
様式第１　（第３条関係）

事業者名 仙台市ガス局

　　　　平成　28年　4月 1日から

　　　　平成　29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

託　送　収　支　計　算　書

費用の部 収益の部

項目 金額 項目 金額

8,075,237 9,686,981

7,421,670 0

1,259,520 9,686,981

2,954,041 　　自社大口需要家からの託送収益 668,868

1,128,394 　　自社卸先事業者からの託送収益 *******

43,340 　　自社規制需要家からの託送収益 9,018,113

136,115 0

520,086 0

67,198 0

1,058,908 　 （償却分区域外工事負担金収入） 0

3,208,109

653,567

0

0

0

0

0

653,567

-

0

0

1,611,744

640,495 203,192

637,287 4,643

3,208 102,674

0 95,875

6,433 26,522

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）

1,194,530

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）

1,194,530



（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

131,401 668,868 5.09

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

142,998 9,018,113 63.06

その他託送供給関連収益 － － －

託送収益合計 274,399 9,686,981 35.30

（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24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

輸送導管 0 152,852 373,062 0 0 105,183

本支管（輸送
導管以外）

2,479,467 1,980,547 1,630,371 2,604,731 2,406,794 2,220,382

計 2,479,467 2,133,399 2,003,433 2,604,731 2,406,794 2,325,565

449,037

38,848,717

912,878

託　送　資　産　明　細　書

  平成 28年　4月　1日から

  平成 29年　3月31日まで

項　　　　目 金　　　額

直近実績
５年平均額

349

597,004

0

40,807,985



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)

1,194,530

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） 637,287

託送供給関連部門の営業外収益（雑収入を除く。）（⑤） 100,518

託送供給関連部門の特別損益（⑥） 20,089

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

105,759

うち想定原価と実績費用との乖離額（⑫） 419,130

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 28年　4月　1日から

 平成　29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） -521,983

当期超過利潤額(又は当期欠損額）（②） 105,759

-416,224

一定水準額（④） 2,325,565

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　28年　4月　1日から

 平成　29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 643,830

計 643,830

導管投資額明細表

平成　28年　4月　1日から

 平成　29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） -2,328,129

当期超過利潤額(又は当期欠損額）（②） 105,759

還元額　　　　　　　　　　　 　（③） 0

当期導管投資額（又は当期特定導管投資額）（④） 643,830

経営効率化額　　　　　　 　　　（⑤） 209,565

当期内部留保相当額（⑥＝①＋②－③－④－⑤） -3,075,765

内部留保相当額管理表

平成　28年　4月　1日から

 平成　29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

（収益）
　

「自社大口需要家、自社卸先事業者からの託送収
益」及び「自社規制需要家からの託送収益」の算
定において、託送供給関連原価単価を算定する
際に、圧送・ホルダー原価を加算。

（費用）
「自社大口需要家、自社卸先事業者からの託送収
益」及び「自社規制需要家からの託送収益」の算
定において、託送供給関連原価単価を算定する
際に、圧送・ホルダー原価を加算。

（資産）

託送資産の算定において、託送供給関連原価単
価を算定する際に、圧送・ホルダー原価を加算。

（一般管理費の機能別原価
　への配分基準） 一般管理費は、機能別原価金額比によって従量

原価を除く機能別原価項目へ配賦する。

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

固定費の一部である一般管理費をそ
の実態に応じて固定的に回収する観
点から、機能別原価金額比により配賦
する配賦対象を従量原価を除く機能
別原価項目とする。

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

事業者の定める算定方法一覧表

算定方法を定める理由

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

収益・費用・資産の項目 算定方法


