
様式第１　（第３条関係）

事業者名 仙台市ガス局

　　　　平成　26年　4月 1日から

　　　　平成　27年　3月31日まで

（単位：千円）

営業費用 営業収益

　製造費及び供給販売費 　託送供給収益

　　労務費 　自社託送収益

　　諸経費

　　　修繕費

　　　消耗品費

　　　賃借料 　その他託送供給関連収益

　　　租税課金 　 （補償料収入）

　　　固定資産除却費 　 （附帯サービス料収入）

　　　その他経費

　　減価償却費

　一般管理費

　　人事関連

　　土地建物関連

　　宣伝・広告関連

　　システム関連

　　基礎的研究関連

　　一般管理

　　事業税

　　原料関連

　託送供給関連部門特定費

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

（注）「自社卸先事業者からの託送収益」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、「自社大口需要家からの託送収益」に含めて記載しております。

託　送　収　支　計　算　書

費用の部 収益の部

項目 金額 項目 金額

8,342,086 9,709,720

7,694,297 0

1,160,277 9,709,720

2,941,592 　　自社大口需要家からの託送収益 598,811

1,172,946 　　自社卸先事業者からの託送収益 ******

47,308 　　自社規制需要家からの託送収益 9,110,909

140,364 0

545,914 0

61,981 0

973,079 　 （償却分区域外工事負担金収入） 0

3,592,428

647,789

0

0

0

0

0

647,789

-

0

0

1,367,634

831,590 77,089

813,323 0

1,407 50,830

16,860 26,259

102,423 0

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）

510,710

0

託送供給関連部門当期純利益
（又は託送供給関連部門当期
純損失）

510,710



（単位：千ｍ３、千円、円／ｍ３）

託送供給量 託送収益 単価

託送供給収益 0 0 0

122,666 598,811 4.88

****** ****** ****

144,480 9,110,909 63.06

その他託送供給関連収益 － 0 －

託送収益合計 267,146 9,709,720 36.34

（注）「自社卸先事業者からの託送収益」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、「自社大口需要家からの託送収益」に含めて記載しております。

（託送収益明細表）

自社大口需要家からの託送収益

自社卸先事業者からの託送収益

自社規制需要家からの託送収益



様式第２（第４条関係）

事業者名　仙台市ガス局　　　　　　　　

（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）

項目

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

輸送導管 0 0 0 152,852 168,056 64,182

本支管（輸送
導管以外）

2,748,295 2,038,981 2,479,467 1,980,547 1,812,569 2,211,972

計 2,748,295 2,038,981 2,479,467 2,133,399 1,980,625 2,276,154

356,693

41,328,166

987,631

託　送　資　産　明　細　書

  平成 26年　4月　1日から

  平成 27年　3月31日まで

項　　　　目 金　　　額

直近実績
５年平均額

341

582,735

0

43,255,566



様式第３（第５条関係）

第１表

事業者名　　仙台市ガス局　　　　

金額(千円)

510,710

託送供給関連部門事業報酬額（②） 1,605,451

減少事業報酬額（③） 0

託送供給関連部門の営業外費用（雑支出等を除く。）（④） 830,183

託送供給関連部門の営業外収益（雑収入を除く。）（⑤） 26,259

託送供給関連部門の特別損益（⑥） -102,423

0

補償料収入（⑧） 0

附帯サービス料収入（⑨） 0

法人税等補正額（⑩） 0

-188,394

うち想定原価と実績費用との乖離額（⑫） 102,238

当期超過利潤額（又は当期欠損額）
（⑪＝①－②＋③＋④－⑤－⑥＋⑦）

超　過　利　潤　計　算　書

平成 26年　4月　1日から

 平成　27年　3月　31日まで

項　目

託送供給関連部門当期純利益
（又は託送供給関連部門当期純損失）（①）

その他調整額（⑦＝－⑧－⑨＋⑩）

 



第２表

事業者名　仙台市ガス局

（単位：千円）

金　額 備　考

前期超過利潤累積額（又は前期欠損累積額）（①） 0

当期超過利潤額(又は当期欠損額）（②） -188,394

-188,394

一定水準額（④） 2,276,153

一定水準超過額（⑤＝③－④） 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。

当期超過利潤累積額（又は当期欠損累積額）
（③＝①＋②）

超過利潤累積額管理表

平成　26年　4月　1日から

 平成　27年　3月　31日まで

項　目



第３表

事業者名　仙台市ガス局　　　　

（単位：千円）

当期投資額 備　考

　高　圧　導　管 0

　中　圧　導　管 543,107  名取幹線ガス中圧管工事ほか

計 543,107

導管投資額明細表

平成　26年　4月　1日から

 平成　27年　3月　31日まで

項　目



第４表

事業者名　仙台市ガス局　　　　

（単位：千円）

金　額

前期末内部留保相当額　　　　　 （①） -559,907

当期超過利潤額(又は当期欠損額）（②） -188,394

還元額　　　　　　　　　　　 　（③） 0

当期導管投資額（又は当期特定導管投資額）（④） 543,107

経営効率化額　　　　　　 　　　（⑤） 0

当期内部留保相当額（⑥＝①＋②－③－④－⑤） -1,291,408 

内部留保相当額管理表

平成　26年　4月　1日から

 平成　27年　3月　31日まで

項　目



様式第４（第６条関係）

事業者名　　仙台市ガス局

事業者の定める算定方法一覧表

算定方法を定める理由収益・費用・資産の項目 算定方法


