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1．はじめに～検討の背景及び基本的考え方～

我が国に電気料金制度が誕生して 100 年を経た今、需要家の電気料金制度・運用に対す

る信頼が揺らいでいる。

我が国の電気料金制度は、明治 44 年（1911 年）３月の電気事業法制定まで遡る。当時は

届出制であったが、昭和６年の同法改正により認可制となり、昭和８年からは総括原価方式

が採用され、電気料金制度の基礎が確立された。戦時下は物価安定を目的として、国家管

理下におかれたが、戦後は電気事業の再編と併せて再び認可制となった。

第一次石油危機以降、省エネルギー推進や社会福祉等の時代の要請が高まる中、逓増

料金（三段階料金）の導入（昭和 49 年）、石油価格の低下や円高の進展に対応した燃料費調

整制度の導入（平成７年）など、電気料金制度は時々の社会経済情勢に迅速かつ柔軟に応

じてきた。

電気料金制度における大きな転機は、小売の部分自由化と軌を一にして、平成 12 年に導

入された「値下げ届出制」の導入である。本制度は、競争による経営効率化の効果を規制分

野の需要家に機動的に還元する観点から、①事業者間のサービス向上競争の促進、②経営

効率化分の自主的な内部留保による財務体質の強化を目的に、③経営効率化分の配分に

対する説明責任を前提に導入されたものである。

その後現在までに、一般電気事業者は５回の値下げ改定を行い、経営効率化の電気料金

への反映には一定の効果が認められる。他方で、値下げ届出改定では、行政は原価査定を

行わないことから、値下げ幅について、事業者による効率化によるものか、過去の届出原価

の見積もりが過大であったこと等によるものなのかが明らかではなく、「東京電力に関する経

営・財務調査委員会」報告書においても、「原価の適正性が確保されていないのではないか」、

また、「原価の中に電気の安定供給に真に必要なもの以外の費用が含まれているのではな

いか」といった指摘がなされている。

規制料金である以上、市場に代わって、行政が適正な料金を担保すべきものである。その

上で、どのように事業者の説明責任を前提に経営効率化努力を促すメカニズムを入れるか

が、料金制度の設計・運用を行う上での大きな課題である。

本会議においては、規制料金として、行政による原価の適正性確保と事業者の経営効率

化インセンティブをどのようにバランスさせるか、その際に、どのような費用について、どのよ

うな水準までを適正な原価と考えるか、対外的な説明責任をどのように確保するかといった

点を始め広範な論点について、現行制度下において実施すべきものを中心に検討を行った。

その結果、
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①現行法の趣旨に立ち返り、「値上げ認可時においては原価の厳格な査定を行う一方、値

下げ届出時や事後評価においては一般電気事業者による説明と行政による事後チェッ

クを的確に行うこと」を徹底すること

②総括原価方式の本来の目的である、「事業に要する費用すべての回収を認めるのでは

なく、あるべき適正な費用のみの回収を認めること」を徹底すること

③需給逼迫と燃料コスト増圧力の中で、電気料金制度においても、「一般電気事業者が自

らの供給力のみに依存する安定供給確保から、他社供給力や需要側の取組も活用した

安定供給確保に転換すること」を促すこと

といった基本的考え方に基づき、現行電気料金制度・運用についての見直すべき点につい

て、一定の方向性を得た。

本会議の提言を受け、行政当局が所要の制度改正を速やかに行うことにより、電気料金

制度が十全の役割を果たし、電気料金に対する需要家の信頼につながることを期待する。
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2．現行の電気料金制度（総論）

(1)現行制度

①電気料金に対する基本的な考え方

いわゆる公共料金に係る規制は、国民生活上の必需財について、その財の安定的な供給

の維持・確保を図るために、その供給に要する費用の回収を確実化する一方で、当該供給

事業者が過度の利益を得ることを防止することにより使用者の利益を保護する、という両面

の観点から行われている。

電気事業についても、独占の弊害や、過当競争による二重投資の弊害を防止し、需要家

に対して電気を安定的かつ低廉に供給するため、一般電気事業者に独占的な供給を認めつ

つ供給義務と料金規制等を課している。

具体的には、 「原価主義の原則」、「公正報酬の原則」及び「需要家に対する公平の原則」

が電気料金決定の３原則とされており、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」、「特定の者に対して不当な

差別的取扱いをするものではないこと」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いる。

なお、各原価項目や事業報酬等の具体的な算定方法については、一般電気事業供給約

款料金算定規則（経済産業省令）に定められている。

②料金規制の対象となる需要家

我が国の電気事業制度改革は、高コスト構造に関する指摘等を踏まえ、平成７年より順次

実施されてきた。小売部門における自由化については、平成11年の第２次制度改革（施行は

平成 12 年）において特別高圧（契約電力が原則 2,000kW 以上）の需要家を対象に開始され、

以降順次範囲が拡大された結果、現在は高圧（契約電力が原則 50kW以上）の需要家までが

自由化の対象となっており、高圧以上の自由化部門の料金については、各電力会社と需要

家が直接交渉し双方合意の上で決定される。

そのため、電気事業法の料金規制はこれらを除く低圧部門（家庭、小規模工場、商店等）を

対象とする料金に限られている。



5

【小売自由化対象範囲の推移】

③電気事業法に基づいて定められる約款

電気事業法においては、一般電気事業者に対し、一般家庭等の料金等を定める「電気供

給約款」、特定規模電気事業者1が一般電気事業者の送配電網を利用する（託送）際の料金

等を定める「託送供給約款」及びどの事業者からも電気の供給を受けることができない自由

化対象需要家に対する電気料金等を定める「最終保障約款」の設定を義務づけるとともに、

一般電気事業者の効率的な事業運営に資する料金等として「供給約款」に代替しうる「選択

約款」の設定を認めている。

④電気料金改定手続き

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、一般電気事

業者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、一般電気事業者は経済産業大臣への届出により、料金改定が可能

となっている（本制度は平成 12 年に導入。詳細は後述）。

なお、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ヶ月となっている。

1 契約電力が 50kW 以上の需要家に対して、一般電気事業者が有する電線路等を通じて電力供給を

行う事業者。PPS。平成 24 年 1 月末現在、49 社存在。

（電圧Ｖ）

【契約kW】

【50kW】

【500kW】

【2,000kW】

（20,000V）

（100～200V）

（6,000V）

（注）沖縄電力の自由化の範囲は2万 kW、6万V 以上から、１６年４月に特別高圧需要家（原則2千kW以上）に拡大。

【高圧業務用】
ｽｰﾊﾟｰ、
中小ﾋﾞﾙ

電力量 １９％

電力量 ９％

【高圧Ｂ】
中規模工場

【高圧Ａ】
小規模工場

電力量 ９％

【特別高圧産業用】大規模工場
【特別高圧業務用】ﾃﾞﾊﾟー ﾄ、ｵﾌｨｽﾋﾞﾙ

電力量 ２６％

自由化部門

【高圧Ａ】 小規模
工場

電力量 ９％

【特別高圧産業用】大規模工場
【特別高圧業務用】ﾃﾞﾊﾟｰﾄ、ｵﾌｨｽﾋﾞﾙ
【高圧Ｂ】 中規模工場
【高圧業務用（500kW以上）】

ｽｰﾊﾟｰ、中小ﾋﾞﾙ

自由化部門 自由化部門

電力量 ４０％

【高圧業務用】
500kw未満

電力量 １４％

【特別高圧産業用】大規模工場
【特別高圧業務用】ﾃﾞﾊﾟｰﾄ、ｵﾌｨｽﾋﾞﾙ
【高圧Ｂ】 中規模工場
【高圧業務用】ｽｰﾊﾟー 、中小ﾋﾞﾙ
【高圧Ａ】 小規模工場

電力量 ６３ ％

平成12年3月～ 平成16年4月～ 平成17年4月～

【低圧】 小規模工場、コンビニ

電力量 ５％

【電灯】 家庭

電力量 ３１％

【低圧】 小規模工場、コンビニ

電力量 ５％

【電灯】 家庭

電力量 ３１％

【低圧】 小規模工場、コンビニ

電力量 ５％

【電灯】 家庭



6

【料金改定プロセス】

⑤電気料金算定と事後評価のプロセス

一般家庭等規制部門の需要家に適用される電気料金の算定方法は、いわゆる「総括原価

方式」が採用されており、 「総原価」（＝「適正費用」+「公正報酬」－「控除収益」）を算定し、

総原価（低圧需要原価）と料金収入（低圧料金収入）が一致するように、料金単価が定められ

る。なお、原価のうち燃料費（石油、ＬＮＧ、石炭）については、料金改定時に想定された発電

構成比に基づき、燃料価格の変動を毎月自動的に調整し、料金に反映する「燃料費調整制

度」が平成７年の電気事業法改正と併せて導入された。

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

前提に原価算定期間における「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」として総原価が算定される。

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（レートメーク）ことになる。

なお、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。

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。

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

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

需 要 家 等

経済産業大臣

申 請

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

掲 示 実 施

（実施の日の１０日前から）

審査 審査

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



7

【料金算定フロー】

【電気料金の内訳】

＜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
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。

＜前提計画＞

【営業費】
○人件費
○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

非
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
費
用

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
費
用

低圧需要

特別高圧
・高圧需要

低圧需要

特別高圧
・高圧需要

規
制
部
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

＜総原価の算定＞ ＜個別原価計算、レートメーク＞

＜定期的評価＞

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

＜事後評価＞

【事業報酬】

事業報酬
3019億円
（5.4%）

≪電気料金の構成≫ ※一般家庭のケース（東京電力）

燃料単価に応じて変動

[燃料費調整制度]

電気料金 ＝ 基本料金＋電力量料金 ± 燃料費調整額

α約6,000～7,000円／月 基本料金 ： ５４６円（２０アンペア）、８１９円（３０アンペア）
電力量料金 ： 約２１円/kWh × ３００kWh／月

≪電気料金の総原価等≫ （東京電力平成２０年料金改定ベース）

総原価 5兆4161億円

火力発電比率が高
まっても料金には反

映されない。

※「控除収益」とは、他社販売電力料、託送収益など電気事業を行う上で得られる収益（ただし料金収入以外）。

控除収益
2240億円

適正費用（営業費） 5兆3382億円 ＋ 公正報酬（事業報酬） 3019億円

※事業報酬から利払、配当を行う。

燃料費
2兆37億円
（35.5%）

人件費
4399億円
（7.8%）

修繕費
4354億円
（7.7%）

減価償却費
6999億円
（12.4%）

公租公課
3492億円
（6.2%）

購入電力料
7293億円
（12.9% ）

その他経費
6805億円
（12.1%）
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⑥電気料金値下げ届出導入の背景及び料金原価の扱い

平成 11 年の第２次電気事業制度改革においては、小売の部分自由化が実施されることに

伴い、料金算定ルールを省令化する等、透明性を確保した上で、行政介入を最小化すること

により規制部門の供給を担う一般電気事業者の経営の自主性を最大限に高め、その経営効

率化の効果を規制分野の需要家に機動的に還元するという観点から、料金値下げ時の届出

制が導入された。

また、届出制度は、認可時と同様に算定規則に基づく料金の算定を求めているが、「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

は課しておらず、査定等の手続きを要するものではない。そのため、料金値下げ原資を全て

料金の値下げに充てるか内部留保するかの判断を一般電気事業者がより自主的に行うこと

が可能となる。当時、一般電気事業者の財務体質の脆弱性から来る格付けの低下等による

資金調達コストの上昇が料金の引き上げ圧力となる可能性が指摘されており、本制度により

一般電気事業者が自ら積極的に経営効率化努力を行い、それを原資として財務体質を強化

することが期待された。その結果、制度導入以前は一般電気事業者平均で約 14％であった

自己資本比率が、現在は 20％程度の水準となっている。

一方で、一般電気事業者は、経営効率化による料金の引き下げ原資の配分について、経

営効率化計画等において十分に説明を行い、経営責任を明確化することが必要とされた。

⑦営業費の算定方法

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｣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。

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

ものであるが、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
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の透明化を確保する観点から、内規であった各種要領が省令化されたものである。

⑧電気料金値上げ認可時における料金原価の査定方法

電気料金を認可するにあたっては、原価に関し、電気事業法第 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、各原価項目について厳格な査定が行われる。「供給約款料金審査要領」（経済産業

省通達）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。

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、一般

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％）。

［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＞

＜現行のヤードスティック査定の概要＞

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
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(2)電気料金制度を巡るこれまでの議論

①東京電力に関する経営・財務調査委員会の指摘事項

｢東京電力に関する経営・財務調査委員会｣2の報告書においては、届出時の原価と実績が

届出後直ちに大きく乖離している場合があり、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の指摘がな

されている。

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いった提言が示されている。

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。

この結果、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、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、といった見直しの方向性が示されている。

2 東京電力が「原子力の損害の賠償に関する法律」に基づく政府支援を受ける上で必要となる、厳正

な資産評価、徹底した経費の見直しのため、経営財務の実態を調査する第三者委員会。平成 23 年 10

月報告書取りまとめ。

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の主要項目内訳（固定費＋可変費（燃料費＋購入電力費等以外））】

【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

金額増加項目 金額減少主要項目

平成16年度 平成17年度
可変費の増減計 ▲ 37,664

金額増加主要項目 金額減少主要項目 金額増加主要項目

可変費の増減計 ▲ 74,983

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）

（単位：百万円）
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3．供給計画等の前提計画

電気料金の算定に当たって、まずは、算定の前提となる供給計画（工事計画含む）、経営効

率化計画、資金計画等の各種経営計画が策定される。特に供給計画のうち需要見通しは、

将来どの程度の供給力を確保すべきか、また、料金原価を決定する上で、どの程度の売上

げを見込むかといった点で料金算定に直結するものであり、その在り方について検討を行っ

た。

(1)電気事業法における位置づけ

電気事業法においては、広域的運営による電気事業の総合的かつ合理的な発達の確保

及び長期的な需給見通しに着目しながら計画的かつ効率的に供給力の確保を図るため、今

後 10 年間の需要見通し及び電気の供給等の計画を電力各社で毎年度作成し、届け出ること

を一般電気事業者等に義務付けている（電気事業法第 29 条）。

(2)需要想定の算定方法

需要想定のうち、需要電力量（kWh）については、電灯・電力等の用途別に分け、今後10年

間の需要見通しを予測している。その際、電力需要は経済指標と密接な関係があるため、

「経済財政の中長期試算」等を勘案して、先ず前提条件となる経済見通しの策定を行う。

最大電力需要（kW）については、上記で算出した電力量から、年間で最も多く使用する時

間（１時間平均）の電力を月別シェアや過去の負荷率（電力需要の平準化度合い）の傾向等

により算出している。

なお、需要抑制方策のうち、計画調整契約3など安定的に需要抑制が見込めるものについ

3 夏期のピーク期間中、平日の昼間から夜間や休日などに電気の使用を計画的に振り替える契約

【火力発電所の燃料計画】

発電所毎の発電用消費量（翌年度の燃料種別）

【発電所の発電・補修計画】

発電所毎の補修計画 （電源種別、翌年度の月別）

【発電所の開発計画】

発電所毎の開発予定地、定格出力、工事費概算
額、着工年月、使用開始年月 （電源種別、１０
年以上の長期計画含む）

【電気の取引に関する計画】

今後、１０年間の一般電気事業者、卸電気事業者、
卸供給事業者からの最大受給電力、年間受給電力
量 （年度別、翌年度については月別）

【入札計画】

入札による電気の調達規模、調達期間、募集時
期、入札の上限価格

【主要送電線路・変電所の整備計画】

送電線の区画・こう長・電線の種類、変電所の所在
地、変圧器の種類・工事費概算額、着工年月、使用
開始年月

【最大電力・電力量供給計画】

今後、１０年間の需要想定（最大３日平均電力、
需要電力量）、供給電力・供給電力量、及び供給
予備率 （年度別、翌年度については月別）

供給計画の主な届出内容（電気事業法施行規則第４６条）

【電力系統の状況】
最大需要電力発生時における会社間連系線の状況

（運用容量、受給電力）

その他

等

長期・短期

共通

短期

（翌年度）

長期

（１０年）
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ては需要想定に織り込んでいるが、随時調整契約4については、需給逼迫時等を発動条件と

しているため、また、スマートメーターを活用したデマンド・レスポンス5については、実証研究・

検討等を経て今後、導入が見込まれるものであるため、いずれも現在、需要想定には織り込

まれていない。

(3)対応の方向

随時調整契約については需給逼迫時が発動条件となっていること、スマートメーターを活

用したデマンド・レスポンスについては実証研究中であったこと等により、これまで需要想定

に織り込まれていなかったが、東日本大震災以降、東日本・西日本の各電力管内の需給見

通しが厳しい状況下において、一定の需要抑制効果により安定供給に資することが見込める

ことに加え、効率的な設備形成の確保にも寄与するため、随時調整契約やデマンド・レスポン

ス等の需給逼迫時の需要抑制方策についても、供給計画の中で一定の評価を行うことが適

当である。

4 需給の逼迫時に、電力会社からの事前通告（即時、１時間前、３時間前）によって電力の使用を抑制

する契約
5 電気の価格の変化に応答して、需要家側で電気の使用状態を通常のパターンから変化させること。
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4．原価の適正性の確保

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る。

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、以下の観点から検討を行

った。

【論点１】

・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。

【論点２】

・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。
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(1)対象となる営業費

一般電気事業供給約款料金算定規則に規定されている 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る項目は以下の

とおりである。

①人件費

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。

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。

＜平成 10 年改定における算定方法6＞

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

6 直近最後の認可時（値下げ）の算定方法

＜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）

＜燃料費＞
・燃料費 （2,003,759）

＜修繕費＞
・修繕費 （435,436）

＜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）

＜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）

＜その他経費＞
・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）

＜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＞

※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。
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③退職給与金 ： 実払額＋引当額＋取崩額

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

＜東京電力に関する経営・財務調査委員会報告書における指摘事項＞

○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。

②燃料費

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。

＜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

・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

＜東京電力に関する経営・財務調査委員会報告書における指摘事項＞

○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。

○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。
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③購入電力料

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。

＜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。

＜東京電力に関する経営・財務調査委員会報告書における指摘事項＞

○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。

○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。

④修繕費

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

検等に要する費用である。

＜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。

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

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

＊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）
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＜東京電力に関する経営・財務調査委員会報告書における指摘事項＞

○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。

○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。

○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。

○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。

⑤減価償却費

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。

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。

＜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（250%定率法7）、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

⑥除却分償却費 ： 資産区分別に算定

＜東京電力に関する経営・財務調査委員会報告書における指摘事項＞

○ 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。

○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。

○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。

○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。

7 法人税法の改正を受け、平成 24 年 4 月 1日以降は、200%定率法が適用される。
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⑥廃棄物処理費

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であり、基本的には発

電量に応じて増減する可変費的な費用である。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。

＜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

⑦消耗品費

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）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

して算定される。

＜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における指摘事項＞

○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。

⑧補償費

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であ

り、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、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

がある。

＜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
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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

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

⑨委託費

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。

＜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。

⑩賃借料

事務所建物等の賃料である借地借家料、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）、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
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（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

⑪普及開発関係費

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、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、お客さま周知用チラシやパンフレット印刷費等が含まれる。

＜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×（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

＜東京電力に関する経営・財務調査委員会報告書における指摘事項＞

○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。

○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。

⑫養成費

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

費等である。

＜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

⑬研究費

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。

＜平成 10 年改定における算定方法＞

（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
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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における指摘事項＞

○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。

⑭諸費

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。

＜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

※交際費は原価として計上されていない。

＜東京電力に関する経営・財務調査委員会報告書における指摘事項＞

○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。

○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。

⑮固定資産除却費

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
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費用（工事費）が含まれる。

＜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）

(2)対応の方向

①値上げ認可時に原価として認めることが適当ではない費用

電気事業法は、電気事業の自然独占性に鑑み、一般電気事業者に規制部門での地域独

占を認めて供給義務を課すことで電気の安定供給を確保する一方、供給者を選択できない

需要家の利益を保護する観点から電気料金の適正性を行政が担保する料金規制を行うこと

としている。

したがって、「一般電気事業者が事業の運営に要する費用をすべて料金原価として認める」

のではなく、料金規制を行う趣旨は、「あるべき適正な費用に限定して料金原価での回収を

認める」ことにあり、とりわけ、需要家に負担を求める電気料金の値上げ認可を行う場合には、

電気の供給により優先度の高い費用に重点化することが求められる。

(ｱ) 広告宣伝費（普及開発関係費）

顧客獲得競争に晒されている産業の企業とは異なり、規制部門での地域独占が

認められている一般電気事業者は、メディア等におけるイメージ広告や販売を単純

に拡大するための営業等を行う必要性が相対的に低いと考えられることから、料金

値上げ時にはこれらの広告宣伝費については料金原価に算入することを認めるべ

きではない。

ただし、インターネットやパンフレット等を利用した電気料金メニューの周知、需要

家にとって電気の安全に関わる周知、電気予報等需給逼迫時の需要抑制要請とい

った公益的な目的から行う情報提供については、事業を実施する上で優先度の高

い費用であると考えられることから、料金原価に算入することを認めるべきである。

なお、オール電化関連の費用については、ガスや石油との競争に晒されている、

オール電化割引が選択約款として届け出られている料金メニューであり負荷平準化

に資するといった側面があるものの、現状行われている広告宣伝は販売電力量の

増加という営業目的の側面もあるため、販売を単純に拡大するための営業等に係

るものについては、電気料金の値上げが必要な状況下における費用の優先度を考

慮すれば、料金認可時においては原価への算入を認めるべきでない。PR 館等の費

用については、発電所立地に係る理解促進に資する部分は情報提供と考えられる

が、単純な販売促進に係る部分については原価への算入を認めるべきではない。
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(ｲ) 寄付金

寄付金については、民間企業として一定の社会貢献を行うとともに、地域社会等

との関係で電気事業の円滑な実施に資するといった観点から、料金原価上、一般

的には諸費として整理されてきたが、電気料金の値上げが必要な状況下における

費用の優先度を考慮すれば、料金認可時においては原価算入を認めるべきでな

い。

(ｳ) 団体費

業界団体への拠出金等の団体費についても、電気事業の円滑な実施という観点

から料金原価上、諸費に整理されてきた。各種業界団体における活動には公益的

な観点があることや業界団体に加入することで情報収集が容易になるといったメリ

ットがあることは事実であるが、電気料金の値上げが必要な状況下における費用の

優先度を考慮すれば、料金認可時においては原価算入を認めるべきでない。

また、上記以外についても、個別の査定の中で、公益企業として社会通念上不適切なもの

（交際費、政治献金、書画骨董等8）については、従来通り、原価算入を認めないことが適当で

ある。

なお、上記(ｱ)～(ｳ)の費用項目であっても、例えば、電力系統利用協議会（ESCJ）への加

盟に係る負担金のように、当該団体が電気事業法に規定された送配電業務支援機関である

といった合理的な理由がある場合には、支出内容を公表することを条件に、原価算入を認め

ることが適当である。

また、現行電気事業法上、値下げの場合には、経営効率化インセンティブの観点から、行

政の原価査定を経ることなく、一般電気事業者が経営効率化の効果をどのような費用に重点

化するかは、事業者の説明責任を前提として自主性が認められていることから、値下げの際

の原価として上記(ｱ)～(ｳ)の費用項目を織り込むことは可能であるが、説明責任を果たす上

での明確化の観点から、一般電気事業供給約款料金算定規則を改正し、諸費に含まれる寄

付金及び団体費を、新たに項目立てするとともに（広告宣伝費は「普及開発費」として既に算

定規則上項目が立てられている。）、その内容について一般電気事業者による十分な対外説

明を求めることが適当である。

8 交際費、政治献金、書画骨董については、現時点においても電力会社が自主的に原価に算入して

いない。
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②経営効率化の織り込み方法

電気事業法が求める「能率的な経営の下における適正な原価」を料金認可に当たって確保

するため、各費用の性格に応じて、適切な経営効率化努力を織り込んだ原価査定を行う必要

がある。

(ｱ)人件費

一般電気事業者の規制料金原価として認めるべき人件費については、一般電気

事業者が競争市場にある企業と異なり地域独占の下で競争リスクがないことを勘案

し、一般的な企業の平均値を査定のメルクマールとして採用することが基本である。

他方で、電気事業は、事業規模が極めて大きいことから、小規模・零細企業の平

均値をメルクマールとすることは、現実にそぐわない面があることや、公益事業とし

ての側面を考慮すれば、規模や事業内容の類似性を持つ企業との比較も加味する

ことが適当である。

その際、各企業の給与体系が非常に複雑である中、客観的な査定を行うために

は、スペックを揃えた同一の統計の中でメルクマールを設定することが適当である。

具体的には、一般電気事業者の従業員は平均で 14,000 人（最小の事業者でも

1,300 人）であることから、産業ごと・規模ごとに比較可能な統計である「賃金構造基

本統計調査」9における常用労働者 1,000 人以上の企業平均値を基本に、ガス事業、

鉄道事業等類似の公益企業の平均値とも比較しつつ、査定を行うことが適当であ

る。

また、役員給与や福利厚生費については、必ずしも比較可能な統計が存在しな

いが、査定当局においては、他産業の情報収集に努め、同様の考え方を適用すべ

きである。

9 全国の 10 人以上常用労働者を雇用する民営事業者 62,673 事業所のうち有効回答 46,227 事業所。
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出典：賃金総覧10（日本経団連）、賃金構造基本統計調査（厚生労働省）

(ｲ)修繕費

従設備産業である電気事業において修繕費をかけながら適正な収益を上げるこ

とが可能であること、また、各社ごとに設備構成が異なることから、修繕費を一般電

気事業者各社一律に設定するのではなく、例えば、各社ごとに、過去実績を元にし

た基準（例えば、帳簿原価に占める修繕費の割合である修繕比率）をメルクマール

として設定することが適当である。

また、中長期的に効率化を促すため、スマートメーターを始めとして各社ごとにス

ペックが分かれているものについては標準化や発注に当たっての取引慣行の見直

し、入札の積極的導入などを行うべきである。

10 日経連企業会員及び東京経営者協会会員会社 1915 社のうち 399 社(従業員 3000 人以上)
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(ｳ)燃料費、購入電力料

燃料価格は国際市場によって決定されることが主流であり、購入電力料について

も燃料価格に左右される面があることから、一般電気事業者自身の効率化努力が

及びにくい費用ではあるが、原価算定期間内に契約の切れるものについて、例えば、

燃料においては共同調達の実施、購入電力料においては卸電力取引所からの調

達や入札等の努力を求め、その取組によって実現可能な効率化を反映する等、個

別に可能な限り効率化努力を評価することが適当である11。

特に、燃料費については、国全体としていかに効率的な調達を行うかは、電気料

金に占める燃料費の割合が拡大している中で極めて重要な課題であり、官民一体

となった取組が強く求められる。

(ｴ)設備関係費（減価償却費、固定資産除却費）

各社ごとに電源構成や地理的条件が異なることから、経営効率化を評価するに

当たっては、設備関係費について一般電気事業者一律の基準を設けることなく、個

別に査定を行うことが適当である。

設備の調達等にあたり、複数の調達先があるものについては、入札等を行うこと

を原則とし、入札等を経たものは査定を行うことなくそのまま料金原価として認める

が、入札等を行わないものについては、例えば、一定の基準で原価を査定すべきで

ある。具体的な査定基準としては、例えば、火力発電所を新設・増設・リプレースす

る場合に入札を行わずに自社で建設する場合には、入札された場合に想定される

価格等を基準に査定することが適当である（詳細は、「５．新しい火力入札」で後

述）。

なお、個別査定を行うことに伴い、設備関係費については、ヤードスティック査定

の対象から外すことが適当である。

(ｵ)一般経費（委託費、消耗品費、普及開発関係費、研究費等）

これらの費用については、従来、非件名案件としてまとめて原価に算入されてい

るものが多いが、透明性を高める観点から個別査定を行う項目を可能な限り拡大

することが適当である。

個別査定に当たっては、設備関係費と同様、入札等を経たものは査定を行うこと

なくそのまま料金原価として認めるが、入札等を行わないものは、例えば、技術革

新の見込まれる案件はトップランナー基準、過去の類似事例の入札実績等を基準

に原価を査定することが適当である。

11 現在の燃料費調整制度は、全日本平均の燃料価格（通関統計）に基づき自動調整されるものであ

り、調達コストを抑え実績がこれを下回った場合には内部留保が可能であることから、一定のインセン

ティブがあるといえる。
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また、項目件数が膨大であることもあり、すべてを個別査定することは実態上困

難であることから、ヤードスティック査定を実施することにより、個別査定を行わない

項目についても経営効率化を原価に反映させることが適当である。

なお、研究費として整理される電力中央研究所の一括分担金のように、一般電気

事業者間で販売電力収入等一定の比率により各社の負担額が定まるものについて

は、個別の研究内容を確認できず査定が行えない場合には、原価算入を認めるこ

とは適当ではない。

以上経営効率化の織り込み方法については、料金認可時の査定方針として、供給約款料

金審査要領を変更することが適当である。


