
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 292,943,595          営業収益 303,341,290           

　供給販売費 260,429,449          　託送供給収益 41,676,458             

　　労務費 27,769,542            　自社託送収益 252,380,463           

　　諸経費 137,397,854          　事業者間精算収益 7,229,407              

　　　修繕費 23,131,624            　最終保障供給収益 -                          

　　　消耗品費 12,613,133            　その他託送供給関連収益 2,054,962              

　　　賃借料 9,656,945                 （補償料等収入） 1,929,712              

　　　租税課金 23,561,876            　　（償却分区域外工事負担金収入） -                          

　　　固定資産除却費 21,347,689            

　　　需給調整費 3,432,668             

　　　バイオガス調達費 1,258                   

　　　需要調査・開拓費 2,849,579             

　　　事業者間精算費 1,183,173             

　 　　　その他経費 39,619,910            

　　減価償却費 95,262,054            

　一般管理費 31,230,717            

　　人事関連 4,226,558             

　　土地建物関連 7,041,958             

　　システム関連 3,544,120             

　　基礎的研究関連 794,343                

　　一般管理 11,618,364            

　　事業税 4,005,374             

  託送供給関連部門特定費 1,283,429             

　最終保障供給費用 -                         

営業利益 10,397,695            

営業外費用 9,861,513             営業外収益 3,101,115              

　資金調達 6,998,693             　資金運用 1,511,966              

　雑支出等 2,484,601             　雑収入 1,073,690              

　その他 378,219                　その他 515,460                 

特別損失 -                         特別利益 900,232                 

4,537,530             

法人税等 1,270,508             

3,267,022             

(託送収益明細表）
（単位：千m3、千円、円／m3）

託送供給収益 2,455,409             41,676,458     

自社託送収益 10,870,121            252,380,463    

事業者間精算収益 1,588,129             7,229,407       

最終保障供給収益 -                   

その他託送供給関連収益 2,054,962       

託送収益合計 14,913,659 303,341,290    20.20

２０２１年　３月３１日まで

4.55

16.97

23.22

託　送　収　支　計　算　書

費用の部

託送供給量 託送収益 単価

収益の部

項目項目

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

２０２０年　４月　１日から



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）

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

主要導管 10,052,868    8,068,629     17,833,200    22,808,945    12,418,261    14,236,380    

本支管(主要導管以外) 60,143,200    59,061,549    55,909,128    57,404,794    60,097,344    58,523,203    

70,196,068    67,130,177    73,742,327    80,213,739    72,515,604    72,759,583    

3,481,317                                                                     

23,865,074                                                                   

計

託　送　資　産　明　細　書

２０２０年　４月　１日から

２０２１年　３月３１日まで

５年平均額

金額

91,574,969                                                                   

519,563,340                                                                 

11,313,920                                                                   

項　目

項目

直近実績

-                                                                                

649,798,620                                                                 



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

4,537,530                                  

託送供給関連部門の営業外費用（その他に限る。）（②） 378,219                                    

託送供給関連部門の営業外収益（雑収入を除く。）（③） 2,027,426                                  

託送供給関連部門の特別損益（④） 900,232                                    

1,929,712                                  

補償料等収入（⑥） 1,929,712                                  

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

58,379                                      

16,346                                      

42,033                                      

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） -                                             

6,998,693                                  

▲6,464,669                               

うち想定原価と実績費用との乖離額 ▲12,637,537                             

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

２０２０年　４月　１日から
２０２１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

▲1,794,723          

(5,400,571)           

▲6,464,669          

(▲12,637,537)      

-                         

▲8,259,393          

(▲7,236,965)        

72,759,583            （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。

一定水準額（⑤）

一定水準超過額（⑥＝④－⑤）

還元額（③）

超過利潤累積額管理表

２０２０年　４月　１日から

２０２１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）

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）



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 14,304,952  茨城幹線など

　中　圧　導　管 8,416,377  入取替、需要本支管など

計 22,721,329

導管投資額明細表

２０２０年　４月　１日から

２０２１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）

２０２０年　４月　１日から
２０２１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） ▲211,732,636                           

当期超過利潤額(又は当期欠損額）（②） ▲6,464,669                               

還元額　　　　　　　　　　　 　（③） -                                             

当期導管投資額（又は当期特定導管投資額）　（④） 22,721,329                                

当期内部留保相当額（⑤＝①＋②－③－④） ▲240,918,634                           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） 865,322,017

想定需要量（千m3）（②） 41,843,013

想定単価（円／m3）（③＝①／②） 20.68

実績費用（千円）（④） 878,501,499

実績需要量（千m3）（⑤） 39,162,650

実績単価（円／m3）（⑥＝④／⑤） 22.43

乖離率（％）（⑥／③－１）×100 8.46

　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年の合計に、
　２０２０年８月１日を実施日とする変分認可による料金改定における託送供給約款料金変動額を
　料金改定前後の日数で按分した金額を加算したものとした。
　実績費用及び実績需要量は、２０１８年４月から２０２１年３月までの３年の合計とした。

乖離率計算書

２０２０年　４月　１日から
２０２１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


