
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。

別　　紙

円/kWh 円/kWh 円/kWh

円/kl

円/kWh

従　　量 52,500 円/kl

0.003 ▲0.01 0.01

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

（8月分）

0.0000 (b)

石　炭　価　格 12,933 円/ｔ (C） 0.0000

原　油　価　格 48,337 円/kl (A) 1.0000 (a)

48,300

(c)

液化天然ｶﾞｽ価格 57,373 円/ｔ (B)

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）

円/kWh 円/kWh 円/kWh

特別高圧

0.125 ▲0.33 ▲0.09 

円/kWh 円/kWh 円/kWh

高　　圧

0.127 ▲0.33 ▲0.09 

（8月分）

低　　圧

27,400 円/kl

0.134 ▲0.35 ▲0.10 

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 57,373 円/ｔ (B) 0.1861 (b)

石　炭　価　格 12,933 円/ｔ (C） 1.0757 (c)

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 48,337 円/kl (A) 0.0053 (a)

24,800



(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

(料金設定の基準)

液化天然ガス

価 格

(a)

(電気料金適用月) （2019年8月分）

平均燃料価格算定期間 2019年3月～5月 2018年10月～12月 基準との差 2019年2月～4月 前月分との差

（2019年7月分）

原 油 価 格 (円/kl) 48,337 55,009 ▲6,672 45,772 2,565

(円/t) 57,373 64,618 ▲7,245 60,394 ▲3,021

石 炭 価 格 (円/t) 12,933 14,027 ▲1,094 13,042 ▲109

平均燃料価格 (円/kl) 24,800

27,400

▲2,600 25,500 ▲700

（基準燃料価格）

(a) (b) (a)－(b) (c) (a)－(c)

平均燃料価格算定期間 2019年3月～5月 2018年10月～12月 基準との差 2019年2月～4月 前月分との差

69.2 77.4 ▲8.2 65.8

(電気料金適用月) （2019年8月分） (料金設定の基準) （2019年7月分）

3.4

液化天然ガス

価        格

($/t) 516.4 571.8 ▲55.4 545.8 ▲29.4

原 油 価 格 ($/b)

▲2 111 0

石 炭 価 格 ($/t) 116.4 124.1 ▲7.7 117.9

平均燃料価格算定期間 2019年3月～5月 2012年7月～9月 基準との差 2019年2月～4月

▲1.5

為替レート (円/$) 111 113

(a) (b) (a)－(b) (c) (a)－(c)

48,337 52,519 ▲4,182 45,772

前月分との差

(電気料金適用月) （2019年8月分） (料金設定の基準) （2019年7月分）

2,565

液化天然ガス

価 格

(円/t) 57,373 71,841 ▲14,468 60,394 ▲3,021

原 油 価 格 (円/kl)

石 炭 価 格 (円/t) 12,933 10,039 2,894 13,042 ▲109

平均燃料価格 (円/kl) 48,300

52,500

▲4,200 45,800 2,500

（基準燃料価格）

(a) (b) (a)－(b) (c) (a)－(c)

平均燃料価格算定期間 2019年3月～5月 2012年7月～9月 基準との差 2019年2月～4月 前月分との差

69.2 105.9 ▲36.7 65.8

(電気料金適用月) （2019年8月分） (料金設定の基準) （2019年7月分）

3.4

液化天然ガス

価        格

($/t) 516.4 911.1 ▲394.7 545.8 ▲29.4

原 油 価 格 ($/b)

111 0

石 炭 価 格 ($/t) 116.4 127.3 ▲10.9 117.9

(a)－(c)(c)(a)－(b)(b)

▲1.5

為替レート (円/$) 111 79 32


