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業績概要（連結・単独） １

－

－

－

104.3%

－

－

－

102.3%

（Ａ）／（Ｂ）（Ａ）／（Ｂ）（Ａ）／（Ｂ）（Ａ）／（Ｂ）

前年比前年比前年比前年比

76

194

226

1,781

差額差額差額差額

▲778536▲▲▲▲241営業損益営業損益営業損益営業損益

－▲490172▲▲▲▲317当期純損益当期純損益当期純損益当期純損益

連連連連

結結結結

69115,95916,650売上高売上高売上高売上高

▲768141▲▲▲▲626経常損益経常損益経常損益経常損益

単単単単

独独独独

比比比比（Ａ）－（Ｂ）（Ａ）－（Ｂ）（Ａ）－（Ｂ）（Ａ）－（Ｂ）

－▲816385▲▲▲▲431経常損益経常損益経常損益経常損益

▲46167▲▲▲▲394当期純損益当期純損益当期純損益当期純損益

－▲819804▲▲▲▲15営業損益営業損益営業損益営業損益

1.11倍40618,02618,432売上高売上高売上高売上高

２０２０２０２０年度連単差年度連単差年度連単差年度連単差１９１９１９１９年度年度年度年度

（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）

２０２０２０２０年度年度年度年度

（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）

（（（（単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円））））

単独経常損益単独経常損益単独経常損益単独経常損益 ：：：： １９１９１９１９年度実績年度実績年度実績年度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））））

19191919年度実績年度実績年度実績年度実績 20年度実績年度実績年度実績年度実績

141141141141

▲▲▲▲▲▲▲▲626626626626626626626626

▲▲▲▲７６８７６８７６８７６８億円億円億円億円▲▲▲▲７６８７６８７６８７６８億円億円億円億円

▲▲▲▲２６０２６０２６０２６０

原子力計画外
停止影響

燃調デッドターム･
激変緩和措置

▲▲▲▲４８０４８０４８０４８０

▲▲▲▲２８２８２８２８

その他



販売電力量の状況 ２

前年比前年比前年比前年比

▲▲▲▲1,622

▲▲▲▲2,971

▲▲▲▲2,309

▲▲▲▲662

▲▲▲▲268

▲▲▲▲394

増減増減増減増減

小計小計小計小計

電力電力電力電力

電灯電灯電灯電灯

96.5%81,101合合合合 計計計計

94.4%27,187大口電力大口電力大口電力大口電力

98.4%24,679
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

97.8%28,757

【再掲】

95.8%52,344特定規模需要特定規模需要特定規模需要特定規模需要

93.8%4,078

比比比比
２０２０２０２０年度年度年度年度区区区区 分分分分

700

720

740

760

780

800

820

840

860

17年度 18年度 19年度 20年度

販売電力量販売電力量販売電力量販売電力量 811億億億億100万万万万kWh, 前年比前年比前年比前年比 29億億億億7,100万万万万kWh減減減減（（（（▲▲▲▲3.5％）％）％）％）

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

797

810 811

（（（（億億億億kWh））））

▲▲▲▲３０３０３０３０億億億億ｋＷｈｋＷｈｋＷｈｋＷｈ

対前年対前年対前年対前年 ▲▲▲▲３０３０３０３０億億億億ｋＷｈｋＷｈｋＷｈｋＷｈ のののの主主主主なななな要因要因要因要因

・産業用需要の落ち込み ▲20億ｋＷｈ
・気温影響 ▲ 8億ｋＷｈ
・その他 ▲ 2億ｋWｈ

841



大口電力の状況

大口電力大口電力大口電力大口電力 271億億億億8,700万万万万kWh, 前年比前年比前年比前年比 16億億億億2,200万万万万kWh減減減減（（（（▲▲▲▲5.6％）％）％）％）

比比比比増減増減増減増減比比比比増減増減増減増減

84.7%▲ 2,238104.3%61694.4%94.4%94.4%94.4%▲▲▲▲ 1,6221,6221,6221,62228,80927,18727,18727,18727,187合 計合 計合 計合 計

93.0%▲ 241101.1%3797.0%97.0%97.0%97.0%▲▲▲▲ 2042042042046,7766,5726,5726,5726,572そ のそ のそ のそ の 他他他他

80.8%▲ 897102.3%10791.6%91.6%91.6%91.6%▲▲▲▲ 7907907907909,3608,5708,5708,5708,570機 械機 械機 械機 械

85.3%▲ 284119.2%325101.1%101.1%101.1%101.1%414141413,6123,6533,6533,6533,653非 鉄非 鉄非 鉄非 鉄

73.2%▲ 42597.3%▲ 4385.3%85.3%85.3%85.3%▲▲▲▲ 4684684684683,1842,7162,7162,7162,716鉄 鋼鉄 鋼鉄 鋼鉄 鋼

88.1%▲ 52100.5%294.1%94.1%94.1%94.1%▲▲▲▲ 50505050844794794794794窯業窯業窯業窯業・・・・土石土石土石土石

80.3%▲ 238110.6%11194.4%94.4%94.4%94.4%▲▲▲▲ 1271271271272,2532,1262,1262,1262,126化 学化 学化 学化 学

83.0%▲ 105112.5%7697.6%97.6%97.6%97.6%▲▲▲▲ 292929291,2221,1931,1931,1931,193紙紙紙紙・・・・パルプパルプパルプパルプ

100.6%4100.1%1100.100.100.100.4444%%%%55551,5581,5631,5631,5631,563食 料 品食 料 品食 料 品食 料 品

下期下期下期下期上期上期上期上期比比比比
(A)/(B)(A)/(B)(A)/(B)(A)/(B)

増減増減増減増減
(A)(A)(A)(A)----(B)(B)(B)(B)

参考参考参考参考 （（（（上上上上・・・・下下下下前年比前年比前年比前年比））））前年比前年比前年比前年比
１９１９１９１９年度年度年度年度

(B)(B)(B)(B)
２０２０２０２０年度年度年度年度

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

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

３



発受電電力量・主要諸元・収支影響額 ４

収収収収
支支支支
影影影影
響響響響
額額額額

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

－▲53328原油原油原油原油ＣＩＦＣＩＦＣＩＦＣＩＦ価格価格価格価格 （（（（１１１１＄／ｂｂｌ）＄／ｂｂｌ）＄／ｂｂｌ）＄／ｂｂｌ）

－92736為替為替為替為替レートレートレートレート （（（（１１１１円円円円／＄）／＄）／＄）／＄）

－12820出水率出水率出水率出水率 （（（（１１１１％）％）％）％）

96.7%▲3,00192,13489,133発発発発 受受受受 電電電電 計計計計

－11.878.790.5原油原油原油原油ＣＩＦＣＩＦＣＩＦＣＩＦ価格価格価格価格 （＄／ｂｂｌ）（＄／ｂｂｌ）（＄／ｂｂｌ）（＄／ｂｂｌ）

－▲13114101為替為替為替為替レートレートレートレート （（（（円円円円／＄）／＄）／＄）／＄）

－1.295.196.3出水率出水率出水率出水率 （％）（％）（％）（％）

－▲0.666.365.7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 （％）（％）（％）（％）

96.7%▲42112,70412,283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 101.6%1257,8918,016

－281947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 （（（（１１１１％）％）％）％）

98.8%▲22319,06218,839

93.8%1,423▲22,874▲▲▲▲21,451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）

95.8%▲1,02224,53523,513他社受電他社受電他社受電他社受電

65.8%52▲153▲▲▲▲101揚水用揚水用揚水用揚水用

94.2%▲2,93550,96948,034

96.1%▲3,03377,92274,889自社発電自社発電自社発電自社発電

前年比前年比前年比前年比１９１９１９１９年度年度年度年度

（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）

２０２０２０２０年度年度年度年度

（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）

（（（（単位単位単位単位：：：：百万百万百万百万ｋＷｈ，ｋＷｈ，ｋＷｈ，ｋＷｈ，億円億円億円億円））））



収支比較表（単独） ５

105.2%

106.4%

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

－

( －)

109.2%

116.2%

92.3%

97.5%

97.1%

118.0%

115.7%

97.4%

101.7%

116.8%

107.9%

104.4%

(104.3%)

106.1%

99.1%

103.3%

2,219

系統運用 1321731,1071,281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

電力料電力料電力料電力料

電灯料電灯料電灯料電灯料

▲192,2342,215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

▲21888866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

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

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

ＣＯ₂クレジット 212

常磐 108，酒田 89，相馬 83

原子力 ▲74，配電 26

火力 57，原子力 ▲58，配電 35

単価差 849

数理計算上の差異 133

燃料費調整額 681

増増増増 減減減減 内内内内 容容容容

▲768141▲▲▲▲626経常損益経常損益経常損益経常損益

(▲778)(536)（（（（▲▲▲▲241））））（（（（営業損益営業損益営業損益営業損益））））

1,46815,88717,356

2871,7732,061

▲19252232

▲13446433

3381,880

▲592,3122,253

352,0502,086

6363,7834,420

1101,3911,501

経経経経

常常常常

費費費費

用用用用

70016,02916,730

(691)(15,959)（（（（16,650））））

21347368

69913,44714,146

5228,1428,665

1765,3045,481

経経経経

常常常常

収収収収

益益益益

前前前前 年年年年 比比比比１９１９１９１９年度年度年度年度
（（（（B)B)B)B)

２０２０２０２０年度年度年度年度
（（（（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 3886531,7772,431

151,4071,423

社債 400

工事費負担金 455
79428,30729,101負債負債負債負債

▲28784

社債 40052420,15520,679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

▲32234,40134,079

▲63730

貯蔵品 1673742,3572,732

▲864,6444,558

利益剰余金▲693▲7418,4517,709純資産純資産純資産純資産

原子力▲386，汽力▲176▲89426,44625,551

5236,75936,811総資産総資産総資産総資産

増増増増 減減減減

(A(A(A(A）－（）－（）－（）－（B)B)B)B)

１９１９１９１９年度末年度末年度末年度末

（（（（B)B)B)B)

２０２０２０２０年度末年度末年度末年度末

（（（（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）

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 1,480

その他事業 ▲254

電気事業 664

その他事業 ▲258

増増増増 減減減減 内内内内 容容容容

▲490172▲▲▲▲317当期純損益当期純損益当期純損益当期純損益

▲816385▲▲▲▲431経常損益経常損益経常損益経常損益

▲819804▲▲▲▲15営業損益営業損益営業損益営業損益

1,22517,22218,447

40618,02618,432

増減増減増減増減

（Ａ）－（Ｂ）（Ａ）－（Ｂ）（Ａ）－（Ｂ）（Ａ）－（Ｂ）

１９１９１９１９年度年度年度年度

（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）

２０２０２０２０年度年度年度年度

（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 400

たな卸資産 149

電気事業固定資産 ▲929

固定資産仮勘定 657

増増増増 減減減減 内内内内 容容容容

▲67010,1539,482純資産純資産純資産純資産

41220,81921,232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

52530,18430,710負債負債負債負債

3113,9914,303

▲45636,34635,889

▲14540,33840,193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）

１９１９１９１９年度末年度末年度末年度末

（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）

２０２０２０２０年度末年度末年度末年度末

（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））））

７

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 ▲521

投資活動CF ▲695
▲1,2251,573348

営業活動営業活動営業活動営業活動ＣＦＣＦＣＦＣＦ

25255

税金等調整前当期純損益 ▲768▲5212,7712,249

社債 994（発行増 499，償還減 495）

長期借入金 267（借入増 68，返済減 198）
1,219▲1,12692

固定資産の取得による支出増 ▲409

工事負担金等受入の減少 ▲326
▲695▲1,591▲▲▲▲2,286

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）

１９１９１９１９年度年度年度年度

（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）

２０２０２０２０年度年度年度年度

（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））））

▲819804▲▲▲▲15

▲236642そのそのそのその他他他他

04142情報通信情報通信情報通信情報通信

52127ガガガガ スススス

▲11116104建建建建 設設設設

▲793563▲▲▲▲229電電電電 気気気気

営営営営 業業業業 損損損損 益益益益

15441457

521,4301,483
そのそのそのその他他他他

1159161

18410428
情報通信情報通信情報通信情報通信

79209288

63346409
ガガガガ スススス

▲3551,3741,019

▲3122,8302,518
建建建建 設設設設

66415,84016,505

65915,86616,525
電電電電 気気気気

40618,02618,432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）
１９１９１９１９年度年度年度年度

（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）
２０２０２０２０年度年度年度年度

（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）

▲2122▲▲▲▲8431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】】】】

0900378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】】】】

対前年比増減対前年比増減対前年比増減対前年比増減

14

28

24

46

49

3

営業損益営業損益営業損益営業損益

22214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））））

▲6▲2222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））））

2▲2431,722（（（（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▲031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】】】】

▲115217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】】】】

▲14▲68592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

２０２０２０２０年度年度年度年度

（（（（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】】】】※※※※２２２２



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)

▲128

▲232

▲60

8,048

▲82

▲142

45

8,830

当期純損益当期純損益当期純損益当期純損益

経常損益経常損益経常損益経常損益

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

当期純損益当期純損益当期純損益当期純損益

経常損益経常損益経常損益経常損益

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

644248▲394250120

1,026432▲626400200

1,041460▲241800400

▲1,150▲44816,65015,5007,600
単単単単

独独独独

657242▲317340160

1,031432▲431600290

1,045454▲151,030500

▲1,232▲43018,43217,2008,400
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２０２０２０２０年度実績年度実績年度実績年度実績２１２１２１２１年度見通年度見通年度見通年度見通しししし

単独経常損益単独経常損益単独経常損益単独経常損益 ：：：： 20年度実績対年度実績対年度実績対年度実績対21年度見通年度見通年度見通年度見通しのしのしのしの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年度実績年度実績年度実績年度実績 21212121年度見通年度見通年度見通年度見通しししし＋＋＋＋1,0261,0261,0261,026億円億円億円億円＋＋＋＋1,0261,0261,0261,026億円億円億円億円

++++++++４７０４７０４７０４７０４７０４７０４７０４７０

燃料価格低下

▲▲▲▲▲▲▲▲334334334334334334334334

++++++++２６０２６０２６０２６０２６０２６０２６０２６０

++++++++３００３００３００３００３００３００３００３００

400400400400400400400400

▲▲▲▲６２６６２６６２６６２６▲▲▲▲６２６６２６６２６６２６
++++++++３３０３３０３３０３３０３３０３３０３３０３３０

燃調デッドターム・
激変緩和措置

原子力計画外
停止影響

修繕費の減 人件費の増他



主要諸元・収支影響額（単独） １１

増減増減増減増減２０２０２０２０年度実績年度実績年度実績年度実績２１２１２１２１年度見通年度見通年度見通年度見通しししし

（（（（B）－（）－（）－（）－（D））））（Ａ）－（（Ａ）－（（Ａ）－（（Ａ）－（C））））
通期通期通期通期

（（（（D））））

第第第第２２２２四半期四半期四半期四半期

（（（（C））））

通期通期通期通期

（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）

第第第第２２２２四半期四半期四半期四半期
（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）

8.3－65.765.074.065.0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 （％）（％）（％）（％）

1－28142914原油原油原油原油ＣＩＦＣＩＦＣＩＦＣＩＦ価格価格価格価格 （（（（１１１１＄／ｂｂｌ）＄／ｂｂｌ）＄／ｂｂｌ）＄／ｂｂｌ）
収収収収
支支支支
影影影影
響響響響
額額額額

▲10▲536182613為替為替為替為替レートレートレートレート （（（（１１１１円円円円／＄）／＄）／＄）／＄）

▲12▲6201185出水率出水率出水率出水率 （（（（１１１１％）％）％）％）

主主主主
要要要要
諸諸諸諸
元元元元

通期通期通期通期

（（（（D））））

第第第第２２２２四半期四半期四半期四半期

（（（（C））））

25

93.6

106

119.7

295

111

406

２０２０２０２０年度実績年度実績年度実績年度実績

47

96.3

101

90.5

564

247

811

電力電力電力電力 （（（（億億億億ｋＷｈ）ｋＷｈ）ｋＷｈ）ｋＷｈ）

電灯電灯電灯電灯 （（（（億億億億ｋＷｈ）ｋＷｈ）ｋＷｈ）ｋＷｈ）

▲35.5▲64.755.055.0原油原油原油原油ＣＩＦＣＩＦＣＩＦＣＩＦ価格価格価格価格 （＄／ｂｂｌ）（＄／ｂｂｌ）（＄／ｂｂｌ）（＄／ｂｂｌ）

▲4▲17560278

3.76.4100.0100.0出水率出水率出水率出水率 （％）（％）（％）（％）

▲29▲16189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 （（（（１１１１％）％）％）％）

▲1▲6100100為替為替為替為替レートレートレートレート （（（（円円円円／＄）／＄）／＄）／＄）

31250112

▲1▲16810390販売電力量販売電力量販売電力量販売電力量 （（（（億億億億ｋＷｈ）ｋＷｈ）ｋＷｈ）ｋＷｈ）

（（（（B）－（）－（）－（）－（D））））（Ａ）－（（Ａ）－（（Ａ）－（（Ａ）－（C））））
通期通期通期通期

（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）

第第第第２２２２四半期四半期四半期四半期

（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）

増減増減増減増減２１２１２１２１年度見通年度見通年度見通年度見通しししし

（（（（単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円））））



販売電力量の推移 １２

２０２０２０２０年度年度年度年度１９１９１９１９年度年度年度年度１８１８１８１８年度年度年度年度１７１７１７１７年度年度年度年度１６１６１６１６年度年度年度年度

電力電力電力電力

電灯電灯電灯電灯

52,34454,65352,35750,58529,467特定規模需要特定規模需要特定規模需要特定規模需要※

4,0784,3464,3024,72424,250

81,10184,07280,95079,66477,329合計合計合計合計

24,67925,07324,29124,35523,612

28,75729,41928,59329,07947,862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

27,18728,80927,25625,55624,596大口電力大口電力大口電力大口電力

［［［［再掲再掲再掲再掲］］］］

※ 平成１６年度は５００ｋＷ以上，平成１７年度以降は５０ｋＷ以上

（（（（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 １３

－2.03.32.44.0連連連連 結結結結
ＲＲＲＲ ＯＯＯＯ ＡＡＡＡ （％）（％）（％）（％）

▲▲▲▲0.71.52.92.13.8単単単単 独独独独

ＦＦＦＦ ＣＣＣＣ ＦＦＦＦ 3481,5731,1933942,352連連連連 結結結結

▲▲▲▲39467447535457単単単単 独独独独

▲▲▲▲317172531541569連連連連 結結結結
当期純損益当期純損益当期純損益当期純損益

▲▲▲▲626141767380868単単単単 独独独独

▲▲▲▲4313859915101,043連連連連 結結結結
経経経経 常常常常 損損損損 益益益益

▲▲▲▲2415361,0837791,450単単単単 独独独独

▲▲▲▲158041,3399981,639連連連連 結結結結
営営営営 業業業業 損損損損 益益益益

16,65015,95915,46714,98714,553単単単単 独独独独

18,43218,02617,28216,60016,114連連連連 結結結結
売売売売 上上上上 高高高高

２０２０２０２０年度年度年度年度１９１９１９１９年度年度年度年度１８１８１８１８年度年度年度年度１７１７１７１７年度年度年度年度１６１６１６１６年度年度年度年度

（（（（単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円））））

（参考）



財政状態の推移 １４

21,23220,81921,63322,04721,688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

20,67920,15520,85321,14920,488単単単単 独独独独

20.923.023.623.022.3単単単単 独独独独

22.323.924.223.422.6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
（％）（％）（％）（％）

7,7098,4518,7458,6298,394単単単単 独独独独

9,48210,15310,3269,6299,297連連連連 結結結結
純純純純 資資資資 産産産産 ※

29,10128,30728,34828,96129,185単単単単 独独独独

30,71030,18430,36631,04731,471連連連連 結結結結
負負負負 債債債債

36,81136,75937,09337,59137,579単単単単 独独独独

40,19340,33840,69341,13941,224連連連連 結結結結
総総総総 資資資資 産産産産

２０２０２０２０年度末年度末年度末年度末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１６１６１６１６年度末年度末年度末年度末

※ 平成１７年度までは「資本」

（（（（単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円））））

（参考）



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


