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業績概要（連結・単独） １
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前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比

▲1

▲1

8
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差額差額差額差額

44077518営業利益営業利益営業利益営業利益

0.99倍24734281四半期純利益四半期純利益四半期純利益四半期純利益

連連連連

結結結結

▲1523,8453,693売上高売上高売上高売上高

4224426経常利益経常利益経常利益経常利益

単単単単

独独独独

比比比比（Ａ）－（Ｂ）（Ａ）－（Ｂ）（Ａ）－（Ｂ）（Ａ）－（Ｂ）

1.00倍38935425経常利益経常利益経常利益経常利益

26220283四半期純利益四半期純利益四半期純利益四半期純利益

1.02倍403122526営業利益営業利益営業利益営業利益

1.08倍▲1884,1833,995売上高売上高売上高売上高

２１２１２１２１年度年度年度年度１１１１ＱＱＱＱ連単差連単差連単差連単差２０２０２０２０年度年度年度年度１１１１ＱＱＱＱ

（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）

２１２１２１２１年度年度年度年度１１１１ＱＱＱＱ

（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）

（（（（単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円））））

単独経常利益単独経常利益単独経常利益単独経常利益 ：：：： ２０２０２０２０年度年度年度年度１１１１ＱＱＱＱ実績実績実績実績からのからのからのからの利益利益利益利益増減要因増減要因増減要因増減要因（（（（億円億円億円億円））））

20202020年度年度年度年度1111ＱＱＱＱ実績実績実績実績 21212121年度年度年度年度1111ＱＱＱＱ実績実績実績実績

44444444

426426426426426426426426

422422422422億円億円億円億円422422422422億円億円億円億円

▲▲▲▲▲▲▲▲152152152152152152152152

＋＋＋＋＋＋＋＋519519519519519519519519

＋＋＋＋＋＋＋＋5555555555555555

その他

燃料費減

売上高減



販売電力量の状況 ２
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102.9%6,832

【再掲】

88.3%11,683特定規模需要特定規模需要特定規模需要特定規模需要

100.3%947

前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比２１２１２１２１年度年度年度年度１１１１ＱＱＱＱ区区区区 分分分分

150
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220

18年度１Q 19年度１Q 20年度１Q 21年度１Q

販売電力量販売電力量販売電力量販売電力量 185億億億億1,500万万万万kWh, 前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比 13億億億億6,100万万万万kWh減減減減（（（（▲▲▲▲6.8％）％）％）％）

（（（（単位単位単位単位：：：：百万百万百万百万ｋＷｈ）ｋＷｈ）ｋＷｈ）ｋＷｈ）

192

198

185

（（（（億億億億kWh））））

▲▲▲▲ 14141414億億億億ｋＷｈｋＷｈｋＷｈｋＷｈ

199

対前年対前年対前年対前年 ▲▲▲▲14億億億億ｋＷｈｋＷｈｋＷｈｋＷｈのののの主主主主なななな要因要因要因要因
・産業用需要の落込み ▲16億ｋＷｈ
・その他 ＋ 2億ｋＷｈ



大口電力の推移 ３

5,934

1,494

1,813

843

566

166

439

230

383

２１２１２１２１年度年度年度年度１１１１ＱＱＱＱ
（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ） （Ａ）／（Ｂ）（Ａ）／（Ｂ）（Ａ）／（Ｂ）（Ａ）／（Ｂ）（Ａ）－（Ｂ）（Ａ）－（Ｂ）（Ａ）－（Ｂ）（Ａ）－（Ｂ）

81.5%▲▲▲▲1,3477,281合合合合 計計計計

89.8%▲▲▲▲1691,663そのそのそのその他他他他

78.8%▲▲▲▲4892,302機械機械機械機械

83.6%▲▲▲▲1651,008非鉄非鉄非鉄非鉄

68.1%▲▲▲▲264830鉄鋼鉄鋼鉄鋼鉄鋼

77.3%▲▲▲▲49215窯業土石窯業土石窯業土石窯業土石

78.7%▲▲▲▲119558化学化学化学化学

69.9%▲▲▲▲98328紙紙紙紙パルプパルプパルプパルプ

101.7%6377食料品食料品食料品食料品

前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比２０２０２０２０年度年度年度年度１１１１ＱＱＱＱ
（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）

大口電力大口電力大口電力大口電力 59億億億億3,400万万万万kWh, 前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比 13億億億億4,700万万万万kWh減減減減（（（（▲▲▲▲18.5％）％）％）％）

（（（（単位単位単位単位：：：：百万百万百万百万ｋＷｈ）ｋＷｈ）ｋＷｈ）ｋＷｈ）



発受電電力量・主要諸元 ４

主主主主
要要要要
諸諸諸諸
元元元元

発発発発
受受受受
電電電電
電電電電
力力力力
量量量量

92.2%▲1,66221,32119,659発発発発 受受受受 電電電電 計計計計

－▲57.4109.952.5原油原油原油原油ＣＩＦＣＩＦＣＩＦＣＩＦ価格価格価格価格 （＄／ｂｂｌ）（＄／ｂｂｌ）（＄／ｂｂｌ）（＄／ｂｂｌ）※※※※

－▲810597為替為替為替為替レートレートレートレート （（（（円円円円／＄）／＄）／＄）／＄）

－▲8.693.084.4出水率出水率出水率出水率 （％）（％）（％）（％）

－▲4.751.646.9原子力設備利用率原子力設備利用率原子力設備利用率原子力設備利用率 （％）（％）（％）（％）

101.4%392,7212,760融通融通融通融通（（（（受電受電受電受電））））

原子力原子力原子力原子力

火力火力火力火力

水力水力水力水力 93.3%▲1662,4742,308

90.9%▲3353,6883,353

102.6%▲120▲4,611▲▲▲▲4,731融通融通融通融通（（（（送電送電送電送電））））

（Ａ）／（Ｂ）（Ａ）／（Ｂ）（Ａ）／（Ｂ）（Ａ）／（Ｂ）（Ａ）－（Ｂ）（Ａ）－（Ｂ）（Ａ）－（Ｂ）（Ａ）－（Ｂ）

92.9%▲4125,8135,401他社受電他社受電他社受電他社受電

48.6%23▲45▲▲▲▲22揚水用揚水用揚水用揚水用

93.9%▲69111,28110,590

93.2%▲1,19217,44316,251自社発電自社発電自社発電自社発電

前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比２０２０２０２０年度年度年度年度１１１１ＱＱＱＱ

（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）

２１２１２１２１年度年度年度年度１１１１ＱＱＱＱ

（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）

（（（（単位単位単位単位：：：：百万百万百万百万ｋＷｈ）ｋＷｈ）ｋＷｈ）ｋＷｈ）

※２１年度１Ｑ原油ＣＩＦ価格は６月速報値



収支比較表（単独） ５

▲48539491他社購入電力料他社購入電力料他社購入電力料他社購入電力料

電力料電力料電力料電力料

電灯料電灯料電灯料電灯料

▲9487477地帯間販売電力料地帯間販売電力料地帯間販売電力料地帯間販売電力料

▲12211199公租公課公租公課公租公課公租公課

合計合計合計合計

そのそのそのその他他他他

原子力原子力原子力原子力ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ｯｸｴﾝﾄｯｸｴﾝﾄｯｸｴﾝﾄｯｸｴﾝﾄﾞ゙゙゙費用費用費用費用

支払利息支払利息支払利息支払利息

地帯間購入電力料地帯間購入電力料地帯間購入電力料地帯間購入電力料

減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費

修繕費修繕費修繕費修繕費

燃料費燃料費燃料費燃料費

人件費人件費人件費人件費

合計合計合計合計

（（（（売上高売上高売上高売上高））））

そのそのそのその他他他他

電灯電力料収入電灯電力料収入電灯電力料収入電灯電力料収入

ガス供給事業営業費用 ▲16

原子力 ▲12，配電 ▲6

火力 ▲28，送電 ▲10，原子力 25

ＣＩＦ差 ▲309，為替差 ▲56
電力量差影響など ▲155

退職給与金 72 (数理計算上の差異 58）

販売電力量の減 ▲223，単価差 115

増減内容増減内容増減内容増減内容

4224426経常利益経常利益経常利益経常利益

44077518（（（（営業利益営業利益営業利益営業利益））））

▲5883,8773,288

▲36376339

▲65246

▲1107106

6259265

▲23573549

▲19394374

▲519994475

72367439

経経経経

常常常常

費費費費

用用用用

▲1663,8823,715

▲1523,8453,693

▲4812879

▲1083,2663,158

▲1572,0231,865

491,2431,293

経経経経

常常常常

収収収収

益益益益

増減増減増減増減

（Ａ）－（Ｂ）（Ａ）－（Ｂ）（Ａ）－（Ｂ）（Ａ）－（Ｂ）

２０２０２０２０年度年度年度年度１１１１ＱＱＱＱ

（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）

２１２１２１２１年度年度年度年度１１１１ＱＱＱＱ

（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）

（（（（単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円））））



貸借対照表（単独） ６

流動資産流動資産流動資産流動資産

固定資産固定資産固定資産固定資産

投資投資投資投資そのそのそのその他他他他のののの資産資産資産資産

核燃料核燃料核燃料核燃料

固定資産仮勘定固定資産仮勘定固定資産仮勘定固定資産仮勘定

事業外固定資産事業外固定資産事業外固定資産事業外固定資産

附帯事業固定資産附帯事業固定資産附帯事業固定資産附帯事業固定資産

電気事業固定資産電気事業固定資産電気事業固定資産電気事業固定資産

増減内容増減内容増減内容増減内容

十和田・北上幹線新設 1322962,4312,728

▲81,4231,414

買掛金 ▲379

関係会社短期債務 ▲286
▲91229,10128,188負債負債負債負債

18485

社債 200，借入金 ▲214

ＣＰ 40
2520,67920,704有利子負債残高有利子負債残高有利子負債残高有利子負債残高

▲12934,07933,950

▲13029

売掛金 ▲166，貯蔵品 ▲155▲6342,7322,098

▲134,5584,544

1497,7097,859純資産純資産純資産純資産

原子力 ▲128，汽力 ▲93▲40425,55125,147

▲76336,81136,048総資産総資産総資産総資産

増減増減増減増減

（Ａ）－（Ｂ）（Ａ）－（Ｂ）（Ａ）－（Ｂ）（Ａ）－（Ｂ）

２０２０２０２０年度末年度末年度末年度末

（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）

２１２１２１２１年度年度年度年度１１１１ＱＱＱＱ末末末末

（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）

（（（（単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円））））



損益計算書・貸借対照表（連結） ７

営業費用営業費用営業費用営業費用

営業収益営業収益営業収益営業収益

電気事業 ▲562

その他事業 ▲29

電気事業 ▲163

その他事業 ▲25

増減内容増減内容増減内容増減内容

24734281四半期純利益四半期純利益四半期純利益四半期純利益

38935425経常利益経常利益経常利益経常利益

403122526営業利益営業利益営業利益営業利益

▲5924,0603,468

▲1884,1833,995

増減増減増減増減

（Ａ）－（Ｂ）（Ａ）－（Ｂ）（Ａ）－（Ｂ）（Ａ）－（Ｂ）

２０２０２０２０年度年度年度年度１１１１ＱＱＱＱ

（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）

２１２１２１２１年度年度年度年度１１１１ＱＱＱＱ

（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）

流動資産流動資産流動資産流動資産

固定資産固定資産固定資産固定資産

社債 200，借入金 ▲220

ＣＰ 40

支払手形及び買掛金 ▲533

受取手形及び売掛金 ▲294

繰延税金資産 ▲160

電気事業固定資産 ▲403

固定資産仮勘定 348

増減内容増減内容増減内容増減内容

1439,4829,626純資産純資産純資産純資産

1921,23221,252有利子負債残高有利子負債残高有利子負債残高有利子負債残高

▲90330,71029,807負債負債負債負債

▲6344,3033,668

▲12435,88935,764

▲75940,19339,433総資産総資産総資産総資産

増減増減増減増減

（Ａ）－（Ｂ）（Ａ）－（Ｂ）（Ａ）－（Ｂ）（Ａ）－（Ｂ）

２０２０２０２０年度末年度末年度末年度末

（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）

２１２１２１２１年度年度年度年度１１１１ＱＱＱＱ末末末末

（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）

（（（（単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円））））

（（（（単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円））））

損益計算書損益計算書損益計算書損益計算書損益計算書損益計算書損益計算書損益計算書

貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表



キャッシュ・フロー計算書（連結） ８

ＦＣＦＦＣＦＦＣＦＦＣＦ ※※※※

期中増減期中増減期中増減期中増減

財務活動財務活動財務活動財務活動ＣＦＣＦＣＦＣＦ

投資活動投資活動投資活動投資活動ＣＦＣＦＣＦＣＦ

営業活動ＣＦ 563

投資活動ＣＦ ▲139
418▲228190

営業活動営業活動営業活動営業活動ＣＦＣＦＣＦＣＦ

60▲124▲▲▲▲64

税金等調整前四半期純利益 378563167731

社債 199(発行増 299,償還増 100)

ＣＰ▲630(発行減 400,償還増 230）
▲363238▲▲▲▲124

固定資産の取得による支出増 ▲144▲139▲531▲▲▲▲670

増減内容増減内容増減内容増減内容
増減増減増減増減

（Ａ）－（Ｂ）（Ａ）－（Ｂ）（Ａ）－（Ｂ）（Ａ）－（Ｂ）

２０２０２０２０年度年度年度年度１１１１ＱＱＱＱ

（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）

２１２１２１２１年度年度年度年度１１１１ＱＱＱＱ

（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）

※ＦＣＦ（フリー・キャッシュ・フロー）＝（営業活動ＣＦ）＋（投資活動ＣＦ）－（利息及び配当金の受取額）－（利息の支払額）

（（（（単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円））））



セグメント情報（連結） ９

（（（（単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円））））

403122526

▲2129そのそのそのその他他他他

▲187情報通信情報通信情報通信情報通信

16▲114ガガガガ スススス

▲17▲9▲▲▲▲26建建建建 設設設設

42194516電電電電 気気気気

営営営営 業業業業 損損損損 益益益益

▲119584

▲11327315
そのそのそのその他他他他

23336

08585
情報通信情報通信情報通信情報通信

▲04646

▲87667
ガガガガ スススス

▲16175158

▲33428395
建建建建 設設設設

▲1633,8323,669

▲1523,8243,672
電電電電 気気気気

▲1884,1833,995売売売売 上上上上 高高高高

増減増減増減増減

（Ａ）－（Ｂ）（Ａ）－（Ｂ）（Ａ）－（Ｂ）（Ａ）－（Ｂ）
２０２０２０２０年度年度年度年度１１１１ＱＱＱＱ

（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）
２１２１２１２１年度年度年度年度１１１１ＱＱＱＱ

（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）

▲1▲31175北日本電線北日本電線北日本電線北日本電線（（（（株株株株））））

【【【【建設業建設業建設業建設業】】】】

▲4▲2391酒田共同火力発電酒田共同火力発電酒田共同火力発電酒田共同火力発電（（（（株株株株））））

【【【【電気事業電気事業電気事業電気事業】】】】

前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比

▲▲▲▲4

11

1

▲▲▲▲2

▲▲▲▲18

2

営業損益営業損益営業損益営業損益

▲0052東北東北東北東北ｲﾝﾃﾘｼｲﾝﾃﾘｼｲﾝﾃﾘｼｲﾝﾃﾘｼﾞ゙゙゙ｪﾝﾄｪﾝﾄｪﾝﾄｪﾝﾄ通信通信通信通信（（（（株株株株））））

▲1▲934日本海日本海日本海日本海エルエルエルエル・・・・エヌエヌエヌエヌ・・・・ジージージージー（（（（株株株株））））

▲8▲32274（（（（株株株株））））ユアテックユアテックユアテックユアテック

0▲08東星興業東星興業東星興業東星興業（（（（株株株株））））

【【【【そのそのそのその他他他他】】】】

▲1▲034東北東北東北東北ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ････ｼｽﾃﾑｽｼｽﾃﾑｽｼｽﾃﾑｽｼｽﾃﾑｽﾞ゙゙゙（（（（株株株株））））

【【【【情報処理情報処理情報処理情報処理・・・・電気通信業電気通信業電気通信業電気通信業】】】】

【【【【ガスガスガスガス事業事業事業事業】】】】

▲511103東北発電工業東北発電工業東北発電工業東北発電工業（（（（株株株株））））

営業損益営業損益営業損益営業損益売上高売上高売上高売上高売上高売上高売上高売上高

２１２１２１２１年度年度年度年度１１１１ＱＱＱＱ

（（（（単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円））））

※1 売上高の各セグメント下段は，外部顧客に対する売上高。

※※※※1

※2 連結消去前の金額

【【【【主主主主なななな内訳内訳内訳内訳】】】】 ※※※※2



業績見通し（連結・単独） １０

（（（（単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円））））

通期通期通期通期

（（（（DDDD））））

第第第第２２２２四半期四半期四半期四半期

(C)(C)(C)(C)

120

200

400

7,600

160

290

500

8,400

当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益

経常利益経常利益経常利益経常利益

営業利益営業利益営業利益営業利益

売上高売上高売上高売上高

当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益

経常利益経常利益経常利益経常利益

営業利益営業利益営業利益営業利益

売上高売上高売上高売上高

－－250250120

－－400400200

－－800800400

▲200▲20015,50015,3007,400
単単単単

独独独独

－－340340160

－－600600290

－－1,0301,030500

▲200▲20017,20017,0008,200
連連連連

結結結結

(B)(B)(B)(B) －（－（－（－（DDDD））））(A) (A) (A) (A) －（－（－（－（CCCC））））
通期通期通期通期

((((ＢＢＢＢ))))

第第第第２２２２四半期四半期四半期四半期

(A)(A)(A)(A)

増増増増 減減減減４４４４月見通月見通月見通月見通しししし今回今回今回今回見通見通見通見通しししし

単独経常利益単独経常利益単独経常利益単独経常利益 ：：：： ４４４４月見通月見通月見通月見通しからのしからのしからのしからの変更内容変更内容変更内容変更内容 （（（（億円億円億円億円））））

４４４４月見通月見通月見通月見通しししし 今回見通今回見通今回見通今回見通しししし

400400400400400400400400
426426426426426426426426▲▲▲▲▲▲▲▲200200200200200200200200 ＋＋＋＋＋＋＋＋200200200200200200200200

燃料費減 他売上高減売上高減売上高減売上高減

400400400400400400400400



（参考）販売電力量の推移 １１

２１２１２１２１年度年度年度年度

１１１１ＱＱＱＱ

２０２０２０２０年度年度年度年度

１１１１ＱＱＱＱ

１９１９１９１９年度年度年度年度

１１１１ＱＱＱＱ

１８１８１８１８年度年度年度年度

１１１１ＱＱＱＱ

１７１７１７１７年度年度年度年度

１１１１ＱＱＱＱ

電力電力電力電力

電灯電灯電灯電灯

11,68313,23513,01012,45311,940特定規模需要特定規模需要特定規模需要特定規模需要

9479449921,0421,057

18,51519,87619,80219,23518,617合計合計合計合計

5,8855,6975,8005,7405,620

6,8326,6416,7926,7826,677特定規模需要以外特定規模需要以外特定規模需要以外特定規模需要以外のののの需要需要需要需要

5,9347,2816,9706,5306,158大口電力大口電力大口電力大口電力

［［［［再掲再掲再掲再掲］］］］

（（（（単位単位単位単位：：：：百万百万百万百万ｋＷｈ）ｋＷｈ）ｋＷｈ）ｋＷｈ）

（（（（単位単位単位単位：：：：百万百万百万百万ｋＷｈ）ｋＷｈ）ｋＷｈ）ｋＷｈ）



（参考）業績の推移 １２

1.30.30.91.10.8連連連連 結結結結
ＲＲＲＲ ＯＯＯＯ ＡＡＡＡ （％）（％）（％）（％）

1.40.20.91.20.8単単単単 独独独独

ＦＦＦＦ ＣＣＣＣ ＦＦＦＦ 190▲▲▲▲22823－－－－－－－－連連連連 結結結結

2832015719989単単単単 独独独独

28134151190126連連連連 結結結結
四半期純利益四半期純利益四半期純利益四半期純利益

4264250347159単単単単 独独独独

42535254342205連連連連 結結結結
経経経経 常常常常 利利利利 益益益益

51877349446303単単単単 独独独独

526122366453332連連連連 結結結結
営営営営 業業業業 利利利利 益益益益

3,6933,8453,6433,7493,541単単単単 独独独独

3,9954,1833,9084,0203,769連連連連 結結結結
売売売売 上上上上 高高高高

２１２１２１２１年度年度年度年度

１１１１ＱＱＱＱ

２０２０２０２０年度年度年度年度

１１１１ＱＱＱＱ

１９１９１９１９年度年度年度年度

１１１１ＱＱＱＱ

１８１８１８１８年度年度年度年度

１１１１ＱＱＱＱ

１７１７１７１７年度年度年度年度

１１１１ＱＱＱＱ

（（（（単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円））））

※ 平成１８年度以前の四半期ＦＣＦは算定していない。



（参考）財政状態の推移 １３

20,679

21,232

20.9

22.3

7,709

9,482

29,101

30,710

36,811

40,193

２０２０２０２０年度末年度末年度末年度末

21,25220,81921,63322,047連連連連 結結結結
有利子負債残高有利子負債残高有利子負債残高有利子負債残高

20,70420,15520,85321,149単単単単 独独独独

21.823.023.623.0単単単単 独独独独

23.123.924.223.4連連連連 結結結結
自己資本比率自己資本比率自己資本比率自己資本比率（％）（％）（％）（％）

7,8598,4518,7458,629単単単単 独独独独

9,62610,15310,3269,629連連連連 結結結結
純純純純 資資資資 産産産産 ※

28,18828,30728,34828,961単単単単 独独独独

29,80730,18430,36631,047連連連連 結結結結
負負負負 債債債債

36,04836,75937,09337,591単単単単 独独独独

39,43340,33840,69341,139連連連連 結結結結
総総総総 資資資資 産産産産

２１２１２１２１年度年度年度年度

１１１１ＱＱＱＱ末末末末
１９１９１９１９年度末年度末年度末年度末１８１８１８１８年度末年度末年度末年度末１７１７１７１７年度末年度末年度末年度末

※ 平成１７年度は「資本」

（（（（単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円））））



当資料は，東北電力の評価を行うための参考となる情報提供のみを目的としたものです。当資料に掲載

されております予測数字等は，東北電力の将来に関する見通し及び計画に基づく将来予測であります。

従って，これらの業績見通しのみに全面的に依拠する事はお控えくださいますようお願いいたします。

これらの将来予測には，既知・未知のリスクや不確定な要素などの要因が含まれており，その要因によっ

て東北電力の実際の成果や業績，実績などは，記載の見通しとは大きく異なることが有り得ます。

東北電力では，投資の結果等に対する責任は負いかねますのでご了承ください。

おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ：：：： 東北電力東北電力東北電力東北電力（（（（株株株株））））経理部経理部経理部経理部 ＩＲＩＲＩＲＩＲグループグループグループグループ


