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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。
　ここに当社第98期中間事業概況（2021年度上半
期）をご報告申しあげます。

　電気事業を取り巻く環境は，小売競争の激化や新
型コロナウイルス感染症による電力需要への影響，
さらには，2050年カーボンニュートラルに向けた動
きの加速など，大きくかつ急速に変化しております。

　このような中，当社グループは，「東北電力グルー
プ中長期ビジョン『よりそうｎｅｘｔ』」のもと，基盤事業
である電力供給事業の構造改革を通じた競争力強化
に取り組むとともに，成長事業であるスマート社会実
現事業の早期収益化を通じたビジネスモデルの転換
に挑戦しております。
　
　スマート社会実現事業につきましては，今年４月に
設立した「東北電力フロンティア株式会社」におい
て，電気と動画配信サービスを組み合わせたサービ
スの提供を開始し，同じく４月に設立した「東北電力
ソーラーｅチャージ株式会社」では，太陽光発電設備と

蓄電池の設置サービスの提供を開始するなど，新た
な事業・サービスの展開をはかっているところです。

　カーボンニュートラルに向けましては，2030年度
のCO₂排出量を2013年度実績から半減することを
目指し，「火力電源の脱炭素化」の実証・研究などの
具体施策に取り組むこととしております。また，これ
に加えて，「再生可能エネルギーと原子力発電の最大
限活用」をはかっていくとともに，「電化とスマート社
会実現」を推進し，CO₂の排出削減への取り組みを加
速してまいります。
　
　 当 社とい たしまして は，創 立70周 年 の 節 目
を 新 た な 出 発 点として，グ ル ー プ ス ロ ー ガン

“ ”のもと，さらなる企業価値の
向上をはかってまいります。

　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。
　

２０２１年11月

取締役会長 取締役社長

　女川原子力発電所２号機は，2020年2月に原子力規制委員会から原子炉設置変更許可を受け，現在，工事計画認可申請に係る審
査などに対応しております。なお，安全対策工事は2022年度の工事完了を目指して進めております。
　東通原子力発電所1号機は，これまでの審査により，発電所敷地内および敷地周辺の断層の活動性について，「概ね妥当な検討が
なされている」と評価され，審査は着実に進捗しており，現在，地震・津波
の審査に対応しております。なお，安全対策工事は2024年度の工事完了
を目指して進めております。
　今後も，審査に適切に対応していくとともに，新規制基準への適合にとど
まらず，原子力発電所のさらなる安全性向上に向けた取り組みを着実に進
め，地域の皆さまからのご理解を得ながら，再稼働を目指してまいります。

高性能住宅を提供する各住宅会社と，「あおぞらチャー
ジサービス」の販売に関する業務提携契約を締結。

提携先 所在地
遠藤建設株式会社

新潟県
佐渡市

加藤建設株式会社
株式会社佐渡ルーフ
株式会社萩田換地
吉井木材工業株式会社

提携先 所在地

株式会社　北洲 宮城県
富谷市

原子力発電所の再稼働に向けた取り組みTopics④

東通原子力発電所 電源車による電源確保訓練の様子
（女川原子力発電所）

新潟火力発電所５号系列
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LNG火力の取り組み 
（新潟火力発電所）
燃焼時にCO₂を排出しない水素/ アン
モニアの混焼実証を行い，燃焼安定性
の確認等を行う。

石炭火力の取り組み 
（能代火力発電所）
高い熱エネルギーを有する「ブラック
ペレット」（木材を加熱して半炭化させ
たバイオマス燃料）混焼の実証を行う。

期間：2021年
9月13日（月）～12月27日（月）まで

70周年記念
ご愛顧感謝キャンペーン

39,000

0

キャンペーンに関するお問い合わせ先

得祭イメージキャラクター　
RINGOMUSUME（りんご娘） 王林

東北電力　トクまつり

正方形 　w105×h105mm　王林

　当社グループは，お客さまが，快適・安全・安心に暮らすことができる「スマート社会の実現」を目指しております。ここでは，
今年４月に設立いたしました「東北電力フロンティア株式会社」と「東北電力ソーラーｅチャージ株式会社」が展開するスマート
社会実現事業についてご紹介いたします。

スマート社会実現事業への挑戦　～新会社による事業の展開～Topics③

　当社はくらしのトータルサービス「より、そう、ちから。+ONe」のもと，
快適・安全・安心な暮らしをサポートするサービスを提供しております。
　また，創立70周年を記念するご愛顧感謝キャンペーンの第３弾とし
て，12月27日までの期間，よりそうe ポイントが当たる他，対象料金プ
ランへのご加入で電気の基本料金が3カ月無料になる「得祭（トクまつ
り）」を開催しております。

　当社グループでは，今年３月に「カーボンニュートラルチャレンジ2050」
を策定し，「再エネと原子力の最大限活用」，「火力の脱炭素化」，「電化とス
マート社会実現」により，カーボンニュートラルに向けた取り組みを進めてお
ります。また，送配電事業において，安定供給の維持と再生可能エネルギー
導入拡大を実現するため，電力ネットワークの環境整備を進めております。
　こうした取り組みを加速させるため，今年７月に「２０３０年度におけるＣＯ₂
削減目標」を設定するとともに，「火力の脱炭素化の実証・研究」などの具体
施策を進めることといたしました。

東北電力グループ“カーボンニュートラルチャレンジ2050”
～2030年度におけるCO₂削減目標および実現に向けた具体的な取り組みについて～Topics①

ご家庭のお客さま向けのサービス・キャンペーンの展開について　Topics②

Message

※実現可能性を見極めつつ，国や研究機関，他社とも積極的に連携

シンプルでんき with Netflix（2021年11月より）
◦“でんき”と世界最大級の動画配信サービス“Netflix”を組

み合わせた，日本で初めてのサービス

◦東北電力フロンティアのでんきをお使いいただくことで，世界
中の豊富な動画コンテンツをお得にお楽しみいただけます

「シンプルでんき with Netflix スタートキャンペーン」実施中

ご契約された方の中から抽選で合計5,550名様に豪華賞品
プレゼント

※本プランでは，燃料費調整制度に基づく燃料費調整を行いません。また，料金には消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金を含みます。
※東北6県および新潟県のお客さまを対象にご提供しております。

★東北電力フロンティア株式会社★　～ Netflix 社との業務提携によるサービスを提供～

★東北電力ソーラーｅチャージ株式会社★　～太陽光発電・蓄電池システムを活用したサービスを提供～

業務提携

【当社指定の電力会社】
東北電力フロンティア株式会社
株式会社東急パワーサプライ

あおぞらチャージサービスの概要
～環境にやさしいエコな電気をお届け～

お 客 さ ま

※佐渡市では，東北電力ネットワーク株式会社が電気を供給

くわしくはこちら

くわしくはこちら

よりそう見守り
でんきゅう
離れた家族を
スマホアプリで
簡単見守り

詳しくは
コチラ！

木質チップ
（未利用材）

石炭 払出設備
（コンベヤ）

バンカ/ミル
（粉砕機） ボイラ

ブラックペレット

ブラックペレット

「水素/アンモニア混焼」のイメージ 「ブラックペレット混焼」のイメージ

蒸気タービン 発電機 煙突ガスタービン 排熱回収ボイラー



2

東京証券取引所の市場区分見直しへの対応について ～「プライム市場」を選択～

第98期中間事業概況
2021年4月～2021年9月
第98期中間事業概況
2021年4月～2021年9月
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決算ハイライト（2021年度上半期）
新型コロナウイルスの影響で大幅に減少した前年同期からの反動などにより，販売電力量(小売)は増
加したものの，市場取引における販売電力量（卸売）が減少したことなどから，販売電力量（全体）は
前年同期に比べ２．２％減の３９１億ｋＷｈとなりました。

販 売 電 力 量

減価償却方法の変更により減価償却費が減少したものの，燃料費調整制度のタイムラグ影響や，福島
県沖地震による火力発電所の停止影響による，一時的な要因があったことなどから，前年同期に比べ，
４０６億円減益の３９９億円となりました。

経常利益（連結）

経常利益は，燃料費調整制度のタイムラグ影響や福島県沖地震による火力発電所の停止影響などに
より，前年度に比べ４８．２%減の３５０億円程度，親会社株主に帰属する当期純利益は，前年度に比べ
２１．７%減の２３０億円程度となる見通しです。
中間配当金は，１株につき２０円としました。また，期末配当金は，１株につき２０円を予定しています。

業 績 予 想
配 当 予 想
（2021年度通期）

植物油インキを使用して
います。

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

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

　2022年4月に，東京証券取引所の
市場区分の見直しが行われます。
　当社は現在，「市場第一部」に上場し
ておりますが，市場区分の見直しに伴
い，新たな３つの市場区分のうち，「プ
ライム市場」を選択することといたし
ました。
　今後とも，適時適切な会社情報の開
示とコーポレートガバナンスの強化に
努めるとともに，当社グループの持続
的な成長と中長期的な企業価値の向
上に取り組んでまいります。

Financial Information 財務情報

日本取引所グループ WEB サイト（https://www.jpx.co.jp/corporate/）をもとに，当社作成

表紙写真のご紹介

２４時間体制で電気の需給バランスを調整
（東北電力ネットワーク株式会社中央給電指令所）
　社会の動きにより変化する電気の需要に対し
て，常に同量の電気を送れるよう，２４時間体制で
電気の供給量をコントロールしております。

個人投資家のみなさま向け会社説明会の動画配信
 会社説明会の動画配信を行っております。動画は，下記のURLおよび
QR コードよりご視聴いただけます。

https://www1.daiwair.jp/qlviewer/
e-cast/2109189506sijybfkv56/index.html

現在の市場区分

新市場区分（2022年4月4日～）

プライム市場 スタンダード市場 グロース市場

市場第一部 市場第二部 マザーズ
スタンダード

グロース

JASDAQ


