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事 業 報 告 
2020 年４月１日から 2021 年３月 31 日まで 

 
 

当社は，社会の一員として法令および定款に適合し，公正・透明かつ効

率的に事業活動を推進するため，「業務の適正を確保するための体制」を

次のとおり整備し，お客さま，地域の方々，株主・投資家の皆さま，お取

引先の方々などから信頼され選択される企業を目指す。 

         

【１】経営管理に関する体制  

① 取締役会を原則として毎月１回開催し，法令・定款・社内規程に定

められた決議事項および経営に関する重要な意思決定を行うととも

に，取締役の職務執行に対する監督を行う。 

② 取締役会において決定した役割に基づき，取締役は，法令・定款・

取締役会決議に則り職務を執行し，その職務の執行について定期的

に取締役会に報告するとともに，相互に監督を行う。 

③ 独立性を確保した社外取締役の参画により，客観的・中立的かつ多

様な視点での監督機能を強化する。 

④ 取締役会決議により重要な業務執行の決定の一部を取締役会から取

締役に委任するとともに，社長執行役員，副社長執行役員および常

務執行役員（以下，あわせて「役付執行役員」という。）が業務執

行を担う体制とし，「監督」と「執行」の役割を分担することで，

取締役会の監督機能を強化するとともに，迅速かつ機動的な意思決

定により効率的に業務を執行する。 

⑤ 役付執行役員により構成される経営会議を原則として毎週開催す

る。経営会議では，取締役会決議に基づき，全般的な業務運営の方

針および計画ならびに重要な業務の執行について協議する。 

⑥ 役付執行役員は，事業運営に関する計画等を策定して重点施策・目

標を明確化するとともに，適切にマネジメントサイクルを展開する

ことで，効率的な業務執行を推進する。 

⑦ 取締役，執行役員および使用人（以下，あわせて「取締役等」とい

う。）は，職務執行の適正および効率性を確保するため，法令・定

款・取締役会決議および社内規程等に基づき，職務を執行する。 

 

業務の適正を確保するための体制に関する基本方針および当該体制の

運用状況 

１．業務の適正を確保するための体制に関する基本方針 

当社は，取締役会において，「業務の適正を確保するための体制に関す

る基本方針」を決議しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

⑧ 取締役等の職務の執行に関わる文書，電磁的情報その他の情報等に

ついて，社内規程に基づき適切に管理・保存し，取締役は，いつで

もこれを閲覧することができる。  

 

【２】企業倫理・法令遵守に関する体制  

① 取締役会は，東北電力グループＣＳＲ方針および東北電力グループ

行動指針を策定し，社長執行役員を議長とするＣＳＲ推進会議の下，

企業グループが一体となったＣＳＲを推進する。取締役および執行

役員は本方針・指針を率先垂範するとともに，自らの役割としてそ

の定着と徹底を図る。 

② 社長執行役員を委員長とする企業倫理・法令遵守委員会を設置し，

東北電力グループ企業倫理・法令遵守活動方針を定め，コンプライ

アンス推進を担当する役員の監督の下，各事業所においては企業倫

理推進活動の責任者を中心に，東北電力グループ行動指針の徹底，

教育・啓発活動等を行い，事業活動における企業倫理・法令遵守を

推進する。 

③ 企業倫理相談窓口を設置し，相談者（当社取締役等，グループ会社

の取締役，使用人および監査役ならびに取引先等の関係者）の保護

を図りながら，相談案件の調査等を行う。 

④ 反社会的勢力からの不当な介入や要求に対しては，関連する社内規

程等に基づき，毅然として対応する。 

⑤ 企業倫理・法令遵守に関する取り組み等については，企業倫理・法

令遵守委員会および取締役会へ定期的に報告する。  

 

【３】損失の危険の管理に関する体制  

① 全社および各部門のリスク管理が適切に行われるよう，組織，職務権

限および社内規程を整備する。 

② 定期的に事業活動に関わるリスクの抽出・評価を行い，経営に重大な

影響を及ぼすおそれのあるリスクについては，その対策等を各部門が

策定する毎年度の事業計画に織り込み，管理サイクルの中でリスク管

理を実践する。 

③ 自然災害および原子力災害等に関わるリスクへの対応について，定期

的に訓練を行い，これらの事象が発生した場合は非常災害対策本部等

を設置し，適切に対応する。 



 
 

 

④ 原子力発電所の自主的かつ継続的な安全性向上について，原子力安全

推進会議を設置し，定期的に安全性の評価・分析，リスク低減に向け

た対応策等を検討し，適切に対応する。 

⑤ 当社の財産や社会的信頼等に重大な影響を与える危機を未然に防止

するとともに，万一危機が発生した場合の被害を最小限に食い止める

ため，危機管理委員会を設置し，リスクへの対応力向上のための訓練

や情報共有化等に取り組む。これらの事象が発生した場合は，社内規

程に基づき対策本部を設置し，適切に対応する。 

⑥ リスク管理の状況については，必要に応じて取締役会等に報告する。 

 

【４】内部監査に関する体制 

① 経営管理，企業倫理・法令遵守および損失の危険等の管理の適正性・

効率性等を検証するため，社長執行役員直属の内部監査部門を設置し

て，当社，子会社および主要な関連会社（以下，子会社および主要な

関連会社を「子会社等」という。）に対し内部監査を実施し，その結

果を社長執行役員に報告するとともに，経営会議，取締役会および監

査等委員会に報告する。 

② 内部監査部門は，監査等委員会および会計監査人と連携・協力し，内

部監査の実効性の向上に努める。 

 

【５】子会社等における業務の適正を確保するための体制  

(1)子会社等の経営管理に関する体制 

子会社等における業務が適正かつ効率的に行われるよう社内規程

を定め，各社の経営に関する重要な計画およびその進捗状況の報告を

受けるとともに，重要事項について事前協議および報告を求め，指

導・助言を実施する。また，企業グループ経営に関する重要計画の周

知や企業グループ経営会議の開催，共同施策の実施などにより，企業

グループ経営を推進する。 

(2)子会社等の企業倫理・法令遵守に関する体制 

東北電力グループ企業倫理・法令遵守活動方針に基づき，企業グル

ープ一体となった活動を実施するとともに，子会社等に対し，東北電

力グループＣＳＲ方針および東北電力グループ行動指針を踏まえて

各社の行動指針を策定させるなど，法令と法の精神の遵守を徹底する

よう，指導・助言を実施する。 

 



 
 

 

(3)子会社等の損失の危険の管理に関する体制  

子会社等から経営に関する重要事項の事前協議および報告を受け，

各社における重大なリスクを把握するとともに，指導・助言を実施す

る。また，子会社等における重大なリスクおよび企業倫理・法令違反

については，取締役会等に報告し適切に対応する。 

 

【６】監査等委員会に関する体制  

(1)監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する体制 

① 監査等委員会の職務を補助すべき職責を担う監査等特命役員を置

く。また，監査等委員会の職務を補助する組織として監査等委員会

室を設置し，同室に所属する使用人を置く。 

② 監査等特命役員および監査等委員会室に所属する使用人（以下，あ

わせて「監査等特命役員等」という。）の監査等委員会に関する職

務執行について，監査等委員でない取締役からの独立性と監査等委

員会の指示の実効性を確保する。 

③ 監査等特命役員等の人事に関して，事前に監査等委員会と協議する。 

④ 監査等特命役員等に対して，監査等委員会の指示に基づき業務を遂

行したことを理由として不利な取扱いを行わない。  

(2)監査等委員会等への報告に関する体制  

① 取締役は，当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した

ときは，直ちに当該事実を監査等委員会に報告する。 

② 取締役等は，当社の業務執行上重要と判断した事項について，監査

等委員会または監査等委員（以下，あわせて「監査等委員会等」と

いう。）に報告する。 

③ 取締役等は，監査等委員会等または監査等特命役員が監査のために

報告を求めた場合はこれに応じる。 

④ 企業倫理相談窓口に対する相談案件の概要について，監査等委員会

に報告する。 

⑤ グループ会社における重大なリスクの発生および企業倫理・法令違

反について，当社の取締役等は，監査等委員会等に報告する。 

(3)監査等委員会等へ報告をした者が当該報告を理由に不利な取扱いを

受けないことを確保するための体制  

監査等委員会等へ報告した者に対して，報告したことを理由として

不利な取扱いを行わない。また，グループ会社に対しても，監査等委

員会等へ報告した者に対して，報告したことを理由として不利な取扱

いを行わないよう徹底する。  

 
  



 
 

 

(4)監査費用の負担方針に関する事項  

監査等委員がその職務の執行のために必要な費用を請求するとき

は，これを負担する。 

(5)その他監査が実効的に行われることを確保するための体制  

① 監査等委員は，経営会議等重要な諸会議に出席の上，意見等を述べ

ることができるとともに，当社が管理・保存する文書，電磁的情報

その他の情報等をいつでも閲覧することができる。  

② 監査等特命役員は，取締役会，経営会議等重要な諸会議に出席の上，

意見等を述べることができるとともに，当社が管理・保存する文書，

電磁的情報その他の情報等をいつでも閲覧することができる。 

③ 代表取締役，監査等委員および監査等特命役員は，経営環境や重要

課題等について相互に認識を深めるため，定期的に会合を持つ。 

④ 監査等委員会等は，監査の実効性を高めるため，内部監査部門から

内部監査の結果等について情報の提供を受けるなど，内部監査部門

と相互に連携を図る。 

⑤ 監査等委員会等は，監査の実効性を高めるため，会計監査人との協

議を行い相互に連携を図る。  

⑥ 監査等委員および監査等特命役員は，子会社等の監査役との間で定

例の会議を実施し，監査に関する情報の交換等を行う。  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

２．業務の適正を確保するための体制の運用状況 
業務の適正を確保するための体制に関する基本方針に基づく，当年度に

おける運用状況の概要は，次のとおりであります。 
 

(1) 経営管理に関する体制 
当社は，取締役会を原則毎月開催し（当年度は１１回開催），法令・

定款・社内規程に定められた事項および経営に関する重要事項を決議す
るとともに，取締役から業務執行についての定期的な報告を受け，職務
の執行を相互に監督しております。 

また，独立性を確保した社外取締役を選任し，取締役会等を通して客
観的・中立的かつ多様な視点からの発言や助言を受けることなどにより，
監督機能を強化しております。 

役付執行役員により構成される経営会議を原則毎週開催して（当年度
は４６回開催），取締役会決議に基づく全般的な業務運営の方針および
計画ならびに重要な業務について様々な観点から協議し，効率的な業務
執行を推進しております。 

具体的には，取締役会で決議された「東北電力グループ中長期ビジョ
ン（「２０２０年度東北電力グループ中期計画」の力点）」に基づき，
各カンパニー・本部は経営会議に中期計画を付議のうえ策定し，実施状
況を報告するなど，的確にマネジメントサイクルを展開しております。 

法令・定款・取締役会決議等に基づき社内規程等を定め，組織，職務
権限等を明確化するとともに適切な範囲で権限行使を行うなど，適正か
つ効率的に職務を執行しております。 

職務の執行に係わる文書，電磁的情報,その他情報等については，社内
規程に基づき適切に管理・保存し，取締役はいつでもこれを閲覧できる
ようにしております。 

 
(2) 企業倫理・法令遵守に関する体制 

「東北電力グループＣＳＲ方針」，「東北電力グループ行動指針」，

「東北電力グループ企業倫理・法令遵守活動方針」を策定するとともに，

社長執行役員を委員長とする「企業倫理・法令遵守委員会」を開催し，

年度ごとに策定する「企業倫理・法令遵守活動計画」に則って企業倫理・

法令遵守活動を展開しております。 

具体的には，当社およびグループ会社の経営層を対象とした「東北電

力グループ企業倫理・法令遵守トップセミナー」を開催したほか，トッ

プメッセージの発信，階層別の教育・研修の実施，「東北電力グループ

企業倫理月間」における企業グループ一体となった啓発活動，使用人を

対象とした「企業倫理アンケート」による意識調査，取り組みの自己評

価および改善等，各種活動を展開しております。 

また，「東北電力企業倫理相談窓口」等の内部通報窓口を社内外に設

置し，企業グループを含めた役職員の職務執行に係る法令違反等につい

て早期発見と是正に努めるとともに，反社会的勢力からの不当な介入や

要求に対しては，社内規程に基づき適切に対応しております。 



 
 

これら企業倫理・法令遵守に対する取り組みについては，企業倫理・

法令遵守委員会および取締役会へ定期的に報告し，継続的に改善を図っ

ております。 

なお，２０２０年４月，経済産業省より電力各社に対し，関西電力の

金品受領事案に類似する事案の有無などについて報告を求める電気事業

法第１０６条第３項に基づく報告徴収命令が発出されたことから，当社

は企業倫理・法令遵守委員会において検討・審議を行い，必要な調査を

実施したうえで，類似事案がないこと等を確認し，経済産業省に報告し

ました。 

 

(3) 損失の危険の管理に関する体制 

リスク管理に係る会議体や権限規程を整備するとともに，定期的に業

務上や財務上のリスク調査を実施し，リスクの認識，分析・評価を行い，

重要なリスクへの対応については，各部門・カンパニー・本部の中期計

画や各室部の年度業務計画に織り込むなど，的確にマネジメントサイク

ルを展開しております。 

自然災害および原子力災害等に係るリスクについては，「防災業務計

画」，「非常災害対策実施基準」，「原子力災害対策実施基準」等を定

めるとともに，自治体等と連携のうえ，非常災害対策訓練，原子力防災

訓練など定期的に訓練を実施しております。 

こうした訓練を踏まえ，日本海側を中心とした暴風雪災害（２０２１

年１月）や福島県沖地震災害（２０２１年２月）では，東北電力・東北

電力ネットワークが一体となり，停電の早期解消に努めました。 

特に，原子力に係るリスクについては，自主的かつ継続的に原子力発

電所の安全性向上を図るため，「原子力安全推進会議」を開催し，原子

力リスクの評価・分析，リスク低減に向けた対応策の検討などを行って

おります。 

また，経営に重大な影響を及ぼす恐れのある危機に対しては，「危機

管理活動計画」に基づき対応力の維持・向上のための訓練や情報共有化

の取り組みを行うとともに，活動状況については，「危機管理委員会」

で検証し，適宜見直しを行っております。 

こうした取り組みを踏まえ，寒波による全国的な需給ひっ迫時（２０

２１年１月）には，東北電力・東北電力ネットワークが一体となり，電

力需給非常対策本部を設置し適切な対応に努めました。 

リスク管理の状況については，必要に応じて取締役会等に報告し，適

切に対処しております。 

 

(4) 内部監査に関する体制 

内部監査部門は，計画に基づき当社および子会社等に対して業務全般

にわたる内部監査を実施し，その結果を定期的に社長執行役員，経営会

議，取締役会および監査等委員会に報告しております。 

また，内部監査部門は，監査等委員会および会計監査人と定期的に意

見交換等を行っております。 



 
 

 

(5) 子会社等における業務の適正を確保するための体制 

①子会社等の経営管理に関する体制 

「関係会社業務規程」および「関係会社業務取扱基準」を定め，子

会社等の重要事項について事前協議および報告を求め，指導・助言を

実施しております。 

また，定期的な企業グループ経営会議などにより「東北電力グルー

プ中長期ビジョン（「２０２０年度東北電力グループ中期計画」の力

点）」等を周知するとともに，継続的に効率化・生産性向上施策を検

討・実施しております。 

②子会社等の企業倫理・法令遵守に関する体制 

「東北電力グループ企業倫理月間」や，グループ会社各社との連絡

会等の機会を捉えた各社への支援を通じ，グループの一体感醸成と企

業倫理・法令遵守の徹底を図るとともに，「東北電力グループＣＳＲ

方針」および「東北電力グループ行動指針」を踏まえて各社の行動指

針を策定させております。 

③子会社等の損失の危険の管理に関する体制 

「関係会社業務規程」および「関係会社業務取扱基準」により，子

会社等における重大なリスクについて事前協議および報告を求め，指

導・助言をしております。 

また，「危機管理対応マニュアル」や「東北電力企業グループ非常

災害発生時の情報連携ルール」を定めて，危機管理および非常災害時

の体制を確立しております。 

「東北電力企業倫理相談窓口」への相談等によりグループ会社の法

令違反等を把握した場合は，取締役会および企業倫理・法令遵守委員

会に報告し適切に対応しております。 

 

(6) 監査等委員会に関する体制 

①監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する体制 

「監査等委員会規程」および「組織規程」に基づき，監査等委員会

の職務を補助すべき監査等特命役員を置くとともに，専任の補助使用

人が所属する「監査等委員会室」を監査等委員会の直轄下に設置し，

監査等委員でない取締役から独立させております。監査等特命役員等

の人事については，事前に監査等委員会と協議をしております。 

また，監査等特命役員等に対し，監査等委員会の指示に基づく業務

遂行をしたことを理由とする不利な取扱いは行っておりません。 

②監査等委員会等への報告に関する体制 

監査等委員会を原則毎月開催（当年度は１２回開催）しております。 

当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実や業務執行上重要な事項

は，随時，監査等委員会等へ報告するとともに，監査等委員会等や監

査等特命役員が監査において求めた事項については全て報告しており

ます。 

 



 
 

「東北電力企業倫理相談窓口」等の内部通報窓口の受付・処理状況

について定期的に監査等委員会に報告しております。また，グループ

会社における重大なリスクの発生および企業倫理・法令違反を把握し

た場合は，適宜，監査等委員会等へ報告しております。 

③監査等委員会等へ報告をした者が当該報告を理由に不利な取扱いを受

けないことを確保するための体制 

監査等委員会等へ報告した者に対して，報告したことを理由とする

不利な取扱いは行っておりません。また，グループ会社に対しても，

監査等委員会等へ報告した者に対して，報告したことを理由として不

利な取扱いを行わないよう周知徹底しております。 

④監査費用の負担方針に関する事項 

監査等委員がその職務の執行のために必要な費用の負担については，

適切に対応しております。 

⑤その他監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査等委員，監査等特命役員は，取締役会および経営会議等の重要

な諸会議に出席しているほか，各種資料の閲覧等を通じて重要な意思

決定の過程および業務の執行状況を確認しております。 

監査等委員，監査等特命役員は代表取締役との間で，また，内部監

査担当取締役，会計監査人の三者との間でそれぞれ定期的に情報交換

を行うことで監査の実効性向上に努めております。 

監査等委員会等は，内部監査部門から内部監査の結果等について情

報提供を受ける等，相互に連携を図っております。 

監査等委員および監査等特命役員は，子会社等の監査役と定期的に

会議を実施し，監査に関する情報の交換等を行っております。 

 

 

（注）「業務の適正を確保するための体制に関する基本方針」については，２０２１年

４月２８日開催の取締役会において，統合リスク管理体制の整備を踏まえた改正を

決議しております。 



（単位：百万円）

 当連結会計年度期首残高

 当連結会計年度変動額

 　非支配株主との取引に
　 係る親会社の持分変動

 　剰余金の配当

 　親会社株主に帰属する
　 当期純利益

 　自己株式の取得

 　自己株式の処分

 　土地再評価差額金の
   取崩

 　株主資本以外の項目の
　 当連結会計年度変動額
   (純額)

 当連結会計年度変動額
 合計

 当連結会計年度末残高

連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

２０２０年４月１日から２０２１年３月３１日まで

株 主 資 本 そ　の　他　の　包　括　利　益　累　計　額

新株予約権
非支配

株主持分
純資産合計

資本金 資本剰余金

809,454 197 △

為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

251,441 22,390 542,187 △

利益剰余金 自己株式 株主資本合計
その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ

損益
土地再評価
差額金

71,935 864,177 16,727 △ 18,332 1,120 618 △ 895 △ 288 △6,564 

△ 20,004 

△ 21 △ 21 △ 21 

△ 20,004 

29,380 

△

29,380 

20,004 

△ 1,431 

29,380 

△ 1,431 △ 1,431 

△ 1,325 2,991 1,665 

7 

1,665 

7 7 

954 △ 322 

9,596 △ 322 

3,132 27,760 

－ △ 21 8,057 

24,332 25,748 △ 1,120 790 △ 7 

3,132 37,356 

251,441 22,369 550,245 

24,332 25,748 △ 1,120 790 △ 7 954 1,560 

171 △ 902 666 △ 5,004 819,051 △ 124 75,067 901,534 7,604 7,415 －



 

 

連 結 注 記 表 

２０２０年 ４ 月 １ 日から 

２０２１年 ３ 月３１日まで 

 

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 

（１）連結の範囲に関する事項 

① 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称 

53 社（すべての子会社を連結の範囲に含めている） 

酒田共同火力発電株式会社，東北自然エネルギー株式会社，東北電力エナジートレーディング株式会社，

東北電力ネットワーク株式会社，日本海エル・エヌ・ジー株式会社，東北インテリジェント通信株式会社，

株式会社ユアテック，ＴＤＧビジネスサポート株式会社，東日本興業株式会社，東北発電工業株式会社，

東北エネルギーサービス株式会社，東北天然ガス株式会社 

② ＴＤＲＩ合同会社，東発水力エンジニアリング株式会社は新たに設立したことにより，空調企業株式会

社は株式の取得により，当連結会計年度から連結の範囲に含めている。 

（２）持分法の適用に関する事項 

① 持分法を適用した関連会社の数及び主要な会社等の名称 

５社 

相馬共同火力発電株式会社，常磐共同火力株式会社，株式会社東急パワーサプライ，株式会社シナジア

パワー，荒川水力電気株式会社 

② 持分法を適用しない関連会社 18 社は，それぞれ連結純損益及び連結利益剰余金等に及ぼす影響が軽微で

あり，かつ全体としても重要性が乏しい。 

（３）会計方針に関する事項 

① 重要な資産の評価基準及び評価方法 

a．有価証券 

その他有価証券のうち，時価のあるものは期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し，売却原価は移動平均法により算定），時価のないものは移動平均法による原価法によ

っている。 

b．たな卸資産 

主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

によっている。 

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有形固定資産は主として定率法によっている。 

なお，有形固定資産のうち，特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方

法は，その他連結計算書類の作成のための重要な事項に記載している。 

③ 重要な引当金の計上基準 

災害復旧費用引当金は，東日本大震災，令和元年東日本台風及び令和３年２月福島県沖を震源とする地

震により被害を受けた資産の復旧に要する費用及び損失に充てるため，当連結会計年度末における見積額

を計上している。 

④ その他連結計算書類の作成のための重要な事項 

a．退職給付に係る会計処理の方法 

従業員の退職給付に備えるため，当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき計上している。 

(a) 退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり，退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につ

いては，給付算定式基準によっている。 

(b) 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 

数理計算上の差異は，主として，各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（１年～15 年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処

理することとしている。過去勤務費用は，主として，その発生時に全額を費用処理している。 

b．特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法 

有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法につい

ては，「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）

第８項を適用し，「原子力発電施設解体引当金に関する省令」（平成元年通商産業省令第 30 号）の規定に基

づき，毎事業年度，「原子力発電施設解体引当金等取扱要領」（平成 12 年 12 資公部第 340 号）に定められ

た算式（解体に伴って発生する廃棄物の種類及び物量から解体に要する費用を見積る方法）により算定し

た原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり，定額法による費用計上方法によ

っている。 

ただし，エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴って原子炉を廃止し，発電事業者の申請に基づ

き経済産業大臣の承認を受けた特定原子力発電施設については，廃止日の属する月から起算して 10 年が経

過する月までの期間にわたり，定額法で費用計上している。 

c．廃炉円滑化負担金及び原子力廃止関連仮勘定の償却 

廃炉の円滑な実施等を目的として廃炉会計制度が措置され，エネルギー政策の変更等に伴い廃止した原

子炉においては，その残存簿価等について同制度の適用を受けることで一般送配電事業者の託送料金の仕

組みを通じて回収することとなる。 

当社及び東京電力ホールディングス株式会社は，「電気事業法施行規則」（平成７年通商産業省令第 77 号）

第 45 条の 21 の６の規定に従い，原子力特定資産簿価，原子力廃止関連仮勘定簿価（原子力廃止関連費用

相当額を含む）及び原子力発電施設解体引当金の要引当額（以下「廃炉円滑化負担金」という）について申

請を行い，2020 年７月 22 日に経済産業大臣の承認を得ている。 

これを受け，東北電力ネットワーク株式会社において「電気事業法施行規則」（平成７年通商産業省令第

77 号）第 45 条 21 の５の規定に基づき，2020 年 10 月１日を実施期日として託送供給等約款の変更を行い，

廃炉円滑化負担金の回収を行っており，他の発電事業者へ払い渡した廃炉円滑化負担金について，「電気事

業会計規則」（昭和 40 年通商産業省令第 57 号）の規定に従い，廃炉円滑化負担金相当金として計上してい

る。 

また，原子力廃止関連仮勘定については，「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令」（平成 29 年経

済産業省令第 77 号）附則第８条の規定により，料金回収に応じて，原子力廃止関連仮勘定償却費により償

却している。 



 

 

（追加情報） 

料金回収方法の移行について 

従前は小売規制料金による回収が認められてきたが，2020 年 10 月より現在の回収方法に移行されてい

る。 

d．使用済燃料の再処理等の実施に要する拠出金の計上方法 

使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は，「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立

金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」（平成 28年法律第 40 号，以下「改正法」という）

に基づき，運転に伴い発生する使用済燃料の量に対応した金額を，拠出金として使用済燃料再処理機構（以

下「機構」という）に納付し，使用済燃料再処理等拠出金費として計上している。なお，機構に納付する

拠出金には，改正法第２条の規定により使用済燃料の再処理関連加工に係る拠出金が含まれており，使用

済燃料再処理関連加工仮勘定として計上している。当該拠出金の納付に伴い，原子力事業者の費用負担の

責任が果たされ，機構が当該拠出金に係る使用済燃料の再処理等を実施することとなる。 

e．消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は，税抜方式によっている。 

 

２．表示方法の変更に関する注記 

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第 31 号 2020 年３月 31 日）を当連結会計年度よ

り適用し，「３．会計上の見積りに関する注記」を記載している。 

 

３．会計上の見積りに関する注記 

会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって，翌連結会計年

度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは，次のとおりである。 

（１）繰延税金資産 

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額       159,536 百万円 

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 

a．当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法 

繰延税金資産の認識に際しては，将来獲得しうる課税所得の時期及び金額を合理的に見積り，金額を算

定している。 

b．当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定 

将来獲得しうる課税所得の基礎となる将来の事業計画（2021 年３月 24 日に取締役会で承認された「2021

年度東北電力グループ中期計画」）は，経営者の判断を伴う主要な仮定により影響を受ける。 

事業計画における重要な仮定は，主に小売・卸売の販売電力料の予測である。事業計画において，小売

分野では他社との競争状況等を踏まえて競争対抗施策や電化推進の取り組みを進めるとともに，卸売分野

でも販売強化に取り組む前提のもと，小売・卸売の販売電力量とそれに基づく販売電力料の予測を行って

いる。 

なお，新型コロナウイルスの感染拡大の影響について，当面は一定のマイナス影響が続くが，経済状況

の改善に伴い回復していく見通しとしており，繰延税金資産の回収可能性の検討において，収益力を大き

く変化させるほどの影響はないと仮定している。 

c．翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響 

経営者は，上記の仮定は妥当なものと考えているが，将来の不確実な経済条件の変動の結果によって影

響を受ける可能性があり，将来の課税所得の結果が予測・仮定と異なる場合は，繰延税金資産の計上額に

重要な影響を与える可能性がある。 

（２）令和３年２月福島県沖を震源とする地震に係る災害復旧費用引当金                   

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額                   12,442百万円 

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 

a．当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法 

災害復旧費用引当金の認識に際しては，将来発生しうる復旧費用を合理的に見積り算定している。 

b．当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定 

将来発生しうる復旧費用の算定にあたっては，調査により復旧範囲・方法が判明しているものについ

ては，社内設計基準による積算額等によっている。調査が完了していないものについては，過去の類似工

事実績により被害規模を仮定し，復旧範囲・方法を想定のうえ，算定している。 

c．翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響 

経営者は，上記の仮定は妥当なものと考えているが，新たな事実の発見や復旧の進展などにより，発生

する費用の見込額が見積りと異なった場合，災害復旧費用引当金の計上額に重要な影響を与える可能性

がある。 

 

４．連結貸借対照表に関する注記 

（１）担保に供している資産及び担保に係る債務 

① 当社の総財産は，社債及び株式会社日本政策投資銀行借入金の一般担保に供している。 

社債（１年以内に償還すべき金額を含む） 1,095,000 百万円 

株式会社日本政策投資銀行借入金（１年以内に返済すべき金額を含む） 272,779 百万円 

② 当社及び一部の連結子会社が出資する会社の借入金の担保に供している。  

長期投資 1,081 百万円 

（２）有形固定資産の減価償却累計額 6,814,815 百万円 

（３）保証債務等   

① 社債，借入金に対する保証債務 

日本原燃株式会社 52,454 百万円 

日本原子力発電株式会社 11,743 百万円 

エムティーファルコンホールディングス 2,908 百万円 

スプリーム・エナジー・ランタウ・デダップ 1,401 百万円 

従業員（財形住宅融資） 10 百万円 

② 取引の履行等に対する保証債務 

サルティージョ発電会社 167 百万円 

リオブラボーⅡ発電会社 250 百万円 

リオブラボーⅢ発電会社 792 百万円 

リオブラボーⅣ発電会社 852 百万円 

アルタミラⅡ発電会社 566 百万円 

スプリーム・エナジー・ランタウ・デダップ 86 百万円 

丸紅株式会社 624 百万円 

ギソン２パワーLLC 7,998 百万円



 

 

５．連結株主資本等変動計算書に関する注記 

（１）当連結会計年度末の発行済株式数 502,882,585 株 

（２）配当金に関する事項   

① 配当金の支払額 

a．2020 年６月 25 日の定時株主総会において，次のとおり決議している。 

配当金の総額 9,986 百万円 

一株当たり配当額 20 円 

基準日 2020 年３月 31 日 

効力発生日 2020 年６月 26 日 

b．2020 年 10 月 28 日の取締役会において，次のとおり決議している。 

配当金の総額 10,017 百万円 

一株当たり配当額 20 円 

基準日 2020 年９月 30 日 

効力発生日 2020 年11月 30 日 

（注）配当金の総額には，「役員報酬ＢＩＰ信託」に係る信託口が保有する当社株式に対する配当金 26

百万円が含まれている。 

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち，配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

2021 年６月 25 日開催の定時株主総会において，次の議案を付議する予定である。 

配当金の総額 10,016 百万円 

配当の原資 利益剰余金 

一株当たり配当額 20 円 

基準日 2021 年３月 31 日 

効力発生日 2021 年６月 28 日 

（注）配当金の総額には，「役員報酬ＢＩＰ信託」に係る信託口が保有する当社株式に対する配当金 26

百万円が含まれている。 

 

６．金融商品に関する注記 

（１）金融商品の状況に関する事項 

当社グループは，主に電気事業を行うための設備資金や運転資金などを社債発行及び銀行借入などにより

調達している。デリバティブ取引は，通常業務から発生する債務を対象とし，長期借入金に係る金利変動リ

スクを回避することを目的とした金利スワップ，燃料価格変動リスクを低減することを目的とした燃料価格

スワップ等を利用しており，投機目的の取引は行っていない。 

また，一部の連結子会社においては，余裕資金の効率的な運用のため，元本に影響を及ぼすリスクがない

複合金融商品を満期保有目的で利用している。 

有価証券は，主として取引先企業の株式や満期保有目的の債券などであり，市場価格の変動リスクに晒さ

れているが，定期的に時価や発行体の財務状況等を把握している。 

受取手形及び売掛金は，主として電灯・電力料などの営業債権であり，取引先の信用リスクに晒されてい

る。当該リスクに関しては，特定小売供給約款等に従い，取引先ごとに期日管理及び残高管理を行うととも

に，回収懸念の早期把握や軽減を図っている。 

社債及び長期借入金は，主に設備資金及び償還資金の調達を目的とし，その大部分を固定金利で調達して

いることから，金利変動による業績への影響は限定的である。 

支払手形及び買掛金は，そのほとんどが１年以内の支払期日である。 

デリバティブ取引は，取引先の信用リスクに晒されているが，当該リスクを軽減するため，取引権限や限

度額等を定めた社内規程に基づき行っており，信用度の高い金融機関のみを取引相手としている。 

（２）金融商品の時価等に関する事項 

2021年３月31日における連結貸借対照表計上額，時価及びこれらの差額については，次のとおりである。 

なお，時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含まれていない（（注２）参照）。 

（単位：百万円） 

 連結貸借対照表計上額 時価 差額 

資産    

①有価証券（※１） 31,117 30,654 △462 

②現金及び預金 205,290 205,290 － 

③受取手形及び売掛金 270,266 270,266 － 

負債    

④社債（※２） 1,095,000 1,105,362 10,362 

⑤長期借入金（※２） 1,310,994 1,334,910 23,915 

⑥支払手形及び買掛金 142,186 142,186 － 

デリバティブ取引（※３） △945 △945 － 

（※１）①有価証券は，満期保有目的の債券（１年以内に償還予定のものを含む）及びその他有価証券を

対象としている。 

（※２）④社債及び⑤長期借入金は，１年以内に償還・返済予定のものを含めている。 

（※３）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務を純額で表示している。 

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

資産 

①有価証券 

譲渡性預金については，短期間で決済されるため，時価は帳簿価額にほぼ等しいことから，当該帳簿価

額によっている。地方債については，償還額を国債の利回りで割り引いた現在価値により算定しており，

その他の債券については，取引金融機関から提示された価格によっている。 

また，株式については，取引所の価格によっている。   

②現金及び預金，並びに③受取手形及び売掛金 

これらは短期間で決済されるため，時価は帳簿価額にほぼ等しいことから，当該帳簿価額によっている。 

負債 

④社債 

市場価格をもとに時価を算定している。 

⑤長期借入金 

固定金利による借入の時価は，元利金の合計額を当社社債に基づいて算定した利率により割り引いて算

定する方法などによっている。変動金利による借入の時価は，短期間で市場金利を反映していることから，

帳簿価額とほぼ等しいと考えられるため，当該帳簿価額によっている。なお，金利スワップの特例処理に

よるものは，ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として記載しており，その時価は，取引金融機関

から提示された価格によっている（下記「デリバティブ取引」参照）。



 

 

⑥支払手形及び買掛金 

これらは短期間で決済されるため，時価は帳簿価額にほぼ等しいことから，当該帳簿価額によっている。 

デリバティブ取引 

デリバティブ取引の時価については，取引金融機関から提示された価格等に基づき算定している。また，複

合金融商品の購入額及び評価損益等については，「①有価証券」に含めて記載している。なお，金利スワップ

の特例処理によるものは，ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため，その時価

は，当該長期借入金の時価に含めて記載している（上記「⑤長期借入金」参照）。 

（注２）非上場株式及び出資証券等（連結貸借対照表計上額 163,082 百万円）は，市場価格がなく，かつ将来キャ

ッシュ・フローを見積ることなどができず，時価を把握することが極めて困難と認められるため，「①有

価証券」には含めていない。 

 

７．一株当たり情報に関する注記 

（１）一株当たり純資産額（注１） 1,654 円 46 銭 

（２）一株当たり当期純利益（注２） 58 円 81 銭 

（注１）１株当たり純資産額の算定上，「役員報酬ＢＩＰ信託」に係る信託口が保有する当社株式については，

期末発行済株式総数の計算において控除する自己株式に含めている。なお，当連結会計年度末におい

て，「役員報酬ＢＩＰ信託」に係る信託口が保有する自己株式数は，1,307,000 株である。 

（注２）１株当たり当期純利益の算定上，「役員報酬ＢＩＰ信託」に係る信託口が保有する当社株式については，

期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めている。なお，当連結会計年度において，「役

員報酬ＢＩＰ信託」に係る信託口が保有する期中平均自己株式数は，871,333 株である。 

 

８．その他の注記 

（１）特別損失 

令和３年２月福島県沖を震源とする地震に伴い，滅失資産の簿価相当額４百万円を財産偶発損，災害復旧

費用 13,023 百万円を災害特別損失として，それぞれ特別損失に計上している。 

（２）共通支配下の取引等  

当社は，2020 年４月１日付で，当社の一般送配電事業及び離島における発電事業等を会社分割の方法によ

り東北電力ネットワーク株式会社へ承継させた。 

① 取引の概要 

a．対象となった事業の名称及び当該事業の内容 

一般送配電事業及び離島における発電事業等 

b．企業結合日 

2020 年４月１日 

c．企業結合の法的形式 

当社を分割会社とし，東北電力ネットワーク株式会社を承継会社とする吸収分割 

d．結合後企業の名称 

東北電力ネットワーク株式会社 

e．取引の目的を含む取引の概要 

電気事業法改正に基づく送配電部門の法的分離に対応し，東北電力グループのさらなる企業価値向上に向

けた組織体制を構築するため，当社は，本件事業を承継会社へ吸収分割した。 

② 実施した会計処理の概要 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第 21 号 平成 31 年１月 16 日）等に基づき，共通支配下の

取引として処理している。 

（３）業績連動型株式報酬制度の導入 

当社は，2020 年６月 25 日開催の第 96 回定時株主総会決議に基づき，当社社外取締役を除く取締役（監

査等委員であるものを除く。以下「取締役」という）及び執行役員（以下，取締役を含み「取締役等」とい

う。本項目において同じ）の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし，中長期的な業績の

向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として，「業績連動型株式報酬制度」（以下「本制度」

という）を導入している。 

なお，本制度の導入により，従来の株式報酬型ストックオプション制度は廃止している。 

① 取引の概要 

本制度は，役員報酬ＢＩＰ（Board Incentive Plan）信託（以下「信託口」という）と称される仕組みを

採用し，当社が拠出する取締役等の報酬額を原資として当社株式が信託口を通じて取得され，取締役等の

役職及び業績目標の達成度等に応じて当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を取締役等に交付

及び給付する株式報酬制度である。 

なお，本制度に関する会計処理については，「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関す

る実務上の取扱い」（実務対応報告第 30 号 平成 27 年３月 26 日）に準じている。 

② 信託口に残存する自社の株式 

信託口に残存する当社株式を，信託口における帳簿価額（付随費用の金額を除く）により，純資産の部に

自己株式として計上している。当連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価額は 1,333 百万円，株式

数は 1,307,000 株である。 

（４）連結納税制度の導入に伴う会計処理 

 当社及び一部の国内連結子会社は，当連結会計年度中に連結納税制度を適用することについて承認申請を

行い，翌連結会計年度より連結納税制度が適用されることとなったため，当連結会計年度から「連結納税制

度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い（その１）」（実務対応報告第５号 平成 27 年１月 16

日）及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い（その２）」（実務対応報告第７

号 平成 27 年１月 16 日）に基づき，連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行っている。 

（５）連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用 

 当社及び一部の国内連結子会社は，「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において

創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが

行われた項目については，「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する

取扱い」（実務対応報告第 39 号 2020 年３月 31 日）第３項の取扱いにより，「税効果会計に係る会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 平成 30 年２月 16 日）第 44 項の定めを適用せず，繰延税金資

産及び繰延税金負債の額について，改正前の税法の規定に基づいている。 

 

 

 



（単位：百万円）

当事業年度期首残高 　 　 △ 　 △ △ △ 　

当事業年度変動額 　 　 　 　

当期純損失

自己株式の取得

自己株式の処分

当事業年度変動額合計

当事業年度末残高

繰 延
ヘ ッ ジ
損 益

評価・換算
差 額 等
合 計

資 本
準 備 金

利 益
準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

２０２０年４月１日から２０２１年３月３１日まで

株　　　　　　主　　　　　　資　　　　　　本 評　価　・　換　算　差　額　等

新 株
予 約 権

純 資 産
合 計資 本 金

資本剰余金 利　　益　　剰　　余　　金

　 251,441 　 26,657

自己株式
株主資本
合 計

そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

　 62,860 　 3

利益剰余金
合 計海外投資等

損失準備金
繰越利益
剰 余 金

569 424 993 1,120 　 683,710349,268 412,131 6,646 683,583

　 　　　 　

剰余金の配当 　 　 △ 20,004 △ 20,004　 　 △ 20,004　　 △ 20,004 　

海外投資等損失
準備金の取崩し

　 　 －　 － 　 　－ 　　 △ 3

△ 6,645 △

　 3 　

△ 6,645　　 　

　 　

　 △ 6,645 　6,645　 　

△ 1,431△ 1,431 　

　 　

　　 　 △ 1,431　 　

△ 1,325 △ 1,325　 　 　 1,665　

株主資本以外の項目の
当該事業年度変動額
（純額）

　 　

　 2,991 　 1,665 　

68 　　 　 　　 　

3 △

455

　 － 　 － 　

596 　 664 △ 1,120 △　 　

664 △ 1,120 △ 26,870

　 251,441 　 26,657

26,414 　 68 　 596 　27,971 △ 27,975 　 1,560 △－ △

△－ 　321,296 　　 62,860 　 － 　 656,840500 　 171 △ 328 　384,156 △ 5,086 　657,168



 

 

個 別 注 記 表 

２０２０年 ４ 月 １ 日から 

２０２１年 ３ 月３１日まで 

 

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

（１）資産の評価基準及び評価方法 

① 長期投資及び関係会社長期投資のうち有価証券 

長期投資のうち時価のある有価証券は，期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し，売却原価は移動平均法により算定）によっている。 

長期投資のうち時価のない有価証券及び関係会社長期投資の有価証券は，移動平均法による原価法によっ

ている。 

② 貯蔵品のうち燃料及び一般貯蔵品 

総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によってい

る。 

（２）固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産は定率法によっている。 

なお，有形固定資産のうち，特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は，

その他貸借対照表等の作成のための基本となる重要な事項に記載している。 

（３）引当金の計上基準 

① 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため，当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上

している。 

a．退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり，退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については，

給付算定式基準によっている。 

b．数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 

数理計算上の差異は，各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（３年）

による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしている。過去勤務

費用は，その発生時に全額を費用処理している。 

② 災害復旧費用引当金 

東日本大震災，令和元年東日本台風及び令和３年２月福島県沖を震源とする地震により被害を受けた資産

の復旧に要する費用及び損失に充てるため，当事業年度末における見積額を計上している。 

（４）その他貸借対照表等の作成のための基本となる重要な事項 

① 特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法 

有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法につい

ては，「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 21 号 平成 20 年３月 31 日）

第８項を適用し，「原子力発電施設解体引当金に関する省令」（平成元年通商産業省令第 30 号）の規定に基

づき，毎事業年度，「原子力発電施設解体引当金等取扱要領」（平成 12 年 12 資公部第 340 号）に定められた

算式（解体に伴って発生する廃棄物の種類及び物量から解体に要する費用を見積る方法）により算定した原

子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり，定額法による費用計上方法によってい

る。 

ただし，エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴って原子炉を廃止し，発電事業者の申請に基づ

き経済産業大臣の承認を受けた特定原子力発電施設については，廃止日の属する月から起算して 10 年が

経過する月までの期間にわたり，定額法で費用計上している。 

② 廃炉円滑化負担金及び原子力廃止関連仮勘定の償却 

廃炉の円滑な実施等を目的として廃炉会計制度が措置され，エネルギー政策の変更等に伴い廃止した

原子炉においては，その残存簿価等について同制度の適用を受けることで一般送配電事業者の託送料金

の仕組みを通じて回収することとなる。 

当社は，「電気事業法施行規則」（平成７年通商産業省令第 77 号）第 45 条の 21 の６の規定に従い，原

子力特定資産簿価，原子力廃止関連仮勘定簿価（原子力廃止関連費用相当額を含む）及び原子力発電施

設解体引当金の要引当額（以下「廃炉円滑化負担金」という）について申請を行い，2020 年７月 22 日に

経済産業大臣の承認を得ている。 

これを受け，東北電力ネットワーク株式会社において「電気事業法施行規則」（平成７年通商産業省令

第 77 号）第 45 条 21 の５の規定に基づき，2020 年 10 月１日を実施期日として託送供給等約款の変更を

行い，廃炉円滑化負担金の回収及び当社への払い渡しを行っており，当社は，払い渡された廃炉円滑化

負担金について，「電気事業会計規則」（昭和 40 年通商産業省令第 57 号）の規定に従い，廃炉円滑化負

担金相当収益として計上している。 

また，原子力廃止関連仮勘定については，「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令」（平成 29 年

経済産業省令第 77 号）附則第８条の規定により，料金回収に応じて，原子力廃止関連仮勘定償却費によ

り償却している。 

（追加情報） 

料金回収方法の移行について 

従前は小売規制料金による回収が認められてきたが，2020 年 10 月より現在の回収方法に移行されて

いる。 

③ 退職給付に係る会計処理 

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は，連結計算書類における会計処理の方法 

と異なっている。 

④ 使用済燃料の再処理等の実施に要する拠出金の計上方法 

使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は，「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積

立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」（平成 28 年法律第 40 号，以下「改正法」と

いう）に基づき，運転に伴い発生する使用済燃料の量に対応した金額を，拠出金として使用済燃料再処理

機構（以下「機構」という）に納付し，使用済燃料再処理等拠出金費として計上している。なお，機構に

納付する拠出金には，改正法第２条の規定により使用済燃料の再処理関連加工に係る拠出金が含まれて

おり，使用済燃料再処理関連加工仮勘定として計上している。当該拠出金の納付に伴い，原子力事業者の

費用負担の責任が果たされ，機構が当該拠出金に係る使用済燃料の再処理等を実施することとなる。 

 



 

 

⑤ 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は，税抜方式によっている。 

 

２．表示方法の変更に関する注記 

（１）損益計算書 

前事業年度において，「営業外収益」の「雑収益」に含めていた「有価証券売却益」は，重要性が増したた

め，当事業年度より区分掲記している。 

（２）個別注記表 

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第 31 号 2020 年３月 31 日）を当事業年度より

適用し，「３．会計上の見積りに関する注記」を記載している。 

 

３．会計上の見積りに関する注記 

会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって，翌事業年度に係る計算書

類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは，次のとおりである。 

（１）繰延税金資産                                 

当事業年度の計算書類に計上した額 113,811 百万円 

（２）令和３年２月福島県沖を震源とする地震に係る災害復旧費用引当金 

当事業年度の計算書類に計上した額 12,145 百万円 

なお，識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報については，連結注記表「３．会計上の

見積りに関する注記」に同一の内容を記載しているため，注記を省略している。 

 

４．貸借対照表に関する注記 

（１）担保に供している資産及び担保に係る債務   

① 当社の総財産は，社債及び株式会社日本政策投資銀行借入金の一般担保に供している。 

社債（１年以内に償還すべき金額を含む）  1,095,000 百万円 

株式会社日本政策投資銀行借入金（１年以内に返済すべき金額を含む） 272,779 百万円 

② 当社が出資する会社の借入金の担保に供している。 

長期投資 500 百万円 

（２）有形固定資産の減価償却累計額        3,145,088 百万円 

（３）保証債務等   

① 社債，借入金に対する保証債務 

日本原燃株式会社 52,454 百万円 

日本原子力発電株式会社 11,743 百万円 

ソーラーパワー久慈株式会社 188 百万円 

ソーラーパワー鰺ヶ沢株式会社 49 百万円 

ソーラーパワー白石株式会社 158 百万円 

ソーラーパワー久慈枝成沢株式会社 174 百万円 

エムティーファルコンホールディングス 2,908 百万円 

スプリーム・エナジー・ランタウ・デダップ 1,401 百万円 

従業員（財形住宅融資） 3 百万円 

② 取引の履行等に対する保証債務 

サルティージョ発電会社 167 百万円 

リオブラボーⅡ発電会社 250 百万円 

リオブラボーⅢ発電会社 792 百万円 

リオブラボーⅣ発電会社 852 百万円 

アルタミラⅡ発電会社 566 百万円 

スプリーム・エナジー・ランタウ・デダップ 86 百万円 

丸紅株式会社 624 百万円 

東北電力エナジートレーディング株式会社 1,246 百万円 

ギソン２パワーLLC 7,998 百万円 

秋田由利本荘洋上風力合同会社 704 百万円 

合同会社八峰能代沖洋上風力 6,368 百万円 

東北自然エネルギー株式会社 1,235 百万円 

（４）関係会社に対する金銭債権債務 

長期金銭債権 1,121,767 百万円 

短期金銭債権 154,186 百万円 

長期金銭債務 3,852 百万円 

短期金銭債務 144,658 百万円 

（５）損益計算書に記載されている附帯事業に係る固定資産の金額 

ガス供給事業   専用固定資産 1,826 百万円 

         他事業との共用固定資産の配賦額 311 百万円 

         合計額 2,137 百万円 

熱供給事業     専用固定資産 0 百万円 

         他事業との共用固定資産の配賦額  1 百万円 

         合計額 1 百万円 

 

５．損益計算書に関する注記 

関係会社との取引高の総額 

営業取引高  

費用                                        614,959 百万円 

収益                              174,418 百万円 

営業取引以外の取引高                             16,150 百万円 

 

６．株主資本等変動計算書に関する注記 

当事業年度の末日における自己株式の数 3,343,189 株 

（注）当事業年度の末日における自己株式の数には，「役員報酬ＢＩＰ信託」に係る信託口が保有する当社

株式 1,307,000 株が含まれている。   

 

７．税効果会計に関する注記 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 

繰延税金資産  

組織再編等に伴う関係会社株式 49,027 百万円 



 

 

資産除去債務 22,691 百万円 

退職給付引当金 20,504 百万円 

その他         50,835 百万円 

繰延税金資産小計 143,059 百万円 

評価性引当額 △        6,441 百万円 

繰延税金資産合計 136,617 百万円 

繰延税金負債 

資産除去債務相当資産 △       15,532 百万円 

原子力廃止関連仮勘定 △        6,718 百万円 

その他有価証券評価差額金 △          352 百万円 

その他 △          201 百万円 

繰延税金負債合計 △       22,805 百万円 

繰延税金資産の純額     113,811 百万円 

 

８．関連当事者との取引に関する注記 

（単位：百万円） 

 

 

 

 

 

（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等    

（１）社債の引受けは，東北電力ネットワーク株式会社発行のＩＣＢ（Inter Company Bond）

を引き受けたものであり，当社が発行した社債等と同様の条件で利率を決定している。 

（２）社債利息の受取は，東北電力ネットワーク株式会社発行のＩＣＢに係るものである。 

（３）資金の貸付けは，東北電力ネットワーク株式会社に対しＩＣＬ（Inter Company Loan）

により貸し付けたものであり，当社の借入金等と同様の条件で利率を決定している。 

（４）貸付金利息の受取は，東北電力ネットワーク株式会社に対し貸し付けたＩＣＬに係るも

のである。 

（５）資金の預りは，ＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）に係るものであり，市

場金利を勘案して利率を合理的に決定している，なお，取引が反復的に行われているため，

取引金額の記載は省略している。 

（６）資金の貸付については，当社調達金利にスプレッドを加え決定している。 

（７）配当金については，子会社の分配可能額から必要投資額等を控除した金額をベースに協

議の上，決定している。 

 

９．一株当たり情報に関する注記 

（１）一株当たり純資産額 （注）１.（１）           1,314円 89銭 

（２）一株当たり当期純損失（注）１.（２）                    △13 円 30 銭 

（注）１. 算定上の留意事項 

（１）１株当たり純資産額の算定上，「役員報酬ＢＩＰ信託」に係る信託口が保有する当社株

式については，期末発行済株式総数の計算において控除する自己株式に含めている。なお，

当事業年度末において，「役員報酬ＢＩＰ信託」に係る信託口が保有する自己株式数は，

1,307,000 株である。 

（２）１株当たり当期純損失の算定上，「役員報酬ＢＩＰ信託」に係る信託口が保有する当社

株式については，期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めている。なお，当

事業年度において，「役員報酬ＢＩＰ信託」に係る信託口が保有する期中平均自己株式数は，

871,333 株である。 

 

１０．その他の注記 

（１）特別損失 

令和３年２月福島県沖を震源とする地震に伴い，滅失資産の簿価相当額２百万円を財産偶発損，災害復

旧費用 12,299 百万円を災害特別損失として，それぞれ特別損失に計上している。 

種類 
会社等 

の名称 

議決権等の

所有 

(被所有)割

合(%) 

関連当事者との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

子会社 

 

東北電力 

ネットワー

ク㈱ 

所有 

直接 100.0 

資金貸借 

取引 

 

社債の引受け 

(注)１.(１) 
777,995 

関係会社 

長期投資 
593,711 

関係会社 

短期債権 
58,235 

社債利息の 

受取 

(注)１.(２) 

4,584 
関係会社 

短期債権 
823 

資金の 

貸付け 

(注)１.(３) 

767,883 

関係会社 

長期投資 
521,269 

関係会社 

短期債権 
90,699 

貸付金利息の 

受取 

(注)１.(４) 

3,890 
関係会社 

短期債権 
628 

資金の預り 

(注)１.(５) 
－ 

関係会社 

短期債務 
57,951 

子会社 

ＴＤＧ 

ビジネス 

サポート㈱ 

所有 

直接 100.0 

資金貸借 

取引 

資金の貸付 

(注)１.(６) 
82,736 － － 

子会社 
東北発電 

工業㈱ 

所有 

直接 100.0 

当社の設備の拡充や 

保全のための工事施工 

受取配当金 

(注)１.(７) 
2,488 － － 

子会社 

東北インテ

リジェント 

通信㈱ 

所有 

直接 100.0 

当社設備及び技術を 

利用した通信事業 

受取配当金 

(注)１.(７) 
2,103 － － 



 

 

 

（２）共通支配下の取引等 

連結注記表「８．その他の注記（２）共通支配下の取引等」に同一の内容を記載しているため，注記

を省略している。 

（３）業績連動型株式報酬制度の導入 

当社は，2020 年６月 25 日開催の第 96 回定時株主総会決議に基づき，当社社外取締役を除く取締役（監 

査等委員であるものを除く。以下「取締役」という）及び執行役員（以下取締役を含み「取締役等」と 

いう。本項目において同じ）の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし，中長期的な業績

の向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として，「業績連動型株式報酬制度」（以下「本

制度」という）を導入している。 

なお，本制度の導入により，従来の株式報酬型ストックオプション制度は廃止している。 

① 取引の概要 

本制度は，役員報酬ＢＩＰ（Board Incentive Plan）信託（以下「信託口」という）と称される仕組み

を採用し，当社が拠出する取締役等の報酬額を原資として当社株式が信託口を通じて取得され，取締役等

の役職及び業績目標の達成度等に応じて当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を取締役等に

交付及び給付する株式報酬制度である。 

なお，本制度に関する会計処理については，「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関

する実務上の取扱い」（実務対応報告第 30 号 平成 27 年３月 26 日）に準じている。 

② 信託口に残存する自社の株式 

信託口に残存する当社株式を，信託口における帳簿価額（付随費用の金額を除く）により，純資産の部

に自己株式として計上している。当事業年度末における当該自己株式の帳簿価額は 1,333 百万円，株式数

は 1,307,000 株である。 

（４）連結納税制度の導入に伴う会計処理 

当社は，当事業年度中に連結納税制度を適用することについて承認申請を行い，翌事業年度より連結納

税制度が適用されることとなったため，当事業年度から「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関す

る当面の取扱い（その１）」（実務対応報告第５号 平成 27 年１月 16 日）及び「連結納税制度を適用する場

合の税効果会計に関する当面の取扱い（その２）」（実務対応報告第７号 平成 27 年１月 16 日）に基づき，

連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行っている。 

（５）連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用 

当社は，「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグループ通算制

度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については，

「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第

39 号 2020 年３月 31 日）第３項の取扱いにより，「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第 28 号 平成 30 年２月 16 日）第 44 項の定めを適用せず，繰延税金資産及び繰延税金負債の額に

ついて，改正前の税法の規定に基づいている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


