外食産業におけるエネルギー使用実態調査

結果報告

～ アンケートへのご協力ありがとうございました ～
今年 8 月から 9 月にかけて協会が JF 正会員企業 432 社を対象に実施した「外食産業におけるエネルギー使用実態調査」
の集計結果が出ました。この調査は郵送によるアンケート調査でしたが、集計結果には電子データによる回答も含まれて
います。結果の概要は以下のとおりです。

回答状況
10 月末段階の集計で 122 社から回
答を得た（有効回答数は 93 社）。前々
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(21.5 % )
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◦店舗での省エネルギーへの取組状況

に含めた。
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全体の推計
「エネルギー使用量を把握している
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握店舗が総店舗に占める割合で割り返
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箇所や記入が十分でない箇所は次のよ
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2009 年度におけるエネルギー消費量と CO₂ 排出量（回答企業に関する推計値、セントラルキッチン含む）
エネルギーの種類

エネルギー消費量推計値

エネルギー消費量推計値（GJ）

3,549,811,803 kWh

31,273,842（71.3%）

1,314,614（65.3%）

123,096,600 m3

5,514,728（12.6%）

276,214（13.7%）

6,693,943（15.3%）

395,902（19.7%）

8,823,902 L

345,015（0.8%）

23,910（1.2%）

976,201 L

35,827（0.1%）

2,432（0.1%）

電気
都市ガス
LP ガス（体積）

53,358,987 m3

LP ガス（重量）

21,066,648 kg

A 重油
灯油
天然ガス
合計

CO₂ 排出量推計値（t-CO₂）

9,132 m3

397（0.0%）

20（0.0%）

−

43,863,751（100.0%）

2,013,091（100.0%）

JF 会員企業の店舗におけるエネルギー消費量、CO₂ 排出量、エネルギー消費原単位、CO₂ 排出原単位
（会員企業全体推計値、セントラルキッチン含まず）
項目

単位

売上高

百万円

エネルギー消費量

TJ/ 年

CO₂ 排出量

t-CO₂/ 年

エネルギー消費原単位
CO₂ 排出原単位

2006 年度

2007 年度

2008 年度

2009 年度

5,945,328

6,185,950

6,175,372

6,082,741

対 2006 年度増減率
2.3%

116,480

125,258

115,554

118,502

1.7%

5,304,188

6,143,126

5,559,678

5,412,760

2.0%

GJ/ 百万円

19.6

20.2

18.7

19.5

▲ 0.6%

kg-CO₂/ 百万円

892

993

900

890

▲ 0.2%

45.5

49.0

48.1

45.7

0.4%

エネルギー消費量当り
kg-CO₂/MJ
の CO₂ 排出量

