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≪１．開会≫
○丸山参事官

時間 にな りましたので、会議 を始 めさせていただきた いと 思います。

本日は、皆様お忙 しい 中をお集まりいただ き、 ありがとうございま す。 ただいまから「消費 者
委員会第39回公共料 金等 専門調査会」を開催 いた します。
公共料金等専門調 査会 につきましては、第 ５次 消費者委員会として は本 日が初めての会合と な
っております。
構成員につきまし ては 、去る11月２日、お 手元 に配布しております 資料 １のとおり、消費者 委
員会の髙委員長より 指名させていただいてお りま す。また、座長につ きま しては、同日、髙委 員
長から古城誠専門委 員に 務めていただくよう 指名 されております。古 城専 門委員におかれまし て
は、どうぞよろしく お願 いいたします。
なお、消費者委員 会か ら担当委員として蟹 瀬委 員、長田委員がオブ ザー バー参加をされてお り
ます。
本日は、蟹瀬委員 、松 村委員、山内委員が 御欠 席となっております 。
議事に入ります前 に配 布資料の確認をさせ てい ただきます。
配布資料一覧につ きま しては、議事次第、 下部 のほうに記載してお りま す。お手元の資料に も
し不足がございまし たら 、事務局までお知ら せい ただきますようよろ しく お願いいたします。
なお、本日の会議 につ きましては公開で行 いま す。議事録について も、 後日公開することと い
たします。
それでは、古城座 長、 以後の議事進行をよ ろし くお願いします。
○古城座長

公共料 金等 専門調査会の座長を 務め ることになりました 古城 です。前期に引き 続き、

どうぞよろしくお願 いい たします。
また、座長代理に つき ましては、設置運営 規程 により座長が指名す るこ とになっております 。
座長代理は、前期に 引き 続き井手秀樹専門委 員を 指名いたしますので 、よ ろしくお願いいたし ま
す。
それでは、今期よ り公 共料金等専門調査会 の委 員になられました小 浦委 員より、簡単に御挨 拶
をお願いいたします 。
○小浦委員

皆様、 初め まして。東京消費者 団体 連絡センターで事務 局長 を務めております小 浦

と申します。
今回から参加いた しま すけれども、前任の 矢野 委員は大変詳しくて いら っしゃったのですけ れ
ども、私も消費者の 目線を大切に、頑張って 審議 に加わりたいと思い ます ので、今後ともよろ し
くお願いいたします 。
○古城座長

ありが とう ございました。どう ぞよ ろしくお願いいたし ます 。
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≪２．中部電力の原価算定期間終了後の事後評価に関するヒアリング等≫
○古城座長

それで は、 議事に入ります。

本日の議題は、「中部 電力の原価算定期間 終了 後の事後評価に関す るヒ アリング等」です。
消費者基本計画に おい ては、値上げされた 電気 料金について、料金 適正 化の観点から、各社 ご
とにフォローアップ を行 うこととされており 、本 年10月及び11月に開 催さ れた「電力・ガス取 引
監視等委員会料金審 査専 門会合」では、料金 原価 と実績費用の比較等 、原 価算定期間終了後の 事
後評価が行われてお りま す。
公共料金等専門調 査会 では、中部電力に対 する 事後評価について、 資料 ５のとおり、消費者 庁
から消費者委員会への意 見の求めがあったこ とを 受け、中部電力から ヒア リングを行い、意見 を
取りまとめたいと思 いま す。
また、電力・ガス 取引 監視等委員会では、 四国 電力についても、現 行料 金原価において稼働 を
織り込んでいる原子 力発 電所（伊方３号機） の全 てが昨年度再稼働し てい る」ことを理由に原 価
算定期間終了後の事 後評 価をしています。
そこで、公共料金 等専 門調査会においても 、四 国電力からヒアリン グを 行いたいと思います 。
本年４月に消費者 委員 会から発出した北海 道電 力等５社による電気料金 値上げ後のフォロー ア
ップに関する当専門 調査 会意見においても、「昨 年以降の事後評価の 対象 となっている電力各 社
の料金値上げは、主 に東 日本大震災後の原子 力利 用率の低下を理由と する ものであったため、 原
発再稼働の進展によ りそ の理由が失われた際 に規 制料金引下げが適切 に行 われるかについて、 電
力・ガス取引監視等 委員 会による適切な監視 が行 われることが必要で ある 。また、消費者委員 会
は消費者庁とともに 当該 状況を注視し、必要 に応 じてフォローアップ を行 うこととしたい」と な
っているところです 。
本日は、中部電力 株式 会社より、明田泰伸 執行 役員グループ経営戦 略本 部部長、木川晶博グ ル
ープ経営戦略本部事 業分 析グループ長、山本 哲グ ループ経営戦略本部 事業 分析グループ課長に お
越しいただき、御説 明を お願いしたいと思い ます 。
また、四国電力会 社よ り、小林功常務執行 役員 経営企画部長、吉田 元信 経営企画部戦略グル ー
プリーダーにお越し いた だき、御説明をお願 いし たいと思います。
なお、電力・ガス 取引 監視等委員会事務局 より 、鎌田明取引監視課 長、 野沢直樹統括ネット ワ
ーク事業管理官にお 越し いただき、料金審査 専門 会合における中部電 力及 び四国電力両社の事 後
評価等につき御説明 をお 願いしたいと思いま す。
それでは、初めに 中部 電力から御説明をお 願い したいと思います。20分 程度でお願いいたし ま
す。
○中部電力株式会社 明田 執行役員グループ経 営戦 略本部部長

中部電 力の 明田でございます。 お

手元にございます資 料に 基づきまして御説明 させ ていただきます。
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まず、最初のペー ジ、 上のところは目次で ござ いますので、こちら は割 愛させていただきま し
て、スライド２を御 覧い ただきたいと思いま す。 平成26年度の料金改 定の 概要について御説明 い
たします。
弊社は、平成25年 10月 に原価算定期間を平 成26年度から28年度の３かと します平均4.95％の 規
制料金の値上げ認可 を申 請させていただきま した。その後、電気料金審 査専門 委員会及び公聴会、
消費者庁でのチェッ クポ イントに基づく検証 等を 経まして、規制部門 で平 均3.77％の値上げを 認
可いただき、平成26年５ 月１日から実施させ てい ただいております。
また、自由化部門 につ きましては、１か月早い 平成26年４月１日か ら平 均7.21％の値上げを 実
施させていただいて おり ます。
スライド左側の表 に記 載しております主な 前提 諸元ですが、上から ２段 目の原油価格につき ま
しては、１バレル105.5ド ルとなり、かなり高い水 準 でございました。上から ４ 段目の原子力利用
率につきましては、 浜岡 ４号機が平成28年１ 月か ら、３号機は平成29年１ 月から発電電力量を 想
定いたしまして、原 子力 利用率12.4％でござ いま す。
また、スライド中 央の 表に原価の内訳を記 載し ております。効率化 額に つきましては、一番 下
に記載しております が、 査定額の282億円を含 めま して、1,915億円を反 映し ております。
スライド３を御覧くだ さい。原価算定期間 ３か 年における収支実績 をお 示ししております。
経済産業省令にの っと り、規制部門及び自 由化 部門の収支を算定し た結 果、平成26年度から 28
年 度 の 電 気 事 業 利 益 は ３ か 年 平 均 で 、 規 制 部 門 が 286億 円 、 自 由 化 部 門 が 933億 円 、 合 計 で 1,219
億円となりました。
原子力発電所の再 稼働遅延により、燃料費 等の 需給関係費の増加影 響が ございましたが、料 金
原価に反映した経営 効率 化の達成と、更なる深掘 りを目指したグルー プ一 丸となった取組の成 果
や、燃料価格の下落 に伴 う燃料費調整制度の タイ ムラグ差益が大きく 発生 したことなどから、 規
制部門、自由化部門 とも に黒字となっており ます 。
表の④に電気事業 利益 率を記載しておりま すが、規制部門の3.5％に対 し、自由化部門は規制部
門より3.2ポイント 高い6.7％の利益率となっ ており 、規制部門から自由 化部 門への内部補填を行
っていないことが確 認い ただけるものと存じ ます 。
この利益率の主な差異 要因については、ス ライ ド４を御覧ください 。
規制部門と自由化 部門 の利益率が乖離した 主な 要因としましては、 自由 化部門は規制部門に 比
べ、電気料金のうち 可変 費の占める割合が高 いこ とから、燃料費調整 制度 のタイムラグ差益が 相
対的に大きく反映さ れた ことが挙げられます 。
②と③の影響につ きま しては、次ページ以 降で 御説明させていただ きま す。
これらの影響がなかったと仮定いたしますと、一番下の括弧内でございますが、規制部門は
2.2％、自由化部門は2.9％と、利益率の乖離 は大 きく縮小いたします 。
スライド５は利益 率の 乖離補正のイメージ を図 示したものであり 、説明は 割愛させていただき、
スライド６を御覧く ださ い。スライド４の② に記 載しました費用整理 見直 しの影響について御 説
明いたします。
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小売全面自由化の 際の 省令等の改正に伴い 、送 配電事業に関わる費 用と 、送配電事業以外に関
わる費用の整理が見 直さ れました。これまで 一般 販売費で整理してい た、 お客様の契約の管理や
工事の受付に関する 業務 の一部が需要家費に 整理 されることとなった ため に、当社においては 、
低圧に配賦される費 用が 増加した結果、28年度の規 制部門の収支を押し 下げ る要因となりました。
具体的なイメージ を図 示しておりますが、 左側 の27年度までと右側 の28年度を比較すると、 色
のついた面積が金額 規模 を表しておりまして 、全 体の面積は変更あり ませ んが、需要家費で整 理
される面積が大きく なり 、一般販売費で整理 され る面積が小さくなっ てお ります。需要家費で整
理される金額が大き くな った結果、需要家費 はお 客様の契約口数によ って、特別高圧、高圧、 低
圧の電圧別に配賦さ れま すので、お客様口数 の多 い低圧に多く配賦さ れ、 全体に占める低圧の 面
積が大きくなったも ので ございます。
スライド７を御覧くだ さい。スライド４の ③に 記載しました固定費 配分時の需要補正による 影
響を御説明いたしま す。
リード文に記載が あり ますとおり、送配電非関 連固定費を規制部門 、自 由化部門に配分する 際
には、省令に基づき 、費 用を配分する諸元と なる需要について補正を 行っ ております。
補正の仕組みに関 しま しては、スライドの イメ ージ図と、その下の 省令 趣旨に記載しており ま
すので、御覧いただ けれ ばと思いますが、弊 社の 場合、自由化部門よ りも 規制部門の補正が多 か
ったことにより、補 正を 行わない場合と比較 して 、規制部門により多 くの 費用が配分される結 果
となっております。
スライド８を御覧くだ さい。年度別の部門 別収 支の実績と燃料費調 整制 度のタイムラグ影響 を
お示ししております 。
燃料価格は期間を 通じ て下落傾向であった こと から、３か年ともタ イム ラグ影響がプラス方 向
に出ていることなど から 、自由化部門の利益 率が 高い結果となってお りま す。
スライド10を御覧 くだ さい。前提諸元な どの料金 原価と実績の比較につい て御説明いたします。
前提諸元につきま して は、左側の表の一番 上に 記載しておりますが 、料 金値上げ時の想定と 比
較しまして、販売電 力量 は38億kWh減少して おりま す。原油価格は１バ レル 当たり43ドルの下落 。
為替レートは、１ド ル当 たり14円の円安とな りま した。原子力利用率 につ きましては、原価上 は
先ほど申し上げたと おり でございますが、実 績は 期間を通じて非稼働 とな りました。
左の表の一番下の 経営 効率化につきまして は後 ほど詳しく御説明い たし ますが、燃料費を中 心
に439億円の深掘りを 行っ ております。
スライド11を御覧 くだ さい。料金値上げ時 の想 定からの収支変動要 因に ついて、前提諸元の 変
動による影響を中心 に御 説明いたします。
主な乖離要因とし まし ては、右側の箱に記 載し ておりますけれども 、① 、③、④が燃料価格 の
変動によるものでご ざい まして、燃料価格の 下落 に伴い、①で収入が 減少 するとともに、③で 燃
料費も減少しており ます 。一方で、④で円安 に伴 い、燃料費が増加し てお り、これらを合算し ま
すと、右側の箱のオ レン ジのところ、720億円 程度 の増益影響となって おり ます。
続いて、②と⑤が 販売 電力量の減少による もの でございまして、合算し ますと、右側の青い 箱
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の記載のとおり、110億円 程度の減益要因。加 えて 、⑥の原子力発電所 の再 稼働遅延で380億円 程
度の減益要因があり 、両 者を合算しますと490億円 程度の減益要因がご ざい ます。
この減益につきま して は、⑦の燃料費をはじめと する効率化の深掘り440億 円では穴埋めできま
せんでしたが、オレンジの 箱の下に記載のとお り、燃料費調整制度のタイ ムラ グ影響が590億円程
度あったことなどか ら、 ①から⑨を合算しま すと1,219億円の利益とな って おります。
スライド12を御覧 くだ さい。料金原価と実 績の 比較の各項目の内訳 につ いて、お示ししてお り
ます。
実績費用合計につ きま しては、料金改定時 の想 定と比較して燃料価 格が 大幅に低下したこと に
より、燃料費が減少した こ とや、燃料費を中心とし た 経営効率化の深掘り など により、2,825億円
減少しました。
表において赤枠で お示 ししている実績が原 価を 上回った人件費、修 繕費 、購入電力料、その 他
経費につきましては 、そ の理由について、次 のス ライド以降で御説明 いた します。
スライド14を御覧 くだ さい。人件費の実績 が原 価を上回った要因で ござ います。
年収水準の引下げや保 養所の全廃など、経 営効 率化に取り組む一方 、電 力の安全・安定供給 に
必要な人財確保や従 業員 のモチベーション維 持の ため、効率化成果の 一部 を従業員の処遇へ反 映
したことなどにより 、給 料手当や法定厚生費 が増 加し、人件費全体で77億 円の増加となってお り
ます。
スライド15を御覧 くだ さい。人件費の削減の取 組について御説明い たし ます。
年収水準、福利厚 生の 見直しに加え、業務 の集 中化や委託化による 要員 のスリム化など、人 件
費全体の低減に向け た様 々な取組を実施して おり ます。具体的な取組内容 は、表に記載のとお り
でございます。
スライド16を御覧 くだ さい。修繕費が上回 った 要因でございます。
表の右側の流通・ その 他部門において37億 円増 加しておりますが、 下の 囲みに記載のとおり 、
PCB含有機器の取替え 計画 が定まったことから 、取替 え費用について会計 上の 引当を実施しており、
その影響が実績に60億円 程度プラスで出てお りま すので、それを差し 引い た実質の修繕コスト と
しては実績が原価を 下回 っております。
なお、弊社は、こ の３ 年間において、緊急 的な 修繕の繰延べは実施 して おりません。
スライド17を御覧 くだ さい。購入電力料に つき ましては、再生可能 エネ ルギーに関わる購入 電
力量が増加したこと など により、実績が原価 を上 回っております。
スライド18を御覧 くだ さい。その他経費が 上回 った要因でございま す。
その他経費につい ても、全般に徹底した効率 化に 努めたものの、合計では461億円の増加となっ
ており、主な増加要 因を 表の右側にお示しし てお ります。
委託費につきまし ては 、電力システム改革など の事業環境変化に対 応す るため増加しており ま
す。具体的な内容と しま しては、システム開 発費 用が増加したことや 、使 用済燃料の輸送費用 に
ついて会計上の引当を実 施したことなどによ りま す。
普及開発関係費に つき ましては、小売サー ビス に関わる広報活動と して 、電気をお使いにな ら
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れるお客様へのより 付加 価値の高いサービス や、 料金メニューの情報 発信 に関わる費用を支出 し
たことなどによりま す。
諸費につきまして は、 石油火力発電所の稼 働低 下に伴い、在庫の時 価評 価を実施した結果、 評
価損が発生したこと など によります。
その他の項目につ きま しては、記載のとお りで ございます。
スライド19を御覧 くだ さい。販売電力量当 たり の原価と実績の比較 をい たしますと、表の右 下
になりますが、実績が原 価 をkWh当たり１円72銭下回 っております。これは、販 売電力量の減少は
ありましたが、燃料 価格 の下落や効率化の深 掘り により、燃料費の実 績が 大きく原価を下回っ た
ことなどが主な要因 とな っております。
スライド20を御覧 くだ さい。経営効率化に つき ましては、料金原価 に反 映した査定額を含む 効
率化額である1,915億 円を 全社で達成すること を目 標とした上で、一 つ一つの 業務や支出に対して、
グループ一丸となっ て更 なる効率化に取り組 んで きた結果、下の表の とお り、人件費は未達で ご
ざいますが、全体で は439億円の深掘りをする こと ができました。
項目別では、一番 上の 段の燃料費・購入電 力料 において、深掘りを 実施 しております。具体 的
な取組としましては 、安 価な燃料調達に向け た取 組や、経済性に優れ る発 電所を１日でも長く 稼
働させるための取組を行 っており、後ほど事 例を 御紹介さていただき ます 。
なお、先ほど修繕 費の 説明でも申し上げま した が、弊社では、この ３か 年においては緊急避 難
的な支出の抑制や工事の 繰延べなどは実施し てお りません。弊社の場 合、 平成23年度に浜岡原 子
力発電所の全号機が 停止 したことから、急激 に収 支が悪化したことへ の対 応として緊急的な繰 延
べを実施しましたが 、そ の後は中長期的に持 続可 能な効率化の取組と なる よう努めてきており ま
す。
スライド21を御覧 くだ さい。現在の経営効 率化 の推進体制について 御説 明いたします。
弊社では、平成28年度 からカンパニー制を 導入 しており、発電、電 力ネ ットワーク、販売の ３
カンパニーを設けて 、今 後の事業環境変化に 対し 、柔軟かつ迅速に対 応で きるよう、自律的な 事
業体制の構築を目指 して おります。
経営層は、各カン パニ ーが経営効率化を織 り込 んで策定した事業計 画に ついて、四半期ごと に
進捗確認を行うこと で、 各カンパニーが自律 的に 効率化を進めること を促しています。
カンパニーが行う 自律 的な効率化の一例と して 、電力ネットワーク カン パニーの取組を右側 の
図にお示ししており ます が、資機材調達コス トの 低減はもちろん、あ らゆ る分野の生産性向上 に
向けた検討会を立ち 上げ 、外部有識者の御指 導も いただきながら、こ れま で以上に一歩踏み込 ん
だ効率化や改革の推 進を 図っております。
スライド22を御覧 くだ さい。ここからは、 効率 化の取組事例につい て御 紹介させていただき ま
す。
初めに、燃料費の 削減 に向けた取組のうち 、火 力発電所の運用面に つい て御説明いたします 。
火力発電所の運用に おい ては、メリットオー ダー を大前提とした上で 、ベ ース電源となる経済 性
にすぐれる石炭火力 発電 所や、高効率LNG火力発電 所の稼働率を上げる ため に、定期点検を１日で
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も短縮させるための様々 な取組、突発的な設 備不 具合に伴う計画外補 修停 止の未然防止のため の
様々な取組を実施し てお ります。
スライド23を御覧 くだ さい。燃料費の削減 に向 けた取組のうち、火 力発 電所の設備面につい て
御説明いたします。
既存の高効率火力 発電 所においても、ガ スタービ ンや付随する部品を 新型 に取り替えることで、
熱効率の向上や夏季 の出 力低下の回復を図る とと もに、点検インター バル を延長して停止期間 を
減らすなどの取組を 進め ております。
スライド24を御覧 くだ さい。燃料費の削減 に向 けた取組のうち、燃 料調 達について御説明い た
します。
燃料調達において は、 安定性、経済性に加 えて 、柔軟性の向上に向 けた取組を進めており、 平
成28年７月には東京 電力 との合弁会社であるJERAに実施主体を移管し 、更 なる削減に向けた取 り
組みを進めていると ころ です。
一つ目の○では、供給地 域の分散化や価格体 系の 多様化を行うことで、LNGの価格交渉力を強化
する取組。
二つ目の○では、LNG輸 送コストの削減。
三つ目の○では、 安価 な石炭調達に向けた取組 を記載しております 。
25ページを御覧く ださ い。設備投資の効率 化事 例として、設備更新 時に おける取り替え範囲 の
最小化に向けた取組事例 を記載しております 。
スライド26を御覧 くだ さい。修繕費の効率 化事 例として、点検項目 や周 期の見直し事例を記 載
しております。
過去の故障実績な どを もとに、故障時の影 響の 大きさを分類し、必 要な 点検項目と周期を精 査
することで、修繕費 の削 減を図っております 。
スライド27を御覧 くだ さい。業務運営につ きま しては、事業環境の 変化 に対応しながら、業 務
の集中化や外部委託 化を 進めるとともに、組 織の 統廃合などを行うこ とで 効率化を進めており ま
す。
スライド28を御覧 くだ さい。競争発注の拡 大な どによる資機材調達 コス ト削減の取組事例を 記
載しております。
タービンなどに付 随す る部品について、原 メー カーではない３rdパ ーテ ィーを競争させるこ と
で、調達コストの削 減につなげている事例に なり ます。
スライド29を御覧 くだ さい。弊社のグルー プ会 社で、主に配電外線 工事 を実施しているトー エ
ネックが発注してい る物 品について、当社主 導で 競争環境の整備を進 める ことで、調達コスト の
削減につなげている 事例 になります。
スライド30を御覧 くだ さい。利益の使途、 規制 部門の収支見通しと 、事 業者として考えてい る
電気料金の評価につ いて 御説明いたします。
現行料金の算定期 間で ある平成26年度から28年 度においては、原子 力の 停止に伴う燃料費の 増
加がありましたが、 最大 限の効率化に努めた こと に加え、燃料費調整 制度 のタイムラグ影響で一
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時的な収支向上があ った ことから、規制・自 由と もに黒字を確保して おり ます。
この純利益につき まし ては、安定供給のた めの 投資や配当などに充 当し た上で、財務基盤の 改
善に努めてまいりま す。
29年度の収支見通 しに つきましては、個 別決算全 体で当期純利益600億 円程 度を見込んでおりま
すが、この見通しを もとに 規制部門収支を算定 しま すと、100億円程度 の純損 失となる見込みです。
個別決算全体では黒 字見 通しの一方で、規制 部門 が赤字となる主な要 因は 、スライド６で、費 用
整理の見直しによって28年度の規制部門収支 を190億円程度押し下げる との 御説明をした影響が 、
29年度にも同程度継 続す ることに加えまして 、新 料金メニューへの移 行や 他事業者への切り替 え
が進む影響で、規制 部門 の販売電力量が減少 する 見通しであることな どで ございます。
また、浜岡原子力 発電 所の全号機停止が継 続し ていること、競争の 激化 や省エネの進展など に
より販売電力量が減 少し ていることなど、大 変厳 しい経営環境が続い てお ります。以上のこと か
ら、今後もあらゆる 分野に おける効率化への取 組を 徹底しながら、電気 料金に つきましては当面、
現行水準の維持に努 めて まいりたいと考えて おり ます。
スライド31を御覧 くだ さい。最後に、部門 別収 支等のホームページ への 掲載場所について御 紹
介しております。
左側のトップペー ジか ら２クリックで、右 側の 電気料金の原価と実 績の 比較などという画面 に
遷移し、部門別収支 の結 果等を御確認いただ ける ようになっておりま す。 このホームページの 内
容につきましては、 料金 審査専門会合におい て分かりにくいといった 御指 摘をいただいており ま
すので、今後、改善 に努 めてまいる所存でご ざい ます。
私からの説明は以 上で ございます。
○古城座長

ありが とう ございました。

続きまして、四国 電力 株式会社からの御説 明を伺いたいと思います 。20分程度で御説明をお 願
いします。
○四国電力株式会社 小林 常務執行役員経営企 画部 長

四国電力の小林でご ざいます。それでは 、

お手元の資料に沿っ て御 説明させていただき ます 。
２ページをお開き くだ さい。当社は、平成25年２ 月に平均10.94％の規 制部 門料金の値上げ認可
申請を行いました。その後 の審査プロセスを経 て、同年８月に規制部門で 平均7.8％の値上げ認可
をいただき、同年９ 月１ 日より実施しており ます 。
認可原価の詳細に つい ては、記載のとおり です ので、説明は割愛さ せて いただきます。
３ページ目をお開 きく ださい。ここでは、28年 度における規制部門 ・自 由化部門別の収支実 績
を記載しております 。
電気事業利益につ きま しては、規制部門は11億 円 の赤字、利益率ではマイ ナ ス0.7％。自由化部
門は、79億円の黒字、利益 率は2.9％。規制・自由化 部門合計では68億円 の黒 字、利益率では1.5％
となりました。
４ページ目をお開 きく ださい。先ほどの規 制部 門と自由化部門の利 益率 の乖離要因について 、
主な要因を説明して おり ます。
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規制部門は、自由 化部 門に比べ、電気料金 のう ち固定費の占める割 合が 高いため、退職給与 金
やシステム改革に伴 う委 託費の増加による影 響が 相対的に大きく現れ たこ とによるものです。 こ
れらの要因に加え、 需要 種別配分比率の補正 に伴 う影響を控除するこ とに より、規制部門、自 由
化部門、ともに利益 率は6.8％とそろうことも あり 、その乖離は解消し てお ります。
５ページ目をお開 きく ださい。ここでは、 ４ペ ージと同様の内容を イメ ージ図にしておりま す
が、重複しますので 説明 は割愛させていただ きま す。
６ページをお開き くだ さい。ここからは、 料金 原価と実績の比較に つい て御説明いたします 。
前提諸元につきま して は、平成28年度実績 と料 金改定時の前提を比 較し ますと、販売電力量 は
節電や産業用の生産 水準 低下により19億kWhの減少 、率にして6.9％の 減少。 それから、為替レー
トにつきましては大 幅な 円安。一方、原油価 格は 大幅に下落しており ます 。
次に、その下の需 給バ ランスでありますが 、販 売電力量の減少等に 伴い 、全体の発受電電力 量
は22億kWh減少しまし たが 、減少分については 、石 油の焚き減らし等で 対応 しております。
こうした状況の中 、経営 全般にわたる徹底的 な効 率化に取組、最下段 に記載 の経営効率化額は、
料金改定申請時に計 画し た目標額に査定額を 加え た412億円を上回る478億 円となりました。
７ページを御覧く ださ い。ここでは、原価 と実 績の主な乖離要因に つい て整理しております 。
まず、燃料価 格の低下に よる影響でございま すが、収入側では、① のところで ありますが、420
億円の減収。一 方、費用側 では、③と④を 合わせて635億円の費用減となり 、こ れらを合計します
と215億円、利益を押 し上 げたことになります 。
次に、販売 電力量の減 少による影響として は、収入側は②のところ 、285億円の減収。一方、費
用側は⑤で155億円 の費用 減となり、これらを 差し 引きますと130億円 、利益 を押し下げたことに
なります。
続いて、⑥の料金 査定 額を上回る効率化の 深掘 りにつきましては、65億 円、利益を押し上げ て
おります。
最後に、⑦の退職給付に 係る数理計算上の差 異償 却費の増加により160億円 の費用増となり、そ
の他の要因も含めて 、合 計では電気事業利益 ベー スで68億円の黒字と なっ ております。
８ページ目を御覧くだ さい。ここでは、費 目ご との原価と実績の差 異を 示しております。
28年度の実績費用 につ きましては、人件費 にお ける退職給付に係る 数理 計算上の差異償却費 や
購入電力料が大幅に 増加 したものの、燃料価 格の低下や修繕費を中心 とし た徹底したコスト削 減
に 努 め た こ と な ど か ら 、 料 金 改 定 時 の 想 定 原 価 と 比 較 し て 、 規 制 部 門 、 自 由 化 部 門 、 合 計 で 167
億円減少いたしまし た。
網掛けしていると ころは実績が原価を上回 った 費目ですが、その要 因に ついて、後ほど御説 明
させていただきます 。
９ページを御覧く ださ い。ここからは、28年度 の実績費用が原価を 上回 った費目について、 御
説明いたします。
まず、人件費について で すが、転籍拡大などによ る 経費対象人員の削減 に努 め、511人減少しま
したが、一方で、退 職給 付に係る数理計算上 の差 異償却費の増加や出 向者 人件費の原価不算入 分
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の支出などがあった こと から、人件費は227億 円増 加いたしました。
10ページを御覧く ださ い。先ほどから出て おり ます数理計算上の差 異に ついて、参考までに 概
念図をお示ししてご ざい ます。
御紹介いたします と、 概念図からも分かるとお り、数理計算上の差 異と は、①の前年度末の 割
引率等に基づき算定 した 、当該年度に認識す べき 退職給付債務額と、 ②の 当年度末の割引率等 に
基づき算定した、期 末時 点での確定額との差 分の ことを指します。
11ページを御覧く ださ い。ここでは、当社 にお ける数理計算上の差 異償 却の増加要因を整理 し
ております。
当社は、平成28年度に 数 理計算上の差異とし て161億円、費用計上しており ま すが、これは金利
が大幅に低下したこ とに 伴い、債務算定に用 いる 割引率が大幅に低下 した ことで、退職給付に 関
する会計基準で定め る重 要性基準に抵触し 、認識す べき退職給付債務が 増加 した結果であります。
当社の場合、数理 計算 上の差異につきまし ては 、発生事業年度の翌 事業 年度に一括費用処理 す
る会計処理方法を採 用し ていることから、28年度に 発生した数理差異161億円 を一括費用計上した
ものであります。
12ページを御覧く ださ い。減価償却でござ いま す。
減価償却について は、 坂出２号機リプレー スに 伴う火力設備に係る 償却 費や、安全対策工事 の
実施に伴う原子力設 備に 係る償却費が増加し たこ とから、原価に対 して38億 円増加しております。
13ページを御覧く ださ い。購入電力料です 。
購入電力料につき まし ては、再生可能エネルギー の受電増加等により まし て、原価に対して134
億円増加しておりま す。
14ページを御覧く ださ い。これは、原子力 のバ ックエンド費用でご ざい ますが、平成28年10月
の再処理等拠出金法 の施 行等によりまして、 原価 に対して30億円増加 して おります。
15ページを御覧く ださ い。諸経費につきま して は、徹底したコスト 削減 に努めたものの、電 力
システム改革に伴う シス テム開発や改修によ る委 託費の増加などによ りま して、原価に対して37
億円増加しておりま す。
16ページを御覧く ださ い。ここでは、原価 と実 績のkWh当たり単価を 比較 しております。
原価及び実績費用 を販 売電力量当たり単価 で比 較した場合、設備費 等は、人件費の増や原子 力
設備の償却費等の増 加に 加え、販売電力量がマイナ ス6.9％と大幅に減少 した ことから、原価に対
して１円75銭増加し てお ります。
一方、燃料費等は 、燃 料価格の低下に伴い 、１ 円９銭減少したことから 、費用合計では原価 に
対して65銭上回って おり ます。
17ページを御覧く ださ い。ここからは、経 営効 率化の達成状況につ いて 御説明いたします。
平成28年度のコス ト削 減実績につきまして は、 徹底したコスト削減 に努 めたことにより、料 金
改 定 申 請 時 に 計 画 し た 効 率 化 目 標 額 281億 円 に 、 料 金 認 可 時 に お け る 査 定 額 131億 円 を 加 え た 412
億円、これを66億円 上回 る478億円のコスト削 減を 達成しております。
18ページを御覧く ださ い。ここでは、経営 効率 化の具体的な取組項 目に ついて記載しており ま
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すが、次ページ以降 で主 な効率化事例につい て御 説明させていただき ます 。
早速、19ページを御覧 ください。坂出２号 機リ プレース工事におけ るコ スト低減・工期短縮 に
ついての事例でござ いま す。
タービン建屋の地 下躯 体工事におきまして 、こ れまでの鉄筋コンク リー トの基礎構造から、 地
中梁を鋼製とするこ とで 、柱と杭を一体化す る新 たな工法を採用する こと により、コスト低減 と
工期短縮を実現して おり ます。
20ページを御覧く ださ い。この事例は、変 電所 のエアレス化推進に よる メンテナンス費用の 削
減についてでござい ます 。
空気圧で操作する 遮断器などの変電機器を 老朽取替えなどのタイミ ング に合わせて電動化し て
いくことで、変電所 全体 のエアレス化を推進 し、 コンプレッサーに係 るメ ンテナンス費用の削 減
を図っております。
21ページを御覧く ださ い。燃料調達コスト の低 減についてでありま す。
当社では、これま でも 燃料の安定確保や調 達価 格の低減などに取り 組ん できておりますが、 平
成28年度におきまし ても 、安価な低品位炭の 利用 拡大や、新規銘柄の 拡大 に向けた燃焼試験を 実
施するなど、これま での取組を深掘りしてお りま す。
22ページを御覧く ださ い。現地調達会社の 設立 によるコスト低減の事例 でございます。
当社では、更なる安価 ・安定調達を目指し て検 討を進め、銘柄を特 定し ないスペック指定で の
購入による調達コス トの 一層の低減を目的に 、平 成28年４月に海外（産炭 地）に、オーストラ リ
アでございますが、 石炭 の現地調達会社を設 立い たしました。平成29年度 には、現地調達会社 で
の取扱量を倍増させ る予 定であります。
さらに、将来的に は、他 事業者への販路拡大 も視 野に事業を展開して いる ところでございます 。
23ページを御覧く ださ い。燃料転換及びLNGコン バインドサイクル発 電の 導入についてであり ま
す。
当社では、燃料費 の抑制 やCO 2 排出量低減 等の観点 から、石油に比べ安 価で環 境性にすぐれるLNG
の利用拡大を進めて おり ます。坂出４号機の 燃料転 換、それから坂出１ 号機の リプレースに続き、
平 成 28年 度 に お い て は 坂 出 ２ 号 機 に つ い て も LNGコ ン バ イ ン ド サ イ ク ル 発 電 へ の リ プ レ ー ス を 行
いました。
24ページを御覧く ださ い。ここは、水力発 電所 における効率化事例 であ ります。
当社では、火力発 電所 の燃料費抑制のため 、水 力発電所の既設水車 の設 備更新の機会を捉え 、
高効率水車の導入や 設備 余力の活用による発 電効 率の向上及び出力増 強を 行っており、平成28年
度においても３カ所 の発 電所で合計約1,600kWの出 力増強を行っており ます 。
25ページを御覧く ださ い。ここでは、当社 にお ける効率化の取組体 制に ついて記載しており ま
す。
料金改定申請前の 平成24年10月に、社長を 委員長 とする経営改革特別 委員 会を設置し、一層の
経営体質強化を図る 観点 から、コスト削減を 重点 課題として掲げ、効 率化 に向けた取組を進め て
おります。
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26ページを御覧く ださ い。ここの事例は、 一括 発注・共同調達につ いて であります。
納入時期・納入場 所が 異なる同種製品をま とめ て一括発注すること や、 他電力会社等との間 で
同種製品をまとめて 共同 調達することにより 、ボ リュームディスカウ ント を図ってございます 。
27ページを御覧く ださ い。効率化事例は終 えま して、ここからは当 社の 電気料金に関する考 え
方と現下の経営環境 を踏 まえた取組状況につ いて 御説明させていただ きま す。
当社は、平成24年 １月 の伊方発電所１～３ 号機 全台停止に伴い、25年９ 月に料金値上げを実 施
させていただきまし たが 、その際、お客様の 御負 担を少しでも軽減す る観 点から、原子力規制 委
員会による新規制基 準が 施行された25年７月 に、いち早く伊方３号機 が再 開することを織り込 ん
で、25年度から27年 度の ３年間を原価算定期 間と して料金を算定いた しま した。
25年７月以降も、 伊方 発電所全台停止が続 きま したが、電気料金の 再値 上げをお願いするよ う
な事態を回避すべく 、全 社一丸となって労働 生産 性の向上や資機材調 達コ ストの低減等の経営 効
率化に加え、修繕工 事等 の緊急避難的な繰延 べを 実施することで、経 営収 支の改善に努めてま い
りました。同時に、 安全 性の確保を大前提に 、伊 方３号機の早期再稼 働に 向けて安全対策工事 を
着実に実施してまい りま した。
その結果、伊方３ 号機につきましては、通 常運 転再開を昨年９月に 果た し、その後も安全・ 安
定稼働を継続するこ とに より、電力需給や収 支の 安定化に大きく寄与して おります。
一方で、現在、現 行料 金の原価算定期間は 終了 しておりますが、上 記の とおり、伊方３号機 の
再稼働は現行料金に 織り 込み済みであること に加 え、当初の想定より も、節電や離脱の影響な ど
により販売電力量が 大幅 に減少するとともに 、原 子力の安全対策工事 に係 る減価償却費等の大 幅
な費用増が見込まれ 、現 段階においては値下 げす ることは困難な状況 です 。
こうした中、当社 とし ては、更なるコスト ダウ ンはもとより、お客 様の 利便性に資する多様 な
料金メニューの設定 や、お 客様のお困りごとの 解決 など非価格サービス の充 実を図ることに加え、
卸販売の拡大や四国 域外 での販売などにも取 り組 んでおります。また 、電 気料金の値下げにつ い
ては、お客様からの 御期 待が大きいことは重 々承 知しており、引き続 き当 社経営の重点課題と位
置付けて検討を重ね てま いります。
また、こうした当 社の取組状況については 、当 社の全ての支店にお いて 開催しておりますお 客
様との懇談会や毎月 の社 長定例会見、ホーム ペー ジに加えまして、日 常の 営業活動等、お客様 と
直接お会いする機会 等も 最大限活用して、今 後も 丁寧な情報発信・コ ミュ ニケーションに努め て
まいる所存でござい ます 。
28ページを御覧く ださ い。収支見通しを掲 載し ております。28年度 実績 から29年度の収支見 通
しに至る増減要因を 記載 しております。
29年度見通しにつ きま しては、数理差異償 却費 の反動減が見込まれ るも のの、電力需要が減 少
していることに加え 、こ れまで抑制してきた 修繕 費等が増加すること など から、当社の当期純 利
益は145億円の黒字、 規制 部門は15億円の黒字 にと どまる見通しとなっ てお ります。
29ページを御覧く ださ い。原子力設備利用 率の 推移をまとめたもの であ ります。説明は省略 さ
せていただきます。
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続きまして、30ペ ージを 御覧ください。労働 生産性 と競争発注比率の推 移を 記載しております。
労働生産性は、一 人当 たりの販売電力量の 推移 でございます。左側 のグ ラフは、労働生産性 、
つまり一人当たり販 売電 力量の推移を表しており ます。販売電力量が 減少 する中、人員削減に よ
り労働生産性の向上 に努 めております。
右側のグラフは、 競争 発注比率の推移であ りま す。料金値上げの際 に、 競争発注比率を30年 度
に30％まで引き上げ るこ とを目標に掲げ、そ の達 成に向けて28年度の 競争 発注比率は27％とな り
ました。今後とも仕 様の標 準化や簡素化等を進 め、競 争発注比率の拡大に 一層 努めてまいります。
31ページを御覧く ださ い。販売電力量の推 移と 、その影響について 取り まとめたものであり ま
す。説明は割愛させ てい ただきます。
続きまして、32ペ ージ でございます。御家 庭の お客様向けの料金プ ラン やサービスとして、 御
家庭向け新料金プラ ン・ 割引制度や新ポイン トサ ービスについて御紹 介さ せていただいており ま
す。
左側の新料金プラ ン・ 割引制度は、お客様 の電 気の使用状況やライ フス タイルに応じて導入 し
た電気料金メニュー のラ インナップであり 、お客様 は自由に選択できる こと になってございます。
また、右側の 無料会員制Webサービス「よ んでんコ ンシェルジュ」は、御家庭 のお客様であれば
誰でも御加入でき、 実績 照会サービスや最適 な料 金メニューのシミュ レー ションもできます。 こ
のほか、電気料金の お支 払い額に応じたポイ ント サービスも提供して おり ます。
33ページを御覧く ださ い。付加価値サービ スと して、あんしんサポ ート サービス、それから 生
活トラブル駆け付けサー ビスについて御紹介 させ ていただいておりま す。
最後に、34ページ を御 覧ください。34ペー ジは 、参考までに部門別 収支 等のホームページで の
公表箇所を記載して おり ますが、説明は割愛 させ ていただきます。
以上、御説明させ てい ただきました。あり がと うございました。
○古城座長

ありが とう ございました。

続いて、電力・ガ ス取 引監視等委員会事務 局か らの御説明を伺いた いと 思います。20分程度 で
御説明をお願いいた しま す。
○電力・ガス取引監 視等 委員会事務局鎌田取 引監 視課長

電力・ガス 取引 監視委員会事務局の 鎌

田でございます。よ ろし くお願いいたします 。
資料４でございま す。
まず、資料の構成 を申 し上げます。２ペー ジの 目次を御覧いただき たい と思います。
大きく３部構成に なっ ております。
一つ目が審査基準 に基 づく評価でございま すが 、こちらは今年８月 に料 金改定を行いました 関
西電力を除くみなし 小売 電気事業者９社が対 象の ものでございます。
二つ目の原価算定 期間 終了後の追加検証で ござ いますが、中部電力 及び 四国電力を対象とし ま
して、まず概観とし て料金 原価と実績費用の比 較、規 制部門と自由化部門 の利 益率及び乖離要因、
そして経営効率化の 取組 状況の３つの論点に つい て概括的にまとめ、 その 後に各社ごとの評価 を
行っております。
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そして、三つ目で ござ いますが、審査基準 に基 づく評価費用、それ から 原価算定期間終了後 の
追加検証の双方を踏 まえ た総評という形で資 料を 構成しております。
まず、審査基準に 基づ く評価でございます が、 ４ページを御覧くだ さい 。ここでは、経済産 業
大臣によります料金 変更 認可申請命令の発動 に関 する審査基準を整理 して おりますが、命令の 発
動の要否につきまし ては 、二つのステップで 判断 することになってお りま す。
まず、上のほうの 緑の 枠ですが、ステップ １で ございます。こちらは、 規制部門の電気事業 利
益率の直近３か年の 平均 が、電力会社10社の 過去10年間の平均利益率 を上回 っているかどうか確
認します。
このステップ１に 該当 した場合には、その 下に ございますが、ステ ップ ２に進むことになり ま
す。このステップ２ には二つの基準がござい ます が、一つ目が下の左 側の 図になりますが、料 金
改定後の超過利潤の 累積 額が事業報酬額であ る一 定水準額を上回って いる かどうか。二つ目が 右
の図になりますが、 自由 化部門の収支が２年 連続 で赤字となっている かど うか。この二つの基 準
のいずれかに該当す るか どうかを確認するこ とに なります。
続いて、５ページ でご ざいます。ただいま 申し 上げました審査基準 を、 今回の事後評価の対 象
となる９社に適用し た結 果をまとめておりま す。
まず、表の上 のほう、ス テップ１でございま すが、表の右端の列に10社 のと ころがありますが、
そこに2.3％とござい ます 。これが電力会社10社の過 去10年間の平均利益 でご ざいますが、これを
過去３年間の平均利 益率が上回る会社がある かど うかということです が、 ステップ１の一番下 の
行にYesと書いてあり ます 、左から北海道 電力、東北 電力、東京電力 エナジーパ ートナー、中部 電
力、九州電力、沖縄 電力 の６社がこの水準を 上回 る利益率となってお りま す。
次に、ステップ１ に該 当しました６社につ きま して、ステップ２に 係る 基準、すなわち規制 部
門の累積超過利潤に 係る 基準と、自由化部門 の収 支に係る基準を適用 した 結果を記載しており ま
す。６社ともＢの規 制部 門の平成28年度末の 超過 利潤の累積額は、事 業報 酬額を下回っており ま
す。また、Ｃの欄に ござ います自由化部門の 収支 につきましても、平 成27年度、平成28年度の 両
年度において黒字と なっ ておりまして、ステ ップ ２の基準に該当する 会社 はなかったというこ と
でございまして、変更認可 申請が必要と認めら れる 電力会社はなかった とい うことでございます。
次に、７ページ以 降で 、中部電力、四国電 力に 関する追加検証の概 要を 説明いたしますが、 ま
ず概観としまして、 冒頭 に申し上げた三つの 論点につきまして、両社 を横 並びで比較できる形で
整理しております。
７ページでは、一 つ目 の論点でございます 料金 原価と実績費用の比 較に 先立ちまして、原価 算
定時と実績算定時の 前提 諸元を一覧にしてお りま すが、表の一番上 、販売電 力量につきましては 、
２社とも実績が原価 を下 回っております。ま た、 為替レートは円安に なっているものの、原油 価
格が大幅に下落した こと によりまして、全体 とし ての燃料価格は下落 傾向 になっております。
なお、原価と比較 する 実績年度でございま すが 、中部電力につきま して は、平成26年度から28
年度の原価算定期間 に対 しまして、実績も同 じ26年度から28年度の３ 年間 としておりますが、 四
国電力につきまして は、 原価算定期間は平成25年 度から27年度の３年 間で ございますが、当該 期
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間の実績との比較は 既に 実施済みでございま すの で、今回は直近の平 成28年度の実績と比較す る
形にしております。
８ページでござい ます 。ここでは、前提諸 元の 中の需給バランスと 販売 電力量に着目して、 原
価時と実績時の比較 を行 っております。
一番下の２行にご ざい ますとおり、２社と も販 売電力量が減少して いる ことに伴いまして、 発
受電量が減少してお りま す。
次に、表のちょう ど中 ほどでございますが 、原 子力の発電実績につ きま しては、中部電力が ゼ
ロ、非稼働であるの に対 しまして、四国電力 では 伊方３号機の再稼働 によ りまして、原価に近 い
水準の実績となって おり ます。
また、その上の火 力発 電につきましては、 ２社 とも単価が相対的に 高い 火力の石油の焚き減 ら
しを行う一方で、単 価が 相対的に低い石炭火 力の 焚き増しを行ってい る状 況にございます。
また、他社購入電 源に つきましては、２社 とも 太陽光などの再生可 能エ ネルギーの受電増な ど
により増加している 状況 でございます。
９ページを御覧く ださ い。ただいま御説明 しま した前提諸元の変化 を踏 まえた原価と実績を 示
しております。
表の中の個別費目 を見 てまいりますと、ま ず一 番上の人件費でござ いま すが、括弧書きをし て
おります細目の給料 手当 では、経営効率化の 成果 を従業員の処遇への 反映 ということで、２社 と
も実績が原価を上回 って おります。特に、四 国電力につきましては、 先ほ ど御説明がありまし た
退職給付計算に係る 数理 差異を一括費用処理 した ことが大きく影響し まし て、退職給与金に係 る
実績が原価を上回っ たた め、人件費全体とし ても 実績が原価を大きく 上回 っているという状況 で
ございます。
２行目の燃料費に つき ましては、主に原油 価格 の大幅な下落による 燃料 価格の低下によりま し
て、２社とも減少し てい る状況でございます 。
３行目、修繕費でござ い ますが、こちらは中部電 力 では、流通部門の設備に 係 るPCB含有機器に
関して引当を行った とい う特殊要因の影響で 増加 しております。
また、減価償却費 につ きましては、四国電 力で 伊方３号機の再稼働 に伴 い、これまでの安全対
策投資に係る償却が スタ ートした影響で増加 して いるという状況でご ざい ます。
10ページでござい ます 。ここでは、二つ目 の論 点でございます規制 部門 と自由化部門の利益 率
の乖離の分析の前段 とし まして、２社の収支 実績 を示しておりますが 、両 社とも規制部門の利 益
率が自由化部門の利 益率 を下回っております 。
特に、四国電力におき ま しては、規制部門の利益 率 がマイナス0.7％とい うこ とで、マイナスに
なっているという状 況に ございます。
11ページでござい ます 。こちらでは、規制 部門 と自由化部門の利益 率及 びその乖離の要因を 示
しております。
２社共通の乖離要 因と しましては、発電所 の減 価償却費、修繕費と いっ た送配電非関連固定 費
の需要補正の影響が 挙げ られますが、この影 響で 規制部門の利益が減 り、 自由化部門の利益が増
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えるという形になっ てお ります。
その他の乖離要因 は両 社で異なっておりま すが 、全般的に言えるこ とと しましては、燃調タ イ
ムラグの影響など、 可変 費関連の項目につき ましては、相対的に販売 電力 量の多い自由化部門 に
影響を及ぼしやすい とい うこと。また、電力 システム改革等に伴う委 託費 の増加の影響など、 固
定費関連の項目につ きま しては、相対的に固 定費 割合の高い規制部門 に影 響を及ぼしやすいと い
った傾向は、両社共 通と なっております。
表の一番下の行の 括弧 内に記載がございま すが、規制部門と自由化部 門の 利益率につきまして、
主な乖離要因を除外 しま すと、その乖離幅は ２社 とも１％を切るとこ ろま で縮小するというこ と
でございます。
続いて、12ページ 、13ページは、参考とし て添 付しておりますけれ ども 、先ほど２社共通の 乖
離要因として挙げま した 送配電非関連固定費 の配 分時における需要補 正の 省令についてまとめ た
ものとなります。
平成11年の部分自 由化 に伴いまして、部門 別収 支制度を導入した当 初、 自由化部門での需要 減
によりまして全体の 需要 が減少した場合には 、自 由化部門に費用負担 を寄 せまして、規制部門 に
悪影響が及ばないよ うに との目的で需要補正 する 省令が作られました 。
しかし、平成28年 ４月 以降の小売全面自由 化後 におきましては、節 電等 の全般的な需要減の 影
響に加えまして、新 電力 あるいは自社内の自 由料 金メニューへのスイ ッチ ング等によりまして 、
規制部門の需要減も 大き くなってきておりま して 、規制部門に費用負 担が 寄る形での補正が起 こ
りやすい状況になっ てお ります。この補正に より まして、実態以上に 電力 会社各社の規制部門 の
利益率を低下させて いる 可能性がございまし て、 今後、自由化の進展 とと もに、規制部門の需 要
の減少が進みますと 、こ うした補正がかかる ケー スが増えていくこと が見 込まれる状況になっ て
おります。
14ページでござい ます 。ここでは、三つ目 の論 点でございます経営 効率 化への取組状況をま と
めております。
まず、２社とも緊 急避 難的な支出抑制・繰 延べの実績はなく、恒常 的な 取組によって経営効 率
化の実績が、料金原 価算 定時の計画値を上回 って いるという状況にご ざい ます。
費用別に見てまい りま すと、一番上の燃料 費・ 購入電力料につきま して は、定期検査の期間 を
短縮して、石炭やLNGなど 、火力の中でも相対 的に 安価な電源の稼働率 を向 上させる。あるいは 、
市場価格を見ながら 卸取 引所での購入を進め ると いった取組によりま して 、２社とも実績が計 画
を大きく上回ってお りま す。
また、設備投資関 連費 用や修繕費につきま して も、競争発注拡大や 定期 検査の周期の工夫な ど
により、２社とも実 績が 計画を上回る状況と なっ ております。
他方、人件費につ いて は、２社ともに計画 値未 達という状況になっ てお ります。
この14ページまで が２ 社横並びで見た概観 でご ざいますが、15ペー ジ以 降では個社別に評価 を
まとめております。
まず、各社のパー トの 構成を申し上げます が、 中部電力を例に申し 上げ ますと、16ページで 料
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金原価の実績費用と の比 較をサマリーとして まと めております。続い て、17ページから20ペー ジ
におきまして、実績 が原 価を上回った項目、 それ ぞれについて整理し まし て、続いて、21ペー ジ
におきまして規制部 門と 自由化部門の利益率 と、 その乖離要因。そし て、22ページで経営効率 化
の取組状況について整理 しております。最後 、23ページ以降でまとめ案と いうことで、記載し て
おります。本日は、 時間 の都合もございます ので 、また、先ほどの各 社か らの説明とも重なる 部
分が多いので、まと め案 を中心に説明してま いり たいと思います。
23ページの中部電 力の まとめ案のところを御覧 いただきたいと思い ます 。
まず、原価と実績 の比 較におきまして、実 績が 原価を上回っていた 費目 について、人件費、 修
繕費、購入電力料、 その 他経費の四つを示し てお ります。
まず、16ページを 御覧 いただきたいのです が、 サマリーで黄色くハイラ イトで示しておりま す
が、これが今の４項 目で ございます。
表の右の欄に主な 差異 要因を記載しており ます けれども、差異の大 きな項目としてはその他 経
費がございまして、 石油 の焚き減らしを行っ た中 で、原油価格の大幅 な下 落を受け、在庫の評 価
損を大きく計上した こと による諸費の増加で すと か、使用済み燃料の 輸送 コストについて引当 計
上を行ったことによ る委 託費の増加などが主 な要 因となっております 。
このその他経費を 含め た四つの項目につき まし ては、いずれも不合 理な 理由に基づいて実績 が
原価を上回ったもの とは 認められませんでし た。
続いて、24ページ でご ざいます。規制部門 、自 由化部門の利益率の 比較 とその乖離要因でご ざ
います。
ここでは、主な乖 離要 因として、①から④ の４ 点を挙げております 。
一つ目に、燃料費 調整 制度のタイムラグの 影響 が、販売電力量が多 い自 由化部門に大きく現 れ
たということでござ いま す。
二つ目が、契約管 理・ 受付業務の一部につ きま して、託送料金審査 に係 る費用整理が見直さ れ
たことに伴いまして 、従 来、費用比で配分さ れて いたものが、契約口 数比での配分に変更され た
ことで、より規制部 門に 費用が寄る形となっ たこ とであります。
三つ目が、送配電非関 連固定費の需要補正 によ る影響。
四つ目が、料金改 定の タイミングが、規制 部門 で１か月遅れたこと によ ります規制部門の利 益
の減少でございます 。
これらの要因を除 外し ますと、利益率につ きま しては、規制部門で3.5％ 、自由化部門で6.7％
と、3.2％の乖離があ った ものが、0.7％の乖離 に縮 小するということで ござ います。
また、乖離要因に つき まして不合理なもの は認 められませんでした 。
続いて、25ページでご ざ います。経営効率化への 取 組状況でございます が、1,915億円の計画に
対しまして、実績が2,354億円と、439億円の深 掘り となっております。
以上が中部電力に 関す る評価でございます 。
続きまして、26ペ ージ 以降が四国電力に関 する 評価でございますが、こ ちらも飛んでいただ い
て、36ページのまと め案 を御覧ください。
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初めに、料金原価 と実 績費用の比較でござ いま すが、実績が料金原 価を 上回っていた費目に つ
きましては、人件費 、減 価償却費、購入電力 料、 原子力バックエンド 費用 、その他経費の五つと
なっております。
こちらも27ページ を御 覧いただいて、サマ リー でございます。
表の右の欄に主な 差異 要因を記載しており ます が、差異の大きな項 目と しては、人件費や購 入
電力料がございます 。
人件費に関しまし ては 、退職給付に係る割 引率 の見直しによる数理 計算 上の差異を一括費用 処
理したこと。
購入電力料に関し まし ては、再生可能エネ ルギ ーの受電増などが大 きく 影響しているという こ
とでございます。
これらを含めまし て、 今、申し上げた五つの費 目につきまして、い ずれ も不合理な理由に基 づ
き実績が原価を上回 った ものは認められませ んで した。
続いて、37ページ でござ います。規制部門と 自由化 部門の利益率とその 乖離 要因でございます。
主な乖離要因です が、一つ目は、電力シス テム 改革に伴うシステム 開発 ・改修等の委託費の 増
加による影響。
また、二つ目が送 配電非関連固定費に係る 需要 補正の影響。
三つ目に、退職給 付に 係る数理計算上の差 異の 一括償却による影響 がご ざいます。
一つ目と三つ目の 影響 が、相対的に固定 費の配分 割合が高い規制部門 に大 きく現れております。
これらの要因を除外 しま すと、規制部門でマイナ ス0.7％、自由化部門で2.9％ と、3.6％あった利
益率の乖離はほぼな くな りまして、また、乖 離要 因に不合理なものは 認め られませんでした。
続いて、38ページでご ざ います。経営効率化への 取 組状況でございます が、412億円の計画に対
しまして、実績が478億円 と、66億円の深掘り とな っております。
以上が四国電力に 関す る評価でございます 。
最後に、今回の原 価算 定期間終了後の事後 評価 全体を通しての総評 をま とめておりますので 、
40ページ以降を御覧いた だきたいと思います 。
まず、40ページで は、 原価算定期間を終了 しま した９社を対象とし た審 査基準に基づく評価 結
果を記載しておりま す。
事後評価の目的に つき ましては、原価算定 期間 が過ぎた料金につき まし て、その原価の適正 性
を評価し、引き続き その 原価を用いることが 正し いかどうかを評価す ると いうことでございま す
が、今回、経済産業 大臣 からの意見聴取を受 けて 実施しました事後評 価の 結果、冒頭にも御説 明
しましたとおり、変 更認 可申請が必要と認め られ る事業者はございま せん でした。
41ページでござい ます 。中部電力及び四国 電力 に関する追加検証に つい てのまとめを記載し て
おります。
まず、１番目の原 価と 実績の比較でござい ます が、燃料価格の大幅 な変 動や原子力発電所の 非
稼働あるいは再稼働 の遅 延といった事情を踏 まえ ますと、個別費目に つき まして不合理な理由 に
基づき実績が原価を 上回 っているものは認め られ ませんでした。
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また、２．規制部 門と 自由化部門の利益率 の乖 離に関しましては、 ２社 とも規制部門が自由 化
部門の利益率を下回 っておりましたが、この 乖離要因につきまして確 認し たところ、不合理な も
のは認められません でし た。
３の経営効率化で ござ いますが、昨年度ま でと は異なりまして、緊 急避 難的な支出抑制・繰 延
べはございませんで した 。また、取組の内容 、進 捗にばらつきはある もの の、２社とも計画を 上
回る実績につながる 経営 効率化の取組を行っ てお りました。なお、昨 年度 の事後評価の際には 、
緊急避難的な支出抑 制・繰延べを恒常的な取 組に つなげていく必要がある との指摘がございま し
たが、この点につい ての 取組が進んでいるこ とに ついては、一定の評 価が できるのではないか と
考えております。
42ページが全体を 通し てのまとめ、結論で ござ います。
まず、一つ目の● にあ りますとおり、今回 、事 後評価の対象となっ た事 業者につきましては 、
現行料金の変更申請 が必 要とは認められませ んで した。
しかし、二つ目の ●に ございますとおり、 震災 後に行われた小売規 制料 金の値上げの主な要 因
が、原子力発電所の 再稼 働の遅延であったこ とに 鑑みますと、今後、 原子 力発電所が再稼働し た
場合には、火力燃料 費な どの負担が軽くなる とい ったこともございま すの で、料金原価への原 子
力利用率の織り込み 状況 なども踏まえた上で 、そ のコスト低減効果を 従来 からの緊急避難的な 支
出抑制・繰延べの抑 止や 、値下げも含めまし て需 要家への還元などに 適切 に充当するよう検討 を
行っていくべきとし てお ります。
また、三つ目の● でご ざいますが、今後と も規 制経過措置料金に関 連し た情報提供をより分 か
りやすく行うよう努 めて いただく。また、引 き続 き経営効率化に真摯 に取 り組むことにより、 コ
スト低減を進めてい くべ きとしております。
最後の四つ目の● にな りますが、規制部門 と自 由化部門の利益率の 乖離 要因の一つとなって お
りました送配電非関 連固 定費の配分の際の需 要補 正に関する部門別収 支計 算規則でございます が、
こちらは追加検証を 行っ た２社ともに規制部 門の 利益が減少し、自由 化部 門の利益が増加する と
いう影響が出ており まし た。この規定に関し まし ては、部分自由化当 初の 導入目的とは異なる 形
で作用している面も 出て きているとのことで 、こ の点につきましては 、今 後、制度設計専門会 合
におきまして、見直 しを 含め議論していくと いう 要望が出されたとこ ろで ございます。
以上でございます 。
○古城座長

ありが とう ございました。

それでは、御質問 や御 意見のある方は御発 言を お願いします。発言 を要 望される方は、目の 前
の名札を立ててくだ さい 。
井手座長代理、ど うぞ 。
○井手座長代理

中 部電 力さんのほうにお伺 いし たいのですけれども 、10ページのスライドの 中

で、需給バランスの とこ ろで、経済性にすぐ れる 電源を活用して、メ リッ トオーダーで石炭と か
高効率のLNGでかなり 効率 化を図ったというと ころ はいいのですけれど も、一方で、12ページの一
番下のその他経費の とこ ろで、原油の評 価損で461億円を載せておりま す。こ れは、経済性 、メリ
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ットオーダーで石油 が使 わないでダブついて 、そ れを最後は評価損で 全部 処理するということ を
やっているわけで、 これ は、会計上は間違い はな いのですけれども、 合併 をやって、合併の相 手
等々で評価損が出た とき に、それを計上する とい うやり方も当然ある ので すが、それは主に経 営
判断の誤りだと、そ れは 高い原油を買ってき て、 ダブついたから全部 評価 損で上げるというや り
方は、経営判断（の 誤り ）を消費者に全部ツ ケを 回しているという見 方も できる。
一方で、四国電力 のほ うは、石炭、もちろ ん原 油も減らしておりま すけ れども、ここには評 価
損で上げていない。若干 は あるのでしょうけれ ども、上げていない。その違い が461億円という余
りにも高額になって いる ので、一方で経営効 率化 していますと言いな がら 、こういうことで会 計
上やってしまうと問 題で はないかと思いますけれ ども、この点につい て御 意見をお伺いしたい 。
○中部電力株式会社 明田 執行役員グループ経 営戦 略本部部長

それで は、 お答えさせていただ き

ます。
おっしゃる通りと おり、まずメリットオー ダー で需給バランス上は 効率 化を図ったところで ご
ざいます。
もう一つ、評価損 の御 指摘のところでござ いま すけれども、私ども 、資 料の御説明が不足し て
おりまして、申しわけござ いませんでしたけれ ども、評価損自体の影響は461億 円ではございませ
んで、その一部 でございま して、評価損自 体は110億 円を計上してござい ます。まず、事実関係 と
して、その点、説明 が足 りませんで、申しわ けご ざいませんでした。
そして、この評価 損で ございますけれども 、なぜ計上したかという こと で、先ほど御指摘い た
だきましたように、メリ ットオーダーに基づ き石 油火力の稼働率が非 常に 低下しております。 そ
うなりますと、在庫 で持 っている原油の回転 が、 従来であれば年に何 回転 かしていたものが、ほ
とんど回転しなくな った という現実がござい ます 。そうなりますと、 井手 座長代理の御指摘で 、
会計上はこれが正し いの だといただいており ます が、まさにそのとお りで ございまして、そう い
った回転が少なくな った 在庫については、棚 卸会 計を適用して評価損 を出 すべきではないかと い
うことで、評価損を 出す 判断をいたしました。
このこと自体は、 効率 化で（原油在庫の滞 留と いう状況が）出た中 で、 先行きのコスト低減 も
含めて評価損を出す こと によって、仮に今後 、石 油火力を使った場合 は消 費単価の減少につな が
りますので、そう いった効 果も踏まえて評価損 を出 したということで御 理解 賜れればと思います。
以上でございます。
○古城座長

井手座 長代 理、いいですか。

○井手座長代理

一 方で 、同じように四国電 力も メリットオーダーで やっ て、評価損がほとん ど

出ていないというの は、 高い原油を買ってこ なか ったので余り計上さ れな かったという理解で よ
ろしいのですか。
○四国電力株式会社 小林 常務執行役員経営企 画部 長

評価損が出るか どう かというのは、原油 の

調達時期とか回転に より ますので、各社ごと に違 うと思います。済み ませ ん、評価損がどのぐ ら
い出たかというもの をこ こには持っていない ので すけれども、評価損 につ いては各社によって状
況が違うので、四国 電力 ではそこまでやる必 要が なかったという判断です 。
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○古城座長

陶山委 員、 どうぞ。

○陶山委員

御説明 あり がとうございました 。

まず、監視等委員 会の 総評のところにも挙 げら れていましたが、全 般的 に原子力発電所の再 稼
働遅延を主因とする 値上 げという状況が続い てい まして、それに対し て消 費者は、原子力が再 稼
働すれば、電気料金は下 がってくるのだとい う期 待が、四国電力様も 書か れているように消費 者
の期待は非常にあっ たと 思います。先般、関 西電 力においては、再稼 働の 部分と経営効率化を 含
めて値下げされまし た。関西電力については 、値 上げをするときの条 件と して付されていたと い
うこともありますが 、四 国電力さんでは27.9％も 原子力を利用しなが ら、 こちらは下げること が
できないということ につ いて、非常に理解が 難し いのではないかなと 思い ます。
お話を伺えば、経 営が 非常に厳しくて、第 １ス テップもクリアでき ない 状況、厳しい中で頑 張
っていらっしゃると いう ことはわかるのです が、 このことについては 非常 に分かりにくいので は
ないかと思います。
それは、一つ、関 西電 力が値上げのときに 付さ れた条件と、北海道 電力 もそうですかね、そ れ
と他社との違い、原 子力 発電が再稼働したら どう なるという向き合い 方、 基準が消費者には分 か
りにくいと思います ので 、そこが非常に納得 を得 るのが難しいかなと 思い ます。
それで、今、御説 明い ただいた、経営を圧 迫し ている主な要因とし て人 件費が挙げられてい ま
すが、数理計算上の 差異 を償却したというこ と、 ルールにのっとって やっ ていらっしゃるとい う
ことで、そこについ ては わかるといえばわか るの ですけれども、本来 は原 子力再稼働して、電 力
料金の値下げが行わ れる はずだったものが、 数理 計算上の処理によっ て下 げることがでできな か
った、それが大きな 要因 であったとも見えま す。
それでは、退職給 付会 計の現在価値が下が った から電気料金の値上 げを しますということに な
るのだろうかということ です。言い方が舌足 らず かもしれませんが、 原子 力を再稼働して経費 が
削減されました。だ から 、本来であれば値下 げをしたい。だけれども 、そ れができない理由は こ
れこれですと。その 理由 の中の退職給付会計 の差 異を償却しなければ いけ ないということでも っ
て、この要因だけで 値上 げ申請ができるよう なこ となのかということ がす ごく疑問に思うわけで
す。
これはつぶやきで すが、それぞれルールに のっ とってやっています とい うことで、このルー ル
に従う限りはこのと おり だろうなと思うので すけ れども、消費者から 見る と非常にちぐはぐ感 が
ありまして、分かりにく い状況にあるなと思って います。今、私が３ 者か ら御説明いただいた と
ころの感想です。
お伺いしたいのは 、中 部電力さんと四国電 力さ んが、この３年間の 中で 原子力の安全対策費 、
総計で幾らお使いに なっ たかというのを教え てい ただきたいと思いま す。
それと、もう一つ 、競 争発注率を上げてき まし たということで両社 とも 御報告いただきまし た
けれども、中部電力 さん のほうで子会社の発 注率 を御紹介いただいた ので すが、全体としては、
いろいろな発注はそ こが全て担われているの かど うか、全体の数値に なっ てくるのかどうかを 教
えていただきたい。
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この２点を教えて いた だきたいなと思いま す。
○中部電力株式会社 明田 執行役員グループ経 営戦 略本部部長

まず、 後半 のほうからお答えさ せ

ていただきます。
御指摘のページの 、こ の事例はトーエネッ クの ところでございます けれ ども、これにつきま し
ては、たまたま事例 とし てトーエネックを出 させ ていただきましたけ れど も、競争発注自体は 私
ども、中部電力で調 達し ている資機材を中心 に競 争発注をかけるよう にや っております。この 事
例は、グループ会社 の調 達部分も私どもが主 導い たしまして競争発注 を拡 大していくというこ と
もやっておりますと いう ことを、お示しした かっ たということでござ いま す。ちなみに、値上 げ
の際は、28年度末ま でに競争発注比率を35％ とい う目標を掲げさせて いた だきましたけれども 、
実績としては37％の 競争 発注比率になってご ざい ます。それが２点目 でご ざいます。
最初のご質問の、浜岡 の安全対策にかかっ た費 用でございますけれ ども 、原価算定期間にお き
ましては、設備投資の実績 で３年間合計1,143億 円、減価償却費につきま して は３年平均で25億円
でございました。安 全対 策という意味では、 ほか にも様々な費用がご ざい ますけれども、そう い
った形で区別して会 計実 績を出しておりませ んも のですから、その部 分は 御容赦いただければ と
思います。
以上でございます 。
○四国電力株式会社 小林 常務執行役員経営企 画部 長

伊方３号の再稼 働に 伴う安全対策投資は 幾

ら掛かったかという こと ですけれども、当社 のプ レゼン資料の28ペー ジの 右下に、安全対策費 見
通しというものがご ざい ます。ここは約1,900億円 となっておりまして、特定 重大事故等対処施設
というものを工事中 であ りますので、今後、そうい うものも含めて全て で約1,900億円かかる見通
し で あ り ま す 。 そ の う ち 、 29年 度 の 上 期 ま で に 支 出 し た 安 全 対 策 投 資 に つ き ま し て は 、 約 1,300
億円です。
○古城座長

どうぞ 。

○陶山委員

関連し てよ ろしいでしょうか。 これ は、監視等委員会の ほう に教えていただきた い

というか、御説明い ただ きたいのですけれど も、 先ほど私がぼやきの よう に、消費者から見た ら
非常に分かりにくい 。関 西電力については、 稼働 率が非常に低い中で 値下 げする。それから、 九
州電力も動いていま すが 、四国電力さんは30％近 い稼働率であっても 、そ のまま経営全体とし て
見ると。
この分かりにくさ が、ず っと喉につかえてい まし て、関西電力は値上 げする ときの条件として、
１基稼働するごとに 値下 げをしていきなさい とい う非常に厳しい条件 をつ けていたわけですが、
それと比べて、九州 電力 、四国電力への「原 発が動いているのにと電 気料 金は下がらない」い う
消費者全般の気持ち とい うか、その辺の分か りに くさがあります。も し御 説明いただけるとし た
ら、監視等委員会の ほうからはどのような分 かりやすい説明をいただ ける のでしょうか。
○電力・ガス取引監 視等 委員会事務局野沢統 括ネ ットワーク事業管理 官

監視等委員会の野沢 と

申します。
陶山委員の先ほど の御 指摘でございますが 、陶 山委員の御理解のと おり 、関西電力と北海道 電
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力につきましては２ 回値 上げをしておりまし て、 その２社については 、ま さに１機稼働するご と
に値下げするように とい う条件を付しており ます が、ほかの社につき まし ては、原発が稼働し な
いことに伴って、一 度値 上げということにつ いて 、同じように条件は 付し ていないのですが、 監
視等委員会としては 、先 ほど御紹介させてい ただ いたように、毎年、 今の 料金の妥当性につい て
はフォローアップす るこ とを大臣の訓令で求 めら れておりますので、 今回 、四国電力が行った よ
うに、引き続き来年 度以 降も行っていきたい と考 えております。
もう一つ補足しま すと 、九州電力につきま して は、今の原発で織り 込ん でいる、稼働してい る
のが川内原発だけで ござ いまして、九州電力 は川 内に加えて玄海も織 り込 んでおりますので、 仮
に玄海が稼働するこ とに なれば、今の料金で 織り 込んでいる原発が全 て稼 働していることにな っ
ておりますので、今 回の 四国さんと同じよう に詳 し目のフォローアッ プを 行う必要があるかな と
考えております。
○古城座長

次、白 山委 員、どうぞ。

○白山委員

やや細 か目 な質問になるかもし れま せんけれども、御容 赦く ださい。

まず、中部電力さ んに ３点ほど質問がござ いま す。
１点目でございま すが 、先ほど井手座長代 理の ほうからございまし た燃 料の評価損でござい ま
すが、適正な資産評 価と いう面からは当然わ かる わけでございますが 、財 務会計上、評価損を 計
上する会計情報とい うの は、経営判断にフィ ード バックされなければいけ ないところでござい ま
して、今回、評価損 を計 上したことによって 、今 後の燃料の購買とか 在庫 管理に対して、どの よ
うな対応がなされた のか という点を１点教え てい ただければと思いま す。
２点目でございま すが 、これもやや細かな 視点 でございますが、中 部電 力さんの資料の16ペ ー
ジの流通・その他部門のPCBに係る引当金のとこ ろで ございますが、確認した い のは、新たにこの
期間に引当を計上し たの か、それとも過年度 から 計上されているもの の積 み増しなのか。もし 新
規であれば、なぜ今ごろPCB引当金の計上なのか とい う、その辺を確認させてい ただきたいのが２
点目でございます。
３点目でございま すが 、これは四国電力さ んと の対比で聞きたいの です が、退職給付債務の 割
引率は何％か。済み ませ ん、有価証券報告書 を確 認すればすぐわかる ので すが、何％かという こ
とと、数理計算上の差異 の処理方法について 教え てください。
まず、中部電力さ んに お願いいたします。
○中部電力株式会社 明田 執行役員グループ経 営戦略本部部長

まず、 １点 目の原油の評価損の件

でございます。経営 に当 然、会計情報として フィ ードバックされ、そ の結 果として在庫管理と か
購買について、今後どの ような考えがあるか とい う御質問と承りまし た。
これは、先ほど申 し上 げましたけれども、 この 先行きも省エネ等々 、そ れから離脱もござい ま
して、需要自体が減 少傾 向でございます。そ うい った中で、先ほどの メリ ットオーダーに基づ き
ますと、原油の消費 が極 めて少ない状態にな って いくと見込んでござ いま す。ということを踏 ま
えますと、まず、先 ほど の理由で評価損を出 した うえで、今後の購買 とか 在庫管理につきまし て
も、恐らく購買につ いて は原油は極力買うこ とが なくなってきている と思 いますし、どちらか と
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いうと今、残ってい る在 庫を使い切るという 方向 性になっていくので はな いかと見込んでおり ま
す。
したがいまして、 これ は在庫をソフトラン ディ ングさせていくとい った 過程において、当然 、
会計士の先生とご相 談し たうえで、こういっ た会 計処理をさせていた だい たということかと考 え
ております。
それから、先ほどの２点 目のPCB含有機器でご ざい ますけれども、これを従来 からやっていたか
ということになると 。
○中部電力株式会社山本 グループ経営戦略本 部事 業分析グループ課長

中 部電力の説明補助者 の

山本でございます。細か い説明になってまい りま すので、私のほうか ら回 答させていただきた い
と思います。
PCBの処理に関しま して は、低濃度の汚染機器と高 濃度の汚染機器とがござ います。高濃度の汚
染機器につきまして は過 去から着手してまい りま して、ほぼ終了して おる ところでございます 。
それから、低濃度のPCB汚 染機器につきまして、費 用 的には機器を取り替 える 費用、それから有害
な油を無害化する費 用、そ れから変圧器などを 洗浄 する費用、いろいろ な費用 がかかってきます。
私が申し上げた後ろ の二 つ、洗浄費用といっ たも のについては委託費 でや ってございます。こ れ
につきましては、処 理セ ンターを自社で保有 して おりますので、高濃 度の ころからそういった 処
理をやるということ で量 を見積もってやってきて おります。
今回、このPCB対応に つ きましては、平成26年度 に 新たに見積りを行っ てい るのですが、低濃度
になっている配電用 の柱上変圧器ですとか、 変電 所にあるブッシング とい う機器といったもの に
対して、低濃度のも のの 処理は平成39年ぐら いま でにやればいいもの です けれども、弊社として
処理計画が26年度に 定ま りましたので、その 取り替えに係る修繕費を26年 度に新たに計上した と
いうことでございま す。
続きまして、御質 問の利息費用の割引率で ござ いますけれども、弊 社は0.9％でございまして 、
割引率の見直しによ る四 国様のような影響は 、原 価算定期間において 発生 はしてございません 。
それから、差異の 処理 方法につきましては 、発 生した翌年度から３ 年で 均等償却をしており ま
す。
以上です。
○白山委員

ありが とう ございました。了解 いた しました。

それから、四国電 力さ んにお伺いしたいの です が、これも非常にペ ージ を割いて御説明され て
いらっしゃるので、 退職 給付絡みのところでござ います。
10％基準で退職給 付債 務の見直し等々とい うこ とでございます。そ れか ら、数理計算上の差 異
の一括費用償却とい うこ とでございます。こ れか ら申し上げることは 財務会計上、特段何か問 題
があるということを 申し 上げているわけでは ござ いません。そもそも 割引 率について、どこか の
タイミングで見直し が必 要ではないかと思い ます けれども、この辺に つい て、どんなお考えだ っ
たのかということで ござ います。
中部電力さんは３ 年均 等償却でございます が、 一括償却で負担する とい うことが公正価値会 計
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的な観点からの即時 認識ということで、それ は財 務会計的にはよろし いこ とですけれども、そ れ
によって費用が増加 する ということになると 、こ ういった公共事業体 の場 合にはそれが総括原 価
方式により料金に転 嫁さ れていく可能性も考 慮い たしますと、即時認 識が どうなのだろうかと い
うことでございます。即 時認識された翌期に なり ますが、一括的に費 用が 計上されて、ある意 味
その期間の受益者が 負担 していくという発想 に近 くなるわけでござい ます が、もう少し原価算 定
期間を考慮して費用 認識 をならすとかはどの よう にお考えでしょうか 。財 務会計処理に絡む問 題
なので、これでどう こう してくださいという こと を言うつもりはさら さら ございませんけれど も
ね。
財務会計処理上認 めら れる範囲内の問題と 、そ れをコスト認識する こと による受益者負担へ の
問題とのバランスを どう お考えになるのか的 なと ころも含めて、お考 えが あればお聞かせいた だ
ければと思います。
○四国電力株式会社 小林 常務執行役員経営企 画部 長

会計上と料金原 価の 関係性という御質問 か

と思われますが、それに つきましては、おっ しゃ られたように、料金 改定 するときに一括償却 が
あると、そこの時点 で電 気料金が上がってし まっ て、そのときに負担 して いるお客様の料金が 上
がってしまうことに なり ますので、会計と料 金原 価というものは切り 離し て、そこは本当に料 金
原価にそっくりその まま リジッドに会計処理 した ものを乗せるのがい いのかどうかというのは 、
よく考えて原価を算 定す る必要があるものと 認識 しております。つま り、 電気料金は安定的に 長
期に維持するもので ござ いますので、そこは どうい うふうにするか、結 論は言 えませんけれども、
そこは長期的視点に 立っ た原価への計上方法 を考 慮する必要があるも のだ と考えております。
○白山委員

分かり まし た。ありがとうござ いま した。

最後に、電力・ガ ス等 監視委員会さんのほ うに 、これは質問ではな くて 、意見といいますか 、
私も賛同する点がご ざい ます。
一番最後に書いて ござ います部門別収支計 算規 則のところの考え方 でご ざいます。規制部門 の
利益が減少して、自 由化 部門の利益が増加す る結 果になっていたとい うこ とで、当初想定され て
いた趣旨と大分離反 する 事実があるというこ とな ので、制度設計専門 会合 において見直しを含 め
て議論していくこと を要 望するとここに書い てご ざいますが、ぜひこ れは 強く要望していただ け
れば。これは意見で ござ います。
よろしくお願いい たし ます。
○古城座長

古賀委 員、 どうぞ。

○古賀委員

御説明 あり がとうございました 。

今、出てきた質問 と重 複してしまうのです が、 中部電力さんに４件と四 国電力さんに２件御 質
問したいのです。石油の評 価損110億円の問題を また 蒸し返すようで恐縮 です けれども、これは原
油として、多分長期 契約 で御購入されている と思 うのですが、今後、 輸入 の調整というのは、 今
の在庫を抱えた上で 会計 上というか、経営上 可能 なのかどうかという こと と。使わなかった石 油
についてのソフトラ ンデ ィングというのは、 具体 的にはどのようなこ とを 考えていらっしゃる の
か。ちょっとマニア ック な質問で済みません 。そ れが１点。
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それから、給与の 問題 ですが、これも多分 、専 門会合でもさんざん 言わ れたことを、またお 聞
きするかもしれなく て、 大変恐縮ですが、中 部電 力さんのスライド10を見 ますと、左上の経費 対
象人員が456名減って いら っしゃいまして、スライド14を見ますと、給料手当が 98億円増加してい
るとなっております 。次 のスライド15を見ま すと 、社員の年収水準は 下が っているとされてい る
のですけれども、こ れは 給与水準の差によっ て給 与が全体的に増加し たと いうように書いてあ る
のですけれども、原 価算 定時以降、給与算定 水準 に格差を設けたとい うか 、給与体系を見直し た
結果、こういう格差 が出 てきたと理解してよ ろし いのでしょうか。
もう一つ、退職給 与金 というのが36億円減 って いるのですけれども 、年 金資産の運用結果に よ
る減少とされていま すけ れども、この点につ いて は、四国電力さんの よう に数理計算上の差異 な
どについては考慮さ れな いのか。これは、３ 年で とありましたけれど も、 今回は３年で償却とさ
れた理由はなぜかと いう ことと。それから、 退職 給与金が減ったのは 、実 際には退職者が想定 よ
り少なかったという 現実 的な理由によるもの かど うかということもお 聞き したいと思います。
１回、二つで切り ます 。
○中部電力株式会社 明田 執行役員グループ経 営戦 略本部部長

まず、 一つ 目の評価損の件でご ざ

います。輸入調整と いう お話がございました けれ ども、長期契約とい うか 、手元に数字がござ い
ませんけれども、原 油の 購入というのは極め て少 ないのが実態だと思 いま す。恐らく長期契約 は
していなくて、必要 に応 じて最小限をスポッ トで 購入するぐらいのイ メー ジかと思います。し た
がいまして、恐らく 特段 の輸入調整的なもの は必 要なくて、スポット で必 要な最低限だけ購入 す
るという状況かと思 いま す。
それから、ソフト ラン ディングというお話 でご ざいましたけれども 、で は、抱えている在庫 を
どうしていくのかと いう お話だと思いますけ れど も、その部分は先行 きの 消費の見通し等々も 勘
案しまして、必要の ない ものについては原油 の形 で売却することも実 施し ております。
以上が１点目でご ざい ます。
○中部電力株式会社 山本 グループ経営戦略本 部事 業分析グループ課長

そ れでは、２点目、人 件

費の関係につきまし て、 私のほうから御回答 させ ていただきます。
まず、給与水準の 関係 でございます。私ど も、 料金値上げに当たりまし て、年収水準を震災 前
から比べると２割程 度削 減という形で料金原 価の ほうに反映させてい ただ きました。２割程度 削
減というのは、実際 にど うだったかと申しま すと 、基本給を５％程度 削減 、それから賞与につ い
ては50％程度の削減 とい うことを26年度には 実施 いたしました。それがお おむね年収水準２割 程
度の削減ということ だっ たのですが、資料の ほう にも記載させていた だき ましたとおり、従業 員
のモチベーション等 を考 慮しまして、賞与の カッ ト部分をだんだんと 少な くしていくような形に
してございます。
ということで、給 与体 系は見直ししておら なく て、給与のカット水 準を 和らげていった。そ の
結果として、３年平 均し てみますと、年収水 準の 削減が織り込み20％ に対 して、15％程度にと ど
まったというところ でご ざいます。
それから、人員が 456人 減っているというと ころ でございますけれど も、こ ちらにつきましては、
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退職者が増えたとい う点 でいきますと、先 ほどモチ ベーションにも触れ させ ていただきましたが、
自己都合退職という もの が、実態として増え てご ざいます。過去平均 と比 べると、自己都合退 職
をした方が1.5倍ぐら い増 えているという状況 がご ざいます。
それから、28年度 に一 部グループ会社への 転籍 制度というものを実 施い たしまして、それに よ
り、グループ会社へ 早期 に籍を移したという こと で要員が減っている影響 もございます。
続けて、退職給与 金の 減に関する御説明で ござ います。
弊社の場合、年金 資産 の期待運用収益を２ ％と いう形で料金審査要 領に のっとって原価に反 映
してございます。そ れと 比較しますと、25年 から27年にかけて、割と 株価が 上がったりしておる
ものですから、そこ で運 用益が出て、そちら を先 ほどの退職給付債務 の数 理差異の償却と同じ よ
うに、年金資産の運 用益 を３年償却で計上し てお ります。そちらに利 益が 結構出たというとこ ろ
で、退職給与金の実 績が原価に対して少なく なっ ているというところ でご ざいます。
○古賀委員

ありが とう ございました。いろ いろ 大変なことが分かりまし た。

済みません、あと二つ ですが、中部電力さ んの スライド18ですけれ ども 、諸費として寄付金 と
団体費が14億円、差 異(乖 離)が出ているので すけれ ども、寄付金とか団 体費 というものは料金査
定のときにいつもい ろい ろ問題になっている とこ ろですけれども、具 体的 に団体費について、 見
込み９億に対して23億円 と、14億円の差が出 た理 由は、どういう差し 迫っ た理由があったのか と
いうことと。
それから、もう一 つ、 普及開発関係費が50億円 増えているわけです けれ ども、これは小売の 自
由化にかかわるため のい ろいろな費用だと思 うの ですが、それにしても50億円という数字は消 費
者としては理解しに くい なと思うのですけれ ども 、そこのところをも う少 し詳しく教えていた だ
けますでしょうか。
○中部電力株式会社 明田 執行役員グループ経 営戦 略本部部長

まず、 一つ 目の団体費の件でご ざ

いますけれども、原 価の 織り込みである９億 円に 対して、実績が23億 円と いうことで、14億円増
えているということでご ざいますけれども、増え たものの主なものと いた しましては、一つは 、
私ども電気事業連合 会に 所属しておりまして 、そ の運営費用を負担し てい るわけでございます け
れども、その運営費 用の 織り込みはゼロとい うこ とでお認めいただい てご ざいませんので、そ の
中で出てきた差異が ある ということが一つ。
それから、もう一 つは 、電力広域的運営推 進機 関への負担が、原価 上は お認めいただけなか っ
たということで、ゼ ロで ございます。済みま せん 、失礼しました。系 統利 用協議会から広域的 運
営推進機関に実質的 には 制度が変わったので すけ れども、広域的運営 推進 機関への負担が、当 時
の系統利用協議会の 織り 込みに比較しまして 増加 しているという主な 要因 でございます。
広告費のほうは、 普及 開発関係費というこ とで 、様々なお客様に対 する いろいろなメニュー の
御理解とか、私ども、カテ エネというWebサービ スな ども作っております けれ ども、自由化になっ
て、お客様の御理解 をい ただくために様々なPR活 動をしております関 係で 、これだけ増えてし ま
ったという事情はご ざい ます。これは、今、 申し 上げました販売系の 話ば かりではございませ ん
で、いわゆる一般企 業PR的なものも、原子力 の御 理解とか、そういう とこ ろも含めまして、原 価
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の織り込みからは増 加し ております。
○古城座長

古賀委 員。

○古賀委員

済みま せん 、今、言い忘れたの です が、電力システム改 革な どの事業環境変化に対

応するために委託費 が増 加したということで 、委託 費の増加が結構な額 、154億円とあるのですが、
これは具体的には、 例え ば御説明いただいて いる 資料の27ページにあ るよ うな、こういったい ろ
いろなセンター等を 設置 したということも含 まれ ているのでしょうか 。そ れとも、原子力の関 連
の積み増しでしょう か。
○中部電力株式会社明田執行役員グループ経営戦略本部部長

18ペ ー ジ で 御 覧 い た だ い た 154億

円の委託費の増です けれ ども、こちらに関し て主 なものというのは、一つ はシステム開発費用 で
ございます。自由化 が始 まりまして、私ども が持 っている様々なシス テム 、これはお客様が非 常
に多うございますの で、 顧客の管理から何か ら非 常に大きなシステム を持 っているのですが、 そ
ういったものをかな り大 幅に改修しないと対 応で きないということ。
それから、ネット ワー ク部門の中立化とか 、こ ういったことにも関 連して、様々な制度が変 わ
ってきている。その 制度 にかかわって様々な シス テムを開発しなけれ ばな らないといったニー ズ
もございまして、ス マー トメーター絡みもご ざい ます。かなり大幅に シス テム開発費用が増え て
おります。そういっ たも のが結構あるという こと です。
それから、先ほど おっ しゃっていただいた27ペ ージでございますけ れど も、例えば業務の効 率
化とか組織の簡素化 みた いなことをするとき に、一 時的に費用が出るこ とは ございますけれども、
それよりも効率化の 効果 のほうが大きく出る とい うことで、私ども、 こう いったことをやって お
ります。直接、先ほ どの154億円の増に関して 、こ れがきいているから154億 円だということでは
ございませんので、 そう いうふうに御理解い ただ ければと思います。
○古賀委員

ありが とう ございました。

四国電力さんに、 済み ません、１点だけに 絞り ます。白山委員のほ うか ら御質問があったの で
すけれども、退職給 与金 の数理計算上の差異 とい うものを一括処理す ると いうのは会計上問題 な
いという御指摘だっ たの ですけれども、これ は引 当金のようにして繰 延べるということは一切 考
えられなかったので しょ うか。来年度以降は 全く 発生しないと考えて いいのでしょうか。今、 低
金利なので、こうい う差異 は割引ということも 含め て、出てくる問題だ と思う のですけれどもね。
○四国電力株式会社 小林 常務執行役員経営企 画部 長

四国電力の会計 方針 として、費用として 認

識できるものは早期 費用 処理というものを大 きな 方針としております ので 、その一貫として退 職
給与の債務を１年で償却 させていただいてご ざい ます。
それから、今 後、更にこ のような事象が起き るか どうかということで すけ れども、現在 、0.1％
の割引率で見ていま すの で、政府の低金利政策がど こまで続くか分かりませ んけれども、0.1％を
大きく下回るように なる とマイナス金利にな りま すので、今後は、金 利の 情勢なので一概には 言
えませんが、こうい う大 きな償却が出ること はな いと認識しておりま す。
○古賀委員

なぜ今 のタ イミングだったのか なと 、原価を考える上で 急に 出てきたような気が し

たものですから、す ごく引っかかったのです けれ ども。
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○四国電力株式会社 小林 常務執行役員経営企 画部 長

それは我々が恣 意的 にやったのではなく て、

金利水準の関係で重 要性 基準に抵触したとい うこ とになります。
○古賀委員

意見と して、よろしいですか。

原発が動いたのに 電気 が下がらなかったと いう 、単純な言い方をす ると 、陶山委員がずっと お
っしゃっていたこと です けれども、からみて、四 国電力さんは中部電 力さ んやとか、今回いら っ
しゃらないですが、 東電エナジーパートナーさん と比較して、（四国 電力 の）も、効率化（の 深
掘り）が６６億円と いう のは、私たちの感覚 とし ては決して高い効率 化を されているとは捉えら
れないということと 。
もう一つは、石炭を現 地調達などして安価 に仕 入れてというお話が あっ たのですけれども、 環
境的な問題もありま すの で、それから原発に つい てのアレルギーもあ りま すので、その辺の基 本
的な御社の方針につ いて は、もう少し消費者 の意 見を聞いていただき たい なという点を要望と し
て出させていただき ます 。
○古城座長

陶山委 員。

○陶山委員

退職金 のこ とばかりお聞きして 申し わけないのですけれ ども 、先ほど白山委員に 対

して、会計上のこと と、 それを原価に含むか どう かは切り分けて考え ると いうお話をなさった の
ですけれども、今回 の御 報告は、経費の中に 入っ てきているというこ とに なりますね。
○四国電力株式会社 小林 常務執行役員経営企 画部 長

28年度の経費と して 計上しているという 意

味ではそうです。
○陶山委員

将来的 に、 もし原価の部分と会 計上 の差異については、 別の 考え方をして整理し て

やるとすれば、現在 のお 考えでよろしいので すが 、どういう方法があ るの かと。
それから、監視等 委員 会のほうのお考えと して も、今、四国電力さ んの お話を聞かれて、ど ん
な方法があるのか、 現在 でのお考えをお聞き した いのが１点です。
それから、どちら も1,000億円を超える安全対 策費 ということで、原発 に投資 が行われています。
一方では、販売電力 量各 社は、省エネ技術が 発達 したということと、 人口 減少等によって各社 下
がってきている。こ の投 資を回収するといっ たらおかしいですが、ど うい う方向でお考えにな っ
ていらっしゃるか、 大ま かなお話でも結構で すの で、教えていただき たい と思います。
あと、補足して、 離脱 が進んでいますとい うお 話がありましたが、 両社 のスイッチング率を 現
状のところで教えて いた だけたらと思います。
あと１点、最後で すが 、中部電力さんが経 営効 率化を非常に頑張っ てや っていらっしゃると い
うことで、28ページ に御 紹介いただいた３rdパー ティーによる修理の 採用 ということで、ここ は
海外の３rdパーティ ーの 導入ということで、 海外 からの調達なり、非 常に 効率化が進んでいる と
いう御報告なのです が、 海外の会社を使うこ とに ついて、現状認識さ れて いるリスクがあれば 教
えていただきたいと 思い ます。
済みません、幾つ かあ りました。
○古城座長

どうぞ 。

○四国電力株式会社 小林 常務執行役員経営企 画部 長
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まず、会計と料 金の 関係ですけれども、 現

在、３年原価でルー ル化 されております。か つて は１年原価というと きも あったのですが、そ の
１年原価の年度に今 回の ような数理計算上の 差異を一括計上でおりこ んで しまうと、ものすご く
料金水準が高くなっ てし まうので、それは考 慮す る必要があるかと思 って います。一方、３年 原
価だったとしたら、たと え一括償却でも原価 期間 平均では３分の１に薄ま った形で入っていき ま
す。
料金原価にどのよ うに 反映させるかという のは 、規制当局とも御相 談し ながら反映すること に
なりますけれども、個人 的には、少なくとも 単年 度償却をそっくりそ のま ま１年原価で乗せて 料
金算定するというこ とは ないと考えておりま す。
それから、安全対 策投 資の投資回収の件で すけ れども、伊方３号機は、 年齢で言うと23歳な の
で、これが60年運転 する としたら、まだ37年 間あ りますので、投資回 収は十分可能と考えてお り
ます。
それから、離 脱につきま しては、現在 、四国電力の 離脱率については 、灯力平 均で6.3％という
ことになっています 。全 国が12％ぐらいなの で、 その半分ぐらいの離 脱率 にとどまっていると い
うことになっており ます けれどもね。
○陶山委員

スイッ チン グ率ということです か。

○四国電力株式会社 小林 常務執行役員経営企 画部 長

（電力広域的運 営推 進機関がとりまとめ て

いる）スイッチング 率は3.6％です。
○陶山委員

離脱が6.3。

○四国電力株式会社 小林 常務執行役員経営企 画部 長

離脱が灯力平均 、特 高も高圧も含めて、 電

灯・電力需要平均で6.3％ です。
○陶山委員

販売電 力量 が下降していること につ いての危機意識とい うか 、どういうところに 今

後の経営を展開して いこ うとされているか、 もし あれば教えていただ きた い。
○四国電力株式会社 小林 常務執行役員経営企 画部 長

販売電力量とい いま すか、離脱によって 需

要減少して収入が大 きく 落ちております。こ れは 、新電力さんがどん どん 入ってきているので す
けれども、卸電力取 引所 に自主的ルールとし て、 可変費単価相当で玉 出し をしています。とい う
ことで、新電力さん はそ の可変費相当で電源 を調 達して、我々の需要 をと りにくるということに
なりますので、固定 費な しで進出できるわけ です 。そういうことにな ると 、なかなか競争で勝 て
ないので、どんどん 我々 の需要がとられてい くと いうこともあります 。
今後、ベースロー ド電 源市場とか容量市場など の新市場ができます ので 、そのあたりで固定 費
の回収も少しはでき るこ とになるかと思いま すけ れども、それがどの 水準 まで回収できるかと い
うのがなかなか厳し い問 題ということになり ます 。需要の減少は、す なわ ち固定費が回収でき な
くなると。その固定 費を どうやって回収して いく かというのが今後の 我々 の大きな課題であり ま
すけれども、それは一つ には、域外で電気を 販売 したり、それから容 量市 場とかベースロード 電
源市場で固定費の一 部を 回収するとか、その ような ことで固定費の回収 問題 というのは今後、我 々
の経営にとっては大 きな課題になってくるの では ないかと考えており ます 。
○陶山委員

ありが とう ございます。
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○古城座長

最後に 私か ら。

四国電力は、効率 化の 深掘りというか、超 過達 成しているというこ とに なっているのですけ れ
ども、ほかの電力会 社もみんな超過達成して いま すね。それと比べる とち ょっと見劣りするの で
すが、自由化と節電の中 で 販売電力量が減って いるわけですね。それで130億 円、想定より収入が
少なかった。超過達 成と いうのは65億円です から 、半分しかカバーで きて いない。今日出られ た
中部電力は、販売電力量の 減少による収入不足 とい うのは110億円ですけ れど も、効率化の超過達
成440億円と出ている ので すね。これで埋められてい るのですけれども、四国電 力は埋められてい
ないで大きく見劣り する のですが、何か効率 化が ほかの電力会社に比 べて できない理由がある の
ですか。
○四国電力株式会社 小林 常務執行役員経営企 画部 長
○古城座長

そういうことは ないです。

非常に 一般 的に言うと、とても 売り 上げが落ちているの だっ たら、経費を節減し な

ければいけないとい うの が当然出てくるので すけ れども、ほかの電力 会社 はそれに近いことを や
っているのですが、 四国 の場合、できていな いの ですね。資料の７ペ ージ を見てもらうと分か り
ますが。
○四国電力株式会社 小林 常務執行役員経営企 画部 長

私どもは、経営 効率 化の推進というのは 、

従来からずっと終わ りの ない課題ということ で取 り組んできておりま す。 その中で、25年９月 の
料金値上げをさせて いた だいたときの審査で も指 摘いただいたように 、需 要規模が小さいこと も
あって、労働生産性 が非 常に悪い。それから 、四 国内では工事能力や 体制 面で調達先が限られ る
ということもあって 、資 材調達の面でも他社 に劣 っているということ もあ りました。そういう 中
で、それ以外のとこ ろ、 例えば設備とか修繕 投資 については、効率化 が他 社に伍してやれてい る
と思っておりまして 。
○古城座長

ちょっ と済 みません。効率化と いう ときに、広域から買 って きたという例は挙が っ

ていたのですけれど も、 ほかの電力会社は定 期点 検のあり方とか、そ うい うものまで見直しを や
っているのですけれ ども 、そういうものを四 国電 力はおやりなのです か。
○四国電力株式会社 小林 常務執行役員経営企 画部 長

やっています。 定期 点検をどうやったら 短

くできるかとか、そのよ うなことはもちろん やっ ております。
○古城座長

ここで 個別 ではなくて、それで 数字 を出してほしかった です ね。

○四国電力株式会社 小林 常務執行役員経営企 画部 長

効率化の額の算 定方 法というところもあ る

かと思いますけれど も、 同じような設備修繕 投資 において、効率化と いう のは他社さんと同様 な
ことはやれていると 判断 しております。ただ 、資 材調達面とか労働生 産性 の面で、まだ劣って い
る部分がひょっとし たら あるかも分かりませ んので、競争比率を平成30年 度で30％を目指すと い
うことにしておりま すけ れども、そこは一つ の通 過点として、更に上 を目 指していきたいと考 え
ております。
○古城座長

一般的 な印 象として、電力会社 は非 常に厳しい状態にあ って、収入が減っている 。

そうしたら、コスト も減ら さなければいけない とい うことだと思うので すけ れども、四国電力は 、
こちらから見ますと 、そ れがちょっとできて いな いのではないでしょ うか ということなのです 。
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これで、今回はボー ナス が上がったわけです ね。 石油価格が下がって くる のが規制料金に反映 さ
れるラグがあって、 相当 な増収があって、こ の状 態ですから、それが なく なったら四国電力は 値
上げをしなければい けな い状態になってしま いま すね。
○四国電力株式会社 小林 常務執行役員経営企 画部 長

タイムラグ影響 は我 々のところは（実質 的

には）ありません。
○古城座長

それは ない のですね。分かりま した 。

四国電力は、そう する とどのぐらい効率化 しな ければいけないとい うの は、収入が減った分 、
効率化しなければい けな いという目標は掲げ てい ない。
○四国電力株式会社 小林 常務執行役員経営企 画部 長

収入が減った分 、何で 取り返すかというと、

販売の拡大と効率化 、こ れを車の両輪といた しま して収入減を回復い たし ます。
○古城座長

販売が 減っ ているから収入減に なっ ているでしょう。

○古城座長

だから 、販 売拡大できたら収入 減は ないのですから、販 売が 減っていって収入減 に

なったところを効率 化で カバーするという目 標は 立てられていないの です かということです。
○四国電力株式会社 小林 常務執行役員経営企 画部 長

それはもちろん 立て ておりまして、先ほ ど

言ったように、離脱 によ って需要が減少して 収入 が減る部分は、域外 で需 要を獲得したり、そ れ
から卸取引所に販売 した りしてカバーすると いう のと、もう一つは効 率化 ということで、それ を
車の両輪にして離脱 によ る収入減をカバーし てい こうと考えておりま す。
○古城座長

ちょっ と違 うのです。域内で売 り上 げが落ちた。外に出 てい って売り上げを上げ よ

うとする。両方うま くい かなくて売り上げが 落ち たら、収支を維持す るた めにはコストを減ら す
しかないですね。
○四国電力株式会社 小林 常務執行役員経営企 画部 長

それはコストダ ウン しかないということ に

なります。
○古城座長

だから 、そ の場合、超過達成と いう ものをきちんとやっ てい ただかないと、消費 者

から言うととても不 思議 。
それから、需要の 減少 というのが効率化努 力で カバーできていない のに 人件費を上げている と
いうもちょっと不思 議で すね。
○四国電力株式会社 小林 常務執行役員経営企 画部 長

効率化について は、 今後も徹底してやっ て

いきたいと思います 。
○古城座長

あと、 いか がでしょうか。

○中部電力株式会社 明田 執行役員グループ経 営戦 略本部部長

済みま せん 、先ほどの陶山委員 の

御質問で私どもにも お聞 きになったものがご ざい ますので、お答えし たい と思います。
私どもにお聞きに なっ たのは３点かと思っ てお ります。
１点は、原子力 の安全対 策費に1,000億円を超 えて 投資しているけれど もと いうことでございま
す。その点につきま して は、私ども中部地域 のお 客様、モノづくりの 地域 でございまして、産 業
のお客様が多いので すけ れども、安価な料金 を安 定的に供給してほし いと いうお声が強うござ い
ます。そういう意味 にお いて、原子力という のは 価格の安定に寄与で きる 貴重な電源でござい ま
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すので、その前段で 、当 然公益的な意味もご ざい ますけれども、私ど もと しては原子力を進め て
いきたいということ でや っております。そう は言 いましても、経営で ござ いますので、その投 資
回収に関しましても、投 資するときには逐次経済 性を判断してきてお りま す。それが１点目で ご
ざいます。
それから、スイッ チン グ率ということでご ざい ますけれども、至近 のデ ータが手元にござい ま
せんけれども、原価 算定 期間が終わった28年 度末 ということでござい ます と、スイッチング率 は
3.89％ということで ござ います。恐らく、至 近で はかなり広がってき てい ると思いますし、10％
近くになっていると 思い ますけれども、正し い数 字としては、今、申 し上 げたところ。
もう一つは、これ は違 う事業者さんにスイ ッチ ングされた数字でご ざい ますけれども、私ど も
の御提供している新 たな メニューに入ってい ただ いているお客さんも かな りございますので、 そ
れも含めますと、自 由化 部門のメニューを選 択さ れているお客様が相 当多 くなってきていると い
うことかと思います 。
それから、３点目 に、28ページのところで 、３rdパーティーとして海 外の 業者さんを使うのだ
けれども、そのリス クは ないのかといった御 質問 だったかと思います けれ ども、私ども、これ に
つきましては、かな り古 くから取り組んでお りま して、コンバインド サイ クルの高温部品です け
れども、ここは技術 的に なかなか難しいとこ ろで ございまして、当初はメ ーカーのノウハウと い
いますか、技術が非常に 重 要なところでござい まし た。平成15年あたりから 非OEMメーカー、いわ
ゆるメーカーの代理 店的 なメーカーではない 第三 者のところからの購 入を 検討して、かなり単 価
が下がってきました 。そ こにまた22年あたり から機器の購入に関して競争 発注を導入しており ま
す。ここに書いてござい ま すのは、そこから更に進 め て、修理にまで3rdパー テ ィーを導入してき
たということでござ いま して、これは平成28年か ら導入してございま す。
申し上げたかった のは 、そういった長い時 間を かけて、その都度、私ど もで技術的な検証を 行
いながら、それで大 丈夫 であるという確信を 持っ た結果として、購入 した り修繕に使ったりと い
うことでやってきて ござ います。発電所でご ざい ますので、何か起き ると 非常に大きな影響が ご
ざいますので、そこは確 信を持って大丈夫だ とい うことでやってきて ござ います。
それから、ちょっ と済 みません、今、新し いデ ータが来ました。ス イッ チングの10月末のデ ー
タが6.33％だそうで ござ います。
以上でございます 。
○陶山委員

済みま せん 、いいですか。

○古城座長

もう12時20分で、20分超過して いる 。

○陶山委員

済みま せん 。先ほど四国電力さ んが おっしゃったみたい に、 離脱率ということが わ

かれば教えてくださ い。 わからなければ結構 です 。
先ほどお伺いした のは 、販売電力量が下が って いる傾向の中で、見 通し として、投資をしな が
らどこにマーケット を求 めていこうと考えて おら れるのか。そこをお 伺い したかったのですが 、
時間もないというこ とで すので。
○中部電力株式会社 明田 執行役員グループ経 営戦 略本部部長
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先ほど 申し 上げました6.33は、 ま

さに離脱率でござい ます 。ほかの事業者さん に変 えられた。マーケッ トと しましては、先ほど 四
国さんもおっしゃい まし たけれども、当然、 離脱 した方を取り返せる よう にやりますし、今あ る
お客様を守りにいき ます し、域外へも行きま して 新しいお客様を取り にい くということで、何 と
か収入を維持、もし くは拡大ができればとい うこ とでやっていきたい と思 います。
○古城座長

古賀委 員。

○古賀委員

１分で 。監 視委員会さんにお尋 ねし たいと思います。

料金変更命令とい うも のが２段階になって いて 、引下げ命令を出すには かなり厳しい基準と な
っているのですけれ ども、原価算定期間が３年 後と いうのは、上げ るにしても 、下げるにして も、
据え置くにしても、 原価 との乖離は十分検討 すべ きことだと思います ので 、例えば電力会社10年
の過去の平均で比べ ると いうのは、震災 や原発の問 題があったので 、この基準 がどうなのか。今、
2017年で、今後、自 由化 の経過措置も外され ると いう話になりますと 、余 り影響のない話かも し
れませんが、この変 更命 令についての基準の見直 しはありますか。そ れか ら、一番問題なのは 、
固定費の配分需給の 補正 の見直しについては、今 後検討していただけ るの かということをちょ っ
とお尋ねしたいと思 いま す。
○電力・ガス取引監 視等 委員会事務局野沢統 括ネ ットワーク事業管理 官

今後の検討につきま し

ては、まさに今、お っし ゃったように、自由 化も 含めて、今のみなし 規制 料金を撤廃するかと い
う議論の中で。当然 、そ のことについて議論 はす る中で、審査基準を どう するかということは 検
討の余地はあるかも しれ ないですけれども、 結果 的にこれを行うこと によ って、もっと料金の引
下げのまさにかせを作る ということが、古賀 委員 のお考えなのかと思 うの ですけれども、片や 自
由化を促進するとい う観 点から、本来、電力 会社 の考えに基づく料金 とい うものについて、下 げ
させることがまさに 自由 化の促進ということ につ いて、いいのかどう かと いうところも含めて 、
みなし規制を撤廃す るこ とも含めて、総合的 に勘 案しなければいけな いこ とかなと思っていま す
ので、御意見として承り たいと思います。
○古城座長

時間が 超過 いたしましたので、 申し わけありませんが、 議論 は以上といたします 。

中部電力、四国電 力及 び電力・ガス取引監 視等 委員会事務局の皆さ んに おかれましては、お 忙
しい中、審議に御協 力い ただきまして、あり がと うございました。

≪３．閉会≫
○古城座長

本日の 議題 は、以上となります 。

最後に、事務局か ら連 絡事項などございま すか 。
○丸山参事官

本日 も、 熱心な御議論どうも あり がとうございました 。
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次回の会合につき まし ては、日程に関しま して確定次第、御連絡を させ ていただきます。
なお、この後、専 門委 員間の打合せを行い ます ので、委員の皆様に おか れましては委員室にお
集まりください。
○古城座長

それで は、 本日はこれにて閉会 とさ せていただきます。 お忙 しいところ、お集ま り

いただきましてあり がと うございました。
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