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バリアフリー化に係る費用負担のあり方について
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エレベーター（段差解消） 障害者対応型トイレホームドア（転落防止） 視覚障害者誘導用ブロック

障害者対応
型トイレ ●●駅

鉄道駅のバリアフリー化設備
代表的な
設備

高齢者や障害者等、移動に困難を伴う方々へ移動可能な環境を提供するとともに、「どこでも、誰でも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインの考え方に基づき、
全ての利用者に使いやすい駅として必要な設備を整備。

バリアフリー化等に対する補助制度

【地域公共交通確保維持改善事業】

〈対象事業者〉 ＪＲ、民鉄

〈補助対象事業〉 ホームドア、 内方線付き点状
ブロックの整備の整備 等

〈補助率〉 １／３

国

鉄軌道事業者

地方自治体

1/3 （基本1/3）

【都市鉄道整備事業】

〈対象事業者〉 地下鉄事業者

〈補助対象事業〉 エレベーター、ホームドア、
障害者対応型トイレの整備 等

〈補助率〉 ３５％

鉄軌道事業者

35％

地方自治体

35％

29年度予算 214億円の内数

29年度予算 41億円の内数

【鉄道駅総合改善事業】 (次世代ステーション創造事業)

29年度予算 16億円の内数
国

鉄軌道事業者

地方自治体

1/3 1/3〈対象事業者〉 ＪＲ、民鉄

〈補助対象事業〉 駅改良と併せて行うバリアフリー
施設等の整備

〈補助率〉 １／３

国

【訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業】

鉄軌道事業者

1/3 （基本1/3）

国 地方自治体

29年度予算 85億円の内数

〈対象事業者〉 ＪＲ、民鉄

〈補助対象事業〉 エレベーター、スロープ、
ホームドア、障害者対応型
トイレの整備 等

〈補助率〉 １／３

(交通サービス利便向上促進等事業)(地域公共交通バリア解消促進等事業)

鉄道駅のバリアフリー化等への補助制度

サバイバル補助金（総政局）
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特例の概要

特例措置の内容

適用期限

【固定資産税・都市計画税】課税標準を５年間２／３に軽減

・鉄道事業者等によるホームドアシステム及びその設置に係る償却資産

（利用者数１０万人以上の駅を含む路線の駅）

（バリアフリー法上の基本構想に位置づけられた駅）

・鉄道事業者等によるエレベーター及びその設置に係る家屋及び償却資産

（１日あたり利用者数３千人以上の駅）

・平成３０年３月３１日まで

施策の背景

○ 公共交通機関のバリアフリー化については、施設等の整備・導入時に多大な費用がかかる上、取

得した施設等の維持管理にもコストがかかるところであるが、償却資産に対する固定資産税などを

減額することにより、施設等の取得に伴う負担が軽減されることから、施設等の整備・導入に対する

インセンティブになることが見込まれる。

鉄道駅のバリアフリー等に係る課税標準の特例措置

鉄道事業者等が駅のバリアフリー化により取得した償却資産に係わる課税標準に係る特例措置

（固定資産税、都市計画税）
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我が国の財政状況について

「（国・地方を合わせた）基礎的財政収支について、2020年度までに黒字化し、
同時に債務残高対ＧＤＰ比の安定的な引下げを目指す。」

財政健全化目標等

○債務残高（国・地方合計）対ＧＤＰ比は依然として高い
水準となる見通し

＜主要先進国の債務残高対ＧＤＰ比＞

骨太方針2017（経済財政運営と改革の基本方針 2017） （平成29年6月9日閣議決定）

＜国・地方の基礎的財政収支（対ＧＤＰ比＞

○基礎的財政収支（プライマリーバランス）は、政策的経費
が税収等を上回り赤字が継続。歳出の抑制が必要。

財務省ＨＰ（「日本の財政を考える」）より作成 3



出典： 我が国の財政事情（平成２８年１２月財務省主計局）

一般会計歳出の主要経費の推移

○急激な高齢化の進展を背景として、社会保障関連費は大きく増加。
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公共事業関係予算の推移

○公共事業関係予算（当初予算ベース）は、平成２８年度には平成９年度比約４０％減。
○このうち、鉄道局公共事業関係費は、平成１３年度から平成２９年度までの１６年間で約３０％減。
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整備新幹線整備事業費補助 鉄道局公共事業関係費

その他の公共事業関係費

（億円）

出典：「日本の財政関係資料」
（平成29年4月財務省）

公共事業関係予算の推移

鉄道局公共事業関係費の推移
※当初予算のみ
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総務省HPを基に作成

地方自治体の財政状況（目的別歳出決算額）

総務費：全般的な管理事務、財政・会計管理事務に要する費用等（鉄道事業者への補助を含む）
民生費：児童、高齢者、心身障害者等のための福祉施設の整備・運営・生活保護の実施等の費用
教育費：学校教育、社会教育などに使われる費用
土木費：道路、河川、住宅、公園など各種の公共施設の建設整備の費用
公債費：借入金の元金・利子などの支払いの費用

○社会保障費に関する費用を含む「民生費」が増大するなか、鉄道事業者への補助を含む「総務
費」については、横ばいとなっている。
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○経常収支比率（人件費等の経常的支出に地方税等の経常的収入を費やしている率）については、
H15以降漸増しその後横ばいであるが、高い比率となっており財政の硬直化傾向が見られる。

首都圏…茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
中部圏…岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
近畿圏…滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
九州圏…福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

総務省HPを基に作成

地方自治体の財政状況（経常収支比率）

【経常収支比率】 財政構造の弾力性を判断するための指標で、比率が高いほど財政の硬直化が進んでいることを表す。

経常収支比率＝ × 100

※１ 経常一般財源
地方税、普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源

※２ 経常的経費
人件費、扶助費（※）、公債費等、毎年度経常的に支出される経費
※社会保障制度の一環として地方公共団体が各種法令に基づいて実施する給付や、地方公共団体が単独で行っている各種扶助に係る経費。

経常的経費（※２）に充当された一般財源の額
経常一般財源（※１） ＋ 減収補填債特例分 ＋臨時財政対策債
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※１ 基準財政需要額
普通交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体が、合理的かつ妥当な水準における行政を行い、又は施設を維持するための財政需要を算定するもの。
単位費用（測定単位1当たり費用）× 測定単位（人口・面積等） × 補正係数（寒冷補正等）

※２ 基準財政収入額
普通交付税の算定に用いるもので、各地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の方法によって
算定するもの。 標準的な地方税収入×75/100＋地方揮発油譲与税等

○財政力指数（合理的に算出した各自治体の財政需要について標準的な税収入により賄える率）については
各地域において微増傾向にある。

○首都圏に比べ、西日本の財政力指数は低い傾向にある。

【財政力指数】 財政力指数が高いほど、普通交付税算定上の留保財源が多いことになり、財源に余裕があるといえる。

財政力指数
（３カ年平均）

首都圏…茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
中部圏…岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
近畿圏…滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
九州圏…福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

総務省HPを基に作成

地方自治体の財政状況（財政力指数）

基準財政収入額（※２）
＝

基準財政需要額（※１）
× 100
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新設費 維持費 更新費

エレベーター

エスカレーター

ホームドア

（億円）

（年度）

JR本州3社、大手民鉄16社、公営の
バリアフリー施設の新設・維持・更新費の推移と見通し（試算）

○H30年度以降は、維持・更新費に概ね600億円／年を要し、維持更新費だけでこれまでの整備費
に迫る規模となっている。

※各設備の新設、維持、更新費は、検討会参加事業者（6社）ヒアリングをもとに国土交通省にて概算。
※維持費は、新設をした翌年度に計上。更新費は、新設または更新後、更新周期を経過した年度に計上。
※エレベーター、エスカレーターのH12までの各年の設置基数は不明のため、その分の更新費はH30～37に平準化して計上。
※エレベーター、エスカレーターのH12～27の設置基数は、「移動等円滑化実績等報告書」に基づき計上。H28年度以降の設置基数は未計上。
※H29年度以降の設置駅数は第7回駅ホームにおける安全性向上のための検討会資料を基に計上。ホームドアのH29～32の新設費は、平準化して計上。H33以降の各
年の新設費は、H29～32の年間設置基数と同等の駅数で計上。

（参考） JR本州3社、大手民鉄16社、公営のバリアフリー施設の維持・更新費用の見通し（試算）
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バリアフリー化に関するステークホルダー

ステークホルダー バリアフリー化により想定される利益（仮定）

国

・高齢者の自立と社会参加による、健全で活力ある社会の実現※１

・障害の有無にかかわらず国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社
会」の実現※１

沿線自治体

・誰もが暮らしやすいまちづくりの実現
・住民の移動の安全性向上

・地域活性化、インバウンド利用促進、観光振興等による税収増等

鉄道事業者

・高齢者、障害者等の利用促進による受益
・安全、安定輸送によるサービスレベルの維持・向上
・企業価値・企業イメージの向上

沿線住民
沿線に立地する企業
沿線開発者等

・従業員の移動の円滑化による生産性向上（沿線企業）
・障害者の雇用促進※２

・アクセス性向上による来店者数の増加（沿線商業施設等）

当該駅利用者

当該路線利用者等

・高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活の確保※１
・移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上※１

※１ 「移動等円滑化の促進に関する基本方針」より
※２ 障害者雇用率制度
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ＣＳＲにおけるバリアフリー化の位置付け

○バリアフリー化の推進をＣＳＲに位置づけている企業は多いが、企業の社会的
責任として実施すべき範囲は限定される。

① 企業の社会的責任として当然に求められる範囲については、企業の責任において実施すべ

き。それを果たしていない場合、企業のリスク要因となる。

例：法令遵守、人権、安全衛生、環境汚染の防止（産業公害対策）等

② ①以外の範囲については、企業の経営戦略によることとなる。

例：地球環境問題への取組み（①以外）、バリアフリー、慈善事業等

○ 例えば、省エネ製品等については、「省エネ」を選択することによる節約効果等により、

消費者への訴求力が大きいことから、短期的に製品等の競争力の向上につながりやすい。

また、環境に特化したＩＳＯ14000シリーズが普及しているほか、ＩＳＯ26000（Ｃ

ＳＲのガイドライン）においても環境が一つの柱とされており、ＳＲＩ／ＥＳＧ投資市

場の中核をなしている。

○ 一方、鉄道事業におけるバリアフリー・ユニバーサルデザインの推進については、投資

コストが大きく、以下の理由等により、収益に繫がりづらい側面がある。

都市鉄道の各路線について、利用者による事業者の選択余地が小さいこと

ＩＳＯ26000における明確な位置づけはなく、ＳＲＩ／ＥＳＧ投資市場における要素

としては小さいと考えられること。

バリアフリー基本方針の目標範囲をはじめ、一定規模以上の公共施設のバリアフリーは

社会的要請となっており、企業価値の向上への寄与度は限定的な場合があると考えられ

ること。

CSRとして実施が求められる範囲の考え方(案)

②の具体例（省エネ/バリアフリー）
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（参考）ＩＳＯ２６０００の概要

● ISO26000における社会的責任の中核主題及び課題

●組織の責任には、（略）社会的弱者及び恵まれない人々に配
慮した製品及びサービスを設計することが含まれる。（消費
者課題の概要及び課題１関係）

●製品又はサービスのあらゆる使用段階及び使用条件の下で生
じる危険を明確化し、場合によっては特別に作られた製品及
びサービスを社会的弱者に提供する。（課題２関係）

●サービス提供対象を拡大し、全ての消費者の層に対して差別
なく同品質及び同レベルのサービスを提供する。
（課題６関係）

消費者課題（バリアフリーに関連すると考えられる部分）
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● 企業の社会的責任
「企業は、自社の利益の追求だけではなく、あらゆるステークホルダー（利害関係者）に

対して、責任ある行動をとるべきである」という考え方。

● ＳＲＩ同様、企業の「環境(E)、社会(Ｓ)、企業統治・ガバナンス(Ｇ)」に関する取組み
を考慮して投資する手法。
○ 2006年、国連環境計画（UNEP）主導により、投資決定プロセスにESG課題を組

み込むこと等を求めた「責任投資原則（ＰＲＩ：Principles for Responsible 
Investment Initiative）」が策定され、世界1241機関（うち日本からは29機関）が
署名（平成26年1月時点）

○ ＳＲＩ同様、ＥＳＧ投資ファンド等も設定されはじめている。

（参考）ＣＳＲを評価する株式市場

● 社会的責任投資
株式投資をする際に、企業の収益力や財務状況だけでなく、環境や社会に対してどの程

度貢献しているか、という観点で投資する手法。
○ 日本においても、ＳＲＩを重視して銘柄選択を行う投資信託（いわゆるエコファンド

等のＳＲＩファンド）の設定は増加傾向にあるが、海外に比べその規模は小さい。
○ ＳＲＩ投資の拡大に伴いＳＲＩ評価指数の設定、指数構成銘柄の公表がされている。

ＳＲＩ（Socially Responsible Investment）

ＣＳＲを評価する株式市場

（参照：日本証券業協会ＨＰ）

ＣＳＲ（Corporate Social Responsibility）

ＥＳＧ（Environment Social Governance）投資
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内部機能⇒環境保全対策に要したコストとその効果を評価すること。
外部機能⇒環境保全への取組を定量的に測定した結果を開示すること。

環境会計の取組みについて
※環境省ＨＰを参照し作成

事業活動における環境保全のためのコストとその活動により得た効果を可能な
限り貨幣単位、物量単位によって、定量的に把握、分析、公表する仕組み。

環境会計

・環境保全コストと効果に必ずしも正の
相関関係が成立しない。

・環境会計が誰に対して向けられた情報
であるか明確ではない。 等

課題

バリアフリーに対する投資コス
トとその効果の算出については、
貨幣単価等による定量的な把握
が課題と考えられる。

バリアフリーにおける活用について

内部機能と外部機能

※環境省ＨＰ
「平成27年度環境会計・自然資本会計のあり方に
関する課題等調査検討業務」に対する結果報告書
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沿線自治体の負担事例

○ 新線建設、新駅設置等、地域住民等の受益が比較的大きく、地域の強い要望を受けたものにつ
いて、沿線自治体が負担した事例がある。

①つくばエクスプレス（大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法）

（総事業費） ８，０８１億円

（負担者） 関係自治体（茨城県、つくば市、守谷市、つくばみらい市、埼玉県、八潮市、三郷市、
東京都、千代田区、荒川区、足立区、台東区、千葉県、柏市、流山市）

鉄道・運輸機構
（負担内容） 総事業費８，０８１億円のうち、８０％が機構及び沿線自治体の無利子貸付金（うち機構

４０％、沿線自治体計４０％）、１４％が沿線自治体の増資

②沿線自治体と連携した新駅設置（JR東日本 南武線 小田栄駅の例）

（負担者） 川崎市
（負担内容） 駅設置費用の約５０％を負担（川崎市の２７年度予算は２．７５億円）

15



特定の税収を鉄道整備に活用している例（仙台市）

仙台市では、法人市民税（法人税割）の超過課税を実施し、条例により超過課税収入の2分の1に相当する額を高速
鉄道建設基金へ積み立て。

また、平成28年度までは事業所税についても条例によりその2分の1に相当する額を都市鉄道整備基金へ積み立て。

○仙台市高速鉄道建設基金条例（昭和五五年仙台市条例第一号）※平成28年改正前
（設置）
第一条 高速鉄道の建設、運営及びこれに関連する事業に必要な資金を積み立てるため、高速鉄道建設基金(以下「基金」という。)を設置する。
（積立て）
第二条 毎年度基金として積み立てる額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。

一 法人の市民税の法人税割の収入額から地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十四条の四第一項に規定する標準税率により課
税した場合における収入見込額を控除した額の二分の一に相当する額

二 事業所税の収入額の二分の一に相当する額
三 前二号に定めるもののほか、予算で定める額の範囲内の額

・平成27年度積立額45億円、取崩額42億円、年度末残高505億円
・取崩額の主な使途：地下鉄建設に係る一般会計からの出資及び補助のために発行した市債の償還

仙台市高速鉄道建設基金

市民法人税
（均等割）

市民法人税
（法人税割）

事業所税
（資産割）

事業所税
（従業者割）

課税標準 法人税額 法人の規模
（資本金、従業員数）

事業所等の床面積 従業者給与総額

標準税率 年額５万円～300万円
※法人の規模に応じ９分類

9.7％ １㎡につき600円
※市内の事業所等の合計床面

積が1,000㎡以下の場合は非
課税

従業者給与総額の0.25％
※市内の合計従業者数が100

人以下の場合は非課税
超過税率 12.1％

※対象は資本金の額又は出
資金の額が1億円を超える
法人等

税収(H27) 超過課税収入はなし 36.5億円
※1 超過課税収入分
※2

53.5億円
（平成27年度決算額）

１／２を積み立て

※2 市民法人税の超過課税収入分及び
事業所税収入以外からの積立額は０と
仮定し、平成27年度の基金積立額45億
円を２倍した90億円から、事業所税収入
の53.5億円を引いて試算。
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（参考）鉄道整備基金の主な例

札幌市
地下高速鉄道基金

（昭和39年～）

さいたま市
高速鉄道東京7号線整備基金

（平成13年～）

仙台市
高速鉄道建設基金

（昭和55年～）

名古屋市
高速度鉄道建設積立基金

（平成元年～）

福岡市
高速鉄道建設基金

（昭和49年～）

神戸市
交通事業基金
（昭和50年～）

横浜市
都市交通基盤整備基金

（平成元年～）

練馬区
大江戸線延伸推進基金

（平成23年～）

大田区
新空港線整備資金積立基金

（平成24年～）

江東区
地下鉄８号線建設基金

（平成22年～）

○鉄道整備財源等確保のため、多くの都市で鉄道整備基金を設立（以下の図はその主な例）。

※仙台市においては、条例に規定された特定税目の収入を基金へ繰り入れている一方、その他の都
市では、毎年、都度予算で定める額を鉄道整備基金へ繰り入れ。

○なお、仙台市と同様の法人住民税（法人税割）の超過課税については、多くの都市で、広く都市基盤
整備財源に充てるという名目で実施。一方で、仙台市のようにその収入の使途（の一部）を鉄道整備
に特定している例は見当たらなかった。
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沿線住民・開発者等の負担事例

○ 地域住民等の受益が比較的大きいものについて、地域住民に負担を求めたり、宅地開発と一体
的に行われた新線建設等について、開発者に対して一定の負担を求めた事例がある。

②多摩ニュータウン線等（ニュータウン開発者負担制度）

（負担者） 開発者（東京都、日本住宅公団、東京都住宅供給公社）
（負担内容） 鉄道用地の素地価格での提供

京王相模原線と小田急多摩線を合わせた施工基面下工事費の半額負担等
京王相模原線・・・総事業費７２３億円のうち約60％の４３７億円を開発者が負担

（うち東京都約１５６億円、公団約２７１億円、公社約１０億円）
小田急多摩線・・・総事業費４２４億円のうち約３８％の１６２億円を開発者が負担

（うち東京都約５４億円、公団約１０４億円、公社約４億円）

③神戸市高速鉄道（宅地開発指導要綱）

（負担者） 須磨ニュータウン内駅の駅勢圏内で大規模開発を行う開発者
（負担内容） 国庫補助分を除いた用地費、施工基面下工事費等の一部又は全額負担

④沿線開発と合わせた新駅設置（東京メトロ日比谷線虎ノ門新駅の例）

（負担者） 都市再生機構（UR)等
（負担内容） 供用開始時までの事業費約１７０億円のうち、国庫補助分を除いた工事費等の全額負担

⑤沿線開発と合わせた既存駅の改良（東京メトロ日比谷駅等）

（負担者） 三井不動産
（負担内容） 日比谷線と千代田線の日比谷駅をつなぐバリアフリー同線と地下通路整備費を全額負担

①大阪市営地下鉄御堂筋線（旧都市計画法）

（負担者） 駅周辺（駅を中心とした半径360～720m以内）の住民等
（負担内容） 負担金

18



＜国の関与＞

出典：東京電力HLDGS㈱HP

①再生可能
エネルギー発
電設備の認
定（29.4以
降は再エネ事
業計画の認
定）

②買取価格と買
取期間の決定

③賦課金単価の
決定（毎年度）

③
②

①

④費用負担の調
整

④

調達価格等算定委員会の
意見を尊重して買取価格
買取期間を設定

・

再生可能エネルギーによる
電気を発電

再生可能エネルギー
による発電を事業として

実施される方

利用者の負担事例① 「再生可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT）」

• 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づき、再生可能エネルギーの普及促進を目的
とし、再生可能エネルギーで発電した電気を電力会社等が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度

• 電力会社等が買い取る費用の一部を電気利用者から料金と合わせて賦課金という形で徴収

19



○国民生活に不可欠な通信サービスである、加入電話等、第一種公衆電話（総務省の基準に基づき設置される公衆
電話）、緊急通報（110番、118番、119番）は、日本全国で提供されるべきサービスとして、基礎的電気通信役務（ユ
ニバーサルサービス）に位置づけられている。

制度概要

＜電話のユニバーサルサービスの提供義務＞
これらの電話のユニバーサルサービスは、NTT東西が、法令に基づき

日本全国であまねく提供する義務を負っており、高コスト地域を含む日本
全国で提供されている。

○ユニバーサルサービス交付金制度は、下図のように、『基礎的電気通信役務支援機関』が、適格電気通信事業者
（ＮＴＴ東西）のユニバーサルサービスの収支が赤字の場合、その赤字の一部について、総務大臣の認可を受けて
『負担対象事業者』から負担金を徴収し、『適格電気通信事業者』に交付金として交付する制度

＜負担対象事業者＞
NTT東西のユニバーサルサービス提供設備と

接続して電気通信サービスを提供することによ
り、受益している電気通信事業者（携帯電話事
業者、固定電話事業者、IP電話事業者）のうち、
下記の2つの要件を満たす事業者（2018年1月
4日現在、20社）。
①前年度の電気通信事業収益が10億円超であ
ること。

②総務大臣から電話番号の指定を受け、その
番号を最終利用者に付与していること。

負担対象事業者は、利用する電気通信番号
（電話番号）に応じて負担金を拠出。

※主な負担対象事業者
NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、NTT東日本、
NTT西日本 等

利用者の負担事例② 「電気通信におけるユニバーサルサービス交付金制度」
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利用者の負担事例③ 「空港ターミナルにおける旅客取扱施設使用料」

21

○航空旅客ターミナルビルの管理主体（空港ビル会社）が航空旅客の使用する諸施設（空
港内移動施設（動く歩道、エレベーター等）、フライト情報表示システム等）の新設又は大
規模改修（※）を行った場合、整備・運営の費用回収を目的とした原資とするため、空港ビ
ル会社が利用者（航空旅客）から施設使用料を徴収するものである。

なお、航空旅客から徴収する料金については国土交通大臣の上限認可を受け、料金設
定することが空港法により認められている。

※航空系事業（滑走路等）と非航空系事業（ターミナルビル等）の経営を一体的に行う空港特定運営
事業の公共施設等運営権を有する者については、新設又は大規模改修の場合に限られない。

※国土交通大臣は、認可にあたって、「能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加え
たものを超えないものであるかどうかを審査」することとなっている。（総括原価方式）

国内で導入している空港の例（国内線）

国内線 羽田空港
発着

成田空港
（1,2TB）発着

中部空港
発着

北九州空港
発着

大人 290円 440円 310円 100円

小人 140円 220円 150円 50円

※航空旅客ターミナル施設のバリアフリー化に対しては、国による補助がある。

利用料支払いスキーム

航空券購入の際に、航空会社が運賃と併せて旅客
から徴収し、空港ビル会社へ支払われる。

【上限認可の審査基準】
（「旅客取扱施設利用料の上限認可審査等取扱要領」より）

①対象施設の範囲－旅客取扱施設（コンコース、手荷物取扱施設、待合室、保
安検査場等旅客の共通の利用に供するもの）

②対象原価の範囲－①に関連する支払利息、減価償却費、租税公課、保険料、
徴収手数料、本社経費、修繕費、資本報酬、人件費、地代、光熱費、清掃費
等

③原価計算期間－原則として３年

【羽田空港の例】
第２ターミナルの供用開始（平成16年12月）及び第１ターミ
ナルのリニューアルを契機に、平成17年4月より導入。

空港ビル会社

指定空港機能施設事業者
(国土交通大臣指定）



羽田空港（導入時） ・平成17年4月～
・大人１００円、小人５０円

北九州空港 ・平成18年4月～
・大人１００円、小人５０円

航空会社等負担

平成16年10月8日国土交通省報道発表資料より 平成17年12月1日国土交通省報道発表資料より

旅客共用施設

出発・到着ロビー

ゲートラウンジ・コンコース

搭乗案内設備・動く歩道

バゲージクレイム 等

第1ビル既存 149.5億円

第1ビル改修 68.0億円

第2ビル新設 235.6億円

航空会社等負担

チェックインカウンター

バックオフィス

ボーディングブリッジ

事務所 等

ホテル

飲食店舗

物販店舗 等

利用者の負担事例③ 「空港ターミナルにおける旅客施設使用料」 ～事例～

各テナント負担旅客施設使用料 各テナント負担旅客施設使用料
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利用者の負担事例④ 「下水道における受益者負担金」

○公共下水道等の都市計画事業に係る受益者負担金は、事業の実施により特定地域の環
境が改善され、未整備地区に比べて利便性・快適性が著しく向上し、結果として、当該地
域の資産価値を増加させることから、都市計画法第75条（都市計画事業としては行われな
い事業は、地方自治法第224条）の規定に基づき、自治体ごとに条例を定め、事業の実施

により著しい利益を受ける者に対して、その受ける利益の限度において事業費の一部を
負担させている。

受益者の範囲

原則として公共下水道により下水を排除できる地域（排水区域）内の土地の所有者
※当該土地に地上権等が設定されている場合、地上権者等

※排水区域が広大であるが故に区域全体の事業が終了するまでに相当の期間を要することが予想さ
れる場合、または地形等土地の状況によって建設費が異なることが予想される場合には、２以上の複
数の負担区に分割し、 各負担区ごとに負担金を算定している場合が多い。

※下水道法上、区域内の土地所有者等は下水道への接続義務が生じるが、受益者負担金は接続の実
態に関係なく賦課される。

受益者負担金を徴収するに当たっては、対象となる区域を定めて公示する必要がある。

賦課・徴収の手続き

負担金額の算出の考え方

受益者負担金総額

対象区域の総地積
× 当該受益者が所有する土地の面積＝負担金額 23



さいたま市の例

単位負担金額：73～810円／㎡
（負担区ごとに異なる）

○ S36年当時、戦前から受益者負担金を徴収していた豊橋、秋田、京都の３市に加え、福

井、函館、徳島、高知、盛岡、岡山、尼崎、仙台、倉敷、千葉の１１市で徴収されており、
その後大きく拡大した。（現在、下水道事業を行っている１４２８団体の９０％に相当する
1287団体で条例が制定・施行されている。 ）

○ 昭和40年当時、下水道の建設事業費に占める受益者負担金の割合は、１／６～１／１０
程度であり、現在は、建設財源の約３％。（平成２６年度。下水道協会調べ））

町田市の例

単位負担金額：260円／㎡

八王子市の例

単位負担金額：486円／㎡

国費, 32.3%

起債, 48.3%

受益者負担金, 

3.1%

都道府県費補助金, 

0.2% 一般市費等, 

16.1%

公共下水道建設費財源内訳

Ｈ２６年度：１兆２７８３億円

利用者の負担事例④ 「下水道における受益者負担金」 ～事例～
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利用者の負担事例⑤ 「道路整備財源」

○ 高速道路については、高速道路会社が借入金で新設・改築・修繕等を行い、日本高速道路保有・債

務返済機構を通じて、料金収入で上記にかかる債務及び管理費を賄うスキームとなっている。（一部
の高速道路は、新直轄方式（国＋地方の一般財源）で整備）。

○ その他の道路については、かつては特定財源（揮発油税、軽油引取税等）があったが、現在は、国＋
地方の一般財源により整備されている。

【高速道路の管理運営・建設スキーム】

※SA・PAについて
は、一部の例外を
除いて高速道路
会社が資産を保
有し、運営。

高速道路会社が社債や借入などにより建設用の資金を調達し、建設

完成後に高速道路資産と、建設用の債務を高速道路機構に引渡す

高速道路機構は高速道路資産を高速道路会社に貸し付け、高速道
路会社は利用料金を原資に貸付料を支払う

高速道路機構は貸付料を原資に債務を返済

事業主体 費用負担

高速道路（有料道路方式） 高速道路会社 高速道路会社（社債や借入などに
より調達し、利用料金により返済）

高速道路（新直轄方式） 国 国、都道府県（政令市）

国道（直轄・補助） 国・地方自治体 国、都道府県（政令市）

地方道（都道府県道・市町村道） 地方自治体（都道府県・市町村） 都道府県（政令市）、市町村
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◎ 新線開業に伴う多額の償却費等の費用増加に対応するため、当該路線の利用者に
対して基本運賃に加えて追加負担を求めることを目的として、現行の基本運賃の
上限額に「加算」するかたちで設定される上限運賃

（上限の範囲内で実施運賃を設定→減額は届出、廃止は報告→減額後の再増額は不可）

加算期間の考え方

新線に係る
総括原価

新線に係る
総収入

基
本
運
賃
収
入
の
一
部
と
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算
運
賃
収
入
に
よ
る
資
本
費
回
収
ま
で
設
定
可
能

■加算期間
新線区間の供用開始から、加算運賃収入と基本運賃収入の一定額の
充当により資本費の回収が完了するまで

■加算運賃の対象者 新線区間の利用者

■加算運賃設定時の審査（鉄道事業法に基づく上限認可）
○ 加算対象路線に特化して審査
○ 具体的には、基本運賃収入に加算運賃収入を加えた新線の総収入
が、人件費、経費、修繕費、減価償却費、事業報酬等の新線に係る総
括原価を超えないことを確認 （全体路線審査、ヤードスティック方式は行わない）

■協議等
運輸審議会への説明、消費者庁への協議

■目的・効果
○ 多額の償却費負担等が経営に与える影響を緩和
→ 収支改善効果、新線整備投資へのインセンティブ効果

○ 受益者と他の利用者との負担の公平性の確保
→ 路線全体の運賃値上げ回避、路線全体のサービス向上

■基本運賃収入からの回収額
基本運賃収入等で路線全体の運営がなされている中で生み出された利益についても、当該投下資本による寄
与があり回収に充当されているとの考え方に立って、鉄道事業の最終利益から基本運賃収入の全線に占める
加算区間の割合により按分して算出した加算区間部分の額を、基本運賃収入からの回収額とする。

利用者の負担事例⑥「鉄道の新線建設に係る加算運賃制度」
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利用者の負担事例⑥「加算運賃制度」 ～事例～

◎ 加算運賃は、現在14社20路線22区間で設定されており、鉄道事業者各社は設定した
加算運賃に係る情報（資本費コストの回収状況等）を公表している。

JR西日本

情報公表例 （各社HP公表資料より作成）

京王電鉄 相模原線（京王多摩川～橋本）

関西空港線（日根野～関西空港）

昭和54年1月設定 8キロまで
9～13キロ

14～16キロ
17～19キロ
20～22キロ

平成6年6月設定 日根野～関西空港（11.1キロ）
日根野～りんくうタウン（4.2キロ）
りんくうタウン～関西空港（6.9キロ）

240円 ＋ 220円 ＝ 460円
190円 ＋ 150円 ＝ 340円
200円 ＋ 170円 ＝ 370円

基本運賃 加算額 合計額

130円 ～ 160円 ＋10円 ＝ 140円 ～170円
160円 ～ 200円 ＋20円 ＝ 180円 ～ 220円
200円 ～ 240円 ＋40円 ＝ 240円 ～ 280円
240円 ＋60円 ＝ 300円
280円 ＋80円 ＝ 360円

基本運賃 加算額 合計額
（参考）現行運賃

（参考）現行運賃

【加算運賃に係る資本費コスト及び回収額】 (単位：百万円)

Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度

A 設備投資額 68,238 － － － － － 68,238

B 施設使用料・支払利子等 3,072 3,114 3,273 3,223 3,224 100,897

C 加算運賃収入 1,037 1,079 1,162 1,342 1,477 29,558

D 基本運賃収入からの回収額 13 23 30 80 91 618

年度末累計額による回収率 15.9% 16.3% 16.7% 17.2% 17.8% 17.8%

(C+D）/(A+B)×100

Ｈ28年度まで
の累計額

過去５ヶ年

年    度
Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度

7,234 13,033 15,676 37,330 43,954

全線 768,108 779,547 795,851 848,710 848,212

加算区間 1,411 1,405 1,535 1,816 1,751

比率 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%

加算区間に係る按分額（鉄道事業最終損益×基本運賃収入割合（損失の場合は０））

基本運賃からの回収額 13 23 30 80 91

基本運賃収入割合

鉄道事業最終損益

【加算運賃に係る資本費コスト及び回収額】 (単位：百万円)

Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度

A 設備投資額 86,544 － － － － － 86,544

B 施設使用料・支払利子等 281 246 245 235 220 41,190

C 加算運賃収入 2,179 2,255 2,236 2,301 2,335 62,994

D 基本運賃収入からの回収額 0 152 128 470 547 15,406

年度末累計額による回収率 79.4% 82.0% 84.5% 87.5% 90.6% 90.6%

(C+D）/(A+B)×100

過去５ヶ年 Ｈ28年度まで
の累計額年    度

Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度

-2,612 1,075 899 3,285 3,825

全線 75,551 76,046 76,046 78,012 78,882

加算区間 10,413 10,749 10,806 11,121 11,282

比率 13.8% 14.1% 14.2% 14.3% 14.3%

加算区間に係る按分額（鉄道事業最終損益×基本運賃収入割合（損失の場合は０））

基本運賃からの回収額 0 152 128 470 547

基本運賃収入割合

鉄道事業最終損益
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京王

		京王 ケイオウ

						【加算運賃に係る資本費コスト及び回収額】 カサン ウンチン カカ シホンヒ オヨ カイシュウガク												(単位：百万円) タンイ ヒャク マンエン

										過去５ヶ年 カコ ネン												Ｈ28年度までの累計額 ネンド ルイケイガク

						年    度 トシ ド				Ｈ24年度 ネンド		Ｈ25年度 ネンド		Ｈ26年度 ネンド		Ｈ27年度 ネンド		Ｈ28年度 ネンド

				A		設備投資額 セツビ トウシガク		86,544		－		－		－		－		－				86,544

				B		施設使用料・支払利子等 シセツ シヨウリョウ シハライ リシ トウ				281		246		245		235		220		41,190		41,190

				C		加算運賃収入 カサン ウンチン シュウニュウ				2,179		2,255		2,236		2,301		2,335				62,994

				D		基本運賃収入からの回収額 キホン ウンチン シュウニュウ カイシュウガク				0		152		128		470		547				15,406

						年度末累計額による回収率 ネンドマツ ルイケイガク カイシュウリツ				79.4%		82.0%		84.5%		87.5%		90.6%				90.6%

						(C+D）/(A+B)×100

										Ｈ24年度 ネンド		Ｈ25年度 ネンド		Ｈ26年度 ネンド		Ｈ27年度 ネンド		Ｈ28年度 ネンド

						鉄道事業最終損益 テツドウ ジギョウ サイシュウ ソンエキ				-2,612		1,075		899		3,285		3,825

						基本運賃収入割合 キホン ウンチン シュウニュウ ワリアイ		全線 ゼンセン		75,551		76,046		76,046		78,012		78,882

								加算区間 カサン クカン		10,413		10,749		10,806		11,121		11,282

								比率 ヒリツ		13.8%		14.1%		14.2%		14.3%		14.3%



						加算区間に係る按分額（鉄道事業最終損益×基本運賃収入割合（損失の場合は０）） カサン クカン カカ アンブン ガク テツドウ ジギョウ サイシュウ ソンエキ キホン ウンチン シュウニュウ ワリアイ ソンシツ バアイ

						基本運賃からの回収額 キホン ウンチン カイシュウガク				0		152		128		470		547





ＪＲ西日本

		ＪＲ西日本 ニシ

						【加算運賃に係る資本費コスト及び回収額】 カサン ウンチン カカ シホンヒ オヨ カイシュウガク												(単位：百万円) タンイ ヒャク マンエン

										過去５ヶ年 カコ ネン												Ｈ28年度までの累計額 ネンド ルイケイガク

						年    度 トシ ド				Ｈ24年度 ネンド		Ｈ25年度 ネンド		Ｈ26年度 ネンド		Ｈ27年度 ネンド		Ｈ28年度 ネンド

				A		設備投資額 セツビ トウシガク		68,238		－		－		－		－		－				68,238

				B		施設使用料・支払利子等 シセツ シヨウリョウ シハライ リシ トウ				3,072		3,114		3,273		3,223		3,224				100,897

				C		加算運賃収入 カサン ウンチン シュウニュウ				1,037		1,079		1,162		1,342		1,477				29,558

				D		基本運賃収入からの回収額 キホン ウンチン シュウニュウ カイシュウガク				13		23		30		80		91				618

						年度末累計額による回収率 ネンドマツ ルイケイガク カイシュウリツ				15.9%		16.3%		16.7%		17.2%		17.8%				17.8%

						(C+D）/(A+B)×100

										Ｈ24年度 ネンド		Ｈ25年度 ネンド		Ｈ26年度 ネンド		Ｈ27年度 ネンド		Ｈ28年度 ネンド

						鉄道事業最終損益 テツドウ ジギョウ サイシュウ ソンエキ				7,234		13,033		15,676		37,330		43,954

						基本運賃収入割合 キホン ウンチン シュウニュウ ワリアイ		全線 ゼンセン		768,108		779,547		795,851		848,710		848,212

								加算区間 カサン クカン		1,411		1,405		1,535		1,816		1,751

								比率 ヒリツ		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%



						加算区間に係る按分額（鉄道事業最終損益×基本運賃収入割合（損失の場合は０）） カサン クカン カカ アンブン ガク テツドウ ジギョウ サイシュウ ソンエキ キホン ウンチン シュウニュウ ワリアイ ソンシツ バアイ

						基本運賃からの回収額 キホン ウンチン カイシュウガク				13		23		30		80		91
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				D		基本運賃収入からの回収額 キホン ウンチン シュウニュウ カイシュウガク				0		152		128		470		547				15,406

						年度末累計額による回収率 ネンドマツ ルイケイガク カイシュウリツ				79.4%		82.0%		84.5%		87.5%		90.6%				90.6%

						(C+D）/(A+B)×100

										Ｈ24年度 ネンド		Ｈ25年度 ネンド		Ｈ26年度 ネンド		Ｈ27年度 ネンド		Ｈ28年度 ネンド

						鉄道事業最終損益 テツドウ ジギョウ サイシュウ ソンエキ				-2,612		1,075		899		3,285		3,825

						基本運賃収入割合 キホン ウンチン シュウニュウ ワリアイ		全線 ゼンセン		75,551		76,046		76,046		78,012		78,882

								加算区間 カサン クカン		10,413		10,749		10,806		11,121		11,282

								比率 ヒリツ		13.8%		14.1%		14.2%		14.3%		14.3%



						加算区間に係る按分額（鉄道事業最終損益×基本運賃収入割合（損失の場合は０）） カサン クカン カカ アンブン ガク テツドウ ジギョウ サイシュウ ソンエキ キホン ウンチン シュウニュウ ワリアイ ソンシツ バアイ
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										Ｈ24年度 ネンド		Ｈ25年度 ネンド		Ｈ26年度 ネンド		Ｈ27年度 ネンド		Ｈ28年度 ネンド
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						鉄道事業最終損益 テツドウ ジギョウ サイシュウ ソンエキ				-2,612		1,075		899		3,285		3,825

						基本運賃収入割合 キホン ウンチン シュウニュウ ワリアイ		全線 ゼンセン		75,551		76,046		76,046		78,012		78,882

								加算区間 カサン クカン		10,413		10,749		10,806		11,121		11,282

								比率 ヒリツ		13.8%		14.1%		14.2%		14.3%		14.3%



						加算区間に係る按分額（鉄道事業最終損益×基本運賃収入割合（損失の場合は０）） カサン クカン カカ アンブン ガク テツドウ ジギョウ サイシュウ ソンエキ キホン ウンチン シュウニュウ ワリアイ ソンシツ バアイ

						基本運賃からの回収額 キホン ウンチン カイシュウガク				0		152		128		470		547





ＪＲ西日本

		ＪＲ西日本 ニシ

						【加算運賃に係る資本費コスト及び回収額】 カサン ウンチン カカ シホンヒ オヨ カイシュウガク												(単位：百万円) タンイ ヒャク マンエン

										過去５ヶ年 カコ ネン												Ｈ28年度までの累計額 ネンド ルイケイガク

						年    度 トシ ド				Ｈ24年度 ネンド		Ｈ25年度 ネンド		Ｈ26年度 ネンド		Ｈ27年度 ネンド		Ｈ28年度 ネンド

				A		設備投資額 セツビ トウシガク		68,238		－		－		－		－		－				68,238

				B		施設使用料・支払利子等 シセツ シヨウリョウ シハライ リシ トウ				3,072		3,114		3,273		3,223		3,224				100,897

				C		加算運賃収入 カサン ウンチン シュウニュウ				1,037		1,079		1,162		1,342		1,477				29,558

				D		基本運賃収入からの回収額 キホン ウンチン シュウニュウ カイシュウガク				13		23		30		80		91				618

						年度末累計額による回収率 ネンドマツ ルイケイガク カイシュウリツ				15.9%		16.3%		16.7%		17.2%		17.8%				17.8%

						(C+D）/(A+B)×100

										Ｈ24年度 ネンド		Ｈ25年度 ネンド		Ｈ26年度 ネンド		Ｈ27年度 ネンド		Ｈ28年度 ネンド

						鉄道事業最終損益 テツドウ ジギョウ サイシュウ ソンエキ				7,234		13,033		15,676		37,330		43,954

						基本運賃収入割合 キホン ウンチン シュウニュウ ワリアイ		全線 ゼンセン		768,108		779,547		795,851		848,710		848,212

								加算区間 カサン クカン		1,411		1,405		1,535		1,816		1,751

								比率 ヒリツ		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%



						加算区間に係る按分額（鉄道事業最終損益×基本運賃収入割合（損失の場合は０）） カサン クカン カカ アンブン ガク テツドウ ジギョウ サイシュウ ソンエキ キホン ウンチン シュウニュウ ワリアイ ソンシツ バアイ

						基本運賃からの回収額 キホン ウンチン カイシュウガク				13		23		30		80		91






京王

		京王 ケイオウ

						【加算運賃に係る資本費コスト及び回収額】 カサン ウンチン カカ シホンヒ オヨ カイシュウガク												(単位：百万円) タンイ ヒャク マンエン

										過去５ヶ年 カコ ネン												Ｈ28年度までの累計額 ネンド ルイケイガク

						年    度 トシ ド				Ｈ24年度 ネンド		Ｈ25年度 ネンド		Ｈ26年度 ネンド		Ｈ27年度 ネンド		Ｈ28年度 ネンド

				A		設備投資額 セツビ トウシガク		86,544		－		－		－		－		－				86,544

				B		施設使用料・支払利子等 シセツ シヨウリョウ シハライ リシ トウ				281		246		245		235		220		41,190		41,190

				C		加算運賃収入 カサン ウンチン シュウニュウ				2,179		2,255		2,236		2,301		2,335				62,994

				D		基本運賃収入からの回収額 キホン ウンチン シュウニュウ カイシュウガク				0		152		128		470		547				15,406

						年度末累計額による回収率 ネンドマツ ルイケイガク カイシュウリツ				79.4%		82.0%		84.5%		87.5%		90.6%				90.6%

						(C+D）/(A+B)×100

										Ｈ24年度 ネンド		Ｈ25年度 ネンド		Ｈ26年度 ネンド		Ｈ27年度 ネンド		Ｈ28年度 ネンド

						鉄道事業最終損益 テツドウ ジギョウ サイシュウ ソンエキ				-2,612		1,075		899		3,285		3,825

						基本運賃収入割合 キホン ウンチン シュウニュウ ワリアイ		全線 ゼンセン		75,551		76,046		76,046		78,012		78,882

								加算区間 カサン クカン		10,413		10,749		10,806		11,121		11,282

								比率 ヒリツ		13.8%		14.1%		14.2%		14.3%		14.3%



						加算区間に係る按分額（鉄道事業最終損益×基本運賃収入割合（損失の場合は０）） カサン クカン カカ アンブン ガク テツドウ ジギョウ サイシュウ ソンエキ キホン ウンチン シュウニュウ ワリアイ ソンシツ バアイ

						基本運賃からの回収額 キホン ウンチン カイシュウガク				0		152		128		470		547





ＪＲ西日本

		ＪＲ西日本 ニシ

						【加算運賃に係る資本費コスト及び回収額】 カサン ウンチン カカ シホンヒ オヨ カイシュウガク												(単位：百万円) タンイ ヒャク マンエン

										過去５ヶ年 カコ ネン												Ｈ28年度までの累計額 ネンド ルイケイガク

						年    度 トシ ド				Ｈ24年度 ネンド		Ｈ25年度 ネンド		Ｈ26年度 ネンド		Ｈ27年度 ネンド		Ｈ28年度 ネンド

				A		設備投資額 セツビ トウシガク		68,238		－		－		－		－		－				68,238

				B		施設使用料・支払利子等 シセツ シヨウリョウ シハライ リシ トウ				3,072		3,114		3,273		3,223		3,224				100,897

				C		加算運賃収入 カサン ウンチン シュウニュウ				1,037		1,079		1,162		1,342		1,477				29,558

				D		基本運賃収入からの回収額 キホン ウンチン シュウニュウ カイシュウガク				13		23		30		80		91				618

						年度末累計額による回収率 ネンドマツ ルイケイガク カイシュウリツ				15.9%		16.3%		16.7%		17.2%		17.8%				17.8%

						(C+D）/(A+B)×100

										Ｈ24年度 ネンド		Ｈ25年度 ネンド		Ｈ26年度 ネンド		Ｈ27年度 ネンド		Ｈ28年度 ネンド

						鉄道事業最終損益 テツドウ ジギョウ サイシュウ ソンエキ				7,234		13,033		15,676		37,330		43,954

						基本運賃収入割合 キホン ウンチン シュウニュウ ワリアイ		全線 ゼンセン		768,108		779,547		795,851		848,710		848,212

								加算区間 カサン クカン		1,411		1,405		1,535		1,816		1,751

								比率 ヒリツ		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%



						加算区間に係る按分額（鉄道事業最終損益×基本運賃収入割合（損失の場合は０）） カサン クカン カカ アンブン ガク テツドウ ジギョウ サイシュウ ソンエキ キホン ウンチン シュウニュウ ワリアイ ソンシツ バアイ

						基本運賃からの回収額 キホン ウンチン カイシュウガク				13		23		30		80		91







特定都市鉄道整備積立金制度は、鉄道事業者が運賃に上乗せした資金を特定都市鉄道整備事業に充当することにより、負担を長期にわたり
平準化し及びその負担を軽減することができ、供用開始後における急激な運賃上昇を回避することを目的とするものである。

※丸数字は、手続きの流れを示す。

特定都市鉄道整備積立金
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認
可
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認
可

③
積
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て

⑦
完
成
後

準
備
金
取
崩
し

特定都市鉄道整備積立金制度
・特定都市鉄道整備事業の工事費を、あらかじめ運賃に上乗せすること
により、利子のかからない自己資金の充当が可能となる。

⑤
工
事
費

に
充
当

やむを得ない
場合には延長

都市鉄道の
・新線建設工事
・複々線化工事
・大規模改良工事
（規模は前年度旅

客運送収入相当
以上） 等

期間１０年

特定都市鉄道
整備事業計画

増収分積立割
合10%以下

上乗せ
運賃

④取り戻し

利子のかからない
自己資金の調達

指定法人
（積立金の管理）

特定都市鉄道整備準備金

積立限度額：認定工事費の1/2

※積立金を会計上準備金として
積み立て、完成後取崩し

○

特定都市鉄道整備工事概略図(29.7現在)

逆井

六実

新鎌ヶ谷

蒲田

横浜

大岡山多摩川

二子玉川

溝の口

和泉多摩川

東北沢

吉祥寺

新 宿

渋谷

目黒
品川

東京 船橋

馬込沢

柏

北千住

竹ノ塚

北越谷

曳舟

押上

春日部

岩槻

大宮

小川町

森林公園

石神井公園

新桜台

池袋練馬
桜台

日吉

京王八王子

目黒線目黒～多摩川間改良
工事及び東横線多摩川～日
吉間複々線化工事大井町線大井町～二子玉川間

改良工事及び田園都市線二子
玉川～溝の口間複々線化工事

東上線輸送力増強工事

伊勢崎線１１号線
直通化工事

野田線複線化工事

東横線渋谷～横浜間
改良工事

○凡 例

※朱書きの事業は工事実施中

東武東上線

東武野田線

東武伊勢崎線

西武池袋線

小田急小田原線

京王線

東急東横線

東急大井町線
大井町

成増

川越
市

（新信号所）

東急田園都市線

小田原線東北沢～
和泉多摩川間
複々線化工事

伊勢崎線竹ノ塚～北越谷間
複々線化工事及び北千住駅
改良工事

上野

赤
羽

複々線化工事

複線化工事

改良工事等

昭和６２年認定工事

平成 ７年認定工事

平成１７年認定工事

京王井の頭線

井の頭線車両大型化工事

京王線長編成化工事

池袋線桜台（新桜台）～石神井
公園間複々線化工事

梅ヶ丘～東北沢間地下化

和光市

東急目黒線

利用者の負担事例⑦「特定都市鉄道整備積立金制度」
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特
特
制
度
な
し

特
特
制
度
あ
り

②借入金の圧縮による利子負担の軽減に
より、運賃を通じて利用者の負担も軽減

工事開始

工事開始前の
運賃

特々制度を活用した場
合の供用開始後の運賃

１００円

積立金を取り崩し減価償却費と相殺

１５０円

１５０円

供用開始までの運賃の上乗せ分＝積立金
※事業者の総運賃収入の１／１０まで、工事費の１／２まで。

工事開始

１００円

供用開始

工事開始前の
運賃

１００円

供用開始後の運賃

２００円

借入金だけで工事をした場合急激な
運賃上昇を回避することは困難。

工事中の運賃

借入金

供用開始後加算

準備金を取崩し益金算入（１/１０ずつ１０年間）

※工事期間：原則１０年（やむを得ない場合には延長）

③積立金とその利息に対する
課税の繰り延べ（Ｈ１７まで）

＝減価償却費発生開始、資本費が増大

借入金
新線建設：新線の利用が
想定される既存路線の利
用者
その他複々線工事等 ：
現在の当該区間利用者等

上乗せの対象者

特特制度のねらい

①供用開始後の巨額の減価償却費を、積立金取り
崩しにより相殺し、長期にわたり負担を平準化

工事費に充当して借入金を圧縮

借入金金利分減少

借入金金利分

供用開始 ＝減価償却費発生開始、資本費が増大

決算上、積立金を準
備金として損金算入

減価償却費

利用者の負担事例⑦「特定都市鉄道整備積立金制度」 ～制度の仕組み～
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東急電鉄 昭和62年12月28日認定計画

【認定概要】

１．東横線日吉～多摩川間（4.8キロ）を複々線化し、目蒲線多摩川～目黒間（7.8キロ）を改良し、
東横線からの直通運転（目黒線）を可能とする。

２．目黒駅で、地下鉄6号線（都営三田線）、7号線（メトロ南北線）との相互直通運転を行う。
３．その他車両整備、車庫の改良を行う。

（単位：百万円）

Ｓ６２ Ｓ６３ H元 Ｈ２ Ｈ３ Ｈ４ Ｈ５ Ｈ６ Ｈ７ Ｈ８ Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１～２０ 累計額

工事費 3,427 4,934 10,620 14,851 20,880 25,204 28,944 26,763 21,377 18,455 13,403 14,678 89,557 293,106

積立額 3,194 3,847 3,950 4,166 4,588 4,577 4,564 7,259 9,734 7,193 53,072

工事費へ

の充当額 1,354 3,821 3,926 3,996 4,476 4,572 4,574 4,908 9,506 9,715 2,315 53,163

Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ 累計

取崩額 5,307 5,307 5,307 5,307 5,307 5,307 5,307 5,307 5,307 5,307 53,072

※ 端数処理の関係で累計額が合わない場合
がある。

※ 積立金の利息分が工事費に充当されてい
ることから、充当額が積立額を上回っている。

（加算額：１０円、認定工事費：２，１０８億円、H9竣工、工事実績（S62～H20）：２，９３１億円）

田園調布－渋谷間につい
ては、工事区間ではないが、
複々線化工事等の完成、地
下鉄との相互直通運転化等
によって横浜方面からの旅
客が目黒線に分散され、当
該区間における混雑緩和等
の効果が見込まれたことか
ら、加算運賃が設定された。

利用者の負担事例⑦「特定都市鉄道整備積立金制度」 ～事例～
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実績＆進捗率（６２年）

				工　事　実　績　及　び　進　捗　状　況

				（平成２１年度実績） ドジッセキ

				〔昭和６２年１２月２８日認定計画〕								（単位：百万円）

				事業者名		工　　事　　名		認定工事費		平成20年度末までの実績 ヘイセイネンドスエジッセキ		平成21年度
の実績 ジッセキ		累　　計

				東　　武		伊勢崎線		62,013		78,815		0		78,815

						　　複々線化工事				127.1%		0.0%		127.1%

						北千住駅		21,956		35,466		0		35,466

						　　改良工事				161.5%		0.0%		161.5%

						計		83,969		114,281		0		114,281

										136.1%		0.0%		136.1%

				西　　武		池袋線		92,490		141,323		0		141,323

						　　複々線化工事				152.8%		0.0%		152.8%

				京　　王		京王線		30,259		29,000		0		29,000

						　　長編成化工事				95.8%		0.0%		95.8%

						井の頭線		32,945		37,249		0		37,249

						　　車両大型化工事				113.1%		0.0%		113.1%

						計		63,204		66,249		0		66,249

										104.8%		0.0%		104.8%

				小 田 急		小田原線		256,342		252,764		6,910		259,674

						　　複々線化工事				98.6%		2.7%		101.3%

				東　　急		目黒線 メグロ		136,322		184,293		0		184,293

						　　改良工事				135.2%		0.0%		135.2%

						東横線		74,460		108,813		0		108,813

						　　複々線化工事				146.1%		0.0%		146.1%

						計		210,782		293,106		0		293,106

										139.1%		0.0%		139.1%

				合　　　　　　計				706,787		867,723		6,910		874,633

										122.8%		1.0%		123.7%

				注１．各欄下段の数値は、金額ベースの工事進捗率を示す。

				　２．西武新宿線複々線化計画は、平成７年３月20日付けをもって特定都市鉄道整備事業

				　　　計画から除外。

				　３．京王については、すべての工事を完了したため、平成９年度末現在の進捗状況。

				　４．東武については、すべての工事を完了したため、平成１３年度末現在の進捗状況。 トウブ

				　５．東急については、すべての工事を完了したため、平成２０年度末現在の進捗状況。 トウキュウコウジカンリョウヘイセイネンドマツゲンザイシンチョクジョウキョウ

				　６．事業計画（竣工年度）変更 ジギョウケイカクシュンコウネンドヘンコウ

				　　　　西　武（平成９年度→平成１３年度） ニシブヘイセイネンドヘイセイネンド

				　　　　小田急（平成９年度→平成１６年度） オダキュウヘイセイネンドヘイセイネンド





実績＆進捗率（７年）

				工　事　実　績　及　び　進　捗　状　況

				（平成２１年度実績）

				〔平成７年３月２０日認定計画〕								（単位：百万円）

				事業者名		工　　事　　名		認定工事費		平成20年度末までの実績		平成21年度
の実績		累　　計

										0		0

				東　　武		伊勢崎線		84,341		75,283		0		75,283

						　　11号線直通化工事				89.3%		0.0%		89.3%

						野田線		30,140		19,621		0		19,621

						　　複線化工事				65.1%		0.0%		65.1%

						東上線		16,444		13,397		0		13,397

						　　輸送力増強工事				81.5%		0.0%		81.5%

						計		130,925		108,301		0		108,301

										82.7%		0.0%		82.7%

				東　　急		大井町線		77,148		54,626		944		55,570

						　　改良工事				70.8%		1.2%		72.0%

						田園都市線		62,851		55,234		7,782		63,016

						　　複々線化工事				87.9%		12.4%		100.3%

						計		139,999		109,860		8,726		118,586

										78.5%		6.2%		84.7%

				合　　　　　　計				270,924		218,161		8,726		226,887

										80.5%		3.2%		83.7%

				注１．各欄下段の数値は、金額ベースの工事進捗率を示す。

				　２．東武伊勢崎線11号線直通化工事については、すべての工事を完了したため、平成１６
　　　年度末現在の進捗状況。 トウブイセサキセンゴウセンチョクツウカコウジコウジカンリョウ

				　３．東武東上線輸送力増強工事については、すべての工事を完了したため、平成１６年度
　　　末現在の進捗状況。 トウブトウジョウセンユソウリョクゾウキョウコウジ





実績＆進捗率（１７年）

				工　事　実　績　及　び　進　捗　状　況

				（平成２１年度実績）

				〔平成１７年２月１０日認定計画〕								（単位：百万円）

				事業者名		工　　事　　名		認定工事費		平成20年度末までの実績		平成21年度
の実績		累　　計

										0		0

				東　　急		東横線 トウヨコ		158,117		43,326		10,847		54,173

						　渋谷～横浜改良工事 シブヤヨコハマ				27.4%		6.9%		34.3%

						計		158,117		43,326		10,847		54,173

										27.4%		6.9%		34.3%

				合　　　　　　計				158,117		43,326		10,847		54,173

										27.4%		6.9%		34.3%

				注１．各欄下段の数値は、金額ベースの工事進捗率を示す。





工事実績（６２）

		昭和６２年認定計画　年度別工事実績 ケイカク

		（平成２１年度実績）

																																（単位：百万円）

		事業				62年度		63年度		元年度		２年度		３年度		４年度		５年度		６年度		７年度		８年度		９年度		10年度		11年度		12年度		13年度		14年度		15年度		16年度		17年度 ネンド		18年度 ネンド		19年度 ネンド		20年度 ネンド		21年度 ネンド		認　定

		者名																																																		工事費

		東		当該		34		1,243		3,604		8,621		8,270		12,438		14,652		18,031		18,809		18,707		4,140		1,231		1,851		2,336		314		－		－		－		－		－		－		－		－		83,969

				年度		0.0%		1.5%		4.3%		10.3%		9.8%		14.8%		17.4%		21.5%		22.4%		22.3%		4.9%		1.5%		2.2%		2.8%		0.4%		－		－		－		－		－		－		－		－		136.1%

		武		累計		34		1,277		4,881		13,502		21,772		34,210		48,862		66,893		85,702		104,409		108,549		109,780		111,631		113,967		114,281		－		－		－		－		－		－		－		－

		西		当該		4,135		7,512		5,133		7,299		11,234		8,268		8,470		18,451		4,660		9,803		35,717		4,804		5,037		4,296		5,391		1,113		－		－		－		－		－		－		－		92,490

				年度		4.5%		8.1%		5.5%		7.9%		12.1%		8.9%		9.2%		19.9%		5.0%		10.6%		38.6%		5.2%		5.4%		4.6%		5.8%		1.2%		－		－		－		－		－		－		－		152.8%

		武		累計		4,135		11,647		16,780		24,079		35,313		43,581		52,051		70,502		75,162		84,965		120,682		125,486		130,523		134,819		140,210		141,323		－		－		－		－		－		－		－

		京		当該		1,432		7,010		2,638		1,926		3,210		7,682		7,541		8,860		12,661		7,021		6,268		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		63,204

				年度		2.3%		11.1%		4.2%		3.0%		5.1%		12.2%		11.9%		14.0%		20.0%		11.1%		9.9%		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		104.8%

		王		累計		1,432		8,442		11,080		13,006		16,216		23,898		31,439		40,299		52,960		59,981		66,249		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－

		小		当該		7,751		20,419		14,225		18,425		20,418		22,440		20,662		8,055		10,954		13,582		10,599		9,855		7,315		8,703		8,262		9,385		10,575		8,010		4,747		5,588		6,209		6,742		6,910		256,342

		田		年度		3.0%		8.0%		5.5%		7.2%		8.0%		8.8%		8.1%		3.1%		4.3%		5.3%		4.1%		3.8%		2.9%		3.4%		3.2%		3.7%		4.1%		3.1%		1.9%		2.2%		2.4%		2.6%		2.7%		101.3%

		急		累計		7,751		28,170		42,395		60,820		81,238		103,678		124,340		132,395		143,349		156,931		167,530		177,385		184,700		193,403		201,665		211,050		221,625		229,635		234,382		239,970		246,179		252,764		259,674

		東		当該		3,427		4,934		10,620		14,851		20,880		25,204		28,944		26,763		21,377		18,455		13,403		14,678		21,554		9,196		6,674		5,011		6,910		6,440		9,418		9,905		5,228		9,221		0		210,782

				年度		1.6%		2.3%		5.0%		7.0%		9.9%		12.0%		13.7%		12.7%		10.1%		8.8%		6.4%		7.0%		10.2%		4.4%		3.2%		2.4%		3.3%		3.1%		4.5%		4.7%		2.5%		4.4%		0.0%		139.1%

		急		累計		3,427		8,361		18,981		33,832		54,712		79,916		108,860		135,623		157,000		175,455		188,858		203,535		225,089		234,285		240,959		245,970		252,880		259,320		268,738		278,643		283,871		293,106		293,106

		合		当該		16,779		41,118		36,220		51,122		64,012		76,032		80,269		80,160		68,461		67,568		70,127		30,568		35,757		24,531		20,641		15,509		17,485		14,450		14,165		15,493		11,437		15,963		6,910		706,787

				年度		2.4%		5.8%		5.1%		7.2%		9.1%		10.8%		11.4%		11.3%		9.7%		9.6%		9.9%		4.3%		5.1%		3.5%		2.9%		2.2%		2.5%		2.0%		2.0%		2.2%		1.6%		2.3%		1.0%		120.5%

		計		累計		16,779		57,897		94,117		145,239		209,251		285,283		365,552		445,712		514,173		581,741		651,868		682,435		718,192		742,723		763,364		778,873		796,358		810,808		824,973		840,466		851,903		867,866		874,776

		注１．各欄下段の数値は、金額ベースの工事進捗率を示す。

		　２．東武は平成１３年度にすべての工事が完成している。 トウブ

		　３．西武は平成１４年度にすべての工事が完成している（西武新宿線複々線化計画は、平成７年３月２０日付けをもって特定都市鉄道整備事業計画から除外）。 セイブヘイセイネンドコウジカンセイ

		　４．京王は平成９年度にすべての工事が完成している。

		　５．東急は平成２０年度に工事が完成。





工事実績（７）

		平成７年認定計画　年度別工事実績 トシタビベツタクミコトミイサオ

		（平成２１年度実績）

																												（単位：百万円）

		事業				７年度		８年度		９年度		10年度		11年度		12年度		13年度		14年度 ネンド		15年度 ネンド		16年度 ネンド		17年度 ネンド		18年度　　 ネンド		19年度		20年度		21年度		認　定
工事費 シノブサダムコウジヒ

		者名

		東		当該		4,435		3,853		9,410		9,088		13,267		11,424		14,353		21,900		12,120		8,389		59		3		0		0		0		130,925

				年度		3.4%		2.9%		7.2%		6.9%		10.1%		8.7%		11.0%		16.7%		9.3%		6.4%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		82.7%

		武		累計		4,435		8,288		17,698		26,786		40,053		51,477		65,830		87,730		99,850		108,239		108,298		108,301		108,301		108,301		108,301

		東		当該		4,471		5,276		4,811		5,227		5,582		8,601		2,901		5,298		7,580		6,816		8,820		11,758		18,452		14,196		8,726		139,999

				年度		3.2%		3.8%		3.4%		3.7%		4.0%		6.1%		2.1%		3.8%		5.4%		4.9%		6.3%		8.4%		13.2%		10.1%		6.2%		84.7%

		急		累計		4,471		9,747		14,558		19,785		25,367		33,968		36,869		42,167		49,747		56,563		65,383		77,141		95,593		109,860		118,586

		合		当該		8,906		9,129		14,221		14,315		18,849		20,025		17,254		27,198		19,700		15,205		8,879		11,761		18,452		14,196		8,726		270,924

				年度		3.3%		3.4%		5.2%		5.3%		7.0%		7.4%		6.4%		10.0%		7.3%		5.6%		3.3%		4.3%		6.8%		5.2%		3.2%		83.7%

		計		累計		8,906		18,035		32,256		46,571		65,420		85,445		102,699		129,897		149,597		164,802		173,681		185,442		203,894		218,090		226,816

		注　各欄下段の数値は、金額ベースの工事進捗率を示す。





工事実績（１７）

		平成１７年認定計画　年度別工事実績 ヘイセイネンニンテイケイカクトシタビベツタクミコトミイサオ																		　

		（平成２１年度実績）

						（単位：百万円）

		事業				16年度 ネンド		17年度 ネンド		18年度　　　 ネンド		19年度		20年度		21年度上期 カミキ		認　定

		者名																工事費

		東		当該		2,339		6,080		10,239		10,867		13,801		10,847		158,117

				年度		1.5%		3.8%		6.5%		6.9%		8.7%		6.9%		18.7%

		急		累計		2,339		8,419		18,658		29,525		43,326		54,173

		合		当該		2,339		6,080		10,239		10,867		13,801		10,847		158,117

				年度		1.5%		3.8%		6.5%		6.9%		8.7%		6.9%		18.7%

		計		累計		2,339		8,419		18,658		29,525		43,326		54,173

		注　各欄下段の数値は、金額ベースの工事進捗率を示す。





用地取得（６２）

				昭和６２年認定計画　用地の取得状況 ショウワネンニンテイケイカク

				（平成２１年度実績）

																						（単位：㎡）

				事		工　事　名		鉄　　道　　用　　地						側　　道　　用　　地						合　　　　　計

				業				必　要		取得済		　		必　要		取得済		　		必　要		取得済		　

				者								進捗率						進捗率						進捗率

				名				面　積		面　積				面　積		面　積				面　積		面　積

						伊勢崎線		54,106		55,028		101.7%		48,876		48,782		99.8%		102,982		103,810		100.8%

				東		　複々線化工事

						北千住駅		6,130		0		0.0%		0		0		-		6,130		0		0.0%

				武		　改良工事

						計		60,236		55,028		91.4%		48,876		48,782		99.8%		109,112		103,810		95.1%

				西		池袋線

						　複々線化工事		50,052		49,882		99.7%		29,285		19,947		68.1%		79,337		69,829		88.0%

				武

						京王線		1,824		740		40.6%		1,855		1,603		86.4%		3,679		2,343		63.7%

				京		　長編成化工事

						井の頭線		1,996		1,413		70.8%		45		0		0.0%		2,041		1,413		69.2%

				王		　車両大型化工事

						計		3,820		2,153		56.4%		1,900		1,603		84.4%		5,720		3,756		65.7%

				小		小田原線

				田		　複々線化工事		68,026		68,411		100.6%		41,858		35,102		83.9%		109,884		103,513		94.2%

				急

						目黒線 メグロ		7,770		7,764		99.9%		0		0		-		7,770		7,764		99.9%

				東		　改良工事

						東横線		28,200		28,105		99.7%		0		0		-		28,200		28,105		99.7%

				急		　複々線化工事

						計		35,970		35,869		99.7%		0		0		-		35,970		35,869		99.7%

				合　　　　計				218,104		211,343		96.9%		121,919		105,434		86.5%		340,023		316,777		93.2%

				　

				＊小田急については、１９年度末で必要な用地取得は終了している。 オダキュウネンドマツヒツヨウヨウチシュトクシュウリョウ





用地取得（７）

				平成７年認定計画　用地の取得状況 ヘイセイネンニンテイケイカク

				（平成２１年度実績）

																						（単位：㎡）

				事		工　事　名		鉄　　道　　用　　地						側　　道　　用　　地						合　　　　　　計

				業				必　要		取得済		　		必　要		取得済		　		必　要		取得済		　

				者								進捗率						進捗率						進捗率

				名				面　積		面　積				面　積		面　積				面　積		面　積

						伊勢崎線		178,460		178,061		99.8%		0		0		-		178,460		178,061		99.8%

				東		　１１号線直通化

						野田線		336,293		335,042		99.6%		0		0		-		336,293		335,042		99.6%

						　複線化工事

						東上線		377,690		381,128		100.9%		0		0		-		377,690		381,128		100.9%

				武		　輸送力増強

						計		892,442		894,231		100.2%		0		0		-		892,442		894,231		100.2%

						大井町線		2,313		2,046		88.5%		0		0		-		2,313		2,046		88.5%

				東		　改良工事

						田園都市線		57,971		56,863		98.1%		1,358		1,218		89.7%		59,329		58,081		97.9%

				急		　複々線化工事

						計		60,284		58,909		97.7%		1,358		1,218		89.7%		61,642		60,127		97.5%

						合　　　　　　計		952,726		953,140		100.0%		1,358		1,218		89.7%		954,084		954,358		100.0%





用地取得（１７）

				平成１７年認定計画　用地の取得状況 ヘイセイネンニンテイケイカク

				（平成２１年度実績）

																						（単位：㎡）

				事		工　事　名		鉄　　道　　用　　地						側　　道　　用　　地						合　　　　　　計

				業				必　要		取得済		　		必　要		取得済		　		必　要		取得済		　

				者								進捗率						進捗率						進捗率

				名				面　積		面　積				面　積		面　積				面　積		面　積

				東 ヒガシ		東横線 トウヨコ		1,560		326		20.9%		0		0		0.0%		1,560		326		20.9%

						　改良工事 カイリョウコウジ

				急 キュウ		計		1,560		326		20.9%		0		0		0.0%		1,560		326		20.9%

						合　　　　　　計		1,560		326		20.9%		0		0		0.0%		1,560		326		20.9%





積立状況（除く新宿）

				特定都市鉄道整備準備金の積立状況

				（平成２１年度実績）

																																																				（単位：百万円）

				事		整備		　　　　積　　　　　　　　　　立　　　　　　　　　　額																																														認   定

				業		事業																																																工事費

				者		計画		63年度		元年度		２年度		３年度		４年度		５年度		６年度		７年度		８年度		９年度		10年度		11年度		12年度		13年度		14年度		15年度 ネンド		16年度 ネンド		17年度 ネンド		18年度 ネンド		19年度 ネンド		20年度 ネンド		21年度 ネンド		累　計		(b)

				名																																																(a)		a/b

				東　武 ヒガシブ		62年		2,536		3,035		3,145		3,353		3,695		3,691		3,661		3,926		4,132		3,031																										34,205		83,969

						認定		積立割合　３％（63.5.18～）																																														40.7%

						７年																1,523		2,755		3,072		4,172		4,142		4,137		4,159		4,111		4,135		3,965												36,171		130,925

						認定																積立割合　２％(H7.9.1～H9.12.27)　３％(H9.12.28～)																																27.6%

						計		2,536		3,035		3,145		3,353		3,695		3,691		3,661		5,449		6,887		6,103		4,172		4,142		4,137		4,159		4,111		4,135		3,965		－		－		－		－		－		70,376		214,894

				西武 セイブ		62年		1,605		1,916		1,968		2,090		2,291		2,282		2,347		4,952		5,157		3,823																										28,431		92,490

						認定 ニンテイ		積立割合　６％（63.5.18～）																																														30.7%

				京王 ケイオウ		62年		1,319		1,567		1,665		1,781		1,945		1,961		1,970		3,354		4,584		3,316																										23,462		63,204

						認定		積立割合　３％（63.5.18～H7.8.31）												６％(H7.9.1～）																																		37.1%

				小田急 オダキュウ		62年		3,484		4,120		4,233		4,516		5,034		5,031		5,003		5,393		5,877		4,309																										47,000		256,342

						認定		積立割合　６％（63.5.18～）																																														18.3%

				東　　急 ヒガシキュウ		62年		3,194		3,847		3,950		4,166		4,588		4,577		4,564		7,259		9,734		7,193																										53,072		210,782

						認定		積立割合　５％（63.5.18～H7.8.31）														９％（H7.9.1～）																																25.2%

						７年																576		1,082		1,354		2,177		2,190		2,239		2,310		2,336		2,383		2,287												18,934		139,999

						認定																積立割合　１％（H7.9.1～H9.12.27）　２％(H9.12.28～)																																13.5%

						17年 ネン																																		78		2,405		2,464		2,531		2,545		2,543		12,566		158,117

						認定 ニンテイ																																		積立割合　２％（H17.3.20～） ツミタテワリアイ														7.9%

						計		3,194		3,847		3,950		4,166		4,588		4,577		4,564		7,835		10,816		8,547		2,177		2,190		2,239		2,310		2,336		2,383		2,365		2,405		2,464		2,531		2,545		1,285		83,314		508,898

				合　　計 ゴウケイ		62年		12,138		14,485		14,961		15,906		17,553		17,542		17,545		24,884		29,484		21,672		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		186,170		706,787

						認定																																																26.3%

						７年		－		－		－		－		－		－		－		2,099		3,837		4,426		6,349		6,332		6,376		6,469		6,447		6,518		6,252		－		－		－		－		－		55,105		270,924

						認定 ニンテイ																																																20.3%

						17年 ネン		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		78		2,405		2,464		2,531		2,545		1,285		12,566		158,117

						認定 ニンテイ																																																7.9%

						計		12,138		14,485		14,961		15,906		17,553		17,542		17,545		26,983		33,321		26,098		6,349		6,332		6,376		6,469		6,447		6,518		6,330		2,405		2,464		2,531		2,545		1,285		253,841		1,135,828

				注１．西武新宿線複々線化計画は、平成７年３月２０日付けをもって特定都市鉄道整備事業計画か

				　　ら除外。除外後の西武新宿線準備金（平成６年度末現在で 15,599百万円）は、平成７年度よ

				　　り７年分割（年額 2,228百万円）取崩。

				　２．西武の平成６年度までの準備金は、新宿線分を除いた数値を示す。





年度別工事費＆積立金（６２年）

				工 事 費 及 び 積 立 金 の 年 度 別 実 績

		（平成２１年度実績）

				〔昭和６２年１２月２８日認定計画〕																																																		（単位：百万円）

				　				　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　																		　		認　定		進捗率

				事　業				62年度		63年度		元年度		２年度		３年度		４年度		５年度		６年度		７年度		８年度		９年度		10年度		11年度		12年度		13年度		14年度		15年度		16年度		17年度 ネンド		18年度 ネンド		19年度 ネンド		20年度 ネンド		21年度 ネンド		累　計		工事費		充足率

				者　名																																																						積立割合

				　																																																		Ａ		Ｂ		A/B％

						工事費 コウジヒ		34		1,243		3,604		8,621		8,270		12,438		14,652		18,031		18,809		18,707		4,140		1,231		1,851		2,336		314		－		－		－		－		－		－		－		－		114,281		83,969		136.1%

				東

						充当額 ジュウトウガク		－		523		2,354		4,416		3,242		3,600		3,691		3,692		3,719		3,663		4,005		900		622		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		34,427				30.1%

				武		積立金 ツミタテキン		－		2,536		3,035		3,145		3,353		3,695		3,691		3,661		3,926		4,132		3,031		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		34,205				40.7%

						工事額 コウジガク		4,135		7,512		5,133		7,299		11,234		8,268		8,470		18,451		4,660		9,803		35,717		4,804		5,037		4,296		5,391		1,113		－		－		－		－		－		－		－		141,323		92,490		152.8%

				西

						充当額 ジュウトウガク		－		1,003		3,598		3,356		4,364		4,096		3,431		4,609		3,966		4,853		5,412		2,095		1,129		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		41,912				29.7%

				武		積立額 ツミタテガク		－		1,605		1,916		1,968		2,090		2,291		2,282		2,347		4,952		5,157		3,823		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		28,431				30.7%

						工事額 コウジガク		1,432		7,010		2,638		1,926		3,210		7,682		7,541		8,860		12,661		7,021		6,268		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		66,249		63,204		104.8%

				京

						充当額 ジュウトウガク		－		553		1,549		1,622		1,712		1,904		1,952		1,967		2,152		4,474		4,563		1,041		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		23,489				35.5%

				王		積立金 ツミタテキン		－		1,319		1,567		1,665		1,781		1,945		1,961		1,970		3,354		4,584		3,316		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		23,462				37.1%

				小		工事費 コウジヒ		7,751		20,419		14,225		18,425		20,418		22,440		20,662		8,055		10,954		13,582		10,599		9,855		7,315		8,703		8,262		9,385		10,575		8,010		4,747		5,588		6,209		6,742		6,910		259,674		256,342		101.3%

				田		充当額 ジュウトウガク		－		1,469		4,119		4,230		4,333		4,922		4,295		3,146		5,480		6,114		5,397		3,760		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		47,265				18.2%

				急		積立金 ツミタテキン		－		3,484		4,120		4,233		4,516		5,034		5,031		5,003		5,393		5,877		4,309		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		47,000				18.3%

						工事費 コウジヒ		3,427		4,934		10,620		14,851		20,880		25,204		28,944		26,763		21,377		18,455		13,403		14,678		21,554		9,196		6,674		5,011		6,910		6,440		9,418		9,905		5,228		9,221		－		293,106		210,782		139.1%

				東

						充当額 ジュウトウガク		－		1,354		3,821		3,926		3,996		4,476		4,572		4,574		4,908		9,506		9,715		2,315		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		53,163				18.1%

				急		積立金 ツミタテキン		－		3,194		3,847		3,950		4,166		4,588		4,577		4,564		7,259		9,734		7,193		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		53,072				25.2%

						工事費 コウジヒ		16,779		41,118		36,220		51,122		64,012		76,032		80,269		80,160		68,461		67,568		70,127		30,568		35,757		24,531		20,641		15,509		17,485		14,450		14,165		15,493		11,437		15,963		6,910		874,633		706,787		123.7%

				合

						充当額 ジュウトウガク		－		4,902		15,441		17,550		17,647		18,998		17,941		17,988		20,225		28,610		29,092		10,111		1,751		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		200,256				22.9%

				計		積立金 ツミタテキン		－		12,138		14,485		14,961		15,906		17,553		17,542		17,545		24,884		29,484		21,672		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		186,170				26.3%

				注１．工事費欄の下段は、積立金からの充当額を示す。

				　２．西武新宿線複々線化計画は、平成７年３月２０日付けをもって特定都市鉄道整備事業計画から除外。

				　３．西武の平成６年度までの数値は、新宿線分を除外した数値を示す。

				　４．京王については､すべての工事を完了したため、平成９年度末現在の進捗状況。 マツ

				　５．東武については､すべての工事を完了したため、平成１３年度末現在の進捗状況。 トウブマツ
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						Ｓ６２		Ｓ６３		H元 ゲン		Ｈ２		Ｈ３		Ｈ４		Ｈ５		Ｈ６		Ｈ７		Ｈ８		Ｈ９		Ｈ１０		Ｈ１１～２０		累計額 ルイケイガク

				工事費 コウジヒ		3,427		4,934		10,620		14,851		20,880		25,204		28,944		26,763		21,377		18,455		13,403		14,678		89,557		293,106

				積立額 ツミタテガク				3,194		3,847		3,950		4,166		4,588		4,577		4,564		7,259		9,734		7,193						53,072

				工事費への充当額 コウジヒジュウトウガク				1,354		3,821		3,926		3,996		4,476		4,572		4,574		4,908		9,506		9,715		2,315				53,163

						Ｈ１０		Ｈ１１		Ｈ１２		Ｈ１３		Ｈ１４		Ｈ１５		Ｈ１６		Ｈ１７		Ｈ１８		Ｈ１９		累計 ルイケイ

				取崩額 トクズガク		5,307		5,307		5,307		5,307		5,307		5,307		5,307		5,307		5,307		5,307		53,072



※ 端数処理の関係で合計額が合わない。

※ 積立額の利息が工事費に充当されているため、充当額が積立額を上回っている。



年度別工事費＆積立金(７年)

		工 事 費 及 び 積 立 金 の 年 度 別 実 績

		（平成２１年度実績）

		〔平成７年３月２０日認定計画〕																																				（単位：百万円）

		　				　		　		　		　		　																						　		認　定		進捗率

		事業		項　目		７年度		８年度		９年度		10年度		11年度		12年度		13年度		14年度		15年度		16年度		17年度 ネンド		18年度 ネンド		19年度 ネンド		20年度 ネンド		21年度 ネンド		累　計		工事費		充足率

		者名																																						積立割合

																																				Ａ		Ｂ		A/B％

				工事費		4,435		3,853		9,410		9,088		13,267		11,424		14,353		21,900		12,120		8,389		65		3		0		0		0		108,301		130,925		82.7%

		東

				充当額		209		1,692		3,037		4,552		4,141		4,143		4,149		4,137		4,118		4,122		1,891		0		0		0		0		36,191				33.4%

		武		積立額		1,523		2,755		3,072		4,172		4,142		4,137		4,158		4,112		4,135		3,965		0		0		0		0		0		36,171				27.6%

				工事費		4,471		5,276		4,811		5,227		5,582		8,601		2,901		5,298		7,580		6,816		8,820		11,758		18,452		14,196		8,726		118,586		139,999		84.7%

		東

				充当額		77		1,044		1,079		1,913		2,177		2,209		2,277		2,330		2,357		2,378		1,094		0		0		0		0		18,934				16.0%

		急		積立額		576		1,082		1,354		2,177		2,190		2,239		2,310		2,336		2,383		2,287		0		0		0		0		0		18,934				13.5%

				工事費		8,906		9,129		14,221		14,315		18,849		20,025		17,254		25,308		19,700		15,205		8,885		11,761		18,452		14,196		8,726		226,887		270,924		83.7%

		合

				充当額		286		2,736		4,116		6,465		6,318		6,352		6,426		6,467		6,475		6,500		2,985		0		0		0		0		55,125				24.3%

		計		積立額		2,099		3,837		4,426		6,349		6,332		6,376		6,468		6,448		6,518		6,252		0		0		0		0		0		55,105				20.3%

		注１．工事費欄の下段は、積立金からの充当額を示す。





年度別工事費＆積立金(１７年) 

				工事費及び積立金の年度別実績

				（平成２１年度実績）

				〔平成１７年２月１０日認定計画〕																		（単位：百万円）

				　																　		認　定		進捗率

				事業		項　目		16年度		17年度 ネンド		18年度 ネンド		19年度 ネンド		20年度 ネンド		21年度 ネンド		累　計		工事費		充足率

				者名																				積立割合

																				Ａ		Ｂ		A/B％

						工事費		2,339		6,080		10,239		10,867		13,801		10,847		54,173		158,117		34.3%

				東

						充当額		0		1,288		2,430		2,504		2,541		2,545		11,308				20.9%

				急		積立額		78		2,405		2,464		2,531		2,545		2,543		12,566				7.9%

						工事費		2,339		6,080		10,239		10,867		13,801		10,847		54,173		158,117		34.3%

				合

						充当額		0		1,288		2,430		2,504		2,541		2,545		11,308				20.9%

				計		積立額		78		2,405		2,464		2,531		2,545		2,543		12,566				7.9%

				注１．工事費欄の下段は、積立金からの充当額を示す。





積立・取崩（平成21年上期）

				積 立 金 の 積 立 及 び 準 備 金 の 取 崩 状 況

				（平成２１年度実績）

																																																								　　　　　　　（単位：百万円）

				事業		整備事業計画						63年度		元年度		２年度		３年度		４年度		５年度		６年度		７年度		８年度		９年度		10年度		11年度		12年度		13年度		14年度 ド		15年度 ネンド		16年度 ネンド		17年度 ネンド		18年度 ネンド		19年度 ネンド		20年度 ネンド		21年度 ネンド		累　 計

				者名

				　		62年		認		積立額		2,536		3,035		3,145		3,353		3,695		3,691		3,661		3,926		4,132		3,032		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						34,205

						定計		画		取崩額		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-3,420		-3,421		-3,420		-3,421		-3,420		-3,421		-3,420		-3,420		-3,420		-3,421		－		－		-34,205

				東						計		2,536		3,035		3,145		3,353		3,695		3,691		3,661		3,926		4,132		3,032		-3,420		-3,421		-3,420		-3,421		-3,420		-3,421		-3,420		-3,420		-3,420		-3,421						0

						H7年		認		積立額		0		0		0		0		0		0		0		1,523		2,755		3,072		4,172		4,142		4,137		4,159		4,111		4,135		3,965		0		0		0		0		0		36,171

				　		定計		画		取崩額																																				-3,617		-3,617		-3,617		-3,617		-3,617		-18,085

				武						計		0		0		0		0		0		0		0		1,523		2,755		3,072		4,172		4,142		4,137		4,159		4,111		4,135		3,965		-3,617		-3,617		-3,617		-3,617		-3,617		18,086

										積立額		2,536		3,035		3,145		3,353		3,695		3,691		3,661		5,449		6,887		6,104		4,172		4,142		4,137		4,159		4,111		4,135		3,965		0		0		0		0		0		70,377

						計				取崩額		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-3,420		-3,421		-3,420		-3,421		-3,420		-3,421		-3,420		-7,037		-7,037		-7,038		-3,617		-3,617		-52,289

										計		2,536		3,035		3,145		3,353		3,695		3,691		3,661		5,449		6,887		6,104		752		721		717		738		691		714		545		-7,037		-7,037		-7,038		-3,617		-3,617		18,088

				西 ニシ		62年		認		積立額		1,605		1,916		1,968		2,090		2,291		2,282		2,347		4,952		5,157		3,823		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28,431

						定計		画		取崩額																														-2,844		-2,843		-2,843		-2,843		-2,843		-2,843		-2,843		-2,843		-22,745

				武 ブ		(池袋線) イケブクロセン				計		1,605		1,916		1,968		2,090		2,291		2,282		2,347		4,952		5,157		3,823		0		0		0		0		-2,844		-2,843		-2,843		-2,843		-2,843		-2,843		-2,843		-2,843		5,686

				京		62年		認		積立額		1,319		1,567		1,665		1,781		1,945		1,961		1,970		3,354		4,584		3,316		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						23,462

						定計		画		取崩額		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-2,346		-2,346		-2,346		-2,346		-2,346		-2,346		-2,346		-2,346		-2,346		-2,346		－		－		-23,462

				王						計		1,319		1,567		1,665		1,781		1,945		1,961		1,970		3,354		4,584		3,316		-2,346		-2,346		-2,346		-2,346		-2,346		-2,346		-2,346		-2,346		-2,346		-2,346						0

				小		62年		認		積立額		3,484		4,120		4,233		4,516		5,034		5,031		5,003		5,393		5,877		4,309		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		47,000

				田		定計		画		取崩額																																				-4,700		-4,700		-4,700		-4,700		-4,700		-23,500

				急						計		3,484		4,120		4,233		4,516		5,034		5,031		5,003		5,393		5,877		4,309		0		0		0		0		0		0		0		-4,700		-4,700		-4,700		-4,700		-4,700		23,500

				　		62年		認		積立額		3,194		3,847		3,950		4,166		4,588		4,577		4,564		7,259		9,734		7,193		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						53,072

						定計		画		取崩額		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-5,307		-5,307		-5,307		-5,307		-5,307		-5,307		-5,307		-5,307		-5,307		-5,307		－		－		-53,072

				東						計		3,194		3,847		3,950		4,166		4,588		4,577		4,564		7,259		9,734		7,193		-5,307		-5,307		-5,307		-5,307		-5,307		-5,307		-5,307		-5,307		-5,307		-5,307						0

				　		H7年		認		積立額		0		0		0		0		0		0		0		576		1,082		1,354		2,177		2,190		2,239		2,310		2,336		2,383		2,287		0		0		0		0		0		18,934

						定計		画		取崩額																																				-1,893		-1,894		-1,893		-1,893		-1,893		-9,466

				急						計		0		0		0		0		0		0		0		576		1,082		1,354		2,177		2,190		2,239		2,310		2,336		2,383		2,287		-1,893		-1,894		-1,893		-1,893		-1,893		9,468

						17年		認		積立額																																		78		2,405		2,464		2,531		2,545		2,543		12,566

						定計		画		取崩額																																		0		0		0		0		0		0		0

										計																																		78		2,405		2,464		2,531		2,545		2,543		12,566

										積立額		3,194		3,847		3,950		4,166		4,588		4,577		4,564		7,835		10,816		8,547		2,177		2,190		2,239		2,310		2,336		2,383		2,365		2,405		2,464		2,531		2,545		2,543		84,572

						計				取崩額		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-5,307		-5,307		-5,307		-5,307		-5,307		-5,307		-5,307		-7,200		-7,201		-7,200		-1,893		-1,893		-62,538

										計		3,194		3,847		3,950		4,166		4,588		4,577		4,564		7,835		10,816		8,547		-3,130		-3,117		-3,068		-2,997		-2,971		-2,924		-2,942		-4,795		-4,737		-4,669		652		650		22,034

				　		62年		認		積立額		12,138		14,485		14,961		15,906		17,553		17,542		17,545		24,884		29,484		21,673		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		186,170

						定計		画		取崩額		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-11,073		-11,074		-11,073		-11,074		-13,917		-13,917		-13,916		-18,616		-18,616		-18,617		-7,543		-7,543		-156,984

				合						計		12,138		14,485		14,961		15,906		17,553		17,542		17,545		24,884		29,484		21,673		-11,073		-11,074		-11,073		-11,074		-13,917		-13,917		-13,916		-18,616		-18,616		-18,617		-7,543		-7,543		29,186

				　		H7年		認		積立額		0		0		0		0		0		0		0		2,099		3,837		4,426		6,349		6,332		6,376		6,469		6,447		6,518		6,252		0		0		0		0		0		55,105

						定計		画		取崩額																																				-5,510		-5,511		-5,510		-5,510		-5,510		-27,551

				計						計		0		0		0		0		0		0		0		2,099		3,837		4,426		6,349		6,332		6,376		6,469		6,447		6,518		6,252		-5,510		-5,511		-5,510		-5,510		-5,510		27,554

						17年		認		積立額																																		78		2,405		2,464		2,531		2,545		2,543		12,566

						定計		画		取崩額																																		0		0		0		0		0		0		0

										計																																		78		2,405		2,464		2,531		2,545		2,543		12,566

										積立額		12,138		14,485		14,961		15,906		17,553		17,542		17,545		26,983		33,321		26,099		6,349		6,332		6,376		6,469		6,447		6,518		6,330		2,405		2,464		2,531		2,545		2,543		253,841

						計				取崩額		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-11,073		-11,074		-11,073		-11,074		-13,917		-13,917		-13,916		-24,126		-24,127		-24,127		-13,053		-13,053		-184,535

										計		12,138		14,485		14,961		15,906		17,553		17,542		17,545		26,983		33,321		26,099		-4,724		-4,742		-4,697		-4,605		-7,470		-7,399		-7,586		-21,721		-21,663		-21,596		-10,508		-10,510		69,306



【準備金積立額・取崩額について東急】　
　弊社におけるS63～H9年度10年間の準備金総積立額は53,072,200,655円（53,072百万円）となっています。
　一方、取崩額については、平成10～19年度10年間均等で取崩を行うことから、単年度では5,307百万円、として計上しております。総取崩額については、各年度の百万円単位の数値の累計では、端数（2百万円の差）が生じることになりますが、弊社の判断としては、実際の取崩額は各年度とも同額であるため、特定の年度における端数調整は行わず、取崩額の計上は各年度とも5,307百万円としています。

【準備金積立額・取崩額について京王】
　弊社におけるS63～H9年度10年間の準備金総積立額は23,461,725,931円（23,462百万円）となっております。
　一方、取崩額については、平成10～19年度10年間均等で取崩を行うことから、単年度では2,346百万円として計上しております。総取崩額については、各年度の百万円単位の数値の累計では、端数（2百万円の差）が生じることになりますが、弊社の判断としては、実際の取崩額は各年度とも同額であるため、特定の年度における端数調整は行わず、取崩額の計上は各年度とも2,346百万円としております。
　




実績＆進捗率（６２年）

				工　事　実　績　及　び　進　捗　状　況

				（平成２１年度実績） ドジッセキ

				〔昭和６２年１２月２８日認定計画〕								（単位：百万円）

				事業者名		工　　事　　名		認定工事費		平成20年度末までの実績 ヘイセイネンドスエジッセキ		平成21年度
の実績 ジッセキ		累　　計

				東　　武		伊勢崎線		62,013		78,815		0		78,815

						　　複々線化工事				127.1%		0.0%		127.1%

						北千住駅		21,956		35,466		0		35,466

						　　改良工事				161.5%		0.0%		161.5%

						計		83,969		114,281		0		114,281

										136.1%		0.0%		136.1%

				西　　武		池袋線		92,490		141,323		0		141,323

						　　複々線化工事				152.8%		0.0%		152.8%

				京　　王		京王線		30,259		29,000		0		29,000

						　　長編成化工事				95.8%		0.0%		95.8%

						井の頭線		32,945		37,249		0		37,249

						　　車両大型化工事				113.1%		0.0%		113.1%

						計		63,204		66,249		0		66,249

										104.8%		0.0%		104.8%

				小 田 急		小田原線		256,342		252,764		6,910		259,674

						　　複々線化工事				98.6%		2.7%		101.3%

				東　　急		目黒線 メグロ		136,322		184,293		0		184,293

						　　改良工事				135.2%		0.0%		135.2%

						東横線		74,460		108,813		0		108,813

						　　複々線化工事				146.1%		0.0%		146.1%

						計		210,782		293,106		0		293,106

										139.1%		0.0%		139.1%

				合　　　　　　計				706,787		867,723		6,910		874,633

										122.8%		1.0%		123.7%

				注１．各欄下段の数値は、金額ベースの工事進捗率を示す。

				　２．西武新宿線複々線化計画は、平成７年３月20日付けをもって特定都市鉄道整備事業

				　　　計画から除外。

				　３．京王については、すべての工事を完了したため、平成９年度末現在の進捗状況。

				　４．東武については、すべての工事を完了したため、平成１３年度末現在の進捗状況。 トウブ

				　５．東急については、すべての工事を完了したため、平成２０年度末現在の進捗状況。 トウキュウコウジカンリョウヘイセイネンドマツゲンザイシンチョクジョウキョウ

				　６．事業計画（竣工年度）変更 ジギョウケイカクシュンコウネンドヘンコウ

				　　　　西　武（平成９年度→平成１３年度） ニシブヘイセイネンドヘイセイネンド

				　　　　小田急（平成９年度→平成１６年度） オダキュウヘイセイネンドヘイセイネンド





実績＆進捗率（７年）

				工　事　実　績　及　び　進　捗　状　況

				（平成２１年度実績）

				〔平成７年３月２０日認定計画〕								（単位：百万円）

				事業者名		工　　事　　名		認定工事費		平成20年度末までの実績		平成21年度
の実績		累　　計

										0		0

				東　　武		伊勢崎線		84,341		75,283		0		75,283

						　　11号線直通化工事				89.3%		0.0%		89.3%

						野田線		30,140		19,621		0		19,621

						　　複線化工事				65.1%		0.0%		65.1%

						東上線		16,444		13,397		0		13,397

						　　輸送力増強工事				81.5%		0.0%		81.5%

						計		130,925		108,301		0		108,301

										82.7%		0.0%		82.7%

				東　　急		大井町線		77,148		54,626		944		55,570

						　　改良工事				70.8%		1.2%		72.0%

						田園都市線		62,851		55,234		7,782		63,016

						　　複々線化工事				87.9%		12.4%		100.3%

						計		139,999		109,860		8,726		118,586

										78.5%		6.2%		84.7%

				合　　　　　　計				270,924		218,161		8,726		226,887

										80.5%		3.2%		83.7%

				注１．各欄下段の数値は、金額ベースの工事進捗率を示す。

				　２．東武伊勢崎線11号線直通化工事については、すべての工事を完了したため、平成１６
　　　年度末現在の進捗状況。 トウブイセサキセンゴウセンチョクツウカコウジコウジカンリョウ

				　３．東武東上線輸送力増強工事については、すべての工事を完了したため、平成１６年度
　　　末現在の進捗状況。 トウブトウジョウセンユソウリョクゾウキョウコウジ





実績＆進捗率（１７年）

				工　事　実　績　及　び　進　捗　状　況

				（平成２１年度実績）

				〔平成１７年２月１０日認定計画〕								（単位：百万円）

				事業者名		工　　事　　名		認定工事費		平成20年度末までの実績		平成21年度
の実績		累　　計

										0		0

				東　　急		東横線 トウヨコ		158,117		43,326		10,847		54,173

						　渋谷～横浜改良工事 シブヤヨコハマ				27.4%		6.9%		34.3%

						計		158,117		43,326		10,847		54,173

										27.4%		6.9%		34.3%

				合　　　　　　計				158,117		43,326		10,847		54,173

										27.4%		6.9%		34.3%

				注１．各欄下段の数値は、金額ベースの工事進捗率を示す。





工事実績（６２）

		昭和６２年認定計画　年度別工事実績 ケイカク

		（平成２１年度実績）

																																（単位：百万円）

		事業				62年度		63年度		元年度		２年度		３年度		４年度		５年度		６年度		７年度		８年度		９年度		10年度		11年度		12年度		13年度		14年度		15年度		16年度		17年度 ネンド		18年度 ネンド		19年度 ネンド		20年度 ネンド		21年度 ネンド		認　定

		者名																																																		工事費

		東		当該		34		1,243		3,604		8,621		8,270		12,438		14,652		18,031		18,809		18,707		4,140		1,231		1,851		2,336		314		－		－		－		－		－		－		－		－		83,969

				年度		0.0%		1.5%		4.3%		10.3%		9.8%		14.8%		17.4%		21.5%		22.4%		22.3%		4.9%		1.5%		2.2%		2.8%		0.4%		－		－		－		－		－		－		－		－		136.1%

		武		累計		34		1,277		4,881		13,502		21,772		34,210		48,862		66,893		85,702		104,409		108,549		109,780		111,631		113,967		114,281		－		－		－		－		－		－		－		－

		西		当該		4,135		7,512		5,133		7,299		11,234		8,268		8,470		18,451		4,660		9,803		35,717		4,804		5,037		4,296		5,391		1,113		－		－		－		－		－		－		－		92,490

				年度		4.5%		8.1%		5.5%		7.9%		12.1%		8.9%		9.2%		19.9%		5.0%		10.6%		38.6%		5.2%		5.4%		4.6%		5.8%		1.2%		－		－		－		－		－		－		－		152.8%

		武		累計		4,135		11,647		16,780		24,079		35,313		43,581		52,051		70,502		75,162		84,965		120,682		125,486		130,523		134,819		140,210		141,323		－		－		－		－		－		－		－

		京		当該		1,432		7,010		2,638		1,926		3,210		7,682		7,541		8,860		12,661		7,021		6,268		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		63,204

				年度		2.3%		11.1%		4.2%		3.0%		5.1%		12.2%		11.9%		14.0%		20.0%		11.1%		9.9%		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		104.8%

		王		累計		1,432		8,442		11,080		13,006		16,216		23,898		31,439		40,299		52,960		59,981		66,249		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－

		小		当該		7,751		20,419		14,225		18,425		20,418		22,440		20,662		8,055		10,954		13,582		10,599		9,855		7,315		8,703		8,262		9,385		10,575		8,010		4,747		5,588		6,209		6,742		6,910		256,342

		田		年度		3.0%		8.0%		5.5%		7.2%		8.0%		8.8%		8.1%		3.1%		4.3%		5.3%		4.1%		3.8%		2.9%		3.4%		3.2%		3.7%		4.1%		3.1%		1.9%		2.2%		2.4%		2.6%		2.7%		101.3%

		急		累計		7,751		28,170		42,395		60,820		81,238		103,678		124,340		132,395		143,349		156,931		167,530		177,385		184,700		193,403		201,665		211,050		221,625		229,635		234,382		239,970		246,179		252,764		259,674

		東		当該		3,427		4,934		10,620		14,851		20,880		25,204		28,944		26,763		21,377		18,455		13,403		14,678		21,554		9,196		6,674		5,011		6,910		6,440		9,418		9,905		5,228		9,221		0		210,782

				年度		1.6%		2.3%		5.0%		7.0%		9.9%		12.0%		13.7%		12.7%		10.1%		8.8%		6.4%		7.0%		10.2%		4.4%		3.2%		2.4%		3.3%		3.1%		4.5%		4.7%		2.5%		4.4%		0.0%		139.1%

		急		累計		3,427		8,361		18,981		33,832		54,712		79,916		108,860		135,623		157,000		175,455		188,858		203,535		225,089		234,285		240,959		245,970		252,880		259,320		268,738		278,643		283,871		293,106		293,106

		合		当該		16,779		41,118		36,220		51,122		64,012		76,032		80,269		80,160		68,461		67,568		70,127		30,568		35,757		24,531		20,641		15,509		17,485		14,450		14,165		15,493		11,437		15,963		6,910		706,787

				年度		2.4%		5.8%		5.1%		7.2%		9.1%		10.8%		11.4%		11.3%		9.7%		9.6%		9.9%		4.3%		5.1%		3.5%		2.9%		2.2%		2.5%		2.0%		2.0%		2.2%		1.6%		2.3%		1.0%		120.5%

		計		累計		16,779		57,897		94,117		145,239		209,251		285,283		365,552		445,712		514,173		581,741		651,868		682,435		718,192		742,723		763,364		778,873		796,358		810,808		824,973		840,466		851,903		867,866		874,776

		注１．各欄下段の数値は、金額ベースの工事進捗率を示す。

		　２．東武は平成１３年度にすべての工事が完成している。 トウブ

		　３．西武は平成１４年度にすべての工事が完成している（西武新宿線複々線化計画は、平成７年３月２０日付けをもって特定都市鉄道整備事業計画から除外）。 セイブヘイセイネンドコウジカンセイ

		　４．京王は平成９年度にすべての工事が完成している。

		　５．東急は平成２０年度に工事が完成。





工事実績（７）

		平成７年認定計画　年度別工事実績 トシタビベツタクミコトミイサオ

		（平成２１年度実績）

																												（単位：百万円）

		事業				７年度		８年度		９年度		10年度		11年度		12年度		13年度		14年度 ネンド		15年度 ネンド		16年度 ネンド		17年度 ネンド		18年度　　 ネンド		19年度		20年度		21年度		認　定
工事費 シノブサダムコウジヒ

		者名

		東		当該		4,435		3,853		9,410		9,088		13,267		11,424		14,353		21,900		12,120		8,389		59		3		0		0		0		130,925

				年度		3.4%		2.9%		7.2%		6.9%		10.1%		8.7%		11.0%		16.7%		9.3%		6.4%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		82.7%

		武		累計		4,435		8,288		17,698		26,786		40,053		51,477		65,830		87,730		99,850		108,239		108,298		108,301		108,301		108,301		108,301

		東		当該		4,471		5,276		4,811		5,227		5,582		8,601		2,901		5,298		7,580		6,816		8,820		11,758		18,452		14,196		8,726		139,999

				年度		3.2%		3.8%		3.4%		3.7%		4.0%		6.1%		2.1%		3.8%		5.4%		4.9%		6.3%		8.4%		13.2%		10.1%		6.2%		84.7%

		急		累計		4,471		9,747		14,558		19,785		25,367		33,968		36,869		42,167		49,747		56,563		65,383		77,141		95,593		109,860		118,586

		合		当該		8,906		9,129		14,221		14,315		18,849		20,025		17,254		27,198		19,700		15,205		8,879		11,761		18,452		14,196		8,726		270,924

				年度		3.3%		3.4%		5.2%		5.3%		7.0%		7.4%		6.4%		10.0%		7.3%		5.6%		3.3%		4.3%		6.8%		5.2%		3.2%		83.7%

		計		累計		8,906		18,035		32,256		46,571		65,420		85,445		102,699		129,897		149,597		164,802		173,681		185,442		203,894		218,090		226,816

		注　各欄下段の数値は、金額ベースの工事進捗率を示す。





工事実績（１７）

		平成１７年認定計画　年度別工事実績 ヘイセイネンニンテイケイカクトシタビベツタクミコトミイサオ																		　

		（平成２１年度実績）

						（単位：百万円）

		事業				16年度 ネンド		17年度 ネンド		18年度　　　 ネンド		19年度		20年度		21年度上期 カミキ		認　定

		者名																工事費

		東		当該		2,339		6,080		10,239		10,867		13,801		10,847		158,117

				年度		1.5%		3.8%		6.5%		6.9%		8.7%		6.9%		18.7%

		急		累計		2,339		8,419		18,658		29,525		43,326		54,173

		合		当該		2,339		6,080		10,239		10,867		13,801		10,847		158,117

				年度		1.5%		3.8%		6.5%		6.9%		8.7%		6.9%		18.7%

		計		累計		2,339		8,419		18,658		29,525		43,326		54,173

		注　各欄下段の数値は、金額ベースの工事進捗率を示す。





用地取得（６２）

				昭和６２年認定計画　用地の取得状況 ショウワネンニンテイケイカク

				（平成２１年度実績）

																						（単位：㎡）

				事		工　事　名		鉄　　道　　用　　地						側　　道　　用　　地						合　　　　　計

				業				必　要		取得済		　		必　要		取得済		　		必　要		取得済		　

				者								進捗率						進捗率						進捗率

				名				面　積		面　積				面　積		面　積				面　積		面　積

						伊勢崎線		54,106		55,028		101.7%		48,876		48,782		99.8%		102,982		103,810		100.8%

				東		　複々線化工事

						北千住駅		6,130		0		0.0%		0		0		-		6,130		0		0.0%

				武		　改良工事

						計		60,236		55,028		91.4%		48,876		48,782		99.8%		109,112		103,810		95.1%

				西		池袋線

						　複々線化工事		50,052		49,882		99.7%		29,285		19,947		68.1%		79,337		69,829		88.0%

				武

						京王線		1,824		740		40.6%		1,855		1,603		86.4%		3,679		2,343		63.7%

				京		　長編成化工事

						井の頭線		1,996		1,413		70.8%		45		0		0.0%		2,041		1,413		69.2%

				王		　車両大型化工事

						計		3,820		2,153		56.4%		1,900		1,603		84.4%		5,720		3,756		65.7%

				小		小田原線

				田		　複々線化工事		68,026		68,411		100.6%		41,858		35,102		83.9%		109,884		103,513		94.2%

				急

						目黒線 メグロ		7,770		7,764		99.9%		0		0		-		7,770		7,764		99.9%

				東		　改良工事

						東横線		28,200		28,105		99.7%		0		0		-		28,200		28,105		99.7%

				急		　複々線化工事

						計		35,970		35,869		99.7%		0		0		-		35,970		35,869		99.7%

				合　　　　計				218,104		211,343		96.9%		121,919		105,434		86.5%		340,023		316,777		93.2%

				　

				＊小田急については、１９年度末で必要な用地取得は終了している。 オダキュウネンドマツヒツヨウヨウチシュトクシュウリョウ





用地取得（７）

				平成７年認定計画　用地の取得状況 ヘイセイネンニンテイケイカク

				（平成２１年度実績）

																						（単位：㎡）

				事		工　事　名		鉄　　道　　用　　地						側　　道　　用　　地						合　　　　　　計

				業				必　要		取得済		　		必　要		取得済		　		必　要		取得済		　

				者								進捗率						進捗率						進捗率

				名				面　積		面　積				面　積		面　積				面　積		面　積

						伊勢崎線		178,460		178,061		99.8%		0		0		-		178,460		178,061		99.8%

				東		　１１号線直通化

						野田線		336,293		335,042		99.6%		0		0		-		336,293		335,042		99.6%

						　複線化工事

						東上線		377,690		381,128		100.9%		0		0		-		377,690		381,128		100.9%

				武		　輸送力増強

						計		892,442		894,231		100.2%		0		0		-		892,442		894,231		100.2%

						大井町線		2,313		2,046		88.5%		0		0		-		2,313		2,046		88.5%

				東		　改良工事

						田園都市線		57,971		56,863		98.1%		1,358		1,218		89.7%		59,329		58,081		97.9%

				急		　複々線化工事

						計		60,284		58,909		97.7%		1,358		1,218		89.7%		61,642		60,127		97.5%

						合　　　　　　計		952,726		953,140		100.0%		1,358		1,218		89.7%		954,084		954,358		100.0%





用地取得（１７）

				平成１７年認定計画　用地の取得状況 ヘイセイネンニンテイケイカク

				（平成２１年度実績）

																						（単位：㎡）

				事		工　事　名		鉄　　道　　用　　地						側　　道　　用　　地						合　　　　　　計

				業				必　要		取得済		　		必　要		取得済		　		必　要		取得済		　

				者								進捗率						進捗率						進捗率

				名				面　積		面　積				面　積		面　積				面　積		面　積

				東 ヒガシ		東横線 トウヨコ		1,560		326		20.9%		0		0		0.0%		1,560		326		20.9%

						　改良工事 カイリョウコウジ

				急 キュウ		計		1,560		326		20.9%		0		0		0.0%		1,560		326		20.9%

						合　　　　　　計		1,560		326		20.9%		0		0		0.0%		1,560		326		20.9%





積立状況（除く新宿）

				特定都市鉄道整備準備金の積立状況

				（平成２１年度実績）

																																																				（単位：百万円）

				事		整備		　　　　積　　　　　　　　　　立　　　　　　　　　　額																																														認   定

				業		事業																																																工事費

				者		計画		63年度		元年度		２年度		３年度		４年度		５年度		６年度		７年度		８年度		９年度		10年度		11年度		12年度		13年度		14年度		15年度 ネンド		16年度 ネンド		17年度 ネンド		18年度 ネンド		19年度 ネンド		20年度 ネンド		21年度 ネンド		累　計		(b)

				名																																																(a)		a/b

				東　武 ヒガシブ		62年		2,536		3,035		3,145		3,353		3,695		3,691		3,661		3,926		4,132		3,031																										34,205		83,969

						認定		積立割合　３％（63.5.18～）																																														40.7%

						７年																1,523		2,755		3,072		4,172		4,142		4,137		4,159		4,111		4,135		3,965												36,171		130,925

						認定																積立割合　２％(H7.9.1～H9.12.27)　３％(H9.12.28～)																																27.6%

						計		2,536		3,035		3,145		3,353		3,695		3,691		3,661		5,449		6,887		6,103		4,172		4,142		4,137		4,159		4,111		4,135		3,965		－		－		－		－		－		70,376		214,894

				西武 セイブ		62年		1,605		1,916		1,968		2,090		2,291		2,282		2,347		4,952		5,157		3,823																										28,431		92,490

						認定 ニンテイ		積立割合　６％（63.5.18～）																																														30.7%

				京王 ケイオウ		62年		1,319		1,567		1,665		1,781		1,945		1,961		1,970		3,354		4,584		3,316																										23,462		63,204

						認定		積立割合　３％（63.5.18～H7.8.31）												６％(H7.9.1～）																																		37.1%

				小田急 オダキュウ		62年		3,484		4,120		4,233		4,516		5,034		5,031		5,003		5,393		5,877		4,309																										47,000		256,342

						認定		積立割合　６％（63.5.18～）																																														18.3%

				東　　急 ヒガシキュウ		62年		3,194		3,847		3,950		4,166		4,588		4,577		4,564		7,259		9,734		7,193																										53,072		210,782

						認定		積立割合　５％（63.5.18～H7.8.31）														９％（H7.9.1～）																																25.2%

						７年																576		1,082		1,354		2,177		2,190		2,239		2,310		2,336		2,383		2,287												18,934		139,999

						認定																積立割合　１％（H7.9.1～H9.12.27）　２％(H9.12.28～)																																13.5%

						17年 ネン																																		78		2,405		2,464		2,531		2,545		2,543		12,566		158,117

						認定 ニンテイ																																		積立割合　２％（H17.3.20～） ツミタテワリアイ														7.9%

						計		3,194		3,847		3,950		4,166		4,588		4,577		4,564		7,835		10,816		8,547		2,177		2,190		2,239		2,310		2,336		2,383		2,365		2,405		2,464		2,531		2,545		1,285		83,314		508,898

				合　　計 ゴウケイ		62年		12,138		14,485		14,961		15,906		17,553		17,542		17,545		24,884		29,484		21,672		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		186,170		706,787

						認定																																																26.3%

						７年		－		－		－		－		－		－		－		2,099		3,837		4,426		6,349		6,332		6,376		6,469		6,447		6,518		6,252		－		－		－		－		－		55,105		270,924

						認定 ニンテイ																																																20.3%

						17年 ネン		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		78		2,405		2,464		2,531		2,545		1,285		12,566		158,117

						認定 ニンテイ																																																7.9%

						計		12,138		14,485		14,961		15,906		17,553		17,542		17,545		26,983		33,321		26,098		6,349		6,332		6,376		6,469		6,447		6,518		6,330		2,405		2,464		2,531		2,545		1,285		253,841		1,135,828

				注１．西武新宿線複々線化計画は、平成７年３月２０日付けをもって特定都市鉄道整備事業計画か

				　　ら除外。除外後の西武新宿線準備金（平成６年度末現在で 15,599百万円）は、平成７年度よ

				　　り７年分割（年額 2,228百万円）取崩。

				　２．西武の平成６年度までの準備金は、新宿線分を除いた数値を示す。





年度別工事費＆積立金（６２年）

				工 事 費 及 び 積 立 金 の 年 度 別 実 績

		（平成２１年度実績）

				〔昭和６２年１２月２８日認定計画〕																																																		（単位：百万円）

				　				　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　		　																		　		認　定		進捗率

				事　業				62年度		63年度		元年度		２年度		３年度		４年度		５年度		６年度		７年度		８年度		９年度		10年度		11年度		12年度		13年度		14年度		15年度		16年度		17年度 ネンド		18年度 ネンド		19年度 ネンド		20年度 ネンド		21年度 ネンド		累　計		工事費		充足率

				者　名																																																						積立割合

				　																																																		Ａ		Ｂ		A/B％

						工事費 コウジヒ		34		1,243		3,604		8,621		8,270		12,438		14,652		18,031		18,809		18,707		4,140		1,231		1,851		2,336		314		－		－		－		－		－		－		－		－		114,281		83,969		136.1%

				東

						充当額 ジュウトウガク		－		523		2,354		4,416		3,242		3,600		3,691		3,692		3,719		3,663		4,005		900		622		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		34,427				30.1%

				武		積立金 ツミタテキン		－		2,536		3,035		3,145		3,353		3,695		3,691		3,661		3,926		4,132		3,031		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		34,205				40.7%

						工事額 コウジガク		4,135		7,512		5,133		7,299		11,234		8,268		8,470		18,451		4,660		9,803		35,717		4,804		5,037		4,296		5,391		1,113		－		－		－		－		－		－		－		141,323		92,490		152.8%

				西

						充当額 ジュウトウガク		－		1,003		3,598		3,356		4,364		4,096		3,431		4,609		3,966		4,853		5,412		2,095		1,129		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		41,912				29.7%

				武		積立額 ツミタテガク		－		1,605		1,916		1,968		2,090		2,291		2,282		2,347		4,952		5,157		3,823		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		28,431				30.7%

						工事額 コウジガク		1,432		7,010		2,638		1,926		3,210		7,682		7,541		8,860		12,661		7,021		6,268		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		66,249		63,204		104.8%

				京

						充当額 ジュウトウガク		－		553		1,549		1,622		1,712		1,904		1,952		1,967		2,152		4,474		4,563		1,041		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		23,489				35.5%

				王		積立金 ツミタテキン		－		1,319		1,567		1,665		1,781		1,945		1,961		1,970		3,354		4,584		3,316		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		23,462				37.1%

				小		工事費 コウジヒ		7,751		20,419		14,225		18,425		20,418		22,440		20,662		8,055		10,954		13,582		10,599		9,855		7,315		8,703		8,262		9,385		10,575		8,010		4,747		5,588		6,209		6,742		6,910		259,674		256,342		101.3%

				田		充当額 ジュウトウガク		－		1,469		4,119		4,230		4,333		4,922		4,295		3,146		5,480		6,114		5,397		3,760		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		47,265				18.2%

				急		積立金 ツミタテキン		－		3,484		4,120		4,233		4,516		5,034		5,031		5,003		5,393		5,877		4,309		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		47,000				18.3%

						工事費 コウジヒ		3,427		4,934		10,620		14,851		20,880		25,204		28,944		26,763		21,377		18,455		13,403		14,678		21,554		9,196		6,674		5,011		6,910		6,440		9,418		9,905		5,228		9,221		－		293,106		210,782		139.1%

				東

						充当額 ジュウトウガク		－		1,354		3,821		3,926		3,996		4,476		4,572		4,574		4,908		9,506		9,715		2,315		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		53,163				18.1%

				急		積立金 ツミタテキン		－		3,194		3,847		3,950		4,166		4,588		4,577		4,564		7,259		9,734		7,193		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		53,072				25.2%

						工事費 コウジヒ		16,779		41,118		36,220		51,122		64,012		76,032		80,269		80,160		68,461		67,568		70,127		30,568		35,757		24,531		20,641		15,509		17,485		14,450		14,165		15,493		11,437		15,963		6,910		874,633		706,787		123.7%

				合

						充当額 ジュウトウガク		－		4,902		15,441		17,550		17,647		18,998		17,941		17,988		20,225		28,610		29,092		10,111		1,751		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		200,256				22.9%

				計		積立金 ツミタテキン		－		12,138		14,485		14,961		15,906		17,553		17,542		17,545		24,884		29,484		21,672		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		186,170				26.3%

				注１．工事費欄の下段は、積立金からの充当額を示す。

				　２．西武新宿線複々線化計画は、平成７年３月２０日付けをもって特定都市鉄道整備事業計画から除外。

				　３．西武の平成６年度までの数値は、新宿線分を除外した数値を示す。

				　４．京王については､すべての工事を完了したため、平成９年度末現在の進捗状況。 マツ

				　５．東武については､すべての工事を完了したため、平成１３年度末現在の進捗状況。 トウブマツ





Sheet1

		

						Ｓ６２		Ｓ６３		H元 ゲン		Ｈ２		Ｈ３		Ｈ４		Ｈ５		Ｈ６		Ｈ７		Ｈ８		Ｈ９		Ｈ１０		Ｈ１１～２０		累計額 ルイケイガク

				工事費 コウジヒ		3,427		4,934		10,620		14,851		20,880		25,204		28,944		26,763		21,377		18,455		13,403		14,678		89,557		293,106

				積立額 ツミタテガク				3,194		3,847		3,950		4,166		4,588		4,577		4,564		7,259		9,734		7,193						53,072

				工事費への充当額 コウジヒジュウトウガク				1,354		3,821		3,926		3,996		4,476		4,572		4,574		4,908		9,506		9,715		2,315				53,163

						Ｈ１０		Ｈ１１		Ｈ１２		Ｈ１３		Ｈ１４		Ｈ１５		Ｈ１６		Ｈ１７		Ｈ１８		Ｈ１９		累計 ルイケイ

				取崩額 トクズガク		5,307		5,307		5,307		5,307		5,307		5,307		5,307		5,307		5,307		5,307		53,072



※ 端数処理の関係で合計額が合わない。

※ 積立額の利息が工事費に充当されているため、充当額が積立額を上回っている。



年度別工事費＆積立金(７年)

		工 事 費 及 び 積 立 金 の 年 度 別 実 績

		（平成２１年度実績）

		〔平成７年３月２０日認定計画〕																																				（単位：百万円）

		　				　		　		　		　		　																						　		認　定		進捗率

		事業		項　目		７年度		８年度		９年度		10年度		11年度		12年度		13年度		14年度		15年度		16年度		17年度 ネンド		18年度 ネンド		19年度 ネンド		20年度 ネンド		21年度 ネンド		累　計		工事費		充足率

		者名																																						積立割合

																																				Ａ		Ｂ		A/B％

				工事費		4,435		3,853		9,410		9,088		13,267		11,424		14,353		21,900		12,120		8,389		65		3		0		0		0		108,301		130,925		82.7%

		東

				充当額		209		1,692		3,037		4,552		4,141		4,143		4,149		4,137		4,118		4,122		1,891		0		0		0		0		36,191				33.4%

		武		積立額		1,523		2,755		3,072		4,172		4,142		4,137		4,158		4,112		4,135		3,965		0		0		0		0		0		36,171				27.6%

				工事費		4,471		5,276		4,811		5,227		5,582		8,601		2,901		5,298		7,580		6,816		8,820		11,758		18,452		14,196		8,726		118,586		139,999		84.7%

		東

				充当額		77		1,044		1,079		1,913		2,177		2,209		2,277		2,330		2,357		2,378		1,094		0		0		0		0		18,934				16.0%

		急		積立額		576		1,082		1,354		2,177		2,190		2,239		2,310		2,336		2,383		2,287		0		0		0		0		0		18,934				13.5%

				工事費		8,906		9,129		14,221		14,315		18,849		20,025		17,254		25,308		19,700		15,205		8,885		11,761		18,452		14,196		8,726		226,887		270,924		83.7%

		合

				充当額		286		2,736		4,116		6,465		6,318		6,352		6,426		6,467		6,475		6,500		2,985		0		0		0		0		55,125				24.3%

		計		積立額		2,099		3,837		4,426		6,349		6,332		6,376		6,468		6,448		6,518		6,252		0		0		0		0		0		55,105				20.3%

		注１．工事費欄の下段は、積立金からの充当額を示す。





年度別工事費＆積立金(１７年) 

				工事費及び積立金の年度別実績

				（平成２１年度実績）

				〔平成１７年２月１０日認定計画〕																		（単位：百万円）

				　																　		認　定		進捗率

				事業		項　目		16年度		17年度 ネンド		18年度 ネンド		19年度 ネンド		20年度 ネンド		21年度 ネンド		累　計		工事費		充足率

				者名																				積立割合

																				Ａ		Ｂ		A/B％

						工事費		2,339		6,080		10,239		10,867		13,801		10,847		54,173		158,117		34.3%

				東

						充当額		0		1,288		2,430		2,504		2,541		2,545		11,308				20.9%

				急		積立額		78		2,405		2,464		2,531		2,545		2,543		12,566				7.9%

						工事費		2,339		6,080		10,239		10,867		13,801		10,847		54,173		158,117		34.3%

				合

						充当額		0		1,288		2,430		2,504		2,541		2,545		11,308				20.9%

				計		積立額		78		2,405		2,464		2,531		2,545		2,543		12,566				7.9%

				注１．工事費欄の下段は、積立金からの充当額を示す。





積立・取崩（平成21年上期）

				積 立 金 の 積 立 及 び 準 備 金 の 取 崩 状 況

				（平成２１年度実績）

																																																								　　　　　　　（単位：百万円）

				事業		整備事業計画						63年度		元年度		２年度		３年度		４年度		５年度		６年度		７年度		８年度		９年度		10年度		11年度		12年度		13年度		14年度 ド		15年度 ネンド		16年度 ネンド		17年度 ネンド		18年度 ネンド		19年度 ネンド		20年度 ネンド		21年度 ネンド		累　 計

				者名

				　		62年		認		積立額		2,536		3,035		3,145		3,353		3,695		3,691		3,661		3,926		4,132		3,032		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						34,205

						定計		画		取崩額		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-3,420		-3,421		-3,420		-3,421		-3,420		-3,421		-3,420		-3,420		-3,420		-3,421		－		－		-34,205

				東						計		2,536		3,035		3,145		3,353		3,695		3,691		3,661		3,926		4,132		3,032		-3,420		-3,421		-3,420		-3,421		-3,420		-3,421		-3,420		-3,420		-3,420		-3,421						0

						H7年		認		積立額		0		0		0		0		0		0		0		1,523		2,755		3,072		4,172		4,142		4,137		4,159		4,111		4,135		3,965		0		0		0		0		0		36,171

				　		定計		画		取崩額																																				-3,617		-3,617		-3,617		-3,617		-3,617		-18,085

				武						計		0		0		0		0		0		0		0		1,523		2,755		3,072		4,172		4,142		4,137		4,159		4,111		4,135		3,965		-3,617		-3,617		-3,617		-3,617		-3,617		18,086

										積立額		2,536		3,035		3,145		3,353		3,695		3,691		3,661		5,449		6,887		6,104		4,172		4,142		4,137		4,159		4,111		4,135		3,965		0		0		0		0		0		70,377

						計				取崩額		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-3,420		-3,421		-3,420		-3,421		-3,420		-3,421		-3,420		-7,037		-7,037		-7,038		-3,617		-3,617		-52,289

										計		2,536		3,035		3,145		3,353		3,695		3,691		3,661		5,449		6,887		6,104		752		721		717		738		691		714		545		-7,037		-7,037		-7,038		-3,617		-3,617		18,088

				西 ニシ		62年		認		積立額		1,605		1,916		1,968		2,090		2,291		2,282		2,347		4,952		5,157		3,823		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28,431

						定計		画		取崩額																														-2,844		-2,843		-2,843		-2,843		-2,843		-2,843		-2,843		-2,843		-22,745

				武 ブ		(池袋線) イケブクロセン				計		1,605		1,916		1,968		2,090		2,291		2,282		2,347		4,952		5,157		3,823		0		0		0		0		-2,844		-2,843		-2,843		-2,843		-2,843		-2,843		-2,843		-2,843		5,686

				京		62年		認		積立額		1,319		1,567		1,665		1,781		1,945		1,961		1,970		3,354		4,584		3,316		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						23,462

						定計		画		取崩額		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-2,346		-2,346		-2,346		-2,346		-2,346		-2,346		-2,346		-2,346		-2,346		-2,346		－		－		-23,462

				王						計		1,319		1,567		1,665		1,781		1,945		1,961		1,970		3,354		4,584		3,316		-2,346		-2,346		-2,346		-2,346		-2,346		-2,346		-2,346		-2,346		-2,346		-2,346						0

				小		62年		認		積立額		3,484		4,120		4,233		4,516		5,034		5,031		5,003		5,393		5,877		4,309		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		47,000

				田		定計		画		取崩額																																				-4,700		-4,700		-4,700		-4,700		-4,700		-23,500

				急						計		3,484		4,120		4,233		4,516		5,034		5,031		5,003		5,393		5,877		4,309		0		0		0		0		0		0		0		-4,700		-4,700		-4,700		-4,700		-4,700		23,500

				　		62年		認		積立額		3,194		3,847		3,950		4,166		4,588		4,577		4,564		7,259		9,734		7,193		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						53,072

						定計		画		取崩額		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-5,307		-5,307		-5,307		-5,307		-5,307		-5,307		-5,307		-5,307		-5,307		-5,307		－		－		-53,072

				東						計		3,194		3,847		3,950		4,166		4,588		4,577		4,564		7,259		9,734		7,193		-5,307		-5,307		-5,307		-5,307		-5,307		-5,307		-5,307		-5,307		-5,307		-5,307						0

				　		H7年		認		積立額		0		0		0		0		0		0		0		576		1,082		1,354		2,177		2,190		2,239		2,310		2,336		2,383		2,287		0		0		0		0		0		18,934

						定計		画		取崩額																																				-1,893		-1,894		-1,893		-1,893		-1,893		-9,466

				急						計		0		0		0		0		0		0		0		576		1,082		1,354		2,177		2,190		2,239		2,310		2,336		2,383		2,287		-1,893		-1,894		-1,893		-1,893		-1,893		9,468

						17年		認		積立額																																		78		2,405		2,464		2,531		2,545		2,543		12,566

						定計		画		取崩額																																		0		0		0		0		0		0		0

										計																																		78		2,405		2,464		2,531		2,545		2,543		12,566

										積立額		3,194		3,847		3,950		4,166		4,588		4,577		4,564		7,835		10,816		8,547		2,177		2,190		2,239		2,310		2,336		2,383		2,365		2,405		2,464		2,531		2,545		2,543		84,572

						計				取崩額		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-5,307		-5,307		-5,307		-5,307		-5,307		-5,307		-5,307		-7,200		-7,201		-7,200		-1,893		-1,893		-62,538

										計		3,194		3,847		3,950		4,166		4,588		4,577		4,564		7,835		10,816		8,547		-3,130		-3,117		-3,068		-2,997		-2,971		-2,924		-2,942		-4,795		-4,737		-4,669		652		650		22,034

				　		62年		認		積立額		12,138		14,485		14,961		15,906		17,553		17,542		17,545		24,884		29,484		21,673		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		186,170

						定計		画		取崩額		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-11,073		-11,074		-11,073		-11,074		-13,917		-13,917		-13,916		-18,616		-18,616		-18,617		-7,543		-7,543		-156,984

				合						計		12,138		14,485		14,961		15,906		17,553		17,542		17,545		24,884		29,484		21,673		-11,073		-11,074		-11,073		-11,074		-13,917		-13,917		-13,916		-18,616		-18,616		-18,617		-7,543		-7,543		29,186

				　		H7年		認		積立額		0		0		0		0		0		0		0		2,099		3,837		4,426		6,349		6,332		6,376		6,469		6,447		6,518		6,252		0		0		0		0		0		55,105

						定計		画		取崩額																																				-5,510		-5,511		-5,510		-5,510		-5,510		-27,551

				計						計		0		0		0		0		0		0		0		2,099		3,837		4,426		6,349		6,332		6,376		6,469		6,447		6,518		6,252		-5,510		-5,511		-5,510		-5,510		-5,510		27,554

						17年		認		積立額																																		78		2,405		2,464		2,531		2,545		2,543		12,566

						定計		画		取崩額																																		0		0		0		0		0		0		0

										計																																		78		2,405		2,464		2,531		2,545		2,543		12,566

										積立額		12,138		14,485		14,961		15,906		17,553		17,542		17,545		26,983		33,321		26,099		6,349		6,332		6,376		6,469		6,447		6,518		6,330		2,405		2,464		2,531		2,545		2,543		253,841

						計				取崩額		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-11,073		-11,074		-11,073		-11,074		-13,917		-13,917		-13,916		-24,126		-24,127		-24,127		-13,053		-13,053		-184,535

										計		12,138		14,485		14,961		15,906		17,553		17,542		17,545		26,983		33,321		26,099		-4,724		-4,742		-4,697		-4,605		-7,470		-7,399		-7,586		-21,721		-21,663		-21,596		-10,508		-10,510		69,306



【準備金積立額・取崩額について東急】　
　弊社におけるS63～H9年度10年間の準備金総積立額は53,072,200,655円（53,072百万円）となっています。
　一方、取崩額については、平成10～19年度10年間均等で取崩を行うことから、単年度では5,307百万円、として計上しております。総取崩額については、各年度の百万円単位の数値の累計では、端数（2百万円の差）が生じることになりますが、弊社の判断としては、実際の取崩額は各年度とも同額であるため、特定の年度における端数調整は行わず、取崩額の計上は各年度とも5,307百万円としています。

【準備金積立額・取崩額について京王】
　弊社におけるS63～H9年度10年間の準備金総積立額は23,461,725,931円（23,462百万円）となっております。
　一方、取崩額については、平成10～19年度10年間均等で取崩を行うことから、単年度では2,346百万円として計上しております。総取崩額については、各年度の百万円単位の数値の累計では、端数（2百万円の差）が生じることになりますが、弊社の判断としては、実際の取崩額は各年度とも同額であるため、特定の年度における端数調整は行わず、取崩額の計上は各年度とも2,346百万円としております。
　





S62.4 H9.1 H12.3

運賃改定

認可制 上限価格制 上限認可制（法定）
■鉄道事業法施行 ■鉄道事業法改正

・上限認可制の法定化 等
■新しい運賃制度
・通達による上限制
・ヤードスティックの強化等

特定都市鉄道整備積立金制度（加算）

○Ｓ６２．５ 関西５社＋京成

○Ｓ６３．５ 関東６社

○Ｈ２．３ 名鉄

○Ｈ２．１１ 営団

○Ｈ３．１１ 大手１３社

○Ｈ５．７ 西鉄

○Ｈ７．９ 大手１４社＋営団

○Ｈ９．７ 西鉄

○Ｈ９．１２ 東武、西武、京王、小田急、東急

○Ｈ１１．３ 相鉄

○Ｈ１４．４ 西武
○Ｈ１７．３（４） 東武、小田急、東急

○Ｈ８．１ ＪＲ三島

新線加算運賃
○Ｈ３．３ 京成（空港線）

○Ｈ１１．３ 相鉄（いずみ野線）

○Ｈ１０．１１ 京急（空港線）

○Ｈ１７．１ 名鉄（空港線）

○Ｈ２０．１０ 京阪（中之島線）

○Ｈ１８．３ 近鉄（けいはんな線）

○Ｈ２１．３ 阪神（なんば線）

○Ｈ６．６ ＪＲ西（関西空港線）

○Ｈ４．７ ＪＲ北（千歳線）

○Ｈ６．６ 南海（空港線）

○Ｈ８．７ ＪＲ九（宮崎空港線）

○Ｈ８．１ ＪＲ四（本四備讃線）

○Ｈ７．４ 泉北高速線

○Ｓ６３．５ 東武、西武、京王、小田急、東急

運賃改定等の実施状況等（Ｓ６２.４～）

※消費税転嫁のみの改定は除く
※大手、ＪＲに係るもののみ
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