
様式第1（第３条関係）

事業者名　東京ガス株式会社　（東京地区等）

（単位：千円）

金額 金額

営業費用 285,306,139          営業収益 294,756,941           

　供給販売費 251,759,485          　託送供給収益 27,567,425             

　　労務費 30,027,874            　自社託送収益 257,622,710           

　　諸経費 131,016,604          　事業者間精算収益 7,202,090              

　　　修繕費 26,187,008            　最終保障供給収益 -                          

　　　消耗品費 13,537,880            　その他託送供給関連収益 2,364,717              

　　　賃借料 7,275,402                 （補償料等収入） 1,577,395              

　　　租税課金 23,342,974            　　（償却分区域外工事負担金収入） -                          

　　　固定資産除却費 21,029,216            

　　　需給調整費 3,574,875             

　　　バイオガス調達費 5,227                   

　　　需要調査・開拓費 2,860,002             

　　　事業者間精算費 226,161                

　 　　　その他経費 32,977,859            

　　減価償却費 90,715,007            

　一般管理費 31,785,312            

　　人事関連 4,238,612             

　　土地建物関連 7,637,766             

　　システム関連 3,389,204             

　　基礎的研究関連 1,824,523             

　　一般管理 10,692,858            

　　事業税 4,002,349             

  託送供給関連部門特定費 1,761,342             

　最終保障供給費用 -                         

営業利益 9,450,802             

営業外費用 10,259,196            営業外収益 4,587,683              

　資金調達 6,846,559             　資金運用 2,362,476              

　雑支出等 2,673,607             　雑収入 1,946,419              

　その他 739,030                　その他 278,788                 

特別損失 379,433                特別利益 -                          

3,399,857             

法人税等 951,960                

2,447,897             

(託送収益明細表）
（単位：千m3、千円、円／m3）

託送供給収益 1,127,364             27,567,425     

自社託送収益 11,778,534            257,622,710    

事業者間精算収益 1,623,371             7,202,090       

最終保障供給収益 -                   

その他託送供給関連収益 2,364,717       

託送収益合計 14,529,268 294,756,941    20.12

21.87

4.44

税引前託送供給関連部門当期純利益

託送供給関連部門当期純利益

託送供給量 託送収益 単価

24.45

項目 項目

託　送　収　支　計　算　書

２０１９年　４月　１日から

２０２０年　３月３１日まで

費用の部 収益の部



様式第２（第４条関係）

事業者名　東京ガス株式会社　（東京地区等）

(単位：千円)

建設仮勘定

設備勘定(有形)

無形固定資産

長期前払費用

運転資本

繰延資産

託送資産合計

（注）建設仮勘定、設備勘定（有形）、無形固定資産、長期前払費用は、期央残高を採用している。

（本支管投資額実績表）
（単位：千円）

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

主要導管 23,054,483    10,052,868    8,068,629     17,833,200    22,808,945    16,363,625    

本支管(主要導管以外) 61,384,210    60,143,200    59,061,549    55,909,128    57,404,794    58,780,576    

84,438,693    70,196,068    67,130,177    73,742,327    80,213,739    75,144,201    

項目

直近実績

５年平均額

計

530,726,030                                                                

12,041,608                                                                  

4,302,937                                                                   

23,435,855                                                                  

-                                                                               

657,845,305                                                                

87,338,875                                                                  

託　送　資　産　明　細　書

２０１９年　４月　１日から

２０２０年　３月３１日まで

項　目 金額



様式第３（第５条関係）
第１表

事業者名　東京ガス株式会社　（東京地区等）

(単位：千円)

金額

3,399,857                                 

託送供給関連部門の営業外費用（その他に限る。）（②） 739,030                                   

託送供給関連部門の営業外収益（雑収入を除く。）（③） 2,641,264                                 

託送供給関連部門の特別損益（④） ▲379,433                                

1,577,395                                 

補償料等収入（⑥） 1,577,395                                 

最終保障供給取引損益（⑦） -                                            

299,661                                   

83,905                                     

215,756                                   

託送供給関連部門事業報酬額（⑪） 13,505,395                               

減少事業報酬額（⑫） -                                            

6,846,559                                 

▲6,443,080                              

うち想定原価と実績費用との乖離額 ▲4,783,284                              

当期超過利潤額（又は当期欠損額）
（⑭＝⑩－⑪＋⑫＋⑬）

超　過　利　潤　計　算　書

２０１９年　４月　１日から
２０２０年　３月３１日まで

項　目

税引前託送供給関連部門当期純利益
（又は税引前託送供給関連部門当期純損失）（①）

その他調整額（⑤＝⑥＋⑦）

調整後税引前託送供給関連部門当期純利益
（又は調整後税引前託送供給関連部門当期純損失）
（⑧=①+②-③-④-⑤）

調整後税引前託送供給関連部門当期純利益に係る法人税等（⑨）

調整後託送供給関連部門当期純利益
（又は調整後託送供給関連部門当期純損失）
（⑩=⑧-⑨）

託送供給関連部門の営業外費用（資金調達に限る。）（⑬）



第２表

事業者名　東京ガス株式会社　（東京地区等）

（単位：千円）

金　額 備　考

4,648,357             

(10,183,855)          

▲6,443,080          

(▲4,783,284)        

-                         

▲1,794,723          

(5,400,571)           

75,144,201            （注１）

-                         （注２）

（注１）　一定水準額は、様式第２の託送資産明細書の本支管投資額実績表中「直近実績」の

　　　　　５年平均額を適用している。

（注２）　一定水準超過額は、零を下回る場合にあっては零とする。

還元額（③）

当期超過利潤累積額（又は当期欠損累積額）
（④＝①＋②－③）
（うち当期乖離額累積額）（⑨＝⑦＋⑧）

一定水準額（⑤）

一定水準超過額（⑥＝④－⑤）

超過利潤累積額管理表

２０１９年　４月　１日から

２０２０年　３月３１日まで

項　目

前期超過利潤累積額（又は前期欠損累積額）（①）
（うち前期乖離額累積額）（⑦）

当期超過利潤額(又は当期欠損額）（②）
（うち想定原価と実績費用との乖離額）（⑧）



第３表

事業者名　東京ガス株式会社　（東京地区等）

（単位：千円）

当期投資額 備　考

　高　圧　導　管 23,881,589  茨城幹線など

　中　圧　導　管 8,779,873  入取替、需要本支管など

計 32,661,463

導管投資額明細表

２０１９年　４月　１日から

２０２０年　３月３１日まで

項　目



第４表

内部留保相当額管理表

事業者名　東京ガス株式会社　（東京地区等）

２０１９年　４月　１日から
２０２０年　３月３１日まで

（単位：千円）

金　額 備考

前期末内部留保相当額　　　　　 （①） ▲172,628,093                           

当期超過利潤額(又は当期欠損額）（②） ▲6,443,080                              

還元額　　　　　　　　　　　 　（③） -                                             

当期導管投資額（又は当期特定導管投資額）　（④） 32,661,463                                

当期内部留保相当額（⑤＝①＋②－③－④） ▲211,732,636                           還元義務額残高： -           

項　目



第５表

事業者名　東京ガス株式会社　（東京地区等）

（単位：千円）

金　額

想定原価（千円）（①） 864,706,179

想定需要量（千m3）（②） 41,842,352

想定単価（円／m3）（③＝①／②） 20.67

実績費用（千円）（④） 857,625,895

実績需要量（千m3）（⑤） 39,327,211

実績単価（円／m3）（⑥＝④／⑤） 21.81

乖離率（％）（⑥／③－１）×100 5.52

※想定原価及び想定需要量は、２０１７年４月から２０２０年３月までの３年合計とした。
※実績費用及び実績需要量は、２０１７年４月から２０２０年３月までの３年合計とした。

乖離率計算書

２０１９年　４月　１日から
２０２０年　３月３１日まで

項　目



様式第４（第６条関係）

事業者名　東京ガス株式会社　（東京地区等）

収益・費用・資産の項目 算定方法 算定方法を定める理由

本支管投資額実績表
2016年度以前の実績は、「輸送導管」
「本支管（輸送導管以外）」の区分で記
載。

2016年度以前の本支管投資額実績表
において、左記の区分で整理している
ため。

事業者の定める算定方法一覧表


