
 

 

貸　借　対　照　表

２０２２年３月３１日現在

（単位：円）

金     額 金　　　額

資産の部 5,571,602,674 負債の部 210,269,806

流動資産 3,591,039,124 流動負債 210,269,806

現金・預金 2,572,099,490 未払金 177,504,947

未収運賃 287,650,564 未払費用 6,580,990

未収入金 61,929,694 未払法人税等 4,131,900

未収収益 11,666,732 預り金 1,893,739

有価証券 300,000,000 前受運賃 1,814,560

貯蔵品 335,418,856 前受収益 18,263,670

前払費用 15,292,088 仮受金 80,000

未収還付消費税等 6,691,700

その他の流動資産 290,000

固定資産 1,964,585,675

鉄道事業固定資産 1,962,004,115

有形固定資産 1,952,977,024

無形固定資産 9,027,091 純資産の部 5,361,332,868

資本金 450,000,000

投資等 2,581,560 利益剰余金 4,911,332,868

出資金 500,000 利益準備金 2,700,000

差入保証金 1,910,000 その他の利益剰余金 4,908,632,868

預け金 171,560 別途積立金 2,460,000,000

固定資産圧縮積立金 2,540,000,000

繰延資産 15,977,875 繰越利益剰余金 △ 91,367,132

開発費 15,977,875

5,571,602,674 5,571,602,674資 産 合 計 負債・純資産合計

科         目 科　　　　　目



 

個  別  注  記  表  

  

１ ．重要 な会計 方針に 係る事 項に関 する注 記  

(1) 資 産の評 価基準及 び評価 方法  

① 有価証 券の評 価基準 及び評 価方法  

移 動平均 法に基 づく原 価法  

② 棚卸資 産の評 価基準 及び評 価方法  

最 終仕入 原価法  

(2) 固 定資産 、繰延資 産の減 価償却 の方法  

① 有形固 定資産  

定 率法を 採用し ていま す。  

た だし、 1998年 4月1日 以降 に 取得し た建 物 （建 物附属 設備を 除

く 。）並 びに 2016年 4月1日以降 に取得 した建 物附属 設備及 び構

築 物につ いては 定額法 を採用 してい ます。  

② 無形固 定資産  

定 額法を 採用し ていま す。  

③ 繰延資 産  

法 人税法 の規定 による 定額法 を採用 してい ます。  

(3) 消 費税等 の会計処 理  

消 費税等 の会計 処理は 税抜方 式を採 用して います 。  

 

２ ．貸借 対照表 に関す る注記  

有 形固定 資産の 減価償 却累計 額        12,553,244,515円  

 

３ ．株主 資本等 変動計 算書に 関する 注記  

(1) 当 該事業 年度の末 日にお ける発 行済株 式の数    9,000株  

 

４ ．１株 当たり 情報に 関する 注記  

(1) １ 株当た りの純資 産額             595,704円  

(2) １ 株当た りの当期 純損益            △ 10,684円



 

損　益　計　算　書

２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日まで

（単位：円）

鉄道事業営業利益

営業損益の部

営業収益

旅客運輸収入 575,568,956

経 運輸雑収 1,224,301,406 1,799,870,362

営業費

運送費 1,676,972,241

常 案内宣伝費 45,711,890

厚生福利施設費 1,677,760

一般管理費 111,075,515

損 諸税 59,259,575

減価償却費 326,602,684 2,221,299,665

鉄道事業営業損益 △ 421,429,303

益 営業外損益の部

営業外収益

受取利息 6,069,850

の 受取配当金 10,000

雑収入 136,328,523 142,408,373

営業外費用

部 繰延資産償却 2,319,597

雑支出 1,497,703 3,817,300

経常損益 △ 282,838,230

特別利益

補助金 177,414,195

前期損益修正益 76,800,872 254,215,067

特別損失

固定資産除去損 17,649,825

固定資産圧縮損 48,744,891 66,394,716

税引前当期純損益 △ 95,017,879

法人税等 1,136,000

当期純損益 △ 96,153,879

科       目 金       額

特

別

損

益

の

部


