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当社 回答 に対す る ご批判 につ いて (回 答 )

拝啓

立春の候、 ます ます御健勝 の こととお喜 び 申 し上 げます。

当社事業 につ きま して 日頃か ら格別 の ご配慮 を賜 り、厚 く御礼 申 し上 げます。
さて、お 申し越 しのあ りました標記の件 につきまして、以下 の通 りご回答 申し上げます。

1】

「H22年 度 開業時 のス カイ ライナ ー 乗客数 と料金収入 の不整合」 につ いて
特急券単価 の算 出方 、開業時期 による按分方 、大人 /小 児比率等 によって 差 異が生

じて いるもの と考 えます。

特急券単価 は次 の よ うに算 出 してお ります。

① 区間毎にキ ロ按分 して算出
②各区間の単価 を平均
③ 大人・ 小児割合 を加味
特急料 金積算は次のよ うに算出 してお ります。 (H22年 度 )
①定期・ 定期外別 に輸送人員 に単価 と年間 日数 (定 期 は 360日 換算 )を 乗算
②① よ り消費税 を控除

2】

「回答 になっていない京成本線 スカイ ライナーの輸送実績」 について

2月 5日 付 の ご回答 の 中にも記載 いた しました とお り、 この輸送実績 につきまして
は、乗車券等 の発売デ ー タに基 づ く統計を基 に、一 日あた りに換算 した ものです。
例え ばスカイ ライナーの場合、特急券 が 1枚 販売 され ると、人員 は 「 1人 」 とカウ
ン トされ、 この積み重ね によって月単位、年度単位等 の統計 を作成 いた します。
当社 のグループ要覧 に記載 の輸送人員やホー ムペー ジに掲載 している駅別乗降人員
等 の輸送実績 は、基 本的 にこうした統計デー タによるもので あ り、当社 の正式な実績
値 として従来か ら公表 して いる もので ございます。

3】

「区間 ごとの輸送人員数を企業秘密 とは」 について
区間毎 の輸送人員 の開示 につきましては、営業政策等経営 の根幹 に関わる重要な情

報で ございます ので、 ご容赦下 さいますよう重ねてお願 い申 し上げます。
① 「近距離激高・遠距離激安 の北総運賃体系を合理化できな いJに ついて

4】

鉄道会社 の運賃カー ブは、各社固有 の事業環境 によって様 々であ り、都心 と郊外 を
結 ぶ鉄道や都市間輸送 を行 う鉄道、地下鉄事業者な ど、輸送形態等 によ り多種多様な
形態 となってお ります。
なお、当社陳述では、東京 都交通局 を例 に挙 げましたが、短 い距離 の運賃が最高運
賃額 に対 して高額 に設定 されて いることか ら、一例 として挙 げた もので ございます。
東京都交通局 (都 営地下鉄 )と 成田空港線 の 申請額 に基づ く運 賃カーブ、さ らに類
似 の事業者 の運賃カー ブを以下 の通 りお示 しいた します。
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※ 「遠距離逓減 」 に関す る ご指摘 で ある ことか ら、純粋 に遠距離低減率 の み を比較す
るため、 各事業者 の最高運賃額 を 1.0と し、指数表示す る ことで 運賃カ ー ブを比 較
しやす くしてお ります。

② 「混乱 を避 けるため北総運賃 に統 一 は法 の精神 に逆行す る不 当な行 いJに つ いて
鉄道事業法第 1条 の「公共 の福祉 を増進 とす る ことを 目的 とす る」で ござい ますが、
低廉 な運賃 で認可す る ことにつ いて 明記 された ものではな い と考 え ます。
また、鉄道事業法第

16条 第 2項 にお いては 、運賃等 の認可基準 として、運 賃等 の

収入が 「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 (=総 括原
価 )」 を超 えな いもの 、と規定 されてお ります。 2月 5日 付 の ご回答 の 中にも記載 いた
しま した とお り、今 回 の運賃設定 につ きま して も、総括原価 を超 えな い範囲 としてお
り、鉄道事業法 の規定 に反す るもので はな い と考 え ます。
成 田空港線 は、都心 か ら成 田空港 まで 30分 台 のア クセ スを実現す る とともに、沿線
地域 の利便性 向 上 に寄 与す る路線です 。このた め、時速

160kmで の高速走行 を可能 と

す る施設整備や新型車両 の導入 、京成高砂駅 の 金 町線高架化 工 事 といった既存施設 の
改 良等 に伴 い、本線 とは異な り多額 の資本費負担 が生 じます。 また、成 田空港線 は、
そ の全 区間 を当社 が第 2種 鉄道事業者 と して運行す るため、施設保有事業者 に支払 う
線路使用料 が コス トの うち大 きな ウエー トを 占めるな ど、京成本線 とは コス ト構造が
異な ります。
こ うした ことか ら、成 田空港線 に別運賃 を設定 した もので ございます ので 、本線運
賃 との比較 をもって、鉄道 事業法 の規定 に反す る事 にはな らな い もの と考 えます。
成 田空港線 の うち、京成高砂 〜 印膳 日本医大 間 は北総鉄道腑 が第 1種 鉄道事業者 と
して既 に営業 を行 って い る区間で あ り、 当社 が 同区間 に参入す る ことによって 北総鉄
道 の収支 に影響 を与 えるよ うな ことが あって はな りませ ん。
成 田空港線 の運賃 は、北総線 区間で の 整合性 を取 りつつ、上 記 の資本費等 も含 めた
成 田空港線 に係 る総 括原価 の範囲内 で設定 した もので あ ります。

また、北総鉄道 は当社 の子会社 で あ ります が、親 子 関係 にあるか らといって、両社
の 間で金銭や債権 の授受 が 自由 にで きる訳で はな く、例 えば線路使用料 の授受 に関 し
て も、合理 的な算定 によ り金額が決定 され る必 要が あ り、 これ らにつ いて は税務上や
会社法上、様 々 な制約が ございます。
成 田空港線開業後 の 北総線 区間 にお け る収入配 分 につ きま して は、利用 区間 によっ
て どち らの社 に帰属す るか、 一定 の考 え方 に基 づ い た配分ル ー ル を協議 し契約 してお
ります。

なお、線路使用料 は、運行主体 の第 2種 鉄道事業者 が使用す る施設保有事 業者 の鉄
道施設 に係 る資本 費相 当分 に基づ き算 出す る ことを原則 としてお ります。
北総鉄道 へ の線路使用料 につ きま して も、 当社 の列車運行 に必 要な鉄道施設 に係 る
資本 費相 当分 に基 づ く線路使用料 の支払 を原則 とす る ことで両社 は合意 してお り、 当
社 は応分 の負担 を いた します。
ただ し、 北総鉄道 にお いては、 自社 の鉄道施設 を使用 し、 自 らが鉄道事業 を営 む第

1種 鉄道事 業者 で ある ことか ら、京成電鉄が北総 区間 を運行す る ことによって従前 の

北総鉄道 の収支 に影 響 を与 えな いよ うな措置 を講 じる必 要が あ ります。
このた め、現行 の 北総鉄道 が運行す る列車 か ら新 た に京成電鉄 が運行す る一般 特急
列車 に乗 り替わ る旅客 と、 北総線 が成 田空港 と直結 され る ことによって発生す る旅客
とに係 る運 賃収入額 が資本 費相 当分 に基づ く線路使用料額 を上回つた場合 には、そ の
差額 を当該線路使用料 に上乗せ して北総鉄道 に支払 うこととしてお ります。

5】

「北総線 の乗客が成 田空港線 の一般特急 に乗 り換 えた ら全て京成 の収入」 につ いて
当社 ・ 北総鉄道 ともに、乗車券 の発売デ ー タに基 づ く統計等 で 輸送人員 を把握す る

ことは可能 です。
従 って、駅間 ごとの輸送 人員 を把握す る ことは可能 ですが、東松戸 〜新鎌 ヶ谷 間 の
よ うに、 当社が運行す る特急 と北総列車 をほぼ同 じ条件 で利用す る ことが可 能 な駅 間
で は、 どち らの列車 に どれだ け乗車 したか を厳 密 に区分す る ことは 困難 なため、 この
よ うな場合 に両社 の運行本数 で按分す る こととしてお ります 。

6】

「高砂 〜上野・ 押 上 間 の収入」 につ いて
運賃 は、対象 区間 にお け る原 価 を償 うもの として設定す る もので あ り、そ の認可 申

請 にお ける収支計算 の 範囲は、当該設定 区間 を基本 とす るもので あ ります。
従 って、今回の認可 申請 にお いて も、収入・ 費用共 に、京成 上野 ・ 押 上〜京 成高砂
間 に係 る部 分 は原則 として計上 してお りませ ん。
仮 に今 回 申請 にお け る収 支計算 の範 囲 に京成 上野・押 上〜京成高砂 間 を加 えた場合、
設定 しよ うとす る運賃 以外 の 収入 とともに、 当該 区間 に係 る費用 も計上す る ことにな
り、総括原価 の考 え方 か ら逸脱す るため、適 当ではな い もの と考 えます。

7】

「京成本線 で は取 って いる 「空港旅客加算運賃」 を取 らな い不公正」 につ いて
鉄道事 業許可 の基準 につ きま しては、鉄道事 業法第 5条 第 1項 による と、そ の事業

の 計画が経営 上 適切 な もので ある こと、そ の事業 の計画 が輸送 の安全 上 適切な もので
ある こと等 とな ってお ります。
これ に対 して、運 賃認 可 の基準 につ きま して は、同法第

16条 第 2項 による と、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 ってお り、事業許可 とは審 査基準 に明確 な相違 が ござい
ます。
こうした 審査基準 に則 り、 当社 は事業許可 と運賃認可 の 申請 を行 った もので あ りま
す。繰 り返 しとな りますが、平成 13年 の千葉県報告書及 び事業許可 申請 にお ける収支
は、京成本線 も含 めた 当社全体 で空港輸送 の運営が成立す るか否か を判断す るた め の

もので あ り、運賃 につ いては京成本線経 由の京成上野 ・ 日暮里 〜 成 田空港 間 の 1,000
円を便宜 的 に仮置 き した もので ございます。
これ に対 して 今 回 の運賃認可 申請 は、認可対象で ある上限運賃が総括原価 に基づ く
適正な もので あるか否か を判断す る もので あ り、運賃体 系 につ きま して も、路線特性
や需要等 を総合的 に勘案 して設定 した もので ございます ので 、事業許可 とは運 賃体 系
が 異な る もの とな ってお ります。

8】

「航 空需要の基本的な考 え方」 につ いて
ご指摘 の試算 で は、 平成 13年 度 実績 の 2,783万 人か ら トランジ ッ ト 489万 人 を差

引き、2,294万 人 とい う数値 を算 出 されてお りますが、事業許可時 に使用 した航空需
要 は 「第 7次 空港 整備計画 によ る予測値」で あ り、平成 22年 度 は トランジ ッ ト除 きで

3,490万 人です。
また、 20万 回→ 22万 回 とい う発着 回数 の増 による影響 と航 空需要 の増 による影響
を、重複 して 算定 されてお りますが 、事 業許可時及 び今 回 申請 にお いて、成 田空港線
の需要予測 の基礎デ ー タ として直接使用 して いるの は航 空需要で あ り、発着 回数 の増
による影 響 は航 空需要 の増 を通 して間接 的 に反映 されて いる ことにな ります。具体 的
には、 トランジ ッ ト除 き の 国際航 空旅客数か ら、国 内線 による空港 ア クセス分 を除外
した 数値 を母数 として、四段階推計法 とい う予測手法 によ り予測 してお ります。
このよ うに、事業許可時及 び今 回 申請 ともに、成 田空港 の航 空需要 を鉄道需要予測
の一 要 素 として 使用 してお ります が、 ご指摘 の よ うな簡便 な計算 で 算定 して いる もの
では ございませ んので、 ご理 解賜 りた く存 じます。

成 田空港線 は経営環境等 、諸状況厳 しい中での開業 とい う ことにな りそ うですが、上
記 の通 りご回答 いた します ので、 ご賢察 の上、 ご理解賜 りた く存 じます。
当社 では、今後 とも一 層 のサ ー ビス に努 めて ま い ります ので、 ご利用方 よろ しくお願
い 申 し上 げ ます。

敬具

