
１　燃料費調整

 (1) 平均燃料価格

 (2) 燃料費調整単価（消費税等相当額を含む）

※　平均燃料価格（45,200円/kl）が上限価格（41,100円/kl）を超過したため、平均燃料価格を41,100円/klとして算定しています。

２　離島ユニバーサルサービス調整

 (1) 離島平均燃料価格

 (2) 離島ユニバーサルサービス調整単価（消費税等相当額を含む）

低
 
圧

特定小売供給約款
選択約款

需給契約条件
0.136 2.42 0.60
円/kWh 円/kWh 円/kWh

貿易統計実績 換算係数 平均燃料価格
（A×a＋B×b＋C×c）

原　油　価　格 71,321 円/kl (A) 0.0053 (a)

45,200(b)

石　炭　価　格 25,443 円/ｔ (C） 1.0757 (c)

基準燃料価格 基準単価
燃料費調整単価

前月分との差

円/kl液化天然ｶﾞｽ価格 93,914 円/ｔ (B) 0.1861

（7月分）

27,400 円/kl

0.136 1.86 0.04

円/kWh

円/kWh 円/kWh 円/kWh

高　　圧
0.130 2.31 0.57
円/kWh 円/kWh 円/kWh

特別高圧
0.128 2.28 0.56

円/kWh

貿易統計実績 換算係数 離島平均燃料価格
（A×a＋B×b＋C×c）

原　油　価　格 71,321 円/kl (A) 1.0000 (a)

71,300

(c)

液化天然ｶﾞｽ価格 93,914 円/ｔ (B) 0.0000 (b)

石　炭　価　格 25,443 円/ｔ (C） 0.0000

離島基準燃料価格 離島基準単価
離島ユニバーサル
サービス調整単価 前月分との差

（7月分）

従　　量 52,500 円/kl
0.003 0.06 0.03

別　　紙

円/kWh 円/kWh 円/kWh

円/kl

円/kWh

※



(参考１) 燃料費調整

 (1) 平均燃料価格の推移

 (2) 燃料価格、為替レートの推移

(参考２) 離島ユニバーサルサービス調整

 (1) 離島平均燃料価格の推移

 (2) 離島燃料価格、為替レートの推移

以　上

(a)－(c)(c)(a)－(b)(b)

21.5

為替レート (円/$) 118 79 39 115 3

石 炭 価 格 ($/t) 215.9 127.3 88.6 194.4

10.1

液化天然ガス
価        格

($/t) 797.0 911.1 ▲114.1 765.4 31.6

原 油 価 格 ($/b) 96.2 105.9 ▲9.7 86.1

(電気料金適用月) （2022年7月分） (料金設定の基準) （2022年6月分）

平均燃料価格算定期間 2022年2月～4月 2012年7月～9月 基準との差 2022年1月～3月 前月分との差

（基準燃料価格）

(a) (b) (a)－(b) (c) (a)－(c)

3,041

平均燃料価格 (円/kl) 71,300
52,500

18,800 62,400 8,900

石 炭 価 格 (円/t) 25,443 10,039 15,404 22,402

8,935

液化天然ガス
価 格

(円/t) 93,914 71,841 22,073 88,182 5,732

原 油 価 格 (円/kl) 71,321 52,519 18,802 62,386

前月分との差

(電気料金適用月) （2022年7月分） (料金設定の基準) （2022年6月分）

(a) (b) (a)－(b) (c) (a)－(c)

平均燃料価格算定期間 2022年2月～4月 2012年7月～9月 基準との差 2022年1月～3月

21.5

為替レート (円/$) 118 113 5 115 3

石 炭 価 格 ($/t) 215.9 124.1 91.8 194.4

10.1

液化天然ガス
価        格

($/t) 797.0 571.8 225.2 765.4 31.6

原 油 価 格 ($/b) 96.2 77.4 18.8 86.1

(電気料金適用月) （2022年7月分） (料金設定の基準) （2022年6月分）

平均燃料価格算定期間 2022年2月～4月 2018年10月～12月 基準との差 2022年1月～3月 前月分との差

（基準燃料価格）

(a) (b) (a)－(b) (c) (a)－(c)

3,041

平均燃料価格 (円/kl) 45,200
27,400

17,800 40,800 4,400

石 炭 価 格 (円/t) 25,443 14,027 11,416 22,402

(円/t) 93,914 64,618 29,296 88,182 5,732

（2022年6月分）

原 油 価 格 (円/kl) 71,321 55,009 16,312 62,386 8,935

平均燃料価格算定期間 2022年2月～4月 2018年10月～12月 基準との差 2022年1月～3月 前月分との差

(a)

(電気料金適用月) （2022年7月分） (料金設定の基準)

液化天然ガス
価 格


