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２０．単位料金の調整 

（１）当社は、毎月、（２）②により算定した平均原料価格が（２）①に定

める基準平均原料価格を上回りまたは下回る場合は、次の算定式により

別表第４の各料金表の基準単位料金に対応する調整単位料金を算定い

たします。この場合、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用し

て早収料金を算定いたします。 

なお、調整単位料金の適用基準は、別表第４の２（２）のとおりとい

たします。  

① 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき 

調整単位料金（１立方メートル当たり） 

＝基準単位料金＋０．０７５円×原料価格変動額／１００円×（１

＋消費税率）  

② 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき 

調整単位料金（１立方メートル当たり） 

＝基準単位料金－０．０７５円×原料価格変動額／１００円×（１

＋消費税率）  

（備  考） 

上記①、②の算定式によって求められた計算結果の小数点第３位以

下の端数は切り捨てます。 

（２）（１）の基準平均原料価格、平均原料価格および原料価格変動額は、

以下のとおりといたします。 

① 基準平均原料価格（トン当たり） 

５４，６９０円 

② 平均原料価格（トン当たり） 

別表第４の２（２）に定められた各３か月間における貿易統計の数

量および価額から算定したトン当たりＬＮＧ平均価格（算定結果の１

２０．単位料金の調整 

（１）当社は、毎月、（２）②により算定した平均原料価格が（２）①に定め

る基準平均原料価格を上回りまたは下回る場合は、次の算定式により別

表第４の各料金表の基準単位料金に対応する調整単位料金を算定いたし

ます。この場合、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して早

収料金を算定いたします。 

なお、調整単位料金の適用基準は、別表第４の２（２）のとおりとい

たします。  

① 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき 

調整単位料金（１立方メートル当たり） 

＝基準単位料金＋０．０７４円×原料価格変動額／１００円×（１

＋消費税率）  

② 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき 

調整単位料金（１立方メートル当たり） 

＝基準単位料金－０．０７４円×原料価格変動額／１００円×（１

＋消費税率）  

（備  考） 

上記①、②の算定式によって求められた計算結果の小数点第３位以

下の端数は切り捨てます。 

（２）（１）の基準平均原料価格、平均原料価格および原料価格変動額は、以

下のとおりといたします。 

① 基準平均原料価格（トン当たり） 

３４，４９０円 

② 平均原料価格（トン当たり） 

別表第４の２（２）に定められた各３か月間における貿易統計の数

量および価額から算定したトン当たりＬＮＧ平均価格（算定結果の１
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０円未満の端数を四捨五入し、１０円単位といたします。）およびトン

当たりＬＰＧ（プロパン）平均価格（算定結果の１０円未満の端数を

四捨五入し、１０円単位といたします。）をもとに次の算定式で算定し、

算定結果の１０円未満の端数を四捨五入した金額といたします。 

（算定式） 

平均原料価格 ＝ トン当たりＬＮＧ平均価格×０．９７１２  

＋ トン当たりＬＰＧ（プロパン）平均価格×０．０４５８ 

（備 考） 

トン当たりＬＮＧ平均価格およびトン当たりＬＰＧ（プロパン）平

均価格は、当社ホームページおよび事業所等に掲示いたします。  

③ 原料価格変動額  

次の算定式で算定し、算定結果の１００円未満の端数を切り捨てた

１００円単位の金額といたします。 

（算定式） 

イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき 

原料価格変動額＝基準平均原料価格－平均原料価格 

 

０円未満の端数を四捨五入し、１０円単位といたします。）およびトン

当たりＬＰＧ（プロパン）平均価格（算定結果の１０円未満の端数を

四捨五入し、１０円単位といたします。）をもとに次の算定式で算定し、

算定結果の１０円未満の端数を四捨五入した金額といたします。 

（算定式） 

平均原料価格 ＝ トン当たりＬＮＧ平均価格×０．９７７１  

＋ トン当たりＬＰＧ（プロパン）平均価格×０．０４７４ 

（備 考） 

トン当たりＬＮＧ平均価格およびトン当たりＬＰＧ（プロパン）平

均価格は、当社ホームページおよび事業所等に掲示いたします。  

③ 原料価格変動額  

次の算定式で算定し、算定結果の１００円未満の端数を切り捨てた

１００円単位の金額といたします。 

（算定式） 

イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき 

原料価格変動額＝基準平均原料価格－平均原料価格 
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付 則 

 

１．この供給約款の実施期日 

この供給約款は、令和２年４月１日から実施いたします。 

 

２．この供給約款の実施に伴う切り替え措置 

当社は、料金算定期間の末日が令和２年４月１日から同月末日に属する

付 則 

 

１．この供給約款の実施期日 

この供給約款は、令和元年１０月１日から実施いたします。 

 

２．この供給約款の実施に伴う切り替え措置 

当社は、令和元年９月３０日以前から継続して供給し、令和元年１０月
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料金算定期間の早収料金は、令和２年３月末日まで適用の一般ガス供給約

款に基づき算定するものといたします。 

 

 

３．この供給約款の掲示 

当社は、この供給約款を、事業所等のほか、当社ホームページにおいて

掲示いたします。この供給約款を変更する場合も同様とし、変更実施日の

１０日前までに、この供給約款を変更する旨、変更後の一般ガス供給約款

の内容およびその効力発生時期を周知いたします。 

 

１日から令和元年１０月３１日までに支払義務が初めて発生するものにつ

いては、この供給約款の変更前の一般ガス供給約款に基づき料金を算定す

るものといたします。 

 

３．この供給約款の掲示 

当社は、この供給約款を、事業所等のほか、当社ホームページにおいて

掲示いたします。この供給約款を変更する場合も同様とし、変更実施日の

１０日前までに、この供給約款を変更する旨、変更後の一般ガス供給約款

の内容およびその効力発生時期を周知いたします。 

 

（別表第４）適用する料金表 

 

１～２【省略】 

 

３．料金表Ａ（消費税等相当額を含みます。） 

 (１) 基本料金 

１か月およびガスメーター１個につき ７５９．００円 

 

  (２) 基準単位料金 

１立方メートルにつき １６２．２１円 

 

(３) 調整単位料金 

   （２）の基準単位料金をもとに２０の規定により算定した１立方メー

トル当たりの単位料金といたします。 

 

４．料金表Ｂ（消費税等相当額を含みます。） 

（別表第４）適用する料金表 

 

１～２【省略】 

 

３．料金表Ａ（消費税等相当額を含みます。） 

 (１) 基本料金 

１か月およびガスメーター１個につき ７５９．００円 

 

  (２) 基準単位料金 

１立方メートルにつき １４３．８０円 

 

(３) 調整単位料金 

   （２）の基準単位料金をもとに２０の規定により算定した１立方メー

トル当たりの単位料金といたします。 

 

４．料金表Ｂ（消費税等相当額を含みます。） 
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 (１) 基本料金 

１か月およびガスメーター１個につき １，０８６．００円 

   

  (２) 基準単位料金 

１立方メートルにつき  １４９．１３円 

 

(３) 調整単位料金 

   （２）の基準単位料金をもとに２０の規定により算定した１立方メー

トル当たりの単位料金といたします。 

 

 ５．料金表Ｃ（消費税等相当額を含みます。） 

  (１) 基本料金 

１か月およびガスメーター１個につき １，２４４．６２円 

  

 (２) 基準単位料金 

１立方メートルにつき １４７．０７円 

   

(３) 調整単位料金 

   （２）の基準単位料金をもとに２０の規定により算定した１立方メー

トル当たりの単位料金といたします。 

 

６．料金表Ｄ（消費税等相当額を含みます。） 

  (１) 基本料金 

１か月およびガスメーター１個につき ３，１１６．７２円 

  

 (２) 基準単位料金 

 (１) 基本料金 

１か月およびガスメーター１個につき １，０８６．１９円 

   

  (２) 基準単位料金 

１立方メートルにつき  １３０．７１円 

 

(３) 調整単位料金 

   （２）の基準単位料金をもとに２０の規定により算定した１立方メー

トル当たりの単位料金といたします。 

 

 ５．料金表Ｃ（消費税等相当額を含みます。） 

  (１) 基本料金 

１か月およびガスメーター１個につき １，２４３．８３円 

  

 (２) 基準単位料金 

１立方メートルにつき １２８．６６円 

   

(３) 調整単位料金 

   （２）の基準単位料金をもとに２０の規定により算定した１立方メー

トル当たりの単位料金といたします。 

 

６．料金表Ｄ（消費税等相当額を含みます。） 

  (１) 基本料金 

１か月およびガスメーター１個につき ３，１１５．０３円 

  

 (２) 基準単位料金 
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１立方メートルにつき １３７．４２円 

   

(３) 調整単位料金 

   （２）の基準単位料金をもとに２０の規定により算定した１立方メー

トル当たりの単位料金といたします。 

 

１立方メートルにつき １１９．０２円 

   

(３) 調整単位料金 

   （２）の基準単位料金をもとに２０の規定により算定した１立方メー

トル当たりの単位料金といたします。 

 

変更 

 


