
様式第１　（第３条関係）

 事業者名　   北海道ガス株式会社 

　　　　　　　平成30年4月1日から

　　　　　　　平成31年3月31日まで

（単位：千円）

営業費用 営業収益

　供給販売費 　託送供給収益 0

　　労務費 　自社託送収益 18,702,932

　　諸経費 ＊＊＊

　　　　修繕費 0

　　　　消耗品費 　その他託送供給関連収益 13,874

　　　　賃借料 　 （補償料収入） 13,874

　　　　租税課金 0

　　　　固定資産除却費

　　 需給調整費

　　 バイオガス調達費

     需要調査・開拓費

     事業者間精算費

　　　　その他経費

     減価償却費
　
　一般管理費

　　広告・宣伝関連

　　原料調達関連

　　社内監査関連

　　総務・庶務関連

　　人事関連

　　資材関連

　　経理関連

　　経営管理関連

　　事業税

　託送供給関連部門特定費

　最終保障供給費用

営業利益

営業外費用 営業外収益

　資金調達 　資金運用

　雑支出等 　雑収入

　その他 　その他

特別損失 特別利益

法人税等

（託送収益明細表） （単位：千ｍ3、千円、円/ｍ3）

託送供給収益

自社託送収益

事業者間精算収益

最終保障供給収益

その他託送供給関連収益

託送収益合計

(注）事業者間精算収益は、ガス事業託送供給収支計算規則第９条に規定する「公表方法の特例」により、「自社託送収益」に含めて記載しております。

託　送　収　支　計　算　書

2020年4月1日から

2021年3月31日まで

費用の部 収益の部

項目 金額 項目 金額

1,822,651 　最終保障供給収益

232,800

487,092

813,159 　 （償却分区域外工事負担金収入）

16,332,292 18,716,807

15,369,585

2,641,554

6,184,493 　事業者間精算収益

1,404,358

6,543,536

962,707

10,836

0

160,206

157,956

0

561,828

544,439

236,060

0

0

2,384,514

230,088 180,876

81,289

183,230

189,984

54,964

92,873

113,468

0 101,191

税引前託送供給関連部門当期純利益 2,436,492

680,024

託送供給関連部門当期純利益 1,756,468

173,609 63,116

0 63,959

56,479 53,801

託送供給量 託送収益 単価

601,288 18,702,932 31.10

＊＊＊ ＊＊＊ -

0 0 －

13,874

0

601,288 18,716,807 31.13



様式第２（第４条関係）

事業者名　　北海道ガス株式会社

（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

（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 0 7,689 10,027 0 0 3,543

本支管（主要導管以外） 4,432,901 5,046,198 4,830,356 5,350,384 5,276,566 4,987,281

計 4,432,901 5,053,887 4,840,383 5,350,384 5,276,566 4,990,824

(注）建設仮勘定、設備勘定（有形）、無形固定資産及び長期前払費用の算定方法は、
　　 期首期末平均の額を採用しております。

項目
直近実績

５年平均額

48,656,882

託　送　資　産　明　細　書

2020年4月1日から

2021年3月31日まで

項　　　　目 金　　　額

659,321

45,953,779

794,894

66,300

1,182,586

0



様式第３（第５条関係）
第１表

事業者名　　北海道ガス株式会社

（単位：千円）
金額

2,436,492

託送供給関連部門の営業外費用（その他に限る。）（②） 56,479

託送供給関連部門の営業外収益（雑収入を除く。）（③） 116,917

託送供給関連部門の特別損益（④） 101,191

13,874

補償料等収入（⑥） 13,874

最終保障供給取引損益（⑦） 0

2,260,989

631,042

1,629,947

託送供給関連部門事業報酬額（⑪） 1,004,120

減少事業報酬額（⑫） 0

173,609

799,436

うち想定原価と実績費用との乖離額 -894,346

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　　北海道ガス株式会社

（単位：千円）

金　額 備　考

　
1,950,060
(272,535)

　
799,436

(－894,346)

還元額（③） 0

　
2,749,496

(－621,811)

一定水準額（⑤） 　 4,990,824

一定水準超過額（⑥＝④－⑤） 　 0
 一定水準超過額は零を下回る
場合にあっては零とする。

(注）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おります。

　

　

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

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（①）
（うち前期乖離額累積額）（⑦）

当期超過利潤額（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　　北海道ガス株式会社

（単位：千円）

当期投資額 備　考

　高　圧　導　管 　 0  

　中　圧　導　管 　　 821,986  

  計 　 821,986

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

（単位：千円）

項　目 金　額 備考

前期末内部留保相当額　　　　　 （①） -3,040,626

当期超過利潤額（②） 799,436

還元額　（③） 0

当期導管投資額（④） 821,986

当期内部留保相当額（⑤＝①＋②－③－④） -3,063,176 還元義務残高：0

　
　

事業者名　　北海道ガス株式会社

2020年4月1日から

2021年3月31日まで



第５表

値 備　考

想定原価（千円）（①） 50,860,727

想定需要量（千m3）（②） 1,644,097

想定単価（円／m3）（③＝①／②） 30.93

実績費用（千円）（④） 52,214,452

実績需要量（千m3）（⑤） 1,736,435

実績単価（円／m3）（⑥＝④／⑤） 30.06

乖離率（％）（⑥／③－１）×１００ -2.81%

　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

項　目

事業者名　　北海道ガス株式会社



様式第４

収益・費用・資産の項目 算定方法 算定方法を定める理由

（収益） 託送収益の算定にお
いて、託送供給関連
原価を算定する際に、
圧送・ホルダー原価を
加算。

圧送・ホルダー原価は、導管の圧力制御に関す
る原価であり、託送供給に関連する原価である
ため。

（費用）
供給販売費

託送費用の算定にお
いて、圧送・ホルダー
費用を加算。

圧送・ホルダー費用は、導管の圧力制御に関す
る費用であり、託送供給に関連する費用である
ため。

（資産） 託送資産の算定にお
いて、圧送・ホルダー
資産を加算。

圧送・ホルダー資産は、導管の圧力制御に関す
る資産であり、託送供給に関連する資産である
ため。

事業者の定める算定方法一覧表

事業者名　　　北海道ガス株式会社


