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東北電力グループ経営理念／
東北電力グループスローガン
う ち が さ き・う ん ご ろ う

東北電力は1951年に誕生しました。初代社長の内ヶ崎贇五郎は、敗戦からの復
興期にあたり、
「日本の再建は東北から、東北の開発は電力から」
をモットーに経営
東北電力グループ経営理念

「地域社会との共栄」
私たちは、お客さまや地域によりそい、挑戦と変革をしつづけることで、
東北電力グループだからできる価値を創造し、
豊かな社会と自らの成長を実現します。

を進める考えを明らかにし、
当社グループでは、以来、
このモットーを
「東北の繁栄な
くして当社の発展なし」
という表現に転じ、
およそ70年にわたりこれを基本的な考え
方として事業を営んできました。
この考え方に示される地域社会への強い思いは、当社経営の基本的価値感で
あり、
これが東北電力グループの経営理念である
「地域社会との共栄」にも端的に
示されています。東北・新潟に腰を据え、足を据え、根を張り、貢献するという思い
は、事業環境が激変する中でもグループ社員一人ひとりが業務を遂行する上での
揺るぎない拠り所です。
しかし、
「地域社会との共栄」
のあり方は、時代に応じて変えていかねばなりません。
これまでの当社グループにとっての
「地域社会との共栄」の姿は、東北・新潟に所在

東北電力グループスローガン

するお客さまに安定・低廉な電力をお届けし対価を得ることでしたが、
これからは、
東北・新潟への強い貢献意欲を胸に、事業展開エリアや経営資源を東北・新潟のみ
にとらわれることなく求め、
エネルギーサービスをベースに社会課題解決に資する先
進的な取り組みを進めることで、創出した価値による東北・新潟への貢献や、人材・
技術・投資の誘引を図ることこそが、
その真の姿だと考えています。

東北電力グループだからお役に立てる、
より沿う力。
それは、お客さまひとりひとりを見つめ
ライフスタイルに合った快適な暮らしを提案していくこと。
そして、
これからも地域に、寄り添う力。
それは、創立以来の変わらない想いを胸に

地域とともに発展しつづけること。

心からの感謝の気持ちと大きなこころざしを持って ひとりひとりへ、
そして地域へ。
私たちは、皆さまのお力となれるよう、取り組んでまいります。

この経営理念を体現する上では、地域社会を形成するお客さまのニーズや課
題に対して機を見るに敏になり、新たな共栄の姿を従業員一人ひとりが創出して
いかねばなりません。
従業員一人ひとりが日々の行動や日々の業務を通じて経営理念を体現することを
お客さまや地域社会にお約束したのが東北電力グループスローガン
「より、
そう、
ちか
ら。」
です。
このスローガンの下で、
「お客さまにより沿う」
・
「地域に寄り添う」観点から、
東北電力グループだからこその価値が加わった、快適・安全・安心なスマート社会を
共創してまいります。
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編集方針
東北電力グループ 統合報告書2021 編集方針

報告対象範囲

東北電力グループでは、当社グループの中長期的な価値創造について、財務・非財務の両面からご理解いただくことを目的として、2018 年
度より、
「 東北電力グループ 統合報告書」
を発行しています。

2021年度は、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを特集するとともに、東北電力グループ中長期ビジョン「よりそうnext」
の実現に向けた具体的な施策をご紹介するなど、株主・投資家の皆さまにお伝えしたい内容を厳選し、制作しました。
「国際統合報告フレームワーク」
および経済産業省の
「価値協創ガイダンス」等を参
なお、作成にあたっては国際統合報告評議会（IIRC ）の
照しています。本報告書の記載内容については、取締役会に報告し、正当であることを確認した上で発行しています。
今後も引き続き、東北電力グループについて理解を深めていただけるよう、内容の一層の充実に努めてまいります。

参考にしたガイドラインなど

東北電力の情報開示媒体
東北電力グループにおいて重要度が高い課題・取り組みについては、
「 東北電力グループ
統合報告書」
でご報告しています。
また、詳細な財務情報および非財務情報については、
その
他の情報開示ツールをご参照ください。

決算短信

発行時期

2021年10月（前回2020年9月）
次回発行予定

2022年9月

国際統合報告フレームワーク/
国際統合報告評議会（IIRC）

気候関連財務情報開示タスクフォース
（TCFD）最終報告書

非財務情報

有価証券報告書／ほっとらいん（事業概況）
定時株主総会招集通知／決算説明会資料

原則として2020年度（2020年4月
1 日 〜2021 年 3 月 31 日 ）の 取り組
みを報告していますが、活動内容は
一部過年度と2021年度を含みます。

価値協創ガイダンス/経済産業省

SASBスタンダード/米国サステナビリティ
会計基準審議会

ファクトブック

報告対象期間

サステナビリティ・レポーティング・
スタンダード/GRI

「東北電力グループ 統合報告書」

財務情報

東北電力グループ73社

コーポレート・ガバナンス
報告書
環境コミュニケーション
ブックレット
サステナビリティ
データブック

将来の見通しなどに関する
記述について
本報告書に記載されている情報のうち、
業績見通し等の将来予想に関する情報は、

お問い合わせ先

東北電力株式会社
ソーシャルコミュニケーション部門
〒980-8550
仙台市青葉区本町一丁目7番1号
（代）
TEL.022-225-2111

E-mail:
s.sustainability.vr@tohoku-epco.co.jp

開示時点で把握可能な情報や一定の前
提に基づき当社が判断した見通しであり、
既知・未知のリスクや不確実な要素などの
要因が含まれており、その要因によって実
際の成果や業績、実績等は、見通しとは大

www.tohoku-epco.co.jp/

きく異なるものとなる可能性もあります。
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