
１　燃料費調整

 (1) 平均燃料価格

 (2) 燃料費調整単価

※　燃料費調整単価には、消費税等相当額を含みます。

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

※　離島ユニバーサルサービス調整単価には、消費税等相当額を含みます。

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 44,242 円/kl (A) 0.0053 (a)

22,100(b)

石　炭　価　格 10,980 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 53,804 円/ｔ (B) 0.1861

（1月分）

低　　圧

27,400 円/kl

0.136 ▲0.72 ▲0.04 

円/kWh 円/kWh 円/kWh

高　　圧

0.130 ▲0.69 ▲0.04 

円/kWh 円/kWh 円/kWh

特別高圧

0.128 ▲0.68 ▲0.04 

円/kWh 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 44,242 円/kl (A) 1.0000 (a)

44,200

(c)

液化天然ｶﾞｽ価格 53,804 円/ｔ (B) 0.0000 (b)

石　炭　価　格 10,980 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

（1月分）

従　　量 52,500 円/kl

0.003 ▲0.02 0.00

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)

▲2.2

為替レート (円/$) 107 79 28 107 0

石 炭 価 格 ($/t) 102.4 127.3 ▲24.9 104.6

▲0.8

液化天然ガス

価        格

($/t) 501.9 911.1 ▲409.2 503.9 ▲2.0

原 油 価 格 ($/b) 65.6 105.9 ▲40.3 66.4

(電気料金適用月) （2020年1月分） (料金設定の基準) （2019年12月分）

平均燃料価格算定期間 2019年8月～10月 2012年7月～9月 基準との差 2019年7月～9月 前月分との差

（基準燃料価格）

(a) (b) (a)－(b) (c) (a)－(c)

▲240

平均燃料価格 (円/kl) 44,200

52,500

▲8,300 44,800 ▲600

石 炭 価 格 (円/t) 10,980 10,039 941 11,220

▲551

液化天然ガス

価 格

(円/t) 53,804 71,841 ▲18,037 54,051 ▲247

原 油 価 格 (円/kl) 44,242 52,519 ▲8,277 44,793

前月分との差

(電気料金適用月) （2020年1月分） (料金設定の基準) （2019年12月分）

(a) (b) (a)－(b) (c) (a)－(c)

平均燃料価格算定期間 2019年8月～10月 2012年7月～9月 基準との差 2019年7月～9月

▲2.2

為替レート (円/$) 107 113 ▲6 107 0

石 炭 価 格 ($/t) 102.4 124.1 ▲21.7 104.6

▲0.8

液化天然ガス

価        格

($/t) 501.9 571.8 ▲69.9 503.9 ▲2.0

原 油 価 格 ($/b) 65.6 77.4 ▲11.8 66.4

(電気料金適用月) （2020年1月分） (料金設定の基準) （2019年12月分）

平均燃料価格算定期間 2019年8月～10月 2018年10月～12月 基準との差 2019年7月～9月 前月分との差

（基準燃料価格）

(a) (b) (a)－(b) (c) (a)－(c)

▲240

平均燃料価格 (円/kl) 22,100

27,400

▲5,300 22,400 ▲300

石 炭 価 格 (円/t) 10,980 14,027 ▲3,047 11,220

(円/t) 53,804 64,618 ▲10,814 54,051 ▲247

（2019年12月分）

原 油 価 格 (円/kl) 44,242 55,009 ▲10,767 44,793 ▲551

平均燃料価格算定期間 2019年8月～10月 2018年10月～12月 基準との差 2019年7月～9月 前月分との差

(a)

(電気料金適用月) （2020年1月分） (料金設定の基準)

液化天然ガス

価 格


