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　株主のみなさまには，平素より格別のご高配をた
まわり，厚く御礼申しあげます。
　また，新型コロナウイルス感染症に罹患された方
に心よりお見舞い申しあげます。
　ここに当社第９６期事業概況（２０１９年度通期）をご
報告申しあげます。

2019年度決算について
　当社の２０１９年度決算（連結）は，電力小売全面自
由化に伴う競争激化の影響などにより，販売電力量
（小売）の減少影響などがあったものの，能代火力発
電所３号機の運転開始による燃料費改善効果や，企
業グループ一体となって生産性・効率性のさらなる
向上に努めたことなどに加えて，燃料費調整制度の
タイムラグ影響が利益を大きく押し上げたことから，
経常利益は前年度を上回る999億円となりました。
　２０１９年度期末配当金につきましては，上記の決算
および財務の状況などを総合的に勘案し，１株につき
２０円（年間で４０円）とさせていただきました。

昨年度を振り返って
　東北・新潟地域では，昨年１０月の台風１９号をはじ
め，様々な自然災害に見舞われましたが，当社は，これ
までの経験を踏まえ，関係各所とも連携を図りながら，
早期の停電復旧に努めました。自然災害が年々大規
模化・激甚化するなか，電力の安定供給に向けて，引
き続き災害対応力の強化に努めてまいります。
　また，今年２月，女川原子力発電所２号機について，
原子炉設置変更許可をいただきました。引き続き，審

査に万全を期して対応するとともに，２０２２年度の工
事完了を目指し，安全対策工事を進めてまいります。

中長期ビジョンの策定について
　今年２月，当社は，２０３０年代をターゲットとする「東
北電力グループ中長期ビジョン」を新たに策定しまし
た。これまでの電力供給事業だけにとどまらず，社会
課題の解決により，地域に住む方々の快適・安全・安
心な暮らしに貢献する「スマート社会実現事業」にも
取り組み，「ビジネスモデルの転換」に果敢に挑戦して
まいります。
　さらに，新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い，
様々な課題が浮き彫りになり，暮らしや働き方など社
会経済システムに大きな変化をもたらす可能性があ
ります。当社は，これらの課題解決に資するスマート
社会の実現に貢献できるよう，スピード感を持って中
長期ビジョンの達成に取り組んでまいります。

　当社といたしましては，東北電力グループスローガ
ン「 」のもと，今年４月１日に分社
した送配電事業を担う「東北電力ネットワーク株式会
社」をはじめ，企業グループ一丸となって，お客さまや
地域をはじめとするステークホルダーのみなさまの
ご期待にお応えしてまいります。

　株主のみなさまにおかれましては，なお一層のご理
解とご協力をたまわりますようお願い申しあげます。

２０２０年６月

取締役会長 取締役社長

Message
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販売電力量（卸売）は増加したものの，電力小売全面自由化に伴う競争激化の影響などにより，販売電
力量（小売）が減少したことから，前年度に比べ0.3％減の848億２千万キロワット時となりました。

販売電力量（小売）の減少影響などがあったものの，能代火力発電所３号機の運転開始による燃料費
改善効果や，企業グループ一体となって生産性・効率性のさらなる向上に努めたことなどに加えて，燃
料費調整制度のタイムラグ影響が利益を大きく押し上げたことから，前年度に比べ，342億円増益の
999億円となりました。

2020年度の業績予想につきましては，新型コロナウイルスの感染拡大に伴う電力需要等への影響が
不透明なことから，現時点においては，合理的な算定が困難な状況であるため未定としております。ま
た , 配当予想につきましても，中間・期末ともに未定としております。

くわしくはこちら

決算ハイライト
販売電力量

 経常利益  

業績予想
配当予想

Financial Information 財務情報
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［電力供給事業］
　 「発電・卸売」と「送配電」が，各々の事業効率を
最大限に高め，安全確保を大前提に，安定供給，経済
性，環境性の同時達成を図りながら，お届けする電気
の価値の最大化を目指し，スマート社会の実現にも
貢献します。

　当社は，このたび「東北電力グループ中長期ビジョン」を策定しました。
　本ビジョンでは，今後の経営の方向性として「東北発の新たな時代のスマート社会の実現に貢献し，社会の持続的発展ととも
に成長する企業グループ」を２０３０年代の「ありたい姿」としています。

　電力小売全面自由化による競争の激化や送配電部門の分社化に加えて，再生可能エネルギーの導入拡大やデジタル化に伴う
電力需給構造の変化など，当社を取り巻く事業環境は大きな転換点を迎えています。また，東北６県および新潟県では，他地域
と比較して人口減少や少子高齢化が加速しており，社会構造も大きく変化しようとしています。
　このような変化の激しい時代において，今後も東北電力グループが地域とともに成長していくためには，自らが変革を推し進
め，主体的に挑戦していく必要があります。

ビジョン策定の背景

　2030年代のありたい姿の実現に向け，基盤事業である「電力供給事業」の構造改革を通じて，競争力を徹底的に強化するこ
とにより，安定的に収益を確保するとともに，「スマート社会実現事業」を成長事業として位置づけ，経営資源を戦略的に投入し
ていくことで，ビジネスモデルの転換に挑戦します。

ビジョンの概要

［スマート社会実現事業］
　社会課題を解決し，地域に住む方々が快適・安全・安心に暮らすことができる社会を実現する「スマート社会実現事業」を成
長事業として位置づけ，お客さまの豊かさの最大化を目指します。

スマート社会
実現事業

電力小売  

発電・卸売
経済性・環境性

に優れた
電力を供給

送配電
東北6県・新潟県に

電力を安定してお届け 

他事業者 他事業者 

お
客
さ
ま
の

豊
か
さ
を
最
大
化

お
客
さ
ま

「東北電力グループ中長期ビジョン」を策定Topics
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　ビジネスモデルの転換を成し遂げるために必要となるキャッ
シュ創出力の向上に向けて，財務目標として連結キャッシュ利益※

を設定します。
　当社は，2024年度に連結キャッシュ利益3,200億円以上を
達成し，長期的に持続可能なキャッシュ創出力の基盤を構築す
るとともに，将来的にはさらなる成長を目指します。

定量的に目指す姿（財務目標）

くわしくはこちら

3,000億円

3,200億円以上
を達成

電力供給
事業

2018年度（実績） 2024年度

その他

さらなる成長を
目指す

ありたい姿

スマート社会
実現事業

連結キャッシュ利益

電力供給事業の
収益性向上とスマート
社会実現事業の
ビジネスモデル構築

スマート社会実現
事業へビジネス
モデルを転換

「東北電力グループ中長期ビジョン」を策定

　2020〜2024年度を「ビジネスモデル転換期」とし，ありたい姿の実現に向けて，３つの力点にもとづいた取り組みを推進して
まいります。

ビジネスモデル転換に向けた取り組み

力点 1 “Change”電力供給事業の抜本的変革による競争力の徹底強化
　事業効率を最大限に高め，電気の価値を最大化す
るため，発電・卸売および送配電のあらゆる分野で
電力供給事業の構造改革を進めてまいります。

◦原子力の早期再稼働
◦再生可能エネルギー事業の開発拡大
◦電力取引市場も活用した積極販売
◦電力の安定供給
◦スマート社会実現に向けた電力ネットワークの
　高度化　等

安全対策工事の進む女川原子力発電所 当社企業グループの風力発電設備（秋田県能代市）

※ 連結キャッシュ利益 = 営業利益＋減価償却費＋核燃料減損＋持分法投資損益
　 （営業利益は燃料費調整制度のタイムラグ影響を除く。）

力点 2 “Challenge”スマート社会実現事業の早期収益化への挑戦
　お客さまの豊かさを最大化するため，電力を切り
口に，多様なサービスを提供する事業への転換に挑
戦してまいります。

◦マーケティング機能の拡充等による電力小売の
　競争力の徹底強化
◦ガス販売の収益拡大
◦スマートライフ電化や暮らしをサポートする
　サービスの提案
◦VPP※等の次世代エネルギーサービスの事業化　等

お客さま提案活動の様子 世界最大規模のVPP事業者との戦略的な連携
※ バーチャルパワープラントの略称。地域に分散して存在するエネルギーリソースを，デジタル技術で遠隔制御・集約することで，一つの発電所のように機能させること。

力点 3 “Create” 企業価値創造を支える経営基盤の進化
　ESG※1を重視しながら，中長期ビジョンに沿った取
り組みを進めることで，東北発の新たなスマート社
会を実現し，SDGs※2の達成に貢献してまいります。

◦事業創出機能の強化・成長事業への経営資源シフト
◦環境経営の推進
◦働き方改革・ダイバーシティの推進
◦コーポレート・ガバナンスの強化　等

女性活躍に向けたワーキンググループ主催
の情報交換会を実施

電力供給事業とスマート社会実現事業を通じて
特に注力するSDGsの目標

※1 Environment（環境），Social（社会），Governance（ガバナン
ス）の3つの言葉の頭文字をとったもの。

※2 持続可能な開発目標。2015年9月の国連サミットで採択され
た2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標。
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Topics 東北電力ネットワーク株式会社の事業開始
　東北電力ネットワーク株式会社は，送配電部門の法的分離に対応するため，
東北電力株式会社の一般送配電事業および離島における発電事業等を承継
し，４月１日より事業を開始いたしました。

商 号 東北電力ネットワーク株式会社

所 在 地 宮城県仙台市青葉区本町一丁目７番１号

事 業 内 容 一般送配電事業　離島における発電事業　　等

取 締 役 社 長 坂本　光弘

資 本 金 ２４０億円

株 主 構 成 東北電力株式会社　１００%

植物油インキを使用して
います。

◦証券会社へ株式をお預けの株主さま
　お取引の証券会社までお問い合せください。
◦証券会社とのお取引がない株主さま
　上記の三菱ＵＦＪ信託銀行㈱のフリーダイヤルまでお問い合せください。

市区町村から通知されたマイナンバーは，当社が作成する配当金や株
式の譲渡取引に関する支払調書など法令に定められた調書に記載し，
税務署へ提出する必要があるため，株主さまから，お取引の証券会社
等へマイナンバーをお届出いただく必要がございます。

マイナンバーに関するお知らせ お届出に関する手続の詳細につきましては，下記までお問い合せください。

お問い合せ先・郵便物ご送付先　※当社の事業所ではお手続きを承っておりませんのでご了承ください。

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号　三菱 UFJ 信託銀行株式会社　証券代行部お手続用紙の
ご送付先

特別口座に係る下記４点のお手続用紙のご請求はホームページで24時間承っております。
　・変更届（住所，印鑑，氏名等）　 ・配当金振込指定書　・単元未満株式買取請求取次依頼書　・口座振替申請書
ホームページ　https://www.tr.mufg.jp/daikou/

お手続用紙の
ご請求先

電話 0120-232-711（通話料無料）（受付時間 土・日・祝日を除く 9：00〜17：00）お問い合せ先

除幕を行う東北電力樋口社長と東北電力ネットワーク坂本社長

表紙写真のご紹介

　当社の株式は1単元が100株となっており，単元未満株式（1〜99株）については株式市場
で売買することができません。このため，当社では単元未満株式の買増制度および買取制度を
ご用意しております。単元未満株式をお持ちの株主さまは，ぜひ買増・買取制度のご利用につ
いてご検討ください。
■単元未満株式の買増制度／単元未満株式と合わせて1単元（100株）となる株式を当社から
購入いただく制度。
■単元未満株式の買取制度／単元未満株式を当社に売却し現金化する制度。
※当社株式を証券会社の口座でお持ちの株主さまは，お取引の証券会社でのお手続きとなります。

当社ホームページ　https://www.tohoku-epco.co.jp/

　個人投資家さま向け IRメール配信サービスを行っております。
最新の決算情報など様々なニュースを発信いたします。
　記載のQRコードもしくは，当社ホームページ（トップページ＞
IR・会社情報＞株主・投資家のみなさま）よりご登録ください。

■女性技術者の活躍
　当社グループでは，発電・送配電・再生
可能エネルギー事業の開発拡大等，様々な
分野で女性技術者が活躍しています。

IRメール配信サービスのお知らせ

株式に関するお知らせ  〜単元未満株式（1〜99株）をお持ちの株主さまへ〜


