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　社会や電力需給構造が大きな転換点を迎える中、自らが主体的に変革を推し進め、挑戦していかなければ、経営理念「地域社会との共栄」に示されるような創立以来の存在意義を果たし続け、社会
とともに持続的成長を実現することは困難となるという強い危機感の下、当社グループは、2020年2月に東北電力グループ中長期ビジョン「よりそうnext」を公表しました。本ビジョンを道標として、東北
6県・新潟県を中心に電力供給を担い続けるとともに、スマート社会（Society 5.0）の実現に資する事業を通じて、社会の持続的発展に貢献するだけでなく、このプロセスを通じ自らも成長していきます。
　また、これにより、「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」という2030年代のありたい姿を実現します。このありたい姿の実現に向
け、基盤事業の「電力供給事業」の構造改革を通じた徹底的な競争力強化による安定的な収益の確保と、成長事業の「スマート社会実現事業」への戦略的な経営資源投入を通じたビジネスモデル
の転換を進めています。

2011
東日本大震災

2020 2030年度 2050

再生可能エネルギーも含めた電源の最適保
有や事業効率を最大限に高めることにより
電気の価値の最大化を目指す

　当社では、東北電力グループ創立70周年の節目となる2021年2月に、東北電力グループ中長期ビジョンを「よりそうnext」と名付けました。
「よりそうnext」には、電力需給構造の変化や社会課題の顕在化などの厳しい事業環境に打ち克ち、「東北発のスマート社会」を実現するために、
“お客さまによりそう新たな価値を創造・提供し、東北発のスマート社会の実現を通じて、ポストコロナの次の時代を切り拓いていく”という決意を
込めています。
　事業環境の変化を変革の契機と捉えて、自らの強みを生かしながら、グループ全従業員が総力を挙げて、「よりそうｎｅｘｔ」実現に向けた取り組
みを加速し、ビジネスモデルを早期に転換させていきます。

発電・送配電・販売の
一貫体制での事業運営
 震災からの地域の復興と財務
基盤の回復

 電力小売全面自由化時代にお
ける競争力強化

東北電力グループ
中長期ビジョンの
名称について

これまで

電力供給事業（基盤事業）

ビジネスモデルの転換 快適・安全・安心なサービスを幅広く提供する
ことでお客さまの豊かさの最大化を目指す

スマート社会実現事業（成長事業）

2025～2030
成長加速期

2020～2024
ビジネスモデル転換期

企業
価値

東北電力グループ中長期ビジョン

電力供給とスマー
ト社会の実現で
カーボンニュート
ラルへ挑戦

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

2030年代の
ありたい姿

東北電力グループ中長期ビジョン「よりそうnext」

Tohoku Electric
Power Group
Carbon Neutral
Challenge 2O5O
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東北電力グループとは 東北電力グループ中長期ビジョン

東北電力グループ中長期ビジョンの全体像
トップメッセージ特　集イントロダクション 企業価値創造を支える経営基盤の進化戦　略 会社情報財務情報



収益力を徹底強化し財務目標を着実に達成 想定されるダウンサイドのリスク要因

収益性確保を前提とした販売戦略
競争激化による収益力低下
再エネ大量導入に伴う、供給サイ
ドの構造変化（火力電源の競争力
低下）

キャッシュ創出力をより重視した販売アプロー
チの推進（域内・外、小売・卸）

供給力の最大活用・整理

柔軟な燃料調達やトレーディング機能を活用
した需給最適化による電源競争力の強化や経
年火力休廃止による発電コストの低減

業務プロセスの徹底的な見直し

業務プロセスの見直し・集約化や働き方改革
の加速による生産性向上による成長分野への
人員シフト

電力
供給
事業

その他
（建設等）

　東北電力グループでは、基盤事業の「電力供給事業」の抜本的な構造改革を通じた競争力強化により安定的に収益を確保するとともに、成長事業の「スマート社会実現事業」に挑戦し、経営
資源を戦略的に投入していくことで自らのビジネスモデルを大きく転換させていきます。ビジネスモデル転換を成し遂げるためには、これに投じる資金（キャッシュ）創出が不可欠であり、財務目標
（指標）として「連結キャッシュ利益」を設定し、キャッシュ創出力の向上に取り組んでいるところです。
　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すだけでなく、多様なス
テークホルダーへの着実な還元も行っていきます。

　安定供給の維持ならびに新たな成長分野への投資やさまざまなステークホルダーへの
支払い・還元に要するキャッシュ水準を基に、「2024年度に連結キャッシュ利益3,200億
円以上」を達成すべき最低限の水準として設定しています。

　東北電力グループは、事業環境の大きな変化に対し、基盤事業である「電力供給事業」
の効率性を高めるため、事業の構造改革を大胆に進め、数百億円規模の変動費・固定費
の双方のコスト削減に取り組むこととしています。
　また、さらなるキャッシュ創出力・利益を重視した販売戦略を推進するとともに、ビジネス
モデル転換に向けた取り組みを一層加速し、財務目標の達成に向けて取り組んでいきます。

財務目標 財務目標達成に向けた取り組み

2020年度
（実績）

3,023億円

連結キャッシュ 
利益

3,200億円以上
を達成

さらなる成長を
目指す

2024年度

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

ありたい姿

スマート社会
実現事業

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）

　当社は、必要とされるキャッシュ創出力を測るため、経常利益など会計上の利益指標に含まれないノン
キャッシュ費用（減価償却費、核燃料減損額）や持分法投資損益を含む、「連結キャッシュ利益」を財務目標と
して設定しております。
　連結キャッシュ利益の算定方法は以下のとおりです。

参考 連結キャッシュ利益とは

左記の打ち手を通じ、
ダウンサイドリスクに的確に対応
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東北電力グループとは 東北電力グループ中長期ビジョン

定量的に目指す姿（財務目標）
トップメッセージ特　集イントロダクション 企業価値創造を支える経営基盤の進化戦　略 会社情報財務情報



　電力供給事業の構造改革を通じた競争力の徹底強化に向け、業務全般に係る徹底的な効率化を進めており、2020年度は、燃料調達の最適化、電源構成最適化等に取り組み、200億円程
度のキャッシュ利益改善効果を実現しました。
　また、業務プロセスの見直し・集約化や働き方改革の加速による生産性向上等により、120名相当程度の業務を削減し、成長分野への人員シフトに取り組んでいます。

2020年度の主な取り組み内容

　コスト構造改革の大きな柱である資材・役務調達に係る調達価格の低減のため、2013年7月に調達改革
委員会を設置し、「買い方」「買うモノ」「買う量」の3つの切り口から各種施策を進めています。本委員会では、
電力小売全面自由化の進展に伴う競争激化などを踏まえ、より一層の経営効率化と競争力の強化を実現す
るため、2019年6月より「第Ⅲ期」として、安全確保と安定供給を前提に、これまでの取り組みからさらに踏
み込んだコスト低減を進めています。

（参考）調達改革の取り組み

第Ⅲ期の検討内容（2019年6月～2022年5月）

・競争力強化に向けたさらなる施策への踏み込み
・持続的効率化を可能にする組織能力・体制・インフラの強化

調達改革委員会における３つの切り口

「買い方」
を変える

競争発注の拡大
発注の集約・均平化
外部との共同調達
海外サプライヤーの拡大　等

「買うモノ」
を変える

設計・仕様の見直し　等
（独自仕様や高スペック、工事仕様や工程見直し　等）

「買う量」
を変える

設備維持メンテナンス基準の見直し
業務水準の見直し　等

主な取り組み内容

燃料調達の最適化  柔軟な燃料調達（LNGスポット調達の活用）、トレーディング機能を活用した需給最適化による電源競争力の強化

電源構成の最適化  最新鋭電源である能代３号の運転開始および経年火力休廃止

業務プロセスの見直し・集約化  営業・バックオフィス業務の効率化による成長事業推進人員の拡充
 テレビ会議やペーパーレス化など諸経費全般の徹底的な削減

働き方改革の加速による生産性向上  テレビ会議やペーパーレス化など諸経費全般の徹底的な削減
 働き方改革の推進や業務プロセスの効率化を通した、総労働時間の削減・意思決定の迅速化、人員抑制などによる人件費の削減

人件費の効率化  社員の給料手当（基準賃金）の削減継続や採用数抑制による人員効率化、福利厚生制度の見直し

設備投資関連費用・修繕費などの効率化

 効率的な設備運用やメンテナンスなどの効率化
 新技術の採用や工事範囲の精査による工事仕様・工法の合理化、機器の劣化状況調査等に基づく最適な取替工事実施時期の見極め
 設備の劣化状況を見極めた修繕工事範囲の精査、工事・点検周期の見直し、工事仕様・工法の合理化
 内容・仕様の見直し、競争発注の拡大、関係会社を含めた取引先からの資材・役務調達に係る調達価格低減などのコスト削減
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東北電力グループとは 東北電力グループ中長期ビジョン

2020年度の効率化実績
トップメッセージ特　集イントロダクション 企業価値創造を支える経営基盤の進化戦　略 会社情報財務情報



　「ビジネスモデル転換期」においては、原子力再稼働や再生可能エネルギーの開発に加え、ビジネスモデルの転換に向けた成長事業への投資が当面続く見通しです。一定の財務規律や健全性
を確保していくため、財務目標達成によるキャッシュ創出力の強化やバランスシート・マネジメントの取り組みを着実に進めます。

　当社は、2011年3月に発生した東日本大震災によって財務基盤が大幅に毀損したため、
自己資本の充実を図ってきました。その結果、これまでの経営効率化の推進等により、着実
な利益創出によって自己資本は回復してきています。
　今後、「よりそうnext」を実現していくため、財務目標である連結キャッシュ利益目標を着
実に達成していくとともに、連結有利子負債/キャッシュ利益倍率や連結自己資本比率をモ
ニタリングし、財務規律の維持や財務健全性の確保にも努めていきます。

　「よりそうnext」の実現に向けた取り組みにより、株主の皆さまへの配当は、安定配当を
基本に、引き続き利益創出力の向上を図り、財務体質改善に継続的に取り組み、ご期待に
お応えできるよう努めます。

経常利益・自己資本比率の推移 株主還元の方針

2009

432

802

20.5

22.8

390

1,166

1,526

1,047 884

657 675

18.3 18.5
17.9

11.3

15.213.9

12.6

14.6

16.8
17.3

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

△500

△1,000

△1,500

△2,000

△2,500

25.0

22.5

20.0

17.5

15.0

12.5

10.0

7.5

5.0

2.5

0

（億円） （%）

2010 2011

△1,764

△932
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 連結経常損益（左軸）　 自己資本比率（右軸）

東北電力グループ中長期ビジョン「よりそうnext」における考え方

財務健全性

原子力再稼働や再生可能エネ
ルギーの開発などの電気事業
の投資に加え、成長事業への
投資において有利子負債を効
果的に活用していく中で、負債
返済能力(フロー)や財務体質
をモニタリングしていく

株主還元

株主還元について、安定配当＋
女川2号機再稼働やスマート
社会実現事業の事業化の進捗、
財務目標の達成見通しなどを
踏まえ、着実に還元

資本効率性

個々の投資の収益性や企業グ
ループ全体の資本効率をモニ
タリングし、電気事業の収益性
確保と資源シフトによる成長事
業の早期収益化を図り、投下
資本に対するリターンの向上
を目指す

個人投資家向け会社説明会（Web開催）の様子
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 配当金（左軸）　 配当性向（右軸）

999

連結有利子負債 
キャッシュ利益率倍率：8.1倍
連結自己資本比率：18.5％

中間：20円／期末：20円 ROIC 2.0％

2020年度実績 2020年度実績 2020年度実績
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東北電力グループとは 東北電力グループ中長期ビジョン

財務健全性・株主還元・資本効率性の考え方
トップメッセージ特　集イントロダクション 企業価値創造を支える経営基盤の進化戦　略 会社情報財務情報




