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p2

Ⅰ．効率化の取り組み状況



p3１．２０２１年度の経営効率化の状況

＜2021年度の効率化の状況＞
（単位︓億円）

費 目 2021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 186 403

燃料費・購⼊電⼒料 805 316

設備投資関連費⽤ 201 95

修繕費 388 135

その他経費 173 190

合 計 1,752 1,139

• 2021年度の効率化実績額1,752億円は，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。

※上記実績は，東北電⼒，東北電⼒ネットワークを合計した実績値。



p4１．２０２１年度の経営効率化の状況

• 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2021
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。

• 2022年3月福島県沖を震源とする地震（以下，「福島県沖地震」といいます。）による発電所の停止に
伴い、電源調達コストが増加したものの，燃料費については，燃料調達の多様化等で，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
まいります。



p5１．２０２１年度の経営効率化の状況

• 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，夜間蓄熱機器割引廃止のエコキャンペーン申し込み数増などに伴う費⽤増があっ
たものの，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」（次頁参照）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。



p6２．経営効率化の具体例 （１）調達コスト低減による効率化の推進

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3つの

切り⼝

• 現在，第Ⅳ期（2022年6月〜2025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・インフラの強化を図るとともに，取引先さまとの協働やＤＸ技術の活⽤などにより，コスト競争⼒の
徹底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。
今後も引き続き調達改革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。

• 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，調達価格の低減が不可⽋な状況である
ことから，担当役員を委員⻑とする「調達改革委員会」を設置・運営し，以下の3つの切り⼝から各種施策を⽴
案するなどの継続した取り組みを進めております。



p7２．経営効率化の具体例 （２）発電コスト低減によるコスト競争⼒の強化

モザンビーク
LNGプロジェクト

LNG調達の取り組み事例

米国キャメロン
LNGプロジェクト

石炭調達の取り組み事例

❍ 供給安定性や価格体系の多様化による最適なLNG契約
ポートフォリオの構築

❍ 受⼊可能なLNG品位の拡大と競争的⼿法によるスポット
調達の経済性追求

❍ LNG仕向地規制の撤廃・緩和による調達弾⼒性の向上

≪LNG仕向地規制の撤廃・緩和による仕向地変更の活⽤イメージ≫

《将来》

• 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。

転売 転売

購入

❍ 標準品位よりも⾼灰分ではあるが灰処理コストを含め
経済性を有する石炭の調達

❍ 専⽤船・専航船等の活⽤による経済性・安定性の確保
に加えて，風⼒の活⽤により航海中の燃料消費を削減
し，環境性の向上も期待できる，ウィンドチャレンジャー
搭載石炭船を導⼊予定

≪硬翼帆式風⼒推進装置（ウィンドチャレンジャー）実機
と搭載石炭船イメージ≫



p8２．経営効率化の具体例 （２）発電コスト低減によるコスト競争⼒の強化

強制空冷燃焼器システム採⽤次世代ガスタービン

• 三菱重工業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」を受賞しております。

• 次世代ガスタービンは，新たに開発した「強制空冷燃焼器システム」を採⽤するとともに，タービン翼の冷却を
最適化したことなどにより，従来型のガスタービンと比べ2％の熱効率向上を実現したものであり，2022年12
月に営業運転開始予定の上越⽕⼒発電所1号機へ導⼊いたします。

• 上越⽕⼒発電所1号機では，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】 2022年12月（予定）

(63以上)

2022



p9２．経営効率化の具体例 （３）新技術の活⽤による効率化の推進

• ⽕⼒発電所における業務効率化を図るため，小型のドローンや人工知能（AI）を活⽤して⽕⼒発電所
建屋内の設備点検を自動化するシステムの構築に向けた研究を2019年度より進めております。

• これまで，秋⽥⽕⼒発電所3号機（2019年9月廃止）の建屋内で，自律⾶⾏可能なドローンを⽤いた
フィールド検証や画像解析ＡＩによる自動解析⼿法の検証等を実施しております。

• 自律⾶⾏，センシングおよび異常解析それぞれの機能の実現性が確認できたことから，今後は，これら機能を
組合せたシステム構築と実働検証を⾏い，上越⽕⼒発電所の運転開始（2022年12月）までの本格稼働を
目指します。

学習に用いた正常時の画像 ドローンで画像を取得している様子

解析用に異常を摸擬した異常時の画像 ＡＩにより異常箇所をマーキング

正常状態を学習し
異常有無を⾃動解析

非GPS環境下でも指定したルートどおりに
⾃律⾶⾏し，ルート上に障害物があっても

⾃動で回避可能

撮影した画像からAI技術により⼤まかな異常の有無を⾃動で判断可能



p10２．経営効率化の具体例 （３）新技術の活⽤による効率化の推進

※ AI-OCR︓人工知能技術を⽤いて⼿書き文字や印字された文字を読み取り，デジタルデータ化する技術
※ 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

• FAXや⼿書きによるお客さまからの各種
申込などについては，従来人が読み取り
，⼿作業でシステムへの⼊⼒を⾏ってい
ましたが，AI-OCRにより自動でデジタル
データ化するとともに，RPAを⽤いてシス
テムへの⼊⼒も自動化しております。

• 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
的業務についても，RPAを活⽤し自動
化しております。

• また不動産会社さまが管理する集合住
宅物件の情報を事前に登録いただくこと
で，当該物件の電気契約の開始／廃
止をWEBからスムーズに申込可能となる
サービスを開始しました。 不動産会社さま

FAX様式で都度
記⼊・申込

before

after
・事前物件登録
・WEB申込

物件管理サポート
システム（WEB)

社員 AI-OCR 社員 RPA

①書類 ②スキャン ⑤システム
登録

④OCR
結果確認・

修正

③OCR
読取



p11２．経営効率化の具体例 （３）新技術の活⽤による効率化の推進

• 2022年度からセルフBIシステムの導⼊を予定し
ております。

• セルフBI（Business Intelligence ）システム
とは，社内外の様々なデータを簡単な操作で収
集・分析・可視化（⾒える化）するものです。こ
れにより，社内に「データに基づいた判断」を定着
させるなど，業務の省⼒化と各種検討の⾼度化
を進めてまいります。

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

AIチャットボット
• 社内の間接業務（労務・厚⽣，総務，経理，資

材，情報通信）の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
率化を図っています。

社内

社外 セルフBIシステム

社内外の様々なデ
ータを簡単取込み

グラフやMAP機能などで分かりやすく
表現
⾒たい視点で深堀り分析ができる

簡単な操作でデータ
分析・可視化

当社社員



p12

Ⅱ．収支・財務の状況



p13１．収支状況

• 経常利益（個別）は，燃料調達最適化などコスト低減に努めたものの，燃料価格の⾼騰による燃料費調整
制度のタイムラグ影響，卸電⼒取引市場の価格上昇や福島県沖地震に伴う発電所停止により，電源調達コ
ストの増加などで，▲868億円となりました。

＜経常利益の推移（個別・連結）＞

※2019年度までの個別は旧一体会社，2020年度以降の個別は東北電⼒の値

804 675
468

780

46

▲868

1,047 884
657

999
675

▲492

▲2,000

▲1,000

0

1,000

2,000

2016 2017 2018 2019 2020 2021
個別 連結

（億円）

（年度）



p14２．財務状況

• 財務基盤については，これまで東日本大震災により毀損した自⼰資本比率の充実に努めてまいりましたが，
2021年度は9期ぶりの経常損失を計上したことから，自⼰資本比率が減少。

＜経常利益と自⼰資本比率の推移（個別）＞

※2019年度までの個別は旧一体会社，2020年度以降の個別は東北電⼒の値

804 675
468

780

46

▲ 868

16.0% 16.3% 16.6% 17.2%
17.9%

13.5%

▲ 2,000

▲ 1,000

0

1,000

2,000

2016 2017 2018 2019 2020 2021

経常利益 自⼰資本比率

（億円）

（年度）



〒980-8550 仙台市⻘葉区本町一丁目7番1号
TEL: 022-225-2111（代表）
https://www.tohoku-epco.co.jp/


