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大口電力の状況
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83.0%▲▲▲▲2,51514,821合 計合 計合 計合 計

91.1%▲▲▲▲3033,405そ のそ のそ のそ の 他他他他

81.2%▲▲▲▲8994,788機 械機 械機 械機 械

78.9%▲▲▲▲4252,013非 鉄非 鉄非 鉄非 鉄

74.1%▲▲▲▲4031,557鉄 鋼鉄 鋼鉄 鋼鉄 鋼

78.0%▲▲▲▲90412窯業窯業窯業窯業・・・・土石土石土石土石

82.7%▲▲▲▲2021,159化 学化 学化 学化 学

71.1%▲▲▲▲193667紙紙紙紙・・・・パルプパルプパルプパルプ

99.9%▲▲▲▲0820食 料 品食 料 品食 料 品食 料 品

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

前前前前 年年年年 比比比比２０２０２０２０年度年度年度年度
２２２２ＱＱＱＱ
（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）

大口電力大口電力大口電力大口電力 123億億億億600万万万万kWh, 前年比前年比前年比前年比 25億億億億1,500万万万万kWh減減減減（（（（▲▲▲▲17.0％）％）％）％）

～～～～ 今年今年今年今年２２２２月月月月をををを底底底底にににに，，，，徐徐徐徐々々々々にににに回復回復回復回復のののの兆兆兆兆しししし ～～～～

大口電力大口電力大口電力大口電力 123億億億億600万万万万kWh, 前年比前年比前年比前年比 25億億億億1,500万万万万kWh減減減減（（（（▲▲▲▲17.0％）％）％）％）

～～～～ 今年今年今年今年２２２２月月月月をををを底底底底にににに，，，，徐徐徐徐々々々々にににに回復回復回復回復のののの兆兆兆兆しししし ～～～～

（単位：百万ｋＷｈ）
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③
②

④
⑤⑥

⑦

⑩

⑰

⑪

主な大規模工場の進出状況（2008年以降）
（前回説明（昨年11月決算説明会）からの変更点） ２

スペースエナジースペースエナジースペースエナジースペースエナジー（（（（株株株株）））） 【北上市】

＜太陽光発電用単結晶ウエハー＞
2009年1月 稼動

②
（（（（株株株株））））東芝東芝東芝東芝 【北上市】

＜半導体＞
2010年春 稼動予定 → 当面稼働延期

③

サンドビックサンドビックサンドビックサンドビック（（（（株株株株）））） 【栗原市】

＜超硬切削工具＞
2009年9月稼動予定 → 当面稼働延期

④

セントラルセントラルセントラルセントラル自動車自動車自動車自動車（（（（株株株株）））） 【大衡村】

＜自動車＞
2010年10月 稼動予定

⑤
トヨタトヨタトヨタトヨタ紡織東北紡織東北紡織東北紡織東北（（（（株株株株）））） 【大衡村】

＜自動車内装＞
2011年1月 稼動予定

トヨタトヨタトヨタトヨタ自動車東北自動車東北自動車東北自動車東北（（（（株株株株）））） 【大和町】

＜エンジン＞
2010年末稼動予定 → 当面稼働延期

⑦
東北東北東北東北リコーリコーリコーリコー（（（（株株株株）））） 【柴田町】

＜トナー＞
2010年3月 稼動予定

⑧

東和薬品東和薬品東和薬品東和薬品（（（（株株株株）））） 【上山市】

＜医薬品＞
2012年3月 稼働予定

⑨

会津会津会津会津オリンパスオリンパスオリンパスオリンパス（（（（株株株株）））） 【会津若松市】

＜内視鏡＞
2010年12月 稼動予定 →

A棟 2009年4月稼働，B棟 当面稼働延期

⑩

⑫

国際石油開発帝石国際石油開発帝石国際石油開発帝石国際石油開発帝石（（（（株株株株）））） 【上越市】

＜LNG基地＞
2014年 稼働予定

⑭

⑯

〔岩手県〕

〔宮城県〕

〔山形県〕

〔新潟県〕

〔福島県〕

⑥

⑰

①

〔青森県〕

キャノンプレシジョンキャノンプレシジョンキャノンプレシジョンキャノンプレシジョン（（（（株株株株）））） 【弘前市】

＜トナー＞
2008年8月 稼動

〔秋田県〕

ＴＤＫ－ＭＣＣ（ＴＤＫ－ＭＣＣ（ＴＤＫ－ＭＣＣ（ＴＤＫ－ＭＣＣ（株株株株）））） 【由利本荘市】

＜半導体＞
2008年6月稼働

スペースエナジースペースエナジースペースエナジースペースエナジー（（（（株株株株）））） 【いわき市】

＜太陽光発電用単結晶ウエハー＞
2009年10月稼働予定 → 当面稼働延期

⑱

エムエムエムエム・・・・セテックセテックセテックセテック（（（（株株株株）））） 【亘理町】
＜太陽光発電用単結晶ウエハー＞
2010年 稼働予定

・・・新設および増設

・・・（再掲）時期変更

・・・前回説明以降に新設・増設

⑱

⑧

①

※本動向は新聞報道等を基に作成

ﾊﾊﾊﾊﾟ゚゚゚ﾅｿﾆｯｸﾅｿﾆｯｸﾅｿﾆｯｸﾅｿﾆｯｸＥＶＥＶＥＶＥＶｴﾅｼｴﾅｼｴﾅｼｴﾅｼﾞ゙゙゙ｰーーー（（（（株株株株）））） 【大和町】

＜車載用電池＞
2010年初め稼動予定 → 2009年12月

東京東京東京東京エレクトロンエレクトロンエレクトロンエレクトロン（（（（株株株株）））） 【大和町】

＜半導体＞
2010年4月稼動予定 → 当面稼働延期

（（（（株株株株））））デンソーデンソーデンソーデンソー東日本東日本東日本東日本 【田村市】

＜カーエアコン＞
2010年1月稼働予定 → 2011年春以降

（（（（株株株株）ＩＨＩ）ＩＨＩ）ＩＨＩ）ＩＨＩ 【相馬市】

＜航空機エンジン＞
2008年9月 稼働

⑪

⑬

ＮＥＣＮＥＣＮＥＣＮＥＣｾﾐｺﾝﾀｾﾐｺﾝﾀｾﾐｺﾝﾀｾﾐｺﾝﾀﾞ゙゙゙ｸﾀｰｽｸﾀｰｽｸﾀｰｽｸﾀｰｽﾞ゙゙゙（（（（株株株株）））） 【鶴岡市】

＜半導体＞
2009年3月 稼働

東北東北東北東北ニプロニプロニプロニプロ製薬製薬製薬製薬（（（（株株株株）））） 【鏡石町】

＜医薬品＞
2008年10月 稼働⑬⑫

⑭

⑯

⑨

レンゴーレンゴーレンゴーレンゴー（（（（株株株株）））） 【矢吹町】
＜段ボール＞
2010年 稼働予定

⑮

⑲

⑮

⑲

電気化学工業電気化学工業電気化学工業電気化学工業（（（（株株株株）））） 【糸魚川市】
＜カーバイド＞
2011年 稼働予定

ｿﾆｰｴﾅｼｿﾆｰｴﾅｼｿﾆｰｴﾅｼｿﾆｰｴﾅｼﾞ゙゙゙ｰーーー････ﾃﾃﾃﾃﾞ゙゙゙ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ｲｽｲｽｲｽｲｽ（（（（株株株株）））） 【本宮市】
＜リチウムイオン電池＞
2010年3月 稼働予定



販売活動
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○東北地方において，家庭で使用するエネルギーの約７割が，給湯と暖房であるという特性を踏ま
え，CO2の排出削減に向け，給湯については「エコキュート」を，暖房については「ヒートポンプ暖
房」をお勧めし，環境性や省エネ性に優れた高効率機器の普及拡大に取り組んでおります。

○このような取り組みの結果，平成２１年９月までの累計導入戸数はエコキュートが１１４，８０９台，
オール電化住宅が１９５，１３８戸，セミ電化住宅が５７，９７０戸となっております。
※セミ電化：厨房・給湯・暖房のうち，暖房を除く２点で電化機器を採用

○東北地方において，家庭で使用するエネルギーの約７割が，給湯と暖房であるという特性を踏ま
え，CO2の排出削減に向け，給湯については「エコキュート」を，暖房については「ヒートポンプ暖
房」をお勧めし，環境性や省エネ性に優れた高効率機器の普及拡大に取り組んでおります。

○このような取り組みの結果，平成２１年９月までの累計導入戸数はエコキュートが１１４，８０９台，
オール電化住宅が１９５，１３８戸，セミ電化住宅が５７，９７０戸となっております。
※セミ電化：厨房・給湯・暖房のうち，暖房を除く２点で電化機器を採用

エコキュート累計導入実績
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高効率コンバインドサイクル発電設備の導入

１０．９万ｋW

４４．６万ｋW

出力出力出力出力

５０％程度

５８％程度

熱効率熱効率熱効率熱効率

０．５１（３号機） → ０．４２

（従来ガス火力比較で２割程度 削減）
平成２３年３月新潟新潟新潟新潟５５５５号号号号

０．８５９（１・２号機） → ０．３６２

（従来ガス火力比較で３割程度 削減）

平成２２年７月

［平成２２年２月以降］
仙台仙台仙台仙台４４４４号号号号

リプレースリプレースリプレースリプレース前後前後前後前後ののののCO2CO2CO2CO2排出原単位排出原単位排出原単位排出原単位

（（（（kgkgkgkg----CO2/kWhCO2/kWhCO2/kWhCO2/kWh））））

運転開始運転開始運転開始運転開始予定予定予定予定

［［［［試運転試運転試運転試運転］］］］

４

○平成２２～２３年度にかけて，発電コストの低減およびCO2排出量の削減に寄与する高効率コンバ
インドサイクル発電設備を，仙台火力発電所および新潟火力発電所に導入していきます。

○平成２２～２３年度にかけて，発電コストの低減およびCO2排出量の削減に寄与する高効率コンバ
インドサイクル発電設備を，仙台火力発電所および新潟火力発電所に導入していきます。
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東新潟３号系列
４８．６％

東新潟４－１号系列
５５．６％

東新潟４－２号系列
５５．８％

仙台４号
５８％程度

ガスコンバインド火力発電熱効率（低位発熱量基準）の推移

※※※※

※※※※

※※※※ 前提前提前提前提：：：：設備利用率設備利用率設備利用率設備利用率７０７０７０７０％％％％でででで算定算定算定算定



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


