制の充実・強化

本中期目標期間中においては、北陸新幹線（金沢・敦賀間）の工期遅延・事業費増嵩問題に関連して、国土交通大臣から業務改善命令が発出される
に至り、中期目標の達成を阻害する要因（リスク）の把握・対応といった面での課題が明らかになったところであるが、令和３年１月に国土交通大臣に報
告した「業務運営の抜本的な改善に関する命令を受けての改善措置について」に基づき、令和３年４月に地域密着型の組織として北陸新幹線建設局を
設置して現場の業務執行体制を強化するとともに、工程管理・事業費管理のルールを見直しにより本社においてリスクを迅速に把握し、令和３年５月に
理事長を委員長とする事業総合管理委員会の場で工程と事業費を同時かつ総合的に審議するなど、業務改善命令を踏まえた機構の体制及びガバナン
スの強化の取組を確実に実施した。

さらに、機構では、「業務運営の抜本的な改善に関する命令を受けての改善措置について」の内容にとどまらず、機構がそれぞれの事業に組織の総
力をあげて効果的に取り組めるようにするための組織全体の改革を行うこととし、そのための具体的な行動計画として、「鉄道・運輸機構改革プラン」を令
和３年７月に策定・公表して、理事長のリーダーシップの下、業務改善の取組を強力に進めているところであり、本取組は、「独立行政法人の業務の適正
を確保するための体制等の整備」（平成26年11月28日総務省行政管理局長通知）に定められた内部統制の基本要素の充実・強化にもつながるものであ
る。

この機構改革プランの策定に当たっては、新理事長の改革への強い決意の下、地方機関を含む機構内の全部署を対象とした説明会を複数回にわた
り開催しており、全役職員に対して実施した意見募集では多数の意見が寄せられるなど、機構改革プランの策定過程そのものが、新理事長のリーダー
シップの発揮と役職員間のコミュニケーションの活性化に寄与していることが見て取れる。また、機構改革における議論の過程や取組の成果を機構内に
広く情報発信するなど、現場を含む機構全体の改革機運の醸成・定着を図ってきたところである。

令和３年７月に公表された機構改革プランには、「業務運営の抜本的な改善に関する命令を受けての改善措置について」で報告された、北陸新幹線
（金沢・敦賀間）の業務を確実に進めるための即時的な対応にとどまらず、社会で進む働き方改革やデジタル化の進展など、機構の事業を取り巻く大き
な環境変化を的確にとらえ、機構全体の業務プロセスの改善や組織・人事体制など機構の業務のあり方を根本から見直すべく、６つの具体的な取組
テーマ（「組織体制の見直し」「業務プロセスにおける生産性の向上」「入札契約制度・施工環境の改善」「人事体制・人材育成の見直し」「対外的な情報発
信力の強化」「働きやすい職場環境の構築」）を掲げ、テーマごとに責任者となる理事を置いて、責任者のリーダーシップの下で取組を推進するタスク
フォース体制を構築して取組を推進してきた。
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主な評価項目について（Ａ評定の項目）

Ｂ評定 ※過年度においてＣ又はＤ評定を受けていたものの、B評定を得た項目

その結果、プロジェクト毎に責任体制を明確化した形でのプロジェクトマネジメントの実施、新設した経営企画部による組織横断的な総合調整の実施、
機構業務改善提案窓口の運用による現場意見の反映、ＩＣＴ推進チームによる遠隔臨場等のＤＸ導入促進、民間の技術力を事業マネジメントに活用する
事業促進ＰＰＰの制度化、職員のモチベーションを高めるための社内公募制度の導入、業務改善に対する取組姿勢の人事評価制度への反映、外部研修
の実施による管理職の説明能力の向上、モバイルＰＣの大幅前倒し導入や新リモートアクセスシステムの導入によるテレワーク環境の改善など、多くの
成果が現れているところである。

このように、機構改革プランの策定と実行を通じて、組織・人事体制の見直しやプロジェクトマネジメント体制の構築による統制環境の整備、役職員の
コミュニケーションの活性化や対外的な情報発信の強化の取組による情報伝達の改善、働きやすい職場環境の構築に向けたＩＣＴ施策の検討・実施によ
るＩＣＴへの対応など、独立行政法人の内部統制を構成する基本的要素の改善が進んでいることが認められる。

また、理事長を委員長とし、全役員が参画する内部統制委員会において、入札談合等関与行為等の再発防止を含む「内部統制に係る取組計画」を
フォローアップすることで、内部統制の充実・強化に取り組んだ。

以上を踏まえ、今中期目標期間を通じた評価としては、北陸新幹線整備事業で明らかになった課題を踏まえ、現在進めている内部統制の充実・強化
の取組を継続することにより、中期目標における所期の目標を達成すると見込まれることからＢ評定とした。



Ⅱ．令和３年度決算概要
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令和３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 16,622 1,026 有価証券（譲渡性預金）の増 流動負債 3,368 144 1年以内償還予定債券の増

固定資産 69,452 1,941
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 73,838 2,647
新幹線建設のための財投借入による
増

法令に基づく引当金等 1,948 169
貸付線の賃貸収入と減価償却費の差
額調整による増

負債合計 79,154 2,960

資本金 517 2 出資金受入による増

資本剰余金 6,260 ▲2 津軽海峡線の減価償却による増

利益剰余金 143 8 当期総利益による増

純資産合計 6,920 7

資産合計 86,074 2,967 負債純資産合計 86,074 2,967

【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 3,580 ▲69 経常収益 3,580 ▲88

(うち鉄道施設譲渡原価) 654 11 繰上償還の増 (うち鉄道施設譲渡収入) 705 2 繰上償還の増

(うち減価償却費) 1,766 ▲33 経年による償却対象資産の減 (うち鉄道施設賃貸収入) 1,184 32 新幹線貸付料のうち固定資産税相当
額の増

(うち受託業務費) 49 ▲98 受託業務竣功の減 (うち受託業務収入） 49 ▲98 受託業務竣功の減

臨時損失 498 480 軌間可変技術調査費用減損による増 臨時利益 505 505 軌間可変技術調査費用減損による増

当期総利益 8 6

合　　計 4,085 417 合　　計 4,085 417

○貸借対照表については、整備新幹線等の建設の進捗による固定資産の増加及び財政投融資資金の一括調達による有価証券の増加によ
 　り、資産合計は前年度比２，９６７億円増加した。
○損益計算書については、前年度の中央新幹線受託業務の一部引渡しの反動により、受託業務収入及び受託業務費が減少した。
　 また、建設仮勘定に計上していた軌間可変技術調査費用について減損処理を行い、減損損失を臨時損失に、建設仮勘定見返補助金等戻
   入を臨時利益に計上した。

ポ イ ン ト
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令和３年度決算概要：②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 147 ▲24 受取手形・電子記録債権の減 流動負債 242 ▲17
1年以内償還予定債券の償還による
減

固定資産 2,053 13 建造中船舶の増加による建設仮勘定の増 固定負債 1,537 ▲10 財政融資資金借入金の償還による減

負債合計 1,779 ▲27

資本金 636 -

繰越欠損金 ▲214 ▲16 当期総利益による減

純資産合計 422 16

資産合計 2,201 ▲11 負債純資産合計 2,201 ▲11

【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 248 ▲6 経常収益 261 ▲8

(うち共有船舶減価償却費) 233 ▲5 共有船舶資産の減少による減 (うち船舶使用料収入) 256 ▲7 共有船舶資産の減少による減

(うち一般管理費) 9 0 (うち貸倒引当金戻入益) 1 ▲0 債権回収の進捗に伴う戻入

(うち財務費用) 4 ▲1 借入金利率低下による減
(うち船舶共有契約解除等損失引
当金戻入益) 2 2 一般債権貸倒実績率低下による戻入増

(うち雑益) 2 ▲3 延滞金収入等の減

臨時損失 1 ▲3 共有貨物船の減損処理 臨時利益 5 5 減損損失処理した旅客船の売却金の回収による増

当期総利益 16 6

合　　計 265 ▲3 合　　計 265 ▲3

○貸借対照表については、新規建造中船舶の増加による建設仮勘定の増加の一方、船舶使用料収受方法の変更に伴う
　 受取手形の減少により、資産合計は前年度比１１億円減少した。
　 また、当期総利益の計上により、繰越欠損金が前年度比１６億円減少し２１４億円となった。
○損益計算書については、共有船の満了や早期償還等が増加したことから船舶使用料収入が減少したものの、一般債権
   の貸倒実績率の低下による船舶共有契約解除等損失引当金の戻入や、前年度に減損損失を計上した旅客船の早期償
   還等に伴う臨時利益を計上したことにより、当期総利益は前年度比６億円増加して１６億円となった。

ポ イ ン ト
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令和３年度決算概要：③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 4 ▲15 内航総連への貸付金の減 流動負債 3 ▲15
内航総連への貸付終了に伴う借入
金の減

固定資産 1,207 47
都市鉄道融資額の増による貸付金
の増

固定負債 1,207 47
都市鉄道融資額の増による借入金
の増

負債合計 1,210 32

利益剰余金 0 ▲0 前中期目標期間繰越積立金取崩による減

純資産合計 0 ▲0

資産合計 1,210 32 負債純資産合計 1,210 32

【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 8 7 経常収益 8 7

(うち地域公共交通等業務費) 0 0 (うち運営費交付金収益) 1 0

(うち一般管理費) 1 0 (うち貸付金利息収入) 7 7
都市鉄道融資業務に係る利息収入
の平年度化増

(うち財務費用) 7 7
都市鉄道融資業務借入金利息の平
年度化増

(うち貸付管理費収入) 1 0

臨時損失 0 0 臨時利益 0 0

当期総利益 0 0 前中期目標期間繰越積立金取崩額 0 ▲0

合　　計 8 7 合　　計 8 7

○貸借対照表については、内航海運活性化融資業務の終了による貸付金の皆減の一方、都市鉄道事業者に対する貸付金
　 の増加により、資産合計は３２億円増加した。
○損益計算書については、都市鉄道融資業務の貸付金利息収入及び財務費用の増加により規模の増加はあったものの、
　 当期総利益は前年度と同規模となった。

ポ イ ン ト
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令和３年度決算概要：④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 9,793 ▲135 割賦債権の回収による減 流動負債 230 18 補助金未払金の増

固定資産 30,107 ▲154 他勘定長期貸付金の回収による減 固定負債 38,236 ▲231 他勘定長期借入金の返済による減

負債合計 38,466 ▲214

資本金 1 －
利益剰余金 1,433 ▲75
　 前中期目標期間繰越積立金 1 ▲0 取崩による減

　 機構法第18条第2項積立金 1,637 －
   当期未処理損失 ▲ 205 ▲75 当期総損失の計上

純資産合計 1,434 ▲75

資産合計 39,900 ▲289 負債純資産合計 39,900 ▲289

【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 2,078 ▲129 経常収益 2,002 ▲120
(うち鉄道施設譲渡原価) 103 6 元金回収の増（元利均等方式） (うち補助金等収益) 1,016 ▲119 予算の減

(うち新幹線交付金) 163 － (うち鉄道施設譲渡収入) 724 －
(うち鉄道整備助成費) 1,016 ▲119 予算の減

(うち財務費用) 791 ▲16 他勘定長期借入金の返済の進捗による減

臨時損失 0 0 臨時利益 0 0
前中期目標期間繰越積立金取崩額 0 ▲0

当期総損失 75 ▲9

合　　計 2,078 ▲129 合　　計 2,078 ▲129

○貸借対照表については、割賦債権及び建設勘定からの長期貸付金の回収により特例業務勘定への長期借入金の
　 返済が進捗したこと等により、合計は前年度比２８９億円の減少した。
○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を計上（令和元～４年度）したこと等の
   影響により、当期総損失７５億円を計上した。

ポ イ ン ト
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令和３年度決算概要：⑤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 7,898 3,323 有価証券(譲渡性預金)の増 流動負債 282 227
１年以内償還予定鉄道建設・運輸施
設整備支援機構債券の皆増

固定資産 10,672 ▲3,959
他勘定長期貸付金の元本回収による
減

固定負債 7,356 ▲877
共済年金追加費用引当金の取崩しに
よる減

負債合計 7,638 ▲650

利益剰余金 10,932 14 当期総利益による増

純資産合計 10,932 14

資産合計 18,570 ▲636 負債純資産合計 18,570 ▲636

【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 450 ▲263 経常収益 465 ▲194

(うち資産処分業務費） 12 ▲101 土壌汚染対策等引当金繰入の減
(うち共済年金追加費用
引当金戻入益)

14 ▲90 期末見直しによる減

(うち共済関係業務費) 13 1
(うち他勘定長期貸付金
利息)

433 ▲116 元本回収による減

(うち鉄道支援助成業務費) 318 ▲165 ＪＲ二島貨物に対する助成金の減

(うち財務費用) 95 0 機構債券の支払利息

臨時損失 0 0 臨時利益 0 0

当期総利益 14 14 当期総損失 0 ▲54

合　　計 465 ▲249 合　　計 465 ▲249

○貸借対照表については、共済年金追加費用引当金の減少、及び助成勘定からの長期貸付金の回収が進捗したこと
　 等により、合計で前年度比６３６億円減少した。
○損益計算書については、鉄道支援助成業務費の減少、及び助成勘定の長期貸付金利息が減少したこと等の影響に
　 より、当期総利益１４億円を計上した。

ポ イ ン ト
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令和３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 34,150 4,210 有価証券（譲渡性預金）の増 流動負債 3,810 391 1年以内償還予定債券の増

固定資産 108,564 1,693
整備新幹線事業の進捗による建設
仮勘定の増

固定負債 117,249 5,379
新幹線建設のための財投借入に
よる増

法令に基づく引当金等 1,948 169
貸付線の賃貸収入と減価償却費
の差額調整による増

負債合計 123,007 5,939

資本金 1,153 2 出資金受入による増

資本剰余金 6,258 ▲2 津軽海峡線の減価償却による増

利益剰余金 12,296 ▲36

純資産合計 19,707 ▲36

資産合計 142,715 5,903 負債純資産合計 142,715 5,903

【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 4,708 ▲218 経常収益 4,662 ▲159

(うち建設業務費) 3,498 ▲63 受託業務竣功の減 (うち鉄道施設譲渡収入) 1,266 2 繰上償還の増

(うち海事業務費) 236 ▲5
共有船舶資産の減少による減価償
却費減

(うち鉄道施設賃貸収入) 1,184 32
新幹線貸付料のうち固定資産税
相当額の増

(うち鉄道支援助成業務
費）

181 ▲172 ＪＲ二島貨物に対する助成金の減 (うち受託業務収入） 49 ▲98 受託業務竣功の減

(うち共済関係業務費) 13 1 (うち船舶使用料収入） 256 ▲7 共有船舶資産の減少による減

(うち資産処分業務費） 12 ▲101 土壌汚染対策等引当金繰入の減
(うち共済年金追加費用引
当金戻入益）

14 ▲90 期末見直しによる減

臨時損失 499 477
軌間可変技術調査費用減損による
増

臨時利益 510 510
軌間可変技術調査費用減損によ
る増

前中期目標期間繰越積立
金取崩額

0 ▲ 0

当期総利益 -     -     当期総損失 35 ▲92

合　　計 5,207 259 合　　計 5,207 259



Ⅲ．令和４年度資金調達計画
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令和４年度債券発行計画（一部実績を含む）

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



令和４年度民間借入金調達予定額

借入期間 資金使途 償還財源

４年
主要幹線及び大都市交通線等の
借換

鉄道事業者からの譲渡収入
及び貸付料収入

１０年 共有船舶の建造費 船舶事業者からの船舶使用料

21

サステナビリ
ティローン

（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。

3月 合計

政府保証無借入金（１年） 6.8億円程度 6.8億円程度

サステナビリティローン（4年） 232.2億円程度 232.2億円程度

サステナビリティローン（10年） 70億円程度 70億円程度

合 計 309億円程度 309億円程度

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
鉄道事業者からの譲渡収入

及び貸付料収入



令和４年度民間借入金の詳細条件

22

（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４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

償還方法 借入方式 調達勘定
期間

政府保証無借入金 3月 6.8億円程度 １年 - 半年賦元金均等 金利入札（絶対値） 建設

サステナビリティローン 3月
232.2億円程度 4年 1年 半年賦元金均等 ジェネラルシンジケーション 建設

70億円程度 10年 - 期限一括 ジェネラルシンジケーション 海事



Ⅳ．参考資料
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債券発行実績

直近では10年債が0.350%、 20年債が0.798%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）

24

＜サステナビリティローン＞

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

R元 42,640 R2.3.25 R2.3.27 4年 半年賦元金均等 1年 固定 TSR4年 みずほ銀行

２ 15,804 R3.2.25 R3.3.29 4年 半年賦元金均等 1年 固定 TSR3年 三井住友銀行

３
55,050 R3.11.26 R3.11.30 5年 期限一括 － 固定 TSR5年 三井住友銀行

10,101 R4.3.25 R4.3.29 4年 半年賦元金均等 1年 固定 TSR3年 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

R元 94 R2.3.19 R2.3.27 1年 期限一括 － 固定 4.00 4先 0.1500%

２ 587 R3.3.18 R3.3.29 1年 期限一括 － 固定 5.00 5先 0.0100%

３ 1,620 R4.3.18 R4.3.29 1年 期限一括 － 固定 6.00 6先 0.0010%

＜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）

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

※直近3回分実績を記載

３．短期借入金（政府保証無）

令和３年度及び令和４年度実績はありません。（令和４年10月７日現在）

２．海事勘定（政府保証無）

＜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

R2
20,000 R2.12.14 R2.12.16 10年 半年賦元金均等 1年 固定 TSR6年 みずほ銀行

14,000 R3.3.15 R3.3.17 10年 半年賦元金均等 1年 固定 TSR6年 三井住友銀行



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/

JRTTは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています


