
1.色気事業営業費用明細表
平成24年4月1日から
平成25年3月31日まで
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1.T35      ).73S 

2.69)      2.691 

B20      S20 

S20      L2○ 

JtJEbtJIq A,384  r 40      途ﾄ%6ﾂ 
68B       

満祐品升 匹2 1.186 鼎( ｲ J61 r  69  ｳ2 854 塔 b  紲D  
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水和使用料 僞b繝fﾂ        c  
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群先哲印舟井q    32○    儉8 ｲ 

廃炉により削減可能な額は、人件費等を除き年1,020億円
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1.色気事業営業費用明細表
平成24年4月1日から
平成25年3月31日まで
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1-1.附帯事業菅美費用明細表
平成24年4月1日から
平成25年3月31日まで

区分 僣H4ｦﾈ+東光升 壷L､､iyﾘ撮 忠% 見U9iﾈ冷ﾘxﾇb 

人件か 爾 71   畑 ｳr 

A■せ "途   肇"途 

書耕升 塔  0  田

+Jtサ ィ  姪唐 

*ttlJPt, 駐r 1ー■ s2 

そのA 弗､｢ 3一 田 

合f+ "ﾃsc362 都" 牝ﾆﾃ迭 

-1-

▲720億円 ▲300億円（東電と日本原電の基本料金）
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東北電力「経営概況-収支の状況」より、単独収支の推移

1.89倍

1.26倍

5,000

1.13倍

-400

-320
-1,020
517

-300

＋550

修繕費500億円増やしても517億円の黒字に
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50万V

27.5万V

原発廃炉で、原発専用の
27.5~50万V高圧幹線の維持
修繕経費も不要になる
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4.廃炉による特別損失について
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2013/6/1 2:01 日本経済新聞　電子版
原発廃炉費用、電気料金に上乗せ検討 

　経済産業省は原子力発電所の廃炉を進めやすくするた
め、電力会社の会計規則を見直す方針を固めた。いまは
原発を40年超運転するのが前提で、途中で廃炉にすると
巨額の損失が出るうえ電気料金で回収できない。損失を
複数年に分けて計上することを認め、料金で回収できる
ように改める。原発の安全規制の強化で廃炉を迫られる
原発が相次ぐことに備える。

　６月中にも会計士や学者らによる検討会を立ち上げ、
年内をメドに結論を得る。2013年度中に会計規則に関
する省令を改正する方針だ。

　いまの会計規則は原発が規制強化などで途中で廃炉になることを想定していない。廃炉にかか
る費用は毎年の電気料金に少しずつ組み入れ、運転から40年後には費用の準備を終える仕組み
だ。

　これを途中で廃炉にすると主に２つの損失が単年度にまとめて発生し、今の会計規則では料金
での回収もできない。１つは廃炉に備えた引当金の積立不足。電力会社は廃炉に備えて40年か
けて引当金を計上するが、それより前に廃炉になれば積立不足になる。しかも原発を運転しなけ
れば引当金を計上できない。相次ぐトラブルで原発の稼働率が落ち、多くの原発で積立不足が生
じている。

　そこで経産省は積立不足を解消するのを「設備投資」とみなし、その費用を10年程度にわけ
て計上できるようにする案を検討する。
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単位：億円

原発の廃炉に伴う経営的課題を考えるための参考データ
２０１３年５月３０日

原発ゼロの会事務局作成

発電所 原子炉
廃炉引当
金不足額
(a)

原発設備
の除却損
(b)

核燃料の
除却損
(c)

小計A
(a～c)

新規制基
準適合の
ための安
全投資
(d)

原発の維
持・管理

費
(e)

小計B
(d+e)

北海道電力 1 3 828 2,322 499 3,649 866 1,111 1,977 1,672 ▲ 2,098 6,750

東北電力 2 4 1,524 2,869 425 4,818 1,540 1,122 2,662 2,156 ▲ 625 13,300

東京電力 3 13 4,076 5,735 1,836 11,647 700 4,287 4,987 6,660 ▲ 3,331 40,600

中部電力 1 3 1,441 1,872 592 3,905 1,500 1,009 2,509 1,396 8,841 18,840

北陸電力 1 2 958 1,769 454 3,181 250 678 928 2,253 ▲ 94 5,400

関西電力 3 11 1,450 3,239 2,114 6,803 2,850 3,264 6,114 689 2,144 17,000

中国電力 1 2 287 665 569 1,521 500 653 1,153 368 3,224 9,000

四国電力 1 3 411 990 575 1,976 832 756 1,588 388 400 4,500

九州電力 2 6 1,036 2,115 1,383 4,534 1,420 1,842 3,262 1,272 ▲ 242 12,250

9社計 15 47 12,014 21,580 8,455 42,051 10,458 14,726 25,184 16,867 8,217 127,640

日本原電 2 3 414 1,746 451 2,611 500 1,230 1,730 881 ▲ 982 400

10社計 17 50 12,428 23,327 8,907 44,664 10,958 15,957 26,915 17,749 7,235 128,040

249 467 178 893 219 319 538 355 145 n/a

単位未満の切り捨て等により、合計が一致しない場合がある。

データ出典：
(a)～(c) 各電力会社のH24年度決算を元に資源エネルギー庁提供。（1基あたり平均は原発ゼロの会事務局が計算）

(e) H23年度有価証券報告書等に基づき資源エネルギー庁提供。（1基あたり平均は原発ゼロの会事務局が計算）
(f) 日本証券業協会「公社債便覧」及び「公社債発行銘柄一覧」より。

上記の他に考慮すべきと考えられる事項
・(d)安全投資費用、（e）維持・管理費は、発生しても電気料金に転嫁が可能。
・原発停止（稼働2基の状態）の影響による燃料費増：約3.8兆円（2013年度、資源エネルギー庁試算）
・一般債権市場の発行総額に占める電力債比率：21.8%（13.6兆円）（出所：日本証券業協会「公社債便覧」。H24.9時点）
・全電力会社の金融機関への有利子負債総額：約25兆円（参考数値）

(d) 関西、九州、四国、東北、北海道の各電力会社については料金値上申請関係文書に記載のもの（～H27年度までの実績及び計画値の計）。その他は報道ベー
ス。（1基あたり平均は原発ゼロの会事務局が計算）

（参考）
全保有原子炉
が今年度廃炉
になった場合

の純資産
（▲は債務超

過）

廃炉により削減・抑制できる費用
（フロー面） （参考）

電力債の発行
総額

（H24.9時点）
(f)

参考：1基あたり平均

保有原発数

A-B
の差分

廃炉により発生する特別損失
（ストック面）

特別損失の5,000億円を、10年程度に分割し、電気料金
で回収するとすれば、年間500億円程の費用に相当する
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東北電力「経営概況-収支の状況」より、単独収支の推移

1.89倍

1.26倍

5,000

1.13倍

-400

-320
-1,020
517

-300

＋550

修繕費500億円の他に廃炉費用500億円を増やしても、17億円の黒字に

17
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5.原発再稼働による削減可能額との比較

25

A：火力の平均発電コスト
コスト検証委員会資料2020年単価より（CO2対策費のみ1/10に補正)：
→石炭火力が7.5円 /kWhで、LNG火力が9.3円 /kWh 
→平均8.4円/kWh
為替レートが85.74円で計算されているので、これを100円に修正
→燃料費が1.1円上がって、平均発電コストは「9.5円/kWh」
→シェールガスの影響は加味せずに「9.5円/kWh」とする

B：原発再稼働により増える運転コスト
燃料費とバックエンド費、修繕費増その他運転費の増加分を足して
→凡そ「3円/kWh」

原発再稼働により節約される発電コストは、「（A-B＝) 6.5円/kWh」

マーク１の女川１号機や、活断層のある東通も含め全原発が再稼働し、
稼働率７０％で無事故運転をし続けた場合に、年間200億kWh発電で
き、年1,300億円の削減が理論上は可能になる（保険コスト下限値で）

全原発再稼働により削減可能な額は、最大で年1,300億円

震災前４年間における平均稼働率は東北電力が68.8％で、日本全体の平均が53.45％
→安全側を見て60％を採用すべきところを、比較計算上最大値として、仮に70％とする

→平成20～21年度の有価証券報告書によると600億円の増（3円/kWhの増）

26

廃炉にすることで、年間1,020億円の維持費が削減可能
（最初の10年間は廃炉費用500億円を差し引いた520億円の削減に）

人件費などもゼロになることで、さらに200億円の減（ 6年目からとする）

原発専用高圧線網の維持経費や一般管理などの減を年間150億円とする

合計で、年間最大1,370億円の経費削減が可能に
（最初の５年間は、年間670億円の削減に）
（6年目～10年目は、年間870億円の削減に）

原発廃炉により削減可能な額は、最大で年1,370億円

原発維持費からと、一般管理費その他からの減として200億円程度か

27

女川１号や活断層のある東通も含め、全原発が再稼働でき、稼働率70％で
運転できた時の削減可能最大額でも、年間1,300億円
　→少なくとも最初の2年間は、削減可能額ゼロ
　→追加安全対策費として1,540億円の支出
　→東通のみ再稼働できた段階で、年間436億円の削減に

20年間の削減額合計： 20,996億円
（申請通り最短で再稼働したとして）

全原発をフルに再稼働しても、廃炉による削減額を下回る

廃炉にすることで、年間1,370億円の維持費が削減可能
　→ 最初の５年間は、年間670億円の削減に
　→ 6年目～10年目は、年間870億円の削減に

20年間の削減額合計：21,400億円

28



6.二酸化酸素の排出量について

29

日本
3.7%

世界の
1.2%

この2割前後を原発
にしたとして、影響
量は日本の7％、世
界の0.24%

原発廃炉による深夜
電力を始めとした浪
費生活の見直し、省
エネ産業の活性化に
より、7％差は十分
埋められる中国

25%

中国の石炭火力を高
効率化することの影
響は大きい

原発輸出より影響力は大きい

30

CO2は25.5％以上減少する

1963年：原発スタート

1964年：深夜電力料金制度スタート

人口減少社会はCO2も減少

31
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東北圏は2050年までに人口が4割減り、CO2も4割減る
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１－３ 電力需要想定の結果概要 

平成25～27年度は，定着する節電の影響はあるものの，震災からの復旧・復興需要が本格化
することや景気回復に伴い，緩やかな電力需要の伸びが見込まれる。 

電力量の想定結果 最大電力の想定結果 
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電力自由化による東北電力の需要減
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230万kWで十分
原発では制御不能←

720万kWで十分
現在の火力の半分
原発は不要

←

石油

LNG

石炭

水力

新エネ

総電力需要

人口減少曲線

東北電力の販売電力量
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風力発電の系統接続上限を200万kWに改訂（導入済みが51万、認可容量が18万）
→稼働率20％で発電すると、35億kWhに

新エネ（水力以外の再生エネ）：2020年に80億kWh導入は可能か？

地熱発電が既に25万kWあり、日本一
→稼働率80％で発電すると、17.5億kWhに

太陽光発電は東北地方に既に25万kWあり、2月までの認可容量がさらに56万kW
→稼働率12％で発電すると、8.5億kWhに

以上の合計だけで、61億kWhに達する
→今後の7年間で、太陽光発電を中心にさらに導入量は拡大すると考えられるので、
80億kWhは十分可能

例えば、楽天ソーラー
を設置すると、1kW
当たり凡そ33万円

稼働率12％として、
1年間で1kW当たり
1,051kWh発電する
【耐用年数を20年と
して、21,020kWh
発電する】

現金一括払いなら、
15.7円/kWh
【4%金利の20年
ローンで購入して
も、20円/kWhほ
ど】

値上げ前の電気料金
（22.7～24.31円/
kWh）より既に安い
【これがドイツ並みに
普及すると、コストは
6割ほどに下がる】
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ご清聴ありがとうございました
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