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１．現行電気料金制度における原価算定
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１．規制需要家に適用される電気料金については、電気事業法第１９条に基づき、電力会社から料金改定の認
可申請が提出された場合、経済産業大臣が審査を行い、広く一般から意見を聴取する公聴会（電気事業法第
１０８条）等を行った上で認可を行う。但し、電気料金を引き下げる場合には、電力会社は経済産業大臣への
届出により、改正が可能。

２．認可に要する期間は、案件、状況等により異なるものの、申請受理後の標準処理期間は４ヶ月。

１．（１）電気料金改定手続き

電気料金改定電気料金改定 改定後の料金と、改定を行わなかった場合の
料金（燃料費調整を含む）とを比較

電 力 会 社 申 請 掲 示 実 施

（実施の日の１０日前から）
料金改定認可プロセス

標準処理期間：４か月

（値上げの場合）

（値下げの場合）

認 可

届 出

供給約款料金審査要領に基づき、審査の一手法として特別監査を実施し、適正な固定資産（レートベース）の確
定を行うとともに、資本費・修繕費については実績値等に照らし適正性を監査する。

供給約款料金審査要領に基づき、一般電気事業者が申請した原価等について、「料金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であること」について審査（査定）する。※特別監査と同時並行で実施。

3
ヤードスティック査定

特 別 監 査

個 別 審 査 （ 査 定 ）

【審査の方法】

電気事業者の効率化への取組度合いを比較し、査定率に格差をつける（平成１０年の料金改定における減額査定
率は１％又は２％）。公租公課等の義務的経費、燃料費等妥当性が別途判断されるものは適用対象外

需 要 家 等

経済産業大臣 受 理 公聴会

意見陳述

認 可

・消費者委員会
・物価問題に関する関係閣僚会議

審査 審査



１．電気料金の算定に当たっては、電気事業を効率的に実施する観点から、供給計画（工事計画含む）、業務計
画、経営効率化計画、資金計画等の各種経営計画が策定され、これらを前提として原価の算定が行われる。

２．総原価の算定については、原価算定期間におい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
加えたものであることが求められている。

３．算定された総原価は、各需要種別に配分され（個別原価計算）、電気の使用条件の差等を考慮して契約種
別毎の料金率が設定される（レートメイク）。

４．設定された料金については、定期的評価や部門別収支により事後的に検証が行われる。

１．（２）電気料金算定と事後評価のプロセス

＜供給計画＞
電力需要予測と供給力の１０年
計画を毎年度策定。燃料費や購

＜前提計画＞

【営業費】
○人件費

料費

非
ネ

低圧需要 規
制
部
門（低

＜総原価の算定＞ ＜個別原価計算、レートメイク＞

＜定期的評価＞

＜事後評価＞
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入電力料等の算定基礎。

＜工事計画＞
今後の発電設備や送電線、変電
所等の建設計画。減価償却費や
事業報酬等の算定基礎。

＜資金計画＞
工事計画遂行のために必要な資
金調達計画。法人税や財務費用
等の算定基礎。

＜業務計画＞
人員計画や業務機械化計画、研
究計画等が含まれる。人件費や
その他の費用等の基礎。

＜経営効率化計画＞
供給計画公表時等に公表。料金
改定時には、料金改定の理由、
根拠等を明らかにする。

○燃料費
○修繕費
○公租公課
○減価償却費
○購入電力料
○その他経費
・バックエンド費用
・廃棄物処理費
・消耗品費
・賃借料
・託送料
・委託費
・損害保険料
・普及開発関係費
・研究費
・諸費 等

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
費
用

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
費
用

特別高圧
・高圧需要

低圧需要

特別高圧
・高圧需要

門
小
売
料
金

低
圧
）

自
由
化
部
門
小
売
料
金

（特
別
高
圧
・高
圧
）

託
送
料
金

電力会社、経済産業
省において、決算情
報を基に毎年度実施

＜部門別収支＞

自由化部門の赤字
が規制部門により補
填されていないかを
確認

【事業報酬】



１．総原価のうち、営業費の算定に当たっては、｢一般電気事業供給約款料金算定規則｣（経済産業省令）にお
いて、人件費や燃料費等の各営業費目ごとに、実績値や供給計画等を基に算定することとされている。

２．当該規則については、料金値上げ認可時、値下げ届出時のいずれの場合にも適用されるもの。

３．なお、同規則は、平成１２年の料金値下げ届出制度、託送制度の導入に伴い、料金算定ルールの透明化を
確保する観点から、内規であった各種要領を省令化したもの。

１．（３）営業費の算定方法

営業費の算定方法（一般電気事業供給約款料金算定規則第３条第２項）
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【その他経費】
実績値及び供給計画等を基に算定し
た額

【購入電力料】
供給計画等を基に算定した額

【燃料費】
供給計画等を基に算定した数
量に時価等を基に算定した単
価を乗じて得た額

【公租公課】
税に関する法律等に定めるところにより算定
した額

【減価償却費】
供給計画等を基に、電気事業固定資産の帳
簿価額及び帳簿原価に対し、それぞれ定率
法及び定額法により算定した額

【修繕費】
実績値及び供給計画等を基に算定した額

【人件費】
実績値及び供給計画等を基に
算定した額



１．電気料金を認可するにあたっては、原価に関し、電気事業法１９条第２項第１号に基づき、「料金が能率的な
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であること」が求められる。「供給約款料金審査要
領」（平成１２．０３．１６資庁第１号（通達））では、営業費については、｢原価等の項目ごとに、事業者が適切な
効率化努力を行った場合における経営を前提として算定した額であるか否かにつき審査するものとする｣とさ
れている。

２．また、間接的な競争環境を制度的に創出することを企図して、経営効率化のインセンティブを働かせるため
の手法としてヤードスティック査定が平成７年に導入されており、同審査要領において「電源の設備形成」、「
電源以外の設備形成」、「一般経費」の３分野について、電気事業者の効率化への取組度合いを比較し、査
定率に格差をつけることとなっている（平成１０年の料金改定における減額査定率は１％又は２％）。

１．（４）電気料金値上げ認可時における料金原価の査定方法

＜現行のヤードスティック査定の概要＞
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［Ｘ社］
<申請原価>

［Ｙ社］
<申請原価>

［Ｚ社］
<申請原価>

・
・

評価方法

［１．原価単価の水準］＜円/kWh＞

高

低

中

［X社］

［Y社］

［Z社］

［２．原価単価の変化率］ ＜％＞

中

①～③の分野ごとに原価単価の水準及び変化率を
相対評価し、比例法による点数化。

評
価
結
果
の
公
表

①電源の設備形成
②電源以外の設備形成
③一般経費

①電源の設備形成
②電源以外の設備形成
③一般経費

①電源の設備形成
②電源以外の設備形成
③一般経費

各社電源構成・需要構成・密度等を勘案

補正項目

［X社］

［Y社］

［Z社］ 高

低

X社 0

Y社 100

Z社 60

X社 60

Y社 100

Z社 0

グループⅠ (200～121) Y社・・

グループⅡ (120～79) X社・・

グループⅢ (78～0) Z社・・

グルーピング

点数に応じ、３グループに分類

効率化努力目標額の算出

グループごとの査定率により、
効率化努力目標額を算出

＜ヤードスティック査定＞

個別査定

各社の原価について、個別に妥当性・適正性を判断



１．（５）電気料金値下げ届出時における料金原価の扱い

１．電気料金の認可に当たっては、電気事業法第１９条において、「料金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であること」等が規制需要家の料金を定める供給約款の認可基準として規定され
ており、各原価項目について厳格な査定が行われる。

２．一方、料金値下げ時の届出制度は、認可と同様に算定規則に基づいた料金の算定が求められているが、「料
金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であること」という要件は課されておら
ず、査定等の手続きを要しない。

（一般電気事業者の供給約款等）

電気事業法第１９条（値下げ届出制度）
（一般電気事業者の供給約款等）

電気事業法第１９条（電気料金認可）
（ 般電気事業者の供給約款等）
第十九条
３ 一般電気事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、料金を引き下げる場

合その他の電気の使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合と
して経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、第
一項の認可を受けた供給約款（次項の規定による変更の届出があつたときは、
その変更後のもの。以下この条において同じ。）で設定した料金その他の供給
条件を変更することができる。
４ 一般電気事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更したと

きは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の供給約款を経済産業大臣
に届け出なければならない。

５ 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る供給約款が次の各号のいず
れかに該当しないと認めるときは、当該一般電気事業者に対し、相当の期限
を定め、その供給約款を変更すべきことを命ずることができる。

一 料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
二 一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器そ

の他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正か
つ明確に定められていること。
三 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
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（ 般電気事業者の供給約款等）
第十九条 一般電気事業者は、一般の需要（特定規模需要を除く。）に応

ずる電気の供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省
令で定めるところにより、供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受け
なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

２ 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合し
ていると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 料金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
たものであること。
二 料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められて
いること。
三 一般電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電

気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負
担の方法が適正かつ明確に定められていること。
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。



２．電気料金原価を巡るこれまでの議論
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２．（１）東京電力に関する経営・財務調査委員会の指摘事項

１．｢東京電力に関する経営・財務調査委員会｣の報告書においては、届出時と実績が届出後直ちに大きく乖離
が生じている場合があり、規制当局において原価の把握が適正になされているとは言い難く、原価主義の原
則が維持されているかについて疑義があると指摘がなされているところ。例えば、修繕費について、原子力発
電所停止に伴う燃料費の増加分等を吸収するため、急遽修繕費を削減せざるを得なくなり、大きな乖離が生
じたといったことが考えられる。

２．また、原価算定に当たっては、規制当局が実態とかけ離れた原価は認めず、電気の安定供給に真に必要な
費用に限定すること、それ以外の費用（例：オール電化推進関係費、広告宣伝費、寄付金、団体費等）は総原
価の対象から外し、自由化部門を含めた収益の範囲で企業が自主的判断に基づいて実施することを検討す
べきとの見直しの方向性が示されている。

【届出時と実績の料金原価の乖離の主要項目内訳（固定費＋可変費（燃料費＋購入電力費等以外））】

金額増加主要項目 金額減少主要項目 金額増加主要項目 金額減少主要項目 金額増加主要項目 金額減少主要項目 金額増加主要項目 金額減少主要項目 金額増加主要項目 金額減少主要項目
▲ 133,307可変費の増減計 ▲ 2,284 可変費の増減計 ▲ 89,542 可変費の増減計

平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度
可変費の増減計 ▲ 37,664 可変費の増減計 ▲ 74,983

（単位：百万円）

9出典：「東京電力に関する経営・財務調査委員会」報告書

【届出時と実績の料金原価の乖離（固定費＋可変費（燃料費＋購入電力費等以外））の合計額】

年度 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 合計
乖離額 37,290 6,947 89,557 77,563 138,620 95,356 167,409 ▲ 7,413 ▲ 23,674 36,972 618,628

修繕費 ▲ 19,206

退職給与金 14,830 修繕費 ▲ 43,831 退職給与金 36,551 修繕費 ▲ 48,289
廃棄物処理
費

11,778 修繕費 ▲ 47,385 事業税 1,214 修繕費 ▲ 26,169 事業税 1,855 退職給与金 ▲ 36,029

給料手当 14,254
廃棄物処理
費

▲ 10,753 減価償却費 21,186
固定資産除
却費

▲ 7,494 給料手当 5,238 退職給与金 ▲ 22,790
廃棄物処理
費

950
固定資産除
却費

▲ 9480 雑給 918 修繕費 ▲ 17,578

諸費 4,577 研究費 ▲ 7,765 給料手当 6,490 研究費 ▲ 3491 減価償却費 4,191
固定資産除
却費

▲ 9949
電源開発促
進税

807 退職給付金 ▲ 8936
普及開発関
係費

829 減価償却費 ▲ 14,395

事業税 243 事業税 1,036 退職給与金 ▲ 70,604 退職給与金 17,960 修繕費 ▲ 31,859 退職給与金 15,896 修繕費 ▲ 30,428 委託費 4,196 減価償却費 ▲ 16,151

共有設備分
担額

138 減価償却費 ▲ 17,097 託送料 998 修繕費 ▲ 29,827 諸費 17,268 委託費 ▲ 3,280 諸費 13,596
固定資産除
却費

▲ 4,872 諸費 4,136 修繕費 ▲ 7,930

水利使用料 25
廃棄物処理
費

▲ 11,366 雑給 869 委託費 ▲ 13,726 給料手当 4,032
固定資産除
却費

▲ 3,223 給料手当 7,466 事業税 ▲ 3977
普及開発関
係費

3,030 退職給与金 ▲ 5764

▲ 30,309可変費の増減計 ▲ 96,850 可変費の増減計 ▲ 162,792 可変費の増減計 5,428 可変費の増減計 21,139 可変費の増減計
平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

金額増加項目 金額減少主要項目 金額増加主要項目 金額減少主要項目 金額増加主要項目 金額増加主要項目 金額減少主要項目 金額増加主要項目 金額減少主要項目金額減少主要項目

（単位：百万円）



２．（２）平成２１年電気事業分科会の報告内容

平成２１年の電気事業分科会においては、地球温暖化問題対応への投資が一層必要となる中、設備関係費
の圧縮が必要以上に行われた場合の安定供給に対する懸念や、認可プロセスに係る期間が過度に長期に
わたる場合の経営への影響に対する懸念も存在することから、①機動性向上と需要家利益保護との両立、②
安定供給・環境対応と効率化促進の両立を図る観点から、認可プロセスの合理化について検討が行われた。

＜見直しの方向性（平成２１年電気事業分科会第２次報告）＞

①原価合計に占める割合が相当程度小さいもの（例えば１％以下）等については、諸元や
計算過程の正誤に関する確認のみを行うこと等が適当
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計算過程の正誤に関する確認のみを行うこと等が適当、

②今後は環境対応や安定供給の観点から設備投資が特に必要となることから、ヤードス
ティック査定は｢一般経費｣のみを対象とした上で査定を充実させること、

③以上のような効率化により標準処理期間を短縮化すること



３．検討に当たっての論点
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３．検討に当たっての論点

１．行政は、平成２１年電気事業分科会報告における料金認可プロセスの合理化という趣旨を踏まえつつも、東京
電力に関する経営・財務調査委員会の報告書で指摘されているように、料金原価の適正性をより厳格に確保す
べきことが求められているのではないか。

２．このため、現行電気事業法上、原価の適正性を確認することが求められている認可料金について、行政が認
可を行う際に適正と判断しうる原価とは何かについて検討すべきではないか。

�料金原価については、電気事業の運営に必要でない費用を計上することは認められず、これまでも電気
通信事業等附帯事業に要する費用については、料金原価から除外されてきた。

�電気事業の運営に必要な費用には、電気の供給に直接的に必要ではないが、長期的あるいは間接的に
電気の供給を効率化しうる性格のものや 民間企業として通常支出されているものも含まれるが 今後料金

【具体的論点１】 料金原価として認めるべき費用の範囲
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電気の供給を効率化しうる性格のものや、民間企業として通常支出されているものも含まれるが、今後料金
原価として認めるべきでないものがあるとすれば、それはどのような費用か。

�経営効率化努力について、従来用いられてきた原価査定方法は、基本的に過去の実績をベースに、事業
者による経営効率化努力も反映した費用を積上げた上で、更に電気事業者間で比較を行い査定する（ヤー
ドスティック査定）という方法が用いられてきた。

�より合理的な経営効率化努力の織り込み、料金認可プロセスの合理化の観点から、電気事業者として一
般的に求められる効率化努力を想定しうる費用項目については、一定のメルクマールを基準として査定を行
うことも考えられるのではないか。例えば、そのようなメルクマールとして、電気事業者（全体の平均又はトッ
プランナー）、他の公益事業者の平均、上場企業の平均、全企業の平均との比較といったものが考えられる
のではないか。その上で、必要に応じ、個別の事業者の置かれた状況に応じた経営効率化努力等を料金原
価に反映することも考えられるのではないか。

【具体的論点２】 原価に織りこむべき経営効率化努力



４．検討対象となる営業費
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１．５１項目の営業費目のうち、公租公課、バックエンド費用、託送料等他の法令等により算定される外生的費
用であって、事業者による経営効率化の余地が小さいものを除いて、今回の検討の対象となりうる項目は
以下のとおり。

４．検討対象となる営業費

＜人件費＞
・役員給与 （829）
・給料手当 （300,848）
・給料手当振替額（貸方） （△2,229）
・退職給与金 （57,606）
・厚生費 （54,237）
・委託検針費 （18,495）
・委託集金費 （4,900）
雑給 （5 216）

＜公租公課＞
・水利使用料 （4,059）
・固定資産税 （115,875）
・雑税 （10,130）
・電源開発促進税 （115,886）
・事業税 （65,485）
・法人税等 （37,853）

＜購入電力料＞
・地帯間購入電源費 （209,104）
・地帯間購入送電費 （4,411）
・他社購入電源費 （513,318）
・他社購入送電費 （2,497）

＜その他経費＞
＜その他経費＞
・使用済燃料再処理等発電費 （39 889）

＜検討対象となる営業費＞ ＜他の法令等により算定される項目＞
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・雑給 （5,216）

＜燃料費＞
・燃料費 （2,003,759）

＜修繕費＞
・修繕費 （435,436）

＜減価償却費＞
・減価償却費 （699,988）

＜その他経費＞
・廃棄物処理費 （13,846）
・消耗品費 （19,109）
・補償費 （12,947）
・賃借料 （148,488）
・委託費 （176,677）
・普及開発関係費 （21,018）
・養成費 （6,022）
・研究費 （34,787）
・諸費 （32,057）
・固定資産除却費 （76,976）

・使用済燃料再処理等発電費 （39,889）
・使用済燃料再処理等既発電費（30,561）
・特定放射性廃棄物処分費 （21,920）
・託送料 （20,024）
・事業者間精算費 （3,011）
・損害保険料 （5,155）
・原子力損害賠償支援機構一般負担金 （－）
・電気料貸倒損 （2,499）
・原子力発電施設解体費 （13,502）
・共有設備費等分担額 （2,557）
・共有設備費等分担額（貸方） （△25）
・建設分担関連費振替額（貸方） （△364）
・附帯事業営業費用分担関連費振替額（貸方）（△972）
・開発費 （０）
・開発費償却 （０）
・電力費振替勘定（貸方） （△756）
・株式交付費 （3）
・株式交付費償却 （0）
・社債発行費 （1,659）
・社債発行費償却 （0）

※カッコ内は東京電力の平成20年料金改定
時の値（百万円）

※「原子力損害賠償支援機構一般負担金」は、
原子力損害賠償支援機構法の施行に伴い、
平成23年10月に改正。



１．人件費は、役員給与、給料手当、退職給与金、厚生費、委託検針・集金費、雑給（アルバイト、顧問等の給
与等）で構成されており、単価の実績や人員計画等を基に算定されている。

２．役員給与については、株主総会の議決の範囲内において決定され、給料手当の単価については、組合交
渉の妥結額等に基づいて設定される。

４．（１）人件費

＜平成１０年改定における算定方法＞
①役員給与 ： 株主総会議決範囲内

②給料手当（基準賃金） ： １人当たり平均基準賃金月額×平均経費人員×１２ヶ月

＊１人当たり平均基準賃金月額の算定に用いる昇給率が未決定の場合は、政府経済計画等における１人当た
り雇用者所得の上昇率とする。

（基準外賃金） ： 基準賃金総額×至近実績対基準賃金比率

③退職給与金 ： 実払額＋引当額＋取崩額

④ 生費 た 近実績 給率 均経費 員
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＜東京電力に関する経営・財務調査委員会報告書、第１回有識者会議における指摘事項等＞

④厚生費 ： １人当たり至近実績 × 昇給率 × 平均経費人員

＊昇給率は、１人当たり平均基準賃金月額の算定に用いる昇給率とするが、それによりがたい場合は（雇用者
所得指数＋消費者物価指数）／２とする。

⑤委託検針費・集金費 ： 枚数 × １枚当たり単価（至近実績 × 実質昇給率）

⑥雑給 ： 平均単価（至近実績 × 実質昇給率） × 平均人員

○金額ベースによる比較だけではなく、一人当たりの売上高、付加価値や労働装備率など質的な面も加味するべ
き。（東京電力に関する経営・財務調査委員会）

○電力会社の事業には、公的企業及び一般企業としての側面がある。原価算定のベンチマークについては、費用
によって公共料金間で比較した方が良いものや全産業で比較した方が良いものがあるのではないか。（第１回
有識者会議）※人件費以外の各項目についても同様

○電力会社の給与は全産業の中でも高水準。規制料金の原価にそのまま算入するのは問題ではないか。（第１回
有識者会議）



１．燃料費は、火力燃料費、新エネルギー等燃料費及び核燃料費の合計額であり、供給計画等を基に算定し
た数量に、時価等を基に算定した単価を乗じて算定される。

４．（２）燃料費

＜平成１０年改定における算定方法＞

（１）火力燃料費
各燃種毎の想定単価に消費量（燃料計画値）を乗じることで算定。

（２）核燃料費（BWRの場合）
各号機のバッチ（装荷単位）毎に発電電力量当たりの減損単価を求め、これに発電電力量（供給計画値）を乗
じて、算定
・減損単価(円／kWh)＝取得価額÷設計発生電力量
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＜東京電力に関する経営・財務調査委員会報告書、第１回有識者会議における指摘事項等＞

・減損単価(円／kWh)＝取得価額÷設計発生電力量
・バッチ別の発電電力量＝当該炉計画発電電力量×期中平均装荷バッチ本数÷装荷核燃料総本数

○燃料費の削減については、①ＬＮＧ単価の決定指標を変更、②欧州等との需要時期差を利用したタイムスワップ、
③他電力等との共同調達の拡大等を含めて、中長期的施策として検討すべきである。（東京電力に関する経営・
財務調査委員会）

○原子力発電所の停止等による電源構成の変動に伴う燃料費等の影響について、料金に適切に反映できるよう
配慮した制度設計とすべきではないか。 （東京電力に関する経営・財務調査委員会）

○原子力発電の停止・再稼働による燃料構成比の変更に伴う費用の変動については、迅速かつ簡便に料金転嫁
を認めても良いが、その全てを自動的に認めるべきではないのではないか。（第１回有識者会議）



１．購入電力料は、他の一般電気事業者から購入した電気に係る費用である地帯間購入電源費・送電費、卸
電気事業者（電源開発や日本原子力発電）、ＩＰＰ等から購入した電気に係る費用である他社購入電源費・
送電費に分類される。

４．（３）購入電力料

＜平成１０年改定における算定方法＞

基本料金・電力量料金ともに、原則として

①現契約有効期間内は、その契約値。

②現契約有効期間終了後は、その契約更改予想値。

なお、計算期間内における新規分及び増改良分についても上記に準じて想定し加算する。
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＜東京電力に関する経営・財務調査委員会報告書、第１回有識者会議における指摘事項等＞

○他社購入電源取引において、契約更新時期が到来するものについては、資本コストが既に回収されていること
を踏まえた価格体系にすべく交渉するなどにより、追加コスト削減を見込むことができる。（東京電力に関する経
営・財務調査委員会）

○卸電力取引所の取引を活用し、常に売り手もしくは買い手として参加することで、売電した際には利益を獲得し、
買電した際には発電コストを削減できる。 （東京電力に関する経営・財務調査委員会）



１．修繕費は、固定資産の通常の機能を維持するため、部品の取替え、損傷部分の補修、点検等に要する費
用。

４．（４）修繕費

＜平成１０年改定における算定方法＞

標準修繕費算定基準により算定。なお、本基準は平成１２年に廃止。

（基準算定修繕費の算定方法）

部門別＊１、かつ各事業年度ごとに、代表物量を基準算式に適用して、基準算定修繕費を算定する。

①代表物量・・各社の設備・機器または修繕項目の設備規模等の諸元（認可出力等）を基に算定された物量
②修繕単価・・平成５年における各部門別の実績単価
③物価補正係数・・修繕単価が平成５年価格により設定されているため、各事業年度の価格に補正する係数

水力電気 水力土木 火力 原子力 送電架空 送電地中 変電 配電（ 般） 通信 建物 備品（車両 業務） 部門

①代表物量×②修繕単価（平成５年価格）×③物価補正係数－直営工費差引額＊２
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＜東京電力に関する経営・財務調査委員会報告書、第１回有識者会議における指摘事項等＞

○関係会社との随意契約から事前価格調査方式への発注方法の変更や工事の効率化により単価低減を図るべ
き。 （東京電力に関する経営・財務調査委員会）

○外部取引先との重層的な取引の構造の見直し、入札や事前価格調査方式等の拡大など競争原理を十分に取り
入れた発注に努めるべき。 （東京電力に関する経営・財務調査委員会）

○発電所のリプレースやスマートメーターの調達において、仕様・設計方法を標準化することでコスト削減を図るべ
き。（東京電力に関する経営・財務調査委員会）

○経営効率化努力分を考慮したとしても、原価と実績の乖離の程度からすると、そもそも届出時の料金原価が｢適
正な原価｣ではなかった可能性がある。 （東京電力に関する経営・財務調査委員会）

○原価と実績に乖離が生じることは必ずしも問題ではない。恒常的に過小となっていることが問題。料金算定時の
原価の妥当性を検証する必要があるのではないか。（第１回有識者会議）

＊１：水力電気、水力土木、火力、原子力、送電架空、送電地中、変電、配電（一般）、通信、建物、備品（車両、業務）の１１部門

＊２：電力会社社員の従事分（水力土木、火力、原子力、建物、備品部門を除く）



１．減価償却費は、投下した資本を回収するために、固定資産における価値の減少分を耐用年数に応じて費
用認識したものであり、供給計画等を基に、電気事業固定資産の帳簿価額及び帳簿原価に対し、定率法又
は定額法により算定した費用である。

２．既設分償却費、竣工分償却費、試運転分償却費、特別償却費等の総和から除却分償却費等を差し引いた
額として算定される。

４．（５）減価償却費

＜平成１０年改定における算定方法＞

①有形固定資産は定率法、無形固定資産は定額法に基づき算定

②既設分償却費 ： 耐用年数区分別に算定

③竣工分償却費 ： 建物、構築物、機械装置、その他有形、その他無形別に算定（件名分＋一括分）

④試運転分償却費 ： 供給計画上の試運転期間に合わせ月割計算

⑤特別償却費 ： 記載なし
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＜東京電力に関する経営・財務調査委員会報告書、第１回有識者会議における指摘事項等＞

⑤特別償却費 ： 記載なし

⑥除却分償却費 ： 資産区分別に算定

○ IPP事業者の参入可能性も踏まえた送電網整備計画や既設発電所のリプレースにおける入札を考えていくこと
が求められる。 （東京電力に関する経営・財務調査委員会）

○関係会社との随意契約から事前価格調査方式への発注方法の変更や工事の効率化により単価低減を図るべ
き。 （東京電力に関する経営・財務調査委員会）

○外部取引先との重層的な取引の構造の見直し、入札や事前価格調査方式等の拡大など競争原理を十分に取り
入れた発注に努めるべき。 （東京電力に関する経営・財務調査委員会）

○発電所のリプレースやスマートメーターの調達において、仕様・設計方法を標準化することでコスト削減を図るべ
き。（東京電力に関する経営・財務調査委員会）

○ IPP入札については、新規電源のみならずリプレース電源も対象にすべきではないか。入札が行われなかった
電源については、その費用の全てを原価に算入しても良いか考えることが必要。 （第１回有識者会議）



１．火力や原子力発電等によって発生する廃棄物の処理にかかる費用。基本的には発電量に応じて増減する
可変費的な費用。火力では灰処理費、排水処理費、排煙処理費、雑廃棄物処理費があり、原子力では、放
射性廃棄物処理費、雑廃棄物処理費がある。

４．（６）廃棄物処理費

＜平成１０年改定における算定方法＞

件名積上分 ＋ 件名以外分実績値×（認可出力指数＋発電電力量指数）／２×（雇用者所得指数＋消費者物
価指数）／２
※実績値×物量指数×価格指数により算定することもできる

１．①潤滑油脂費、②雑消耗品費（被服費、図書費、光熱費・水道料、発電用消耗品費、自動車等燃料費等）

４．（７）消耗品費
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① ②
に大別され、実績値をベースに販売電力量指数や消費者物価指数等を考慮して算定。

＜平成１０年改定における算定方法＞

○潤滑油脂費
実績値× （総認可出力指数＋総発電電力量指数）／２×潤滑油脂価格指数

○雑消耗品費
件名積上分 ＋ 件名以外分実績値×販売電力量指数×消費者物価指数

＜東京電力に関する経営・財務調査委員会報告書、第１回有識者会議における指摘事項等＞

○図書費等の消耗品費が電気料金の原価として算入されているが、一般の需要家が等しく負担すべき費用と言え
るかどうかについて、今後規制当局において、十分に検証が行われる必要がある。（東京電力に関する経営・財
務調査委員会）



１．契約、協定、覚書等による補償義務に基づいて定期的または臨時的に支払う費用等。補償料としては、送
電設備の敷設等に伴ってテレビ視聴に支障が生じる需要家への対策としての、電力会社が設置するTV共
聴施設、アンテナ等の設備費用、共聴施設の維持管理費。

４．（８）補償費

＜平成１０年改定における算定方法＞

・（定期的補償費）
汚染負荷量賦課金＝賦課料率単位×SOx量

① 料率単価は実情に即して算定する。
その他定期的補償費＝件名積上分 ＋ 件名以外分実績値×過去の伸び率

① 件名積上分の物価補正は契約に則して行う
② 過去の伸び率により難い場合は、他の物量指数によることができる。

（臨時的補償費） 件名積上分 ＋件名以外分至近実績値
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・（臨時的補償費） 件名積上分 ＋件名以外分至近実績値
① 件名以外分について、個別事情がある場合は、これによる。

・（損害賠償費） 至近実績値



４．（１０）賃借料

１．委託運転費（設備の運転又は点検を他に委託する場合の費用）、及び雑委託費（警備、パトロール、巡視委
託、業務システム化関連委託、データセンター、口座振替関連委託、電柱敷地業務委託等）から構成される。

４．（９）委託費

＜平成１０年改定における算定方法＞

○委託運転費
件名積上分＋件名以外分実績値×販売電力量指数×雇用者所得指数
①件名以外分については、部門別もしくは項目別に、他の物量指数を乗じて算定することができる。

○雑委託費
件名積上分＋件名以外分実績値×販売電力量指数×雇用者所得指数
①雇用者所得指数により難い場合は、個別の単価上昇率により算定することができる。
②件名以外分については、部門別もしくは項目別に、他の物量指数を乗じて算定することができる。
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１． ①事務所建物等の賃料である借地借家料、②鉄塔等の設置に要する土地等の使用料（道路占用料、線
下補償料等）、③その他車輌、タンク、事務機器等のリース料（機械賃借料、雑賃借料）、に大別される。

＜平成１０年改定における算定方法＞
①借地借家料、線下補償料、機械賃借料 ： 件名積上分＋件名以外分実績値×過去の伸び率

②電柱敷地料 ： 件名積上分＋（送電実績値×送電支持物指数＋配電実績値×配電支持物指数）×電柱敷地
料値上げ率

③道路占用料
（送電） ： 件名積上分＋送電実績値×地中線亘長指数×単価上昇率
（配電） ： 件名積上分＋架空実績値×配電支持物指数×単価上昇率

件名積上分＋地中実績値×地中線亘長指数×単価上昇率
（その他） ： 件名積上分＋件名以外分実績値×過去の伸び率

④線路使用料 ： 件名積上分＋件名以外分実績値×物量指数×単価上昇率
⑤その他賃借料 ： 件名積上分＋件名以外分実績値×過去の伸び率



１．広報活動、新規需要開発、電気使用合理化等に要する費用であり、テレビ・ラジオ放送費、PR館や展示館
等の運営費、原子力発電所見学会開催費、負荷平準化に資する機器の普及促進にかかる費用、お客様周
知用チラシ（料金改定等）やパンフレット印刷費等が含まれる。

４．（１１）普及開発関係費

＜平成１０年改定における算定方法＞

＜東京電力に関する経営・財務調査委員会報告書、第１回有識者会議における指摘事項等＞

件名積上分 ＋ 件名以外分実績値×（契約口数指数＋電灯kWh指数）／２×（消費者物価指数＋雇用者所得
指数）／２

23

○例えば、オール電化推進関係費や広告宣伝費、寄付金、団体費等は総原価の対象から外し、自由化部門を含
めた収益の範囲で企業が自主的判断に基づいて実施すべきではないか。 （東京電力に関する経営・財務調査
委員会）

○普及開発関係費（オール電化関連広告費等）が電気料金の原価として算入されているが、一般の需要家が等し
く負担すべき費用と言えるかどうかについて、今後規制当局において、十分に検証が行われる必要がある。（東
京電力に関する経営・財務調査委員会）

○広告宣伝費については安全使用のためのものは原価への算入を認めても良いが、オール電化のような単なる
販売促進のための費用については、需要家に対する十分な説明と理解が必要なのではないか。（第１回有識者
会議）

○広告宣伝費については、支払い先についても全て情報公開すべきではないか。（第１回有識者会議）

○広告宣伝費や業界団体費用については、一般企業と異なり電力会社には地域独占が認められており需要家に
選択肢がない以上、電気料金の原価に算入しないといった考え方もあるのではないか。 （第１回有識者会議）



１．電気技術の能力向上を目的とする研修費や社員の基礎的能力の向上を目的とする研修費等。

４．（１２）養成費

＜平成１０年改定における算定方法＞

件名積上分 ＋ 件名以外分実績値×（消費者物価指数＋雇用者所得指数）／２

１．自社研究所の費用、委託研究の費用、共同研究のための分担金、その他研究のために要する費用から
構成される。

４．（１３）研究費

＜平成１０年改定における算定方法＞
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（分担金）

電力中央研究所分担金 ： （前年度同期灯・力収入＋他社販売＋遅収加算）×２／１，０００

その他分担金件名 ： 件名積上分 ＋ 件名以外分至近実績値

（自社研究費）

各社想定による

例：件名積上分 ＋ 件名以外分実績値 × 物量指数（販売電力量等）

＜東京電力に関する経営・財務調査委員会報告書、第１回有識者会議における指摘事項等＞

○研究費が電気料金の原価として算入されているが、一般の需要家が等しく負担すべき費用と言えるかどうかについ
て、今後規制当局において、十分に検証が行われる必要がある。（東京電力に関する経営・財務調査委員会）

○研究開発費といえども、外部から検証できるようにきちんと仕分けられていない丼勘定の経費は全体として認めな
いことも一つの見識。（第１回有識者会議）



１． 通信運搬費（電話代、郵送料、運搬費等）、旅費（出張、転勤等により支給する交通費、宿泊賃、日当等）、

寄付金（反対給付を期待しないで任意に支出した金額）、雑費（会議費や諸会費、事業団体費、諸手数料、
排出クレジット、公共施設等分担金、受益者負担金等）、雑損（貯蔵品の棚卸損や評価損等）が含まれる。

４．（１４）諸費

＜平成１０年改定における算定方法＞

○通信運搬費、旅費 ： 実績値×過去の伸び率
○寄付金 ：

一般税法限度額×至近実績諸費計上分／至近実績一般税法限度額＋指定・特定公益増進法人寄付金
○諸会費・事業団体費 ： 件名積上分 ＋ 件名以外分実績値×消費者物価指数
○広告費・雑費・諸手数料・その他 ：

件名積上分 ＋ 件名以外分実績値×契約口数指数／２＋（消費者物価指数＋雇用者所得指数）／２
○雑損 ： 至近実績値
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＜東京電力に関する経営・財務調査委員会報告書、第１回有識者会議における指摘事項等＞

○例えば、オール電化推進関係費や広告宣伝費、寄付金、団体費等は総原価の対象から外し、自由化部門を含
めた収益の範囲で企業が自主的判断に基づいて実施すべきではないか。 （東京電力に関する経営・財務調査
委員会）

○寄付金等の諸費、電気事業連合会等各種団体への拠出金が電気料金の原価として算入されているが、一般の
需要家が等しく負担すべき費用と言えるかどうかについて、今後規制当局において、十分に検証が行われる必
要がある。（東京電力に関する経営・財務調査委員会）

○広告宣伝費や業界団体費用については、一般企業と異なり電力会社には地域独占が認められており需要家に
選択肢がない以上、電気料金の原価に算入しないといった考え方もあるのではないか。 （第１回有識者会議）

○雑損 ： 至近実績値
※交際費は原価として計上されていない。



１． 固定資産の除却に伴い生ずる費用。固定資産除却損（帳簿価額と庫入価額との差）、除却費用（工事費）
が含まれる。

４．（１５）固定資産除却費

＜平成１０年改定における算定方法＞

（１）除却損 ： 件名積上分 ＋ 設備別除却原価×至近実績除却損／至近実績除却原価

（２）除却費用 ： 件名積上分 ＋ 設備別除却原価×至近実績除却費用／至近実績除却原価×（（１＋雇用者所
得指数）／２）
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