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Tohoku Electric Power Group   CSR Report 2017

会社概要

●会社名 東北電力株式会社
 Tohoku Electric Power Co., Inc.
●本店所在地 〒980-8550
 仙台市青葉区本町一丁目7番1号
●設立年月日 1951年5月1日
●資本金 2,514億円
●総資産 41,459億円（2017年3月末時点）
●売上高 19,495億円（2016年度実績）
●経常損益 1,047億円（2016年度実績）
●代表者 取締役会長　海輪　誠
 取締役社長　原田　宏哉
 （2017年6月末現在）

●株主数 181,989名
●供給区域 青森県・岩手県
 秋田県・宮城県
 山形県・福島県・新潟県　他
●社員数 12,399名
●販売電力量 電灯 24,004百万kWh
 電力 50,255百万kWh
 合計 74,258百万kWh
 （2016年度実績）

主要水力発電所（6万キロワット以上）

火力、地熱および原子力発電所

他社の主な火力および原子力発電所

主要変電所

他社の主要変電所

他社の交直変換所

主要開閉所

他社の主要開閉所

50万ボルト送電線

27万5,000ボルト送電線

15万4,000ボルト送電線のうち主要なもの

他社の27万5,000ボルト以上の送電線

県境

■事業の概要

※四捨五入により個々の数値の計と合計が合わない場合があります。
　資本金、総資産、売上高、経常損益は連結実績
　なお、右図は2017年3月末現在

●本店 〒980-8550 仙台市青葉区本町一丁目7番1号 TEL 022-225-2111（代）
●青森支店 〒030-8560 青森市港町二丁目12番19号 TEL 017-742-2191（代）
●岩手支店 〒020-8521 盛岡市紺屋町1番25号 TEL 019-653-2115（代）
●秋田支店 〒010-0951 秋田市山王五丁目15番6号 TEL 018-863-3151（代）
●宮城支店 〒980-6005 仙台市青葉区中央四丁目6番1号（SS30ビル内）
  TEL 022-225-2141（代）
●山形支店 〒990-0043 山形市本町二丁目1番9号 TEL 023-641-1321（代）
●福島支店 〒960-8524 福島市栄町7番21号 TEL 024-522-9151（代）
●新潟支店 〒951-8633 新潟市中央区上大川前通五番町84番地 TEL 025-223-3151（代）
●東京支社 〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号（丸の内トラストタワー本館8階）
  TEL 03-3231-3501（代）

■主要事業所
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東仙台
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送電設備
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水　　力： 209カ所 244万kW
火　　力： 12カ所 1,227万kW
地　　熱： 4カ所 22万kW
太 陽 光：   4カ所 0.48万kW
原 子 力：   2カ所 327万kW
合　　計： 231カ所 1,821万kW

こ う 長： 15,190km
回線延長： 24,797km
支 持 物： 58,074基

こ う 長： 147,078km
電線延長： 585,150km
支 持 物： 3,108,453基

628カ所 7,571万kVA

※1　四捨五入により個々の数値の計と合計が合わない場合があります。
※2　こう長は、鉄塔や電柱など支持物間の水平距離の合計です。
※3　回線延長は、こう長に回線数を乗じたものの合計です。
※4　電線延長は、添架されている電線・ケーブルの長さの合計です。

■設備の概要（2017年3月末現在）
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25,15352,680

77,45224,81552,637

●ご契約口数 電灯   6,995千口
　（特定規模需要を除く） 電力      803千口
 合計   7,798千口
 （2016年3月末現在）

●ご契約kW数 電灯 24,536千kW
　（特定規模需要を除く） 電力   4,846千kW
 合計 29,381千kW
 （2016年3月末現在）
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※四捨五入により個々の数値の計と合計が合わない場合があります。
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東北電力の事業活動の全体像

燃料調達 発　電

燃料調達

発電所 送電設備 変電設備 配電設備 お客さま

　燃料調達においては、火力・原子力発電所で使用する燃料
を、安定的、経済的かつ弾力的に調達することが重要です。
　我が国では、化石燃料やウラン燃料など、電力の安定供
給のベースとなる発電用燃料の大部分を海外に依存していま
す。最近では、アジアを中心とするエネルギー需要の急増を
はじめ、原子力発電所の停止に伴う石油やＬＮＧの需要増加、
また、再生可能エネルギーの普及拡大による燃料所要量の変
動に対する的確な対応の必要性など、燃料調達を取り巻く環
境は大きく変化しています。
　このような状況の中、当社では、内外の諸情勢への感度を
高め、中長期的な視点に立ち、調達ソースや価格体系の多様
化を図るなど、さまざまな施策に取り組んでいます。

　当社では火力、水力、原子力、地熱、太陽光などの発電方
法をバランスよく組み合わせることで、安定的かつ低廉な電
力の供給に努めています。環境に配慮し、低廉な電気を安定
供給するために、最適な電源構成の実現に努めています。
　各エネルギー資源による発電には、それぞれ長所と短所が
あり、全てを満たす完全なエネルギーはありません。このため、
当社は安全性（Safety）を大前提として、安定供給確保（Energy 
Security）・経済性（Economy）・環境保全（Environmental 
conservation）を高水準で達成する（Ｓ＋３Ｅ）とともに、需
給の変動などにも適切に対応し、かつ競争力のある電源構成
の実現に向け取り組んでいきます。

■当社の主なエネルギー資源の輸入先
■当社の年度別・設備別発電電力量構成

■当社の年度別発電設備容量

※1  2011年3月の東日本大震災以降、当社の東通、女川の両原子力発電所は停止しています。
※2  新エネ等は、風力発電、太陽光発電、バイオマス発電、廃棄物発電の他、地熱発電を含みます。
※3  自他社合計に融通電力量を考慮した発電電力量構成。

※地熱発電は、2008年度までは火力に、2009年度以降は新エネ等に整理されています。
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詳しくはP29〜P33をご覧ください。詳しくはP24〜P25をご覧ください。
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東北電力の事業活動の全体像

送配電 お客さま

　発電した電気をお客さまのもとへお届けするためには、送
配電のネットワークが必要です。
　当社では、お客さまが常に安心して電気をお使いいただけ
るように、送配電ネットワーク設備の日常的な巡視・点検など
保守業務に万全を期すとともに、災害対応力の強化にも取り
組むことで、より一層の電力の安定供給に努めています。

●東北 6 県と新潟県を事業基盤とするエネルギー企業として、
地域のお客さまからご選択いただけるよう、ライフスタイル
に合わせて選択できる多様な電気料金プラン、お客さまの
利便性向上につながるサービスなど、お客さまのニーズに
かなう、創意工夫を凝らしたサービスの開発・充実に、スピー
ド感を持って取り組んでいます。

●小売全面自由化という事業環境の変化を新たな収益機会と
捉え、アライアンス等を活用した域外供給（東北 6 県と新
潟県以外の地域への電力供給）により収益拡大を図ってい
きます。

●地域の復興、発展に向けて、エネルギーサービス、あるい
は地域活性化などの取り組みについて、地域それぞれの状
況やニーズなどをしっかりと受け止めながら、これまで以上
に積極的に貢献していきます。

　また、次世代支援プロジェクト「放課後ひろば」や、地域づ
くり支援制度「まちづくり元気塾 ®」などの取り組みを、こ
れからも継続して展開していきます。

■送配電設備概要

◎送電線
　こう長：15,190km
　鉄塔：58,074 基

◎配電線
　こう長：147,078km
　電柱（配電鉄塔含む）：3,108,453 基

※こう長：鉄塔や電柱など支持物間の水平距離の合計
　　　　（数値は 2017 年 3 月末現在）

■お客さま一戸あたりの平均停電回数・停電時間
停電回数（回）停電時間（分）
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新潟県中越地震の影響
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Webで料金
がすぐわかる

各種手続きが
簡単

・会員登録
・検針票をWebに切替
・クレジットカード払い

・電子マネー／共通ポイント
・商品券・ギフト券

・東北6県および新潟県の
ご当地商品と交換

・復興支援・地域活性化
のために寄付

最適な料金プラン
がわかる

よりそうeポイント
がたまる

「東北電力ならでは」のサービス・料金プラン

よりそう シーズン＆タイムプラス

よりそう ナイト12プラス

よりそう ナイト＆ホリデープラス

よりそう ファミリーバリュープラス

詳しくはP19〜P23をご覧ください。詳しくはP26〜P28をご覧ください。

石炭輸送専用船 三代目「能代丸」（写真提供：日本郵船株式会社）



環境の保全・
リサイクル

太陽光

ビジネス支援

ガス事業

火力・原子力発電所

風　力

水　力
再生可能

エネルギー

送電線設備

生活支援

建設工事

配電線設備

電力流通設備
全般

変電所

地　熱

6 送電線の巡視・点検や物資輸送

8 送電線設備の工事施工・保守点検

生活・ビジネス支援全般

8 法面などの緑化工事

18 消波ブロック製造

3 燃料の荷役業務

23、26、27 火力発電

18 くい打ち

22 電力量計製造

15 電線ケーブル製造

24、25、28 水力発電

29～37 太陽光発電
24 風力発電

5   再生可能エネルギーなど
の計画・調査・設計

16 電線ケーブル用ドラム製造

41 情報システム構築

45 旅行代理店

45 寮の運営管理

54 電力小売

43 各種リース

42 通信サービス

4   電力設備の
用地取得・管理

9～13   屋内配線・空調衛生設備
の工事施工・保守点検

40   受変電設備等の運転・保守
受託サービス

15   産業用自動化・
省力化装置製造

4   駐車場・コンテナ
ボックスの運営

49   清涼飲料水の製造・
販売（宅配）

38   LNGの貯蔵・気化・送出・
気化ガスの販売

51 火力発電所から発生する
 石膏の有効活用

2   発電設備の設計、建設工事、
検査、メンテナンス

40   省エネ改善
コンサルティング

43   損害保険・生命
保険代理店

1、14 配電設備の構築

4 配電設備の設計・保守保安

21 配電盤製造

18 各種ポール製造

44 電化リース

48 建設用機械等のリース・レンタル

43 建物の点検・修繕・耐震診断・補強工事

44 家庭用電気器具類の販売・修理

21 配電機器製造

19 電柱輸送

24 地熱発電

52 排煙脱硫用炭酸カルシウムの製造

18 電柱製造

20 配電線自動化装置製造

1 電力流通設備の構築

17 配電線用高圧碍子製造

1   再生可能エネルギー
関連設備工事

44 省エネコンサルティング

44 コンビニ・カフェの運営

43、45 不動産賃貸

1 各種建築物の設備工事全般

5 地域開発・建物などの計画・調査・設計

7 調査計測・解析

46 施設管理

43、45 不動産賃貸

15 融雪装置の製造・販売50 緑化工事

50 環境調査

39 ＬＮＧの販売

53 伐採木のリサイクル

50 測定分析
4 電柱広告

46 交通誘導警備

　電気事業関連設備の建設・保守
 1 株式会社 ユアテック
 2 東北発電工業 株式会社
 3 東北ポートサービス 株式会社
 4 東北送配電サービス 株式会社
 5 株式会社 東北開発コンサルタント
 6 東北エアサービス 株式会社
 7 株式会社 東日本テクノサーベイ
 8 株式会社 ユートス
 9 株式会社 ユアテックサービス
 10 株式会社 テクス宮城
 11 株式会社 テクス福島
 12 宮城電設 株式会社

 13 株式会社 大雄電工
14  株式会社 ユアテック配電テクノ
電気事業関連機器の製造

 15 北日本電線 株式会社
 16 北日本電線サービス 株式会社
 17 会津碍子 株式会社
 18 東北ポール 株式会社
 19 東北ポール運送 株式会社
 20 通研電気工業 株式会社
 21 東北電機製造 株式会社
 22 東北計器工業 株式会社

発　電
 23 常磐共同火力 株式会社

 24 東北自然エネルギー 株式会社
 25 荒川水力電気 株式会社
 26 酒田共同火力発電 株式会社
 27 相馬共同火力発電 株式会社
 28 株式会社 アクアパワー東北
 29 ソーラーパワー久慈 株式会社
 30 ソーラーパワー鯵ヶ沢 株式会社
 31 ソーラーパワー白石 株式会社
 32 ソーラーパワー久慈枝成沢 株式会社
 33 ソーラーパワー石巻雄勝 株式会社
 34 ソーラーパワー宮城 株式会社
 35 福島発電 株式会社
 36 株式会社 ユアソーラー富谷
 37 株式会社 ユアソーラー保原

ガス事業・エネルギーソリューション
 38 日本海エル・エヌ・ジー 株式会社
 39 東北天然ガス 株式会社
 40 東北エネルギーサービス 株式会社

情報通信 
 41 東北インフォメーション・システムズ 株式会社
 42 東北インテリジェント通信 株式会社

生活・ビジネス支援
 43 東日本興業 株式会社
 44 株式会社 Ｅライフ・パートナーズ
 45 株式会社 エルタス東北
 46 株式会社 トークス

 47 ＴＤＧビジネスサポート 株式会社
 48 株式会社 ニューリース
 49 株式会社 アクアクララ東北

環境の保全・リサイクル
 50 東北緑化環境保全 株式会社
 51 能代吉野石膏 株式会社
 52 東北エコ・テクノ 株式会社
 53 グリーンリサイクル 株式会社
電力小売事業

 54 株式会社 シナジアパワー

電気事業
▪東北電力 株式会社
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東北電力グループの事業活動の概要
身近なところで、地域によりそう、東北電力グループです。
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編集方針

　東北電力は、創業以来「東北の繁栄なくして当社の発展なし」という考えのもと、
さまざまな活動を行っています。こうした活動については、2005 年度より「CSR
レポート」を発行し、CSR に対する当社の考え方や活動内容を一括して報告して
きました。2017 年版につきましては、2017 年 1 月に策定した「東北電力グルー
プ CSR 方針」を踏まえ、新たに「東北電力グループ CSR レポート」として、ウェ
ブサイトに当社および当社企業グループの CSR に関する取り組みの全体像を網
羅した「CSR Report（Web 版）」を掲載しています。
　また、当社および当社企業グループは、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）」を踏まえ、新しい時代のエネ
ルギーのあり方を模索し、次世代の事業基盤を確立すべく新たな取り組みを始
めています。こうした取り組みなどについてわかりやすくステークホルダーの皆
さまにお伝えするとともに、ステークホルダーの皆さまとのコミュニケーションを
より一層促進するために「CSR コミュニケーションブック 2017（冊子版）」も別
途作成しました。「Web 版」と合わせて、ご覧いただきますようお願いいたします。
　当社ウェブサイトにアンケートフォームをご用意しておりますので、皆さまから
の忌憚のないご意見・ご感想をお寄せいただければ幸いです。

2017 年 10 月
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64	 東北電力グループの環境経営の推進
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■財務・環境関連情報の入手先
財務情報：
http://www.tohoku-epco.co.jp/ir/index.html
環境関連情報：
http://www.tohoku-epco.co.jp/enviro/index.html

■発行時期
　2017年 10月（前回：	2016 年 11月）

■報告対象範囲
東北電力株式会社および東北電力企業グループの取り組み
を報告しています。

■報告対象期間
基本的には、2016 年度（2016 年 4 月 1日～ 2017 年
3月 31日）の取り組みを報告していますが、活動内容は
一部過年度と2017年度も含みます。
なお、冊子版は、原則として、2017 年 8月 31日までの
内容を報告しています。

■お問い合わせ先
東北電力株式会社　広報・地域交流部
〒980-8550	仙台市青葉区本町一丁目7番 1号
TEL.022-225-2111 ㈹　FAX.022-227-8390
Email	:	thk21.community-communications@tohoku-epco.co.jp

お客さまとともに

お取引先とともに

編集方針・目次

地域とともに

株主・投資家とともに

従業員とともに

安全

企業倫理・法令遵守

環境
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　私たち東北電力は、1951年の創立以来、電力の安定供給への使命感と、「東北の繁栄なくして当社の発展なし」との地域
への思いを片時も忘れることなく、事業運営を行ってまいりました。
　2011年３月に発生した東日本大震災から６年の歳月が経過し、復旧・復興は着実に進展しているものの、避難生活を余儀
なくされている皆さまの生活基盤の回復という面では、未だ道半ばの状況にあります。電気事業を取り巻く環境が大きく変わっ
ていく中にあっても、当社は引き続き被災地の地元電力会社として、電力の安定供給を通じて、復興の下支えに努めてまいります。
また、コーポレートスローガン「より、そう、ちから。」のもと、地域の皆さまに寄り添い、お客さまのご要望に沿ったサービス
の提供を通じて、皆さまからのご信頼をいただけるよう、まごころを込めて誠実に取り組み、東北６県と新潟県の復興・発展
にこれまで以上に力を尽くしてまいります。

　電力小売全面自由化の開始から１年余りが経過しましたが、家庭用分野、高圧以上の分野とも競争が大きく進展しております。
加えて 2017年４月からは、ガスの小売全面自由化が開始され、今後も、エネルギー市場や地域の垣根を越えた競争がますま
す激化していくものと考えております。
　当社は、お客さまに信頼され、お選びいただけるよう、お客さまのライフスタイルにあわせたさまざまな料金プランやＷｅｂサー
ビスなどをご用意させていただいております。今後も、現状に満足することなく、自らが「変革」を遂げながら、お客さまにとっ
て魅力ある新料金プランや新サービスの開発・充実に取り組んでまいります。
　また、お客さまに低廉かつ安定した電気をお届けするため、新規電源として能代火力発電所３号、上越火力発電所１号など
の競争力のある高効率な発電設備の開発にも着実に取り組み、一層のコスト競争力の強化および環境負荷の低減を図ってまい
ります。

　当社を取り巻く事業環境に目を向けますと、電力システム改革の第二段階として電力小売全面自由化が開始していますが、
2020 年４月には第三段階である送配電部門の法的分離が予定されているなど、変化の只中にあります。
　今後、当社企業グループが地域とともに持続的に成長していくための新たな道しるべとして、2017年１月に、「変化をチャン
スに さらなる成長へ挑戦する東北電力グループ」を基本姿勢とする「東北電力グループ中期経営方針（2017～ 2020 年度）」
を策定いたしました。

ごあいさつ

東北電力グループの総合力を発揮し、
さらなる成長に挑戦していくとともに、
東北・新潟の皆さまからのご信頼をいただけるよう
まごころを込めて取り組んでまいります。

東北電力株式会社
取締役社長

コーポレートスローガン「より、そう、ちから。」のもと まごころを込めて誠実に取り組んでまいります

魅力あるサービスを提供しお客さまからお選びいただける東北電力を目指してまいります

変化をチャンスにさらなる成長に挑戦してまいります
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ごあいさつ

　本方針では、今後４年間を「成長に向けた変革期」と位置付け、東北６県および新潟県における電気事業を柱としつつ、将
来的に成長が見込まれ、当社企業グループの経営資源を活かすことのできる「東北・新潟域外での電力販売を含む電気事業」「海
外事業」「ガス事業」の３つの分野について、力を入れて取り組むこととしております。
　当社は、こうした将来の成長に向けた事業展開や投資を通じて、「2020 年度までに自己資本比率（連結決算ベース）25％以上（将
来的には 30％）」とする財務目標の確実な達成と、さらなる企業価値の向上に努めてまいります。

　原子力発電は、資源に乏しい日本において、エネルギーの安全保障や低炭素社会の実現、経済性などの観点から重要な電
源であり、安全確保を大前提として今後も一定程度必要であると考えております。当社は原子力発電の停止分を補うため、現在、
供給力の８割程度を火力発電に頼っている状況にありますが、供給力の大半を火力発電に依存し続けることは、エネルギーの
安全保障や地球温暖化の観点からも課題があるものと考えております。
　当社では、女川原子力発電所および東通原子力発電所の安全性向上に向けた対策工事に取り組んでおりますが、新規制基
準への適合にとどまることなく、発電所の特性と最新知見を反映した自主的な取り組みを継続していくことで、さらなる安全レ
ベルの向上に努めてまいります。工事完了以降、地域の皆さまからのご理解を得ながら、準備が整った段階での原子力発電
所の再稼働を目指してまいります。
　また、当社はこれまで、火力・水力・原子力・地熱・太陽光・風力といった、各種電源をバランス良く組み合わせる「エネルギーミッ
クス」の実現を目指すとともに、再生可能エネルギーの導入拡大をすすめ、ＣＯ２排出削減への取り組みを積極的に進めてまい
りました。今後もこうした地球環境問題への対応に着実に取り組んでまいります。

　
　当社はこれまで、ＣＳＲの取り組みはすべての事業活動の基盤をなすものと認識し、「東北電力ＣＳＲ活動方針」のもと、企
業倫理・法令遵守、環境への配慮を徹底するとともに、地域の皆さまからご信頼をいただけるよう、地域協調や地域活性化
支援などにも積極的に取り組んでまいりました。
　一方、電気事業を取り巻く環境が大きく変化する中、ステークホルダーの皆さまから一層のご信頼をいただきながら、地域と
ともに成長を果たしていくためには、これまで以上に、東北電力グループが一体となってＣＳＲの取り組みを推進していくこと
が重要と考え、2017年１月、「東北電力ＣＳＲ活動方針」をグループ大に拡大した「東北電力グループＣＳＲ方針」を策定いた
しました。
　東北電力グループの考えるＣＳＲは、経営理念である「地域社会との共栄」と「創造的経営の推進」に基づき、エネルギー
を中心としたサービスの提供をはじめとする事業活動の成長と、地域や社会が直面する課題の解決に、企業グループ一体で取
り組み、社会と企業グループの持続的な発展を目指していくことと位置付けております。
　これを実現するため、東北電力グループは、社員一人ひとりの行動規範を示した「東北電力グループ行動指針」のもと、事
業活動のバリューチェーンを強力に支えるグループ各社の特長を活かしながら、一丸となった取り組みで総合力を発揮し、誠
実で公正な事業活動を行うとともに、大切なステークホルダーの皆さまのご期待にお応えできるよう固い決意をもって取り組ん
でまいります。

＊
　このＣＳＲレポートは、地域の皆さまに私たちの取り組みをもっと知っていただきたいとの想いを込めて作成いたしました。
　アンケートなどを通じて皆さまからいただいた「声」は、今後の事業運営に活かしてまいります。
　ぜひ、ご一読いただきますとともに、どうぞ皆さまからの忌憚のないご意見をお寄せいただきますよう、よろしくお願い申し上
げます。

原子力発電所の再稼働に向けた取り組みとエネルギーミックスの実現を目指すとともに地球温暖化問題への対応に取り組んでまいります

企業グループの総合力を発揮しステークホルダーの皆さまのご期待にお応えできるよう取り組んでまいります
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コーポレートスローガン「  」

　当社は、2015 年 10 月、小売全面自由化の中でお客さまから選択いただき、これからも地域とともに成長・発展
していくため、お客さま・地域の声にしっかりとお応えしていくという当社の企業姿勢を示すコーポレートスローガンを
設定いたしました。
　このスローガンには、新しい時代を迎え、「お客さま一人ひとりに“ ”サービスを提供していく」、「創立以
来の変わらない想いを胸に、地域に“ ”取り組みを継続していく」という当社の２つの想いを込めています。

　コーポレートスローガン「より、そう、ちから。」に込めた２つの想いの実現に向けて、お客さまのライフスタイルに
あわせた新料金プランや新サービスの開始、地域の復興・発展への支援などの施策など、以下の３つのアクションに
ついて、真心を込めて展開していきます。

　当社は、コーポレートスローガン「より、そう、ちから。」のもと、社員一人ひとりが、お客さまや地域のために何
が最善かを常に考え、自ら行動することで、当社ブランドに磨きをかけるとともに、今後も引き続き、新たなサービス
や地域への貢献策について検討を進め、お客さま・地域のご期待にお応えしていきます。

「  」に込めた想いの実現に向けた 3 つのアクション

Action1.  お客さまのご要望に“より沿う”サービスを提供します。
Action2.  東北と新潟の成長・発展にしっかりと“寄り添う”取り組みを展開します。
Action3.  積極的に提案する“力”を高めるための人づくり・組織づくりを行います。

コーポレートスローガン「  」に込めた２つの想い


