
単位：％

運輸局名 事業者名 改定率 運輸局名 事業者名 改定率 運輸局名 事業者名 改定率
北海道 北海道中央バス株式会社 1.848 関東 西東京バス株式会社 1.852 近畿 大阪シティバス株式会社 1.347

北海道 株式会社じょうてつ 1.843 関東 川崎市 1.848 近畿 近江鉄道株式会社 1.767

北海道 夕張鉄道株式会社 1.390 関東 箱根登山バス株式会社 1.849 近畿 淡路交通株式会社 1.568

北海道 ニセコバス株式会社 1.428 関東 富士急湘南バス株式会社 1.847 四国 徳島バス株式会社 1.660

北海道 ジェイ・アール北海道バス株式会社 1.829 関東 横浜市 1.830 四国 伊予鉄バス株式会社 1.850

北海道 旭川電気軌道株式会社 1.508 関東 関越交通株式会社 1.592 四国 伊予鉄南予バス株式会社 1.552

北海道 道北バス株式会社 1.690 関東 株式会社群馬バス 1.743 四国 瀬戸内運輸株式会社 1.532

北海道 宗谷バス株式会社 1.558 関東 京成トランジットバス株式会社 1.844 四国 宇和島自動車株式会社 1.839

北海道 沿岸バス株式会社 1.848 関東 京成バス株式会社 1.847 四国 とさでん交通株式会社 1.603

北海道 函館バス株式会社 1.583 関東 ちばグリーンバス株式会社 1.818 四国 株式会社四万十交通 1.748

北海道 道南バス株式会社 1.815 関東 ちばレインボーバス株式会社 1.852 中国 広島電鉄株式会社 1.744

北海道 くしろバス株式会社 1.494 関東 千葉内陸バス株式会社 1.850 中国 株式会社中国バス 1.838

北海道 阿寒バス株式会社 1.827 関東 東京ベイシティ交通株式会社 1.845 中国 広島バス株式会社 1.815

北海道 根室交通株式会社 1.804 関東 成田空港交通株式会社 1.135 中国 芸陽バス株式会社 1.848

北海道 十勝バス株式会社 1.651 関東 館山日東バス株式会社 1.667 中国 広島交通株式会社 1.431

北海道 北海道拓殖バス株式会社 1.658 関東 茨城交通株式会社 1.160 中国 備北交通株式会社 1.754

北海道 北海道北見バス株式会社 1.663 関東 関鉄グリーンバス株式会社 1.849 中国 中国ジェイアールバス株式会社 1.828

北海道 網走バス株式会社 1.843 関東 関鉄パープルバス株式会社 1.850 中国 日ノ丸自動車株式会社 1.839

北海道 北紋バス株式会社 1.852 関東 関東鉄道株式会社 1.842 中国 日本交通株式会社 1.840

北海道 斜里バス株式会社 1.848 関東 関東自動車株式会社 1.846 中国 石見交通株式会社 1.830

東北 青森市企業局交通部 1.468 関東 富士急バス株式会社 1.830 中国 一畑バス株式会社 1.407

東北 弘南バス株式会社 1.812 関東 千葉中央バス株式会社 1.835 中国 両備ホールディングス株式会社 1.684

東北 岩手県交通株式会社 1.792 関東 小湊鉄道株式会社 1.827 中国 中鉄バス株式会社 1.834

東北 岩手県北自動車株式会社 1.796 関東 山梨交通株式会社 1.620 中国 岡山電気軌道株式会社 1.499

東北 ジェイアールバス東北株式会社 1.776 北信 新潟交通株式会社 1.627 中国 下津井電鉄株式会社 1.848

東北 仙台市 1.845 北信 新潟交通観光バス株式会社 1.852 中国 備北バス株式会社 1.740

東北 宮城交通株式会社 1.838 北信 越後交通株式会社 1.782 中国 北振バス株式会社 1.816

東北 株式会社ミヤコーバス 1.832 北信 南越後観光バス株式会社 1.748 中国 中鉄北部バス株式会社 1.565

東北 秋田中央交通株式会社 1.801 北信 アルピコ交通株式会社 1.708 中国 防長交通株式会社 1.823

東北 秋北バス株式会社 1.850 北信 長電バス株式会社 1.815 中国 サンデン交通株式会社 1.843

東北 羽後交通株式会社 1.770 北信 富山地方鉄道株式会社 1.676 中国 宇部市交通局 1.852

東北 山交バス株式会社 1.368 北信 加越能バス株式会社 1.495 中国 いわくにバス株式会社 1.638

東北 庄内交通株式会社 1.797 北信 北陸鉄道株式会社 1.847 九州 JR九州バス株式会社 1.427

東北 福島交通株式会社 1.741 北信 北鉄金沢バス株式会社 1.851 九州 西日本鉄道株式会社 1.849

東北 会津乗合自動車株式会社 1.772 北信 北鉄奥能登バス株式会社 1.758 九州 西鉄バス北九州株式会社 1.851

東北 新常磐交通株式会社 1.234 北信 北鉄能登バス株式会社 1.451 九州 西鉄バス筑豊株式会社 1.845

関東 日本中央バス株式会社 1.459 中部 名古屋市 1.434 九州 西鉄バス久留米株式会社 1.844

関東 船橋新京成バス株式会社 1.852 中部 名鉄バス株式会社 1.763 九州 西鉄バス大牟田株式会社 1.846

関東 京王電鉄バス株式会社 1.652 中部 豊鉄バス株式会社 1.838 九州 西鉄バス宗像株式会社 1.792

関東 京王バス東株式会社 1.712 中部 伊豆箱根バス株式会社 1.844 九州 西鉄バス二日市株式会社 1.824

関東 京王バス南株式会社 1.852 中部 しずてつジャストライン株式会社 1.852 九州 西鉄バス佐賀株式会社 1.843

関東 京王バス中央株式会社 1.826 中部 遠州鉄道株式会社 1.851 九州 佐賀市 1.658

関東 東武バスイースト株式会社 1.852 中部 富士急行株式会社 1.797 九州 昭和自動車株式会社 1.848

関東 東武バス日光株式会社 1.851 中部 富士急静岡バス株式会社 1.663 九州 祐徳自動車株式会社 1.708

関東 日光交通株式会社 1.824 中部 富士急シティバス株式会社 1.616 九州 対馬交通株式会社 1.785

関東 東武バスウエスト株式会社 1.815 中部 岐阜乗合自動車株式会社 1.814 九州 長崎自動車株式会社 1.728

関東 国際興業株式会社 1.849 中部 濃飛乗合自動車株式会社 1.807 九州 さいかい交通株式会社 1.652

関東 東武バスセントラル株式会社 1.559 中部 東濃鉄道株式会社 1.800 九州 島原鉄道株式会社 1.743

関東 朝日自動車株式会社 1.611 中部 名阪近鉄バス株式会社 1.813 九州 長崎県交通局 1.343

関東 東武バスセントラル株式会社 1.559 中部 三重交通株式会社 1.847 九州 九州産交バス株式会社 1.824

関東 日東交通株式会社 1.851 中部 福井鉄道株式会社 1.477 九州 産交バス株式会社 1.843

関東 小田急バス株式会社 1.843 中部 京福バス株式会社 1.816 九州 熊本バス株式会社 1.812

関東 西武バス株式会社 1.550 近畿 龍神自動車株式会社 1.668 九州 熊本電気鉄道株式会社 1.840

関東 株式会社江ノ電バス 1.846 近畿 明光バス株式会社 1.629 九州 熊本都市バス株式会社 1.847

関東 川崎鶴見臨港バス株式会社 1.851 近畿 阪神バス株式会社 1.828 九州 大分バス株式会社 1.809

関東 相鉄バス株式会社 1.819 近畿 阪急バス株式会社 1.843 九州 臼津交通株式会社 1.820

関東 群馬中央バス株式会社 1.589 近畿 西日本ジェイアールバス株式会社 1.156 九州 大野竹田バス株式会社 1.829

関東 平和交通株式会社 1.834 近畿 南海バス株式会社 1.821 九州 日田バス株式会社 1.848

関東 あすか交通株式会社 1.606 近畿 奈良交通株式会社 1.830 九州 亀の井バス株式会社 1.814

関東 千葉交通株式会社 1.840 近畿 高槻市 1.834 九州 大分交通株式会社 1.778

関東 鴨川日東バス株式会社 1.850 近畿 全但バス株式会社 1.819 九州 国東観光バス株式会社 1.534

関東 相鉄バス株式会社 1.851 近畿 神姫バス株式会社 1.836 九州 大交北部バス株式会社 1.576

関東 神奈川中央交通株式会社 1.851 近畿 神姫グリーンバス株式会社 1.640 九州 宮崎交通株式会社 1.767

関東 関東バス株式会社 1.850 近畿 山陽バス株式会社 1.817 九州 鹿児島交通株式会社 1.818

関東 京成バス株式会社 1.849 近畿 神戸市 1.840 九州 種子島・屋久島交通株式会社 1.656

関東 京成タウンバス株式会社 1.843 近畿 京阪バス株式会社 1.333 九州 南国交通株式会社 0.686

関東 京浜急行バス株式会社 1.778 近畿 京阪京都交通株式会社 1.833 沖縄 株式会社琉球バス交通 1.832

関東 立川バス株式会社 1.793 近畿 近鉄バス株式会社 1.849 沖縄 那覇バス株式会社 1.851

関東 東急バス株式会社 1.845 近畿 京都バス株式会社 1.458 沖縄 沖縄バス株式会社 1.775

関東 東京空港交通株式会社 1.820 近畿 京都市 1.801 沖縄 東陽バス株式会社 1.772

関東 東京都 1.745 近畿 株式会社ウエスト神姫 1.818

○申請事業者名（本省分）及び改定率(２０９者)


