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2016年4月の電力の小売全面自由化から３年が経過し、家庭用分野、法人分野ともに競争が一段
と激しさを増しております。加えて、再生可能エネルギーの導入が加速しているほか、将来的には分
散型電源の導入拡大も予想されるなど、エネルギー事業は変革期を迎えております。

一方で、当社の事業基盤である東北地域では人口減少を主因とする社会課題も顕在化しつつあるこ
とから、創立以来地域発展への貢献を大きな使命としてきた当社として、これからも地域の持続的な
成長に如何に貢献できるのか、真摯に向き合わねばならないと考えております。

事業環境が大きく変化する中、当社では2017年1月に策定した「東北電力グループ中期経営方針
（2017～2020年度）」に基づき、2019年も、①“利益創出力”の徹底強化、②“生産性・効率
性”のさらなる向上、③“新たな事業機会”への挑戦、④強固な“経営基盤”の確立 を経営展開の
力点に据えて、お客さま・地域に選択いただくために着実に取り組んでおります。

この「経営概況」では、収支状況やこれまでの経営効率化について、できるだけ定量的にご説明す
るとともに、今後の経営効率化に向けた各種施策などについてもご紹介しております。当社の取り組
みについて、ご理解いただき、忌憚のないご意見をお寄せいただければ幸いです。
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• 当社は、2011年3月11日に発生した東日本大震災および同年7月に発生した新潟・福島豪雨の
影響により、2010年度以降は3期連続の純損失となり財務状況も著しく悪化いたしましたが、
2013年度には料金改定の影響に加え、徹底した経営効率化の推進などにより、経常損益ベースで
は3期ぶり、当期純損益ベースでは4期ぶりに黒字回復いたしました。

• 2014年度以降は、料金改定の影響や、これまで取り組んできた財務体質改善に向けた経営全般に
わたる徹底した経営効率化の成果などにより収支は改善したものの、販売電力量（小売）の減少や
燃料費の増加などにより、至近年度においては減益となっております。

（年度）

＜経常損益の推移（個別・連結）＞
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＜収支を取り巻く環境＞
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年度 2011 2012 2013 2014 2015 201６ 2017 2018
販売電力量
（小売）

（伸び率）

753億kWh
(▲8.9 %)

778億kWh
(3.4 %)

775億kWh
(▲0.5 %)

766億kWh
(▲1.1 %)

751億kWh
(▲2.0 %)

743億kWh
(▲1.1 %)

720億kWh
(▲3.0%)

689億kWh
(▲4.3%)

原油CIF価格 114.2＄／b 113.9＄／b 110.0＄／b 90.4＄／b 48.8＄／b 47.5＄／b 57.0＄／b 72.1＄／b

為替レート 79円／＄ 83円／＄ 100円／＄ 110円／＄ 120円／＄ 108円／＄ 111円／＄ 111円／＄

原子力設備
利用率

未稼働 未稼働 未稼働 未稼働 未稼働 未稼働 未稼働 未稼働

運転開始した
主な発電所

新潟火力
5号系列

10.9万kW

東新潟火力5号機

33.9万kW
秋田火力5号機

33.3万kW
八戸火力5号機

27.4万kW

八戸火力
5号機

（コンバインド
サイクル化）

27.4⇒39.4万kW

新仙台火力
３号系列3-1号

49万kW

新仙台火力
３号系列3-2号

49万kW

主な災害
新潟・福島

豪雨
(H23.7.27-30)



• 当年度は、電力小売全面自由化に伴う競争激化による販売電力量（小売）の減少はあったものの、
エリア外や卸電力取引所への販売電力量（卸売）が増加したことなどから、売上高としては2兆
255億円となり、前年度に比べ1,561億円の増収となりました。

なお、売上高には、再生可能エネルギーの固定価格買取制度に基づく再エネ特措法交付金・再エ
ネ特措法賦課金や間接オークション導入に伴う自己約定分等が含まれておりますが、費用側にも計
上されることから、収支に影響を与えるものではありません。

• 一方、継続的な効率化の取り組みによる経費全般の削減などに努めたものの、渇水の影響や燃料価
格の上昇による燃料費の増加などにより、経常費用が増加したことから、経常利益は468億円とな
り、前年度に比べ、207億円の減益となりました。また、当期純利益は403億円となり、前年度に
比べ、15億円減少しました。

• 本格的な競争時代の中、事業を安定させ、より発展させていくためには、強固な経営基盤を確立す
るとともに、電気事業を取り巻く環境の変化や自然災害などの様々な事業リスクへの対応力の強化
に取り組んでいく必要があると考えております。

• このため、利益については、自己資本の充実や、安定供給上必要な設備投資等に充当してまいりま
した。

• 今後も、構造的なコスト低減のさらなる深掘りと、安全を最優先とした原子力発電所の再稼働に向
けた取り組みを進め、経営基盤の安定に努めてまいります。
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＜経常利益の前年度からの増減要因（個別）＞

前年度からの変動額 ▲207億円 （675億円 → 468億円）

（単位：億円）

※燃料費調整制度は、燃料価格の変動に応じて自動的に電気料金を調整する制度であり、燃料価格の変動が電気料金に反映
するまでに一定の時間差（タイムラグ）が生じる。
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水力発電所
稼働減

原子力発電施設
解体費等の増 その他

当年度

燃調
タイムラグ

影響※
前年度

▲ 45

▲ 100

▲ 30

▲ 32



• 業績予想における売上高は、販売電力量（小売）は減少するものの、卸売の拡大や間接オークション
の導入に伴う自己約定の影響などにより、前年度に比較し1,444億円増加の2兆1,700億円程度と見
込んでおります。

• 経常利益は、電力小売全面自由化による競争激化の影響はあるものの、燃料費調整制度のタイムラグ
影響や能代火力発電所3号機の発電開始による燃料費の低減効果などにより、81億円増益の550億
円程度と見込んでおります。

• 東日本大震災の影響により大幅に毀損した財務体質は改善傾向にありますが、自然災害など様々な事
業リスクへの対応力の強化などの面からも強固な経営基盤の確立が必要であり、当面は現行の電気料
金を維持してまいりたいと考えております。

• 引き続き「東北電力グループ中期経営方針（2017～2020年度）」に基づき、お客さまのメリット
につながる新たな料金プランの提供やサービスの充実をはじめとした各施策の展開を継続し、中期経
営方針に掲げる目標達成に向け努めてまいります。

（単位：億円）
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項 目 通 期

販売電力量【小売】（億kWh） 681程度

原油ＣＩＦ価格（＄／b） 65程度

為替レート（円／＄） 110程度

２０１９年度
見通し（Ａ）

２０１８年度
実績（Ｂ）

増減
（Ａ）－（Ｂ）

売 上 高 21,７00 20,255 1,444

営 業 利 益 690 602 87

経 常 利 益 550 468 81

当 期 純 利 益 390 403 △13

■主要諸元■2019年度業績予想



（単位：億円）

※1 億円未満切り捨て。
※2 減価償却費は、試運転償却費を含む。
※3 法人税等は、渇水準備金引当又は取崩しを含む。
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年度 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

収

益

電灯電力料 12,927 13,621 15,091 16,349 15,195 13,876 14,262 14,284

そ の 他 1,979 2,681 3,310 3,259 3,568 3,617 4,520 6,067

［売上高（再掲）］
計

[14,722]

14,906
[15,919]

16,302
[18,331]

18,402
[19,516]

19,608
[18,688]

18,763
[17,386]

17,493
[18,693]

18,783
[20,255]

20,352

費

用

人 件 費 1,611 1,318 1,359 1,222 1,159 1,469 1,525 1,582

燃 料 費 5,124 5,550 5,982 5,747 3,952 3,024 3,499 4,231

修 繕 費 1,343 1,191 1,181 1,586 1,905 1,922 1,895 1,706

減価償却費 2,141 2,127 2,299 2,035 2,230 2,065 2,031 1,976

購入電力料 3,689 3,793 4,034 4,206 4,174 3,913 4,509 5,718

支 払 利 息 380 401 457 533 318 239 214 185

そ の 他 2,458 2,451 2,702 3,385 3,823 4,055 4,431 4,483

計 16,749 16,834 18,015 18,716 17,564 16,689 18,107 19,884

経 常 損 益 ▲1,842 ▲ 531 386 892 1,199 804 675 468

特 別 利 益 － － 249 196 － － 55 79

特 別 損 失 1,021 344 － － － － 146 21

法 人 税 等 ▲ 761 ▲ 284 276 464 399 205 166 122

当 期 純 損 益 ▲2,102 ▲ 591 360 624 799 599 418 403



• 当社は、効率化成果の一部を有利子負債の削減や自己資本の充実などに充当し、財務体質を強化して
まいりました。

• しかしながら、2011年３月に発生した東日本大震災の影響等による特別損失や原子力発電所の長期
停止に伴う火力燃料費の増加などにより、自己資本は震災前から約4割減少いたしました。

• また、有利子負債残高は、東日本大震災等による甚大な設備被害に伴い、設備復旧等に多額の資金を
必要としたことなどから、2011年度以降大幅に増加しました。

• 2018年度は、渇水の影響や燃料費の増加などの影響はあったものの、経費全般にわたる持続的な効
率化に努めた結果、一定の利益を確保しました。この結果、自己資本が増加するとともに、有利子負
債残高の削減を図り、震災以降に悪化した財務体質は改善傾向にあります。

＜自己資本と有利子負債残高の推移＞
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• 当社は、1989年の電気料金改定以降、2008年までの間に7回の改定を実施し、うち6回は、経営
効率化の成果を電気料金の引下げという形でお客さまに還元してまいりました。

• しかしながら、2011年3月に発生した東日本大震災により財務体質が著しく悪化し、電力の安定供
給に支障をきたす懸念があったことから、1980年以来33年ぶりとなる電気料金の値上げを2013
年9月より実施させていただきました。

＜料金改定実績（1989年以降）＞

実施年月 改定率

1996年1月 ▲8.61%

1998年2月 ▲6.09%

2000年10月 ▲5.68%

2002年7月 ▲7.10%

2005年1月 ▲4.23%

2006年7月 ▲3.05%

2008年9月 改定前の水準を
維持

2013年9月 8.94%

※1 2000年10月改定以降は規制部門の料金改定率。
※2 規制部門の対象範囲は以下のとおり。

2000年10月および2002年7月：高圧供給以下
2005年1月：高圧供給500kW未満および低圧供給
2006年7月以降：低圧供給

20.31

［円/kWh］

19.19
18.36

17.35
16.40

15.81 16.06

18.97

＜販売電力量あたり料金原価単価の推移＞

17.43 16.47
15.14

13.97 13.37 12.62 12.34 12.08 12.61
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• 設備投資額については、安定供給に必要な設備の増強を行う一方、工事内容や工法の見直し、調
達価格の低減等により投資額の削減に努めてまいりました。

• また、至近年度においては、高経年化設備の改修や再生可能エネルギー連系工事等により工事量
が増加傾向となっておりますが、設備投資の優先順位の精査や工事内容の見直し等の効率化を継
続的に行うことにより、設備投資額の抑制を図っております。

＜設備投資額と販売電力量の推移＞
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• 設備投資の効率化などにより資産効率の向上に努めた結果、2018年度末の電気事業固定資産等
については、ピーク時の1998年度末と比較して約15%減少しております。

＜電気事業固定資産等の推移＞
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• 従業員については、これまで経営環境に応じた業務の集約化や業務機関の統廃合、採用抑制などを
行いながら、効率的な配置・活用に努めてまいりました。

• 2018年度末の従業員数は、ピーク時の1996年度末と比べて、約2,500人削減し、1人あたり販
売電力量は約25%向上しております。

＜従業員数と1人あたり販売電力量の推移＞
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• 東日本大震災等による原子力発電所の長期停止影響等により、2011年度以降、燃料費や購入電力
料が大幅に増加していることや、電力小売全面自由化以降の競争の激化などを踏まえ、安全確保と
安定供給を大前提に、全費目を対象とした構造的なコスト低減などを進めることで、費用の抑制に
努めてまいりました。

• 当社といたしましては、これまで取り組んできた構造的なコスト低減のさらなる深掘りを進めると
ともに、持続的な効率化を組織として定着化できるよう、さらに検討を進めてまいります。

＜経常費用内訳（経常費用/販売電力量）と販売電力量の推移＞
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・2018年度の効率化実績額1,573億円は、安全確保と安定供給を前提に、構造的なコスト低減の取り
組みを加速させた結果、値上げ認可時に織り込んだ効率化額1,139億円（2013～2015年度平均）
を上回っております。

＜2018年度の効率化の状況＞
（単位：億円）

費 目
2018年度
効率化実績

［参考］料金値上げ認可時に
織り込んだ効率化額

原価算定期間
（2013～2015年度）平均

人件費 176 403

燃料費・購入電力料 786 316

設備投資関連費用 180 95

修繕費 240 135

その他経費 191 190

合 計 1,573 1,139
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・人件費については、社員の給料手当の削減や採用数抑制による人員効率化、福利厚生制度の見直
しなどのコスト削減に取り組みました。

・特に社員の給料手当については、2013年4月より実施している基準賃金（月例給与）の削減を
2018年度も継続するなど、人件費の抑制に向けた取り組みを進めております。

・燃料費については、ＬＮＧの短期契約・スポット調達に加え、石炭の近距離ソース拡大や経済性
の高いスペック炭の調達継続等の価格面での取り組みと、高効率火力発電設備の稼働増を図るこ
とで、燃料費低減を進めてまいりました。また、購入電力料については、さらなる効率化を図る
ため、料金引下げ交渉等を行ってまいりました。
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・設備投資関連費用については、新技術の採用や工事範囲の精査による工事仕様・工法の合理化、
機器の劣化状況調査等に基づく最適な取替工事実施時期の見極めによる効率化に加え、競争発注
の拡大や、関係会社を含めた取引先からの資材・役務調達価格低減などのコスト削減に取り組み
ました。

・修繕費については、設備の劣化状況を見極めた修繕工事範囲の精査、工事・点検周期の見直し、
工事仕様の合理化に加え、競争発注の拡大や、関係会社を含めた取引先からの資材・役務調達価
格低減などのコスト削減に取り組みました。

・その他経費については、内容・仕様の見直しに加え、関係会社を含めた取引先からの調達価格低
減などのコスト削減に取り組みました。

なお、「調達改革委員会」（２１頁参照）において、競争力強化と透明性の向上に向けた検討の深
掘りを行った結果、前年度を上回る資材・役務調達価格の低減を達成しました。

19





• 当社は、収支・財務体質を改善し、競争力の強化を図るためには、調達価格低減が不可欠な状況であ
ることから、社長を議長とする「経営効率化推進会議」の下に、企画担当役員を委員長とする「調達
改革委員会」を2013年７月に設置し、以下の3つの切り口から各種施策を進めております。

競争発注の拡大、発注の集約・均平化、外部との共同調達、
海外サプライヤーの拡大 等

「買い方」を変える

設備維持メンテナンス基準の見直し、業務水準の見直し 等「買う量」を変える

設計・仕様の見直し 等
（独自仕様や高スペック、工事仕様や工程見直し 等）

「買うモノ」を変える

• 現在、第Ⅱ期（2016年6月～2019年５月）の取り組みを進めており、持続的効率化を可能にする
組織能力・体制・インフラ整備とともに、コスト競争力の一層の強化に向けたさらなる効率化施策
の深掘りを行っております。

• 今後も引き続き委員会による取り組みを継続し、安全確保と安定供給を前提に、構造的なコスト低
減に取り組んでまいります。

3つの
切り口
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発注施策 内 容

新規取引先開拓 競争環境の活性化のため国内外から新規取引先を開拓

まとめ発注 契約時期を合わせて調達量を増やしスケールメリットを得る（共同調達を含む）

早期発注 取引先の生産計画平準化を目的として概略設計の状態で早期に発注

シェア配分競争 複数の案件をまとめて提示し、競争の結果により取引先にシェアを配分

コスト低減提案の募集 技術提案に限定せず、調達方法など調達全般に関するコスト低減提案の募集

複数年契約 通常の契約期間を長期化することで優位な条件にて契約

• 他の一般送配電事業者と連携し、送配電設備の仕様を新たに事業者間で統一するとともに、それら
の調達にあたり様々な工夫を講じることで、調達コストの低減を図る取り組みを進めております。

• 例えば、送配電設備のうち「架空送電線（送電設備）」「遮断器（変電設備）」「地中ケーブル
（配電設備）」の3品目については、2019年度末を目途に仕様統一に向けて事業者間で検討・調
整を進めるとともに、具体的には、以下のような調達の工夫を講じることで更なるスケールメリッ
トの拡大、コスト低減を図ってまいります。
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• なお、送配電部門における「経営効率化の取組み」および「今後の仕様統一化・調達の工夫に関す
るロードマップ」について、別途当社ホームページでご紹介しております。

送配電部門における経営効率化
の取組みについて

送配電部門における今後の仕様統一化・調達の工夫
に関するロードマップについて

HP掲載個所
（リンク）

http://www.tohoku-epco.co.jp/jiyuka/setsuzoku/9-1.htm
http://www.tohoku-epco.co.jp/jiyuka/setsuzoku/9-2.htm


強制空冷燃焼器システム採用次世代ガスタービン

• 三菱日立パワーシステムズ株式会社と共同開発した「強制空冷燃焼器システム採用次世代ガスタ
ービン（以下、次世代ガスタービン）」が、一般社団法人日本機械工業連合会による「平成30年
度優秀省エネ機器・システム表彰」の最高位である「経済産業大臣賞」を受賞しました。

• 今回受賞した次世代ガスタービンは、2023年6月に営業運転開始予定の上越火力発電所1号機に
導入することとしており、ガスコンバインドサイクル発電設備として世界最高水準となる熱効率
63％以上の実現を目指し、さらなる燃料費削減に取り組んでまいります。

【上越火力発電所1号機 営業運転開始】 2023年6月（予定）
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• 東日本大震災後の早期の供給力確保を目的とした緊急設置電源である、秋田火力発電所5号機（出
力33.3万ｋW）と東新潟火力発電所5号機（出力33.9万ｋW） については、今後の需要見通しや
新規火力電源の開発計画などを踏まえた供給力確保の見通し、設備の維持費用の見通しなどを踏ま
え、2019年3月をもって廃止いたしました。

• 廃止した秋田火力発電所5号機および東新潟火力発電所5号機のガスタービンについては、設備の
有効活用を図る観点から、東新潟火力発電所4-1号系列に転用※し、熱効率の向上による燃料消費
量やCO２排出量の削減に繋げることとしております。

※ 廃止する両機のガスタービンは、現在、東新潟火力4-1号系列で使用しているタービンの後継機種であり、転用により運用性や発電効率の向上が見込
まれる。

【工事期間】 2019年10月から1年程度
＜ガスタービン転用のイメージ＞
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• 能代火力発電所3号機は、2016年1月より工事を進めてまいりましたが、各種試験・調整項目の
精査により試運転期間の短縮を図り、営業運転開始を当初計画より3ヶ月前倒しすることとし、
2020年3月といたしました。

• 営業運転開始の前倒しにより、工期短縮による新設工事費の低減が見込まれます。

• 引き続き、安全第一で工事を進めてまいります。

【工事期間】 2016年1月から2020年3月

能代火力発電所全景（手前が3号機）
［2019.3撮影］

※3号機の熱効率は、既設1・2号機平均に比べ、燃料使用量、CO2排出量とも年
間約3％程度の減に相当します。

1号機 2号機 3号機（計画）

発電機出力 60万ｋW 60万ｋW 60万ｋW

主燃料 石炭 石炭 石炭

主蒸気温度（℃） 538 566 600

再熱蒸気温度（℃） 566 593 600

主蒸気圧力（Mpa） 24.5 24.1 24.5

熱効率（LHV：％） 約43.5 約44.0 約44.8
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モザンビーク
LNGプロジェクト

● LNGの取り組み事例

米国キャメロン
LNGプロジェクト
《2019年度供給開始予定》

● 石炭の取り組み事例

 主要な調達先である豪州よりも近距離の国からの
調達を拡大することによる輸送コスト削減

 亜瀝青炭などの低灰分炭の調達量拡大による灰処
理関連費用も含めたトータルコスト削減

 専用船、専航船等の活用による経済性や安定性の
確保

 調達弾力性の向上や価格体系の多様化の一環とし
て、豪州・北米・アフリカの3つのプロジェクト
から新たに調達

 従来型のLNG仕向地が拘束される契約とは異な
る、仕向地の変更（転売）が可能な契約を拡大す
ることによる調達弾力性の向上

転売

引取

≪LNG仕向地変更契約の活用≫

転売

《当社初となるアフリカからのＬＮＧ調達》
豪州

インドネシア

中国

ロシア
≪近距離ソース調達拡大≫

• 市況を捉えた調達や価格体系の多様化等を図り、より一層のコスト競争力の強化に取り組んでまい
ります。

• また、調達ソースの多様化等、調達ポートフォリオ全体の最適化を一層推進することにより、経済
性・弾力性・安定性を追求してまいります。
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• ドローンを活用した保守・点検業務の高度化に向けた実証試
験や体制整備を進めており、2019年度以降、送電設備にお
ける測量・点検作業の一部を、順次ドローンに置き換えてい
くこととしております。

• 今後、ドローンの活用拡大を進め、作業時間・コストの削減
とともに作業員の安全確保を図ってまいります。

ドローンの試験飛行

• 2018年度より、変電所の運転・保修業務に「スマートグラス
システム」※（眼鏡型コンピューター）を導入しております。

• 現場作業員への作業支援により、業務の品質向上および効率化
が図られるほか、災害等の有事の際の復旧計画立案や復旧作業
等への活用など、様々な場面での応用が期待できることから、
今後、活用範囲の拡大についても検討してまいります。

※ 東芝エネルギーシステムズ株式会社ならびに東芝デジタルソリューションズ株式会社提供。
作業員が着用し、内蔵カメラが捉えた目線映像や音声を、現場から遠隔地にいる支援者へ
リアルタイムに配信し、支援者があたかも現場にいるかのような映像や音声を共有。 スマートグラスを活用した

保修業務（作業支援）
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 センサー類は電池駆動で数年間駆動
 方式にもよるが通信距離は数km～50km
 動画等の大容量データは取扱不可

大
↑
通信
速度
・

消費
電力

Wi-Fi
携帯電話

（3G、LTE）

Bluetooth
Wi-SUN等

LPWA

通信距離 → 大

事業所内の端末から設備状況を確認

LoRa®

基地局

LTE圏外エリアLTE圏内エリア

LoRa®

LTE

・航空障害灯の点灯状況

・事故点標定装置の動作状況 etc.

○通信方式におけるLPWAの位置付け

• 国立大学法人東京大学、株式会社NTTドコモと共同で、「LoRa®無線通信技術」（以下、LoRa）
を活用した送電設備の監視に係る実証試験を2018年度から実施しております。

※LoRa：IoT時代の無線通信システムとして期待されるLPWA（省電力広域無線通信技術）のひとつ。
「低消費電力」、「長距離通信」、「低コスト」が特徴。

• LoRaの活用により、これまで、コスト面から実現の難しかった山間部等のデータ（航空障害灯の
点灯状況・事故点標定等のセンサー情報）取得が可能となり、送電設備の監視業務の効率化が期待
されます。
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＜ビッグデータ分析技術を活用した設備異常兆候の早期検知の概要＞

＜IoT技術を活用した熱効率の向上の概要＞

• ビッグデータ分析やIoTなど、最先端デジタル技術の導入による「設備異常兆候の早期検知」と「火
力発電所の熱効率向上」について、2017年度より検証を進めております。

• 既存のシステム基盤や、これまで蓄積してきた大量の運転データを活用した検証において、一定の成
果が得られたことから、2019年度は火力発電所への本格的なシステム導入を予定しております。
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データ分析

データ蓄積

建設・保守

• ビッグデータ分析やIoTなど、最新のデジタル技術の活用
による、設備形成の合理化に向けた取り組みを進めてお
ります。

• 例えば、配電系統において計測した膨大なデータの分析
結果を、自動電圧調整器（変電所LRT、SVR）の設定、
設置場所等の最適化に活用し、設置台数の低減を図って
おります。

• 引き続き、設備形成の合理化による設備コスト低減に努
めてまいります。

＜ビッグデータ分析技術を活用した自動電圧調整器最適化のイメージ＞

変電所

LRT

機器１台あたりの電圧調整範囲を拡大し設置台数を低減

分析結果を更新計画等に反映

設定、
設置場所
の最適化

設定、
設置場所
の最適化

SVR① SVR②

変電所LRTの電圧調整範囲 SVR①の電圧調整範囲 SVR②の電圧調整範囲

設置台数低減
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before after

定型・反復
的業務

高度・複雑
な業務

定型・反復
的業務

高度・複雑
な業務

※ RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション）：
定型的なPC作業をソフトウエアのロボットにより自動化する技術

こちらから
ご確認ください

対 話

○○の手続き
方法が知りたい

RPA

AIチャットボット

• 会計伝票の発行・審査、購買業務における納
品書作成・発信などの定型・反復的業務につ
いて、ＲＰＡを活用し自動化しております。

• 今後、働き方改革の一環として、全社への展
開を進めてまいります。

• 社内の労務関係手続きの問い合わせに活用し
ており、従業員の電話問い合わせ対応軽減に
よる効率化を進めております。

• 今後、他業務への活用拡大へ向けて取り組ん
でまいります。
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 東北・新潟エリア内の主な取り組み
＜ご家庭のお客さま向け＞
• くらしのトータルサービス「より、そう、ちから。＋ONe」のもと

多様なニーズにお応えする料金プラン・付加価値サービスを提供

＜法人のお客さま向け＞
• 当社独自のエネルギーマネジメントシステム｢エグゼムズ（exEMS）｣

の本格サービス開始

• 最適な料金プランのご提案や、環境性・省エネ性に優れたヒートポンプ
システムの普及拡大

 東北・新潟エリア外の主な取り組み
• 首都圏向け料金プラン「よりそう、でんき」による電力販売

• 東京ガス株式会社と共同で設立した株式会社シナジアパワーを通じた電力販売や、当社が出資する
株式会社東急パワーサプライとの協業を通じた販売電力量の拡大

新料金プラン・セットプラン受付件数

１５５,０００件７０,０００件
（2018.3末） （2019.3末）

「よりそうｅねっと」会員数

５４７,０００会員４３５,０００会員
（2018.3末） （2019.3末）

販売電力量
（域外・卸売を

含んだ増分）

2020年度目標 2030年度目標
小売・卸売両面での

販売活動の強化により
＋５３億kWh

201８年度実績

お客さまのニーズにより沿う提案活動の展開により、2018年度末実績で2020年度目標の＋35億kWh
を達成。引き続き、小売・卸売両面で更なる販売電力量の確保・拡大に取り組んでまいります。



海外発電事業
持分出力

2017年度末実績 2020年度目標 2030年度目標

60万kW

120万kW

23万kW

• 当社初の海外地熱発電事業であるインドネシア「ランタウ・デダップ地熱発電事業」（2018年3月）
や、ベトナム「ギソン２石炭火力発電事業」（2019年3月）へ出資参画

35万kW

2018年度末実績
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ガス販売量

2017年度末実績 2020年度目標 2030年度目標

45万t

60万t

40万t

• 岩手中部（金ケ崎）工業団地のトヨタ自動車東日本株式会社や株式会社デンソー岩手へのＬＮＧ供給、
2018年8月に営業運転を開始した新仙台火力発電所LNG出荷設備の活用等によりガス販売量を拡大

43万t

2018年度末実績



• 2019年は、東北電力グループが一体となって、4つの力点のもと事業推進することで、「東北電力
グループ中期経営方針(2017～2020年度)」の目標達成に確かな道筋をつけてまいります。
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・子どもの居場所確認サービス(2018年11月～)

・健康相談サービス(2019年1月～試行中)

・よりそうスマートプロジェクト(2018年7月～実証中)

・オール電化機器の導入支援Webサービス(2019年4月～)

・ファミリー、単身、首都圏、積雪エリア向けなど
ライフスタイルにあわせて選べる料金プラン

・電気とセットでおトクなプラン

・FIT期間満了のお客さまに

- 余剰電力の買取サービス

- 蓄電池・エコキュート等の提案

- 余剰電力の預かりサービス

・ポイントを貯める

・電気使用量の簡単チェック

・料金シミュレーション

・スマホアプリでキャッシュレス決済(2018年10月～)

・地域情報コンテンツ「ななび」 など

さらなる省エネルギー・省コストを
実現するため、IoTやAIの活用により
電気の使用状況の見える化とともに、
デマンドの変化を正確に予測すること
が可能なシステム

(2019年2月末より
新規のお客さまへのサービス提供開始）

2019年4月以降、機能を拡充

 空調設備も含めて複数設備を
自動制御する「エグゼムズ
アドバンス」

 空調設備の自動制御が可能な
「エグゼムズ with A」

• ご家庭のお客さま向けに、お客さまの「くらし」を幅広くサポートするトータルサービス「より、そ
う、ちから。＋ONe」の展開を進めるとともに、法人のお客さま向けには、当社独自のエネルギー
マネジメントシステム「エグゼムズ（exEMS）」の提供等を通じて、ご家庭・法人向けの双方にお
いて、お客さまにより沿う提案活動に取り組んでまいります。

• 東北・新潟エリア外においても、株式会社シナジアパワーを通じた販売や株式会社東急パワーサプラ
イへの卸供給等により、小売・卸売両面から販売拡大を図ってまいります。

• 能代火力発電所3号機の着実な開発や上越火力発電所1号機の着工等、電源のさらなる競争力向上に
向けた取り組みも進めてまいります。

(サービスの詳細は別途お知らせ予定)

36



• 女川原子力発電所2号機、東通原子力発電所1号機については、引き続き、原子力規制委員会による新
規制基準の適合性審査に的確に対応するととともに、規制要求を満足することにとどまらず、より高い
レベルの安全確保に向けて、最新の知見も取り入れながら、安全対策工事を着実に進めてまいります。

• また、地域の皆さまのご理解や信頼関係の構築が不可欠との考えのもと、社員一人ひとりが、双方向を
基本としたコミュニケーション活動にしっかりと取り組んでまいります。

＜徹底した訓練や教育による緊急時の対応力向上＞ ＜地域の皆さまとの双方向コミュニケーション活動＞

（上）対策本部運営訓練
（下）送水車で水をくみ上げる訓練

女川原子力発電所周辺地域における
対話活動「こんにちは訪問」
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• 当社企業グループは、今後も東北・新潟エリアに豊富に賦存する再生可能エネルギーを長期にわたり
活用していくため、“東北・新潟エリアでの再生可能エネルギーの責任ある事業主体”となるべく、
東北・新潟エリアを中心に200万kWの再生可能エネルギー発電の開発・参画を目指してまいります。

• また、再生可能エネルギーのライフサイクル全般に関与する観点から、今後、O&M（運用・保守）や
電源リプレースなどの事業展開についても、あわせて検討を進めてまいります。

• さらに、2019年7月には「再生可能エネルギー事業推進室」を設置し、体制面の強化を図ってまいり
ます。

風力 太陽光

地熱水力

秋田港・能代港洋上風力発電事業の
開発可能性調査への参画(秋田県)

由利本荘市沖洋上風力発電事業の
開発可能性調査への参画(秋田県)

玉川第二水力発電所の開発
(山形県)

あぶくま南陸上風力
発電事業の開発可能性
調査への参画(福島県)

木地山・下の岱地域
地熱発電事業の開発
可能性調査(秋田県)

風力 水力 地熱
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• 2019年1月、当社は石巻ガス株式会社と電力・ガ
ス販売の業務提携に関する基本契約を締結。石巻ガ
ス株式会社の供給エリアにおける法人のお客さまを
対象に、共同でガスの販売拡大に向けた営業活動を
行うほか、電力・ガスのセット提案など、幅広く連
携してまいります。

• 今回の業務提携を通じて、重油等から環境負荷の低
い天然ガスへの燃料転換や、電力・ガスの最適な組
み合わせによるトータルエネルギーソリューション
など、お客さまのニーズにより沿う取り組みのさら
なる充実を図ってまいります。

• 新仙台火力発電所LNG出荷設備の活用とともに、
2019年7月には発電・販売カンパニー内に「ガス事
業部」を設置し、ガス販売量のさらなる拡大に取り組
んでまいります。

新仙台火力発電所のＬＮＧ出荷設備
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• 2019年7月に「デジタルイノベーション推進室」を設置し、新規事業・新規サービスの創出や従来
の電気事業のコスト削減・収益拡大を進めてまいります。

• 「バーチャルパワープラント(VPP)実証プロジェクト」や「よりそうスマートプロジェクト」などを
通じて、お客さまサービスのさらなる向上や、将来の事業領域の拡大につながる新たなビジネスモデ
ルの構築に向けて積極的な取り組みを推進してまいります。

※1

(実証期間：2018年4月～2021年3月）

＜当社が目指すVPPのイメージ＞

(実証期間：2018年7月～2019年8月末）

BOCCO(ユカイ工学株式会社開発)の
持つ基本機能を活用し、くらしの様々な
場面で、ご家族間のコミュ二ケーションを
サポートするサービスや、新たに開発した
当社独自の「エアコン操作アシストサービ
ス」などを加えた複合サービス

新たに開発した当社独自のシステムを
活用した省エネアドバイス配信サービス

② 家電別の省エネアシストサービス

① コミュニケーションロボット「BOCCO」を
活用した生活アシストサービス

お客さまにご参加いただきながら、以下のサービス
を開発・検証中

①仙台市・郡山市・新潟市とのVPP実証

②V2G実証※2プロジェクト

仙台市との協定締結式の様子
（左）原田社長
（右）郡仙台市長

電力系統

充放電スタンド

電気自動車

充電

放電

当社のVPP実証プロジェクトは、当社における将来の事業領
域拡大につなげるだけでなく、「地域」・「法人」・「ご家庭」のお
客さまと当社とが相互にメリットを享受できるWin－Winの取
り組みを目指しています

※1：VPPとは、自治体や企業、一般のご家庭などのお客さまが保有している発電設備や蓄電池、電気自動車
など、地域に分散して存在するエネルギーリソースについて、IoTなどの新たな情報技術を用いて遠隔制御・
集約することで、あたかも一つの発電所のように機能させること

※2：V2G(Vehicle to Grid)とは、電気自動車の蓄電池を電力系統に接続して充放電する技術のこと。本プロジェク
トは、経済産業省資源エネルギー庁の補助事業「需要家側エネルギーリソースを活用したバーチャルパワープラント
構築実証事業（Ｖ２Ｇアグリゲーター事業）」の一環として取り組んでいます。

• 国内での知見・経験が活かせる高効率火力や地熱などの
再生可能エネルギーを切り口として、北中米や東南アジ
アを重点エリアに、事業性等を確認しながら、海外事業
の取り組みを進めてまいります。

2018年3月に当社初の海外地熱
発電事業としてインドネシア共和国
「ランタウ・デダップ地熱発電事業」
に出資参画。2020年後半の営業運
転開始を目指し建設工事が進行中
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設 備 地 点 名 所在地 出力(万kW) 着 工 運転開始

火力

能代3号 秋田県能代市 60 2016年1月 2020年3月

上越1号 新潟県上越市 57.2 2019年5月 2023年6月

粟島7～10号※1 新潟県粟島浦村 合計 0.09 2014年9月 2017年12月～2019年10月

離島発電設備
（離島電源入札を実施）

新潟県佐渡市 0.75級 － 2025年度

原子力 東通2号 青森県東通村 138.5 未定 未定

・能代火力発電所3号機、上越火力発電所1号機の開発による火力発電の高効率化や、経年火力等の廃
止による発電設備のスリム化などを通じて、コスト競争力強化や環境性向上などに取り組んでまいり
ます。

設 備 地 点 名 所在地 出力(万kW) 廃止時期

火力

秋田３号 秋田県秋田市 35 2019年9月

秋田2号 秋田県秋田市 35 2020年3月
（長期計画停止）

両津１号 新潟県佐渡市 0.3 2020年度

両津３号 新潟県佐渡市 0.5 2020年度

粟島2～6号※２ 新潟県粟島浦村 合計0.09 2014年9月～2019年10月

水力 東山 福島県会津若松市 0.028 2020年3月

［開発計画］

［廃止計画］

※２ 粟島7～10号新設に伴う廃止（2号は2014年9月、3号は2017年12月、4号は2018年2月、5号は2018年12月に廃止済）。

※1 粟島7号は2017年12月、8号は2018年2月、9号は2018年12月に営業運転開始済。
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設 備 工 事 件 名 設 備 概 要 着 工 使用開始

送 電

名取変電所引込 275kV 0.4km 2018年５月 2019年6月

1408G02支線新設※1 500kV 3km 2017年9月 2019年7月

広域連系北幹線新設※2 500kV 81km 2022年9月 2027年11月

広域連系南幹線新設※2 500kV 62km 2024年9月 2027年11月

相馬双葉幹線接続変更※2 500kV 15km 2022年4月 2025年11月

新地火力線広域連系開閉所引込※2 500kV 1km 2024年7月 2026年6月

常磐幹線広域連系開閉所引込※2 500kV 1km 2025年5月 2026年7月

広域連系開閉所新設※2 500kV 10回線 2023年5月 2027年11月※3

変 電 名取変電所新設 275/154kV 45万kVA 2台 2017年2月 2019年6月

・2019年度供給計画における送変電整備計画は下表のとおりです。

※1 他社申込に伴う送電線新設工事のため、名称を符号化。
※2「東北東京間連系線に係る広域系統整備計画」関連工事。ただし、送電線および開閉所の名称は仮称。
※3 2026年6月一部使用開始。
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凡     例 

２０１８年度末設備  

既 着 工 分 

着 工 予 定 分 

５００ｋＶ  送  電  線 

２７５ｋＶ  送  電  線 

水 力 発 電 所 

火 力 発 電 所 

原 子 力 発 電 所 

他 社 発 電 所 

変 電 所 

開 閉 所 

他社変電所 ･ 開 閉所 

南相馬 

東上越 

中越 

北新潟 

新潟 

越後 

米沢 

福島 

須賀川 

いわき 

東京電力 
新福島 

新地 

西山形 
西仙台 

石巻 

水沢 
羽後 

雫石 秋田 

能代 

岩手 

五戸 
青森 

上北 

 電源開発 
上北変換所 

東京電力 
南いわき 

仙台 

東福島 

東仙台 

東花巻 

北海道電力  
 今別変換所 

名取変電所新設（2019/6） 
名取変電所引込（2019/6） 

相馬双葉幹線接続変更 
（2025/11） 

（仮）広域連系開閉所新設 
（2027/11） 

常磐幹線（仮）広域連系開閉所引込 
（2026/７） 

新地火力線（仮）広域連系開閉所引込 
（2026/６） 

（仮）広域連系南幹線新設 
（2027/11） 

（仮）広域連系北幹線新設（2027/11） 
宮城 新庄 

宮城中央 

44

本名
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