


はじめに

皆さまには、中国電力グループの事業運営に対し格別のご高配を賜り、誠に
ありがとうございます。

2020年4月、送配電部門の法的分離により中国電力ネットワーク株式会社が
誕生し、当社グループ経営は転換期を迎えます。

この節目にあたり、当社グループの将来を展望した新たなグループ経営ビジョン
「エネルギアチェンジ2030」を策定しました。

当社グループは、これまで取り組んできたエネルギー事業を柱としつつ、
事業環境の変化を新たな挑戦のチャンスと捉えて、グループ一体となって
事業領域の拡大に取り組み、新たな中国電力グループを目指してまいります。

今後ともご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

2020年1月
中国電力株式会社
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１．新ビジョン
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ミッション



目 標

Page.4

○ 連結経常利益／３６０億円(見込) ○ 連結経常利益／５００億円以上

○ 連結自己資本比率／２０％

○ 連結経常利益／６００億円以上

○ 連結自己資本比率／２５％

【 非 財 務 の 目 標 】

○ 再生可能エネルギー新規導入量 ２０３０年度 ３０～７０万ｋＷ

○ 多様な人材が活躍できる更なる環境づくり

※ 2030年度の利益目標は、ROEが概ね５％となる水準

【 利 益 ・ 財 務 の 目 標 】



アプローチ
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「行動様式」を
ギアチェンジ

「思考様式」を
ギアチェンジ

「グループ
マネジメント」

をギアチェンジ

新たな

中国電力グループへ
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２．ビジョン見直しの背景
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これまでの取り組み



これまでの取り組み
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島根原子力発電所を早期に稼働し、新たに開発する三隅発電所２号機を

経年火力と置き換えていくことで、電源の競争力を強化するとともに、

国内他地域・海外での成長投資を展開し、

主にエネルギー事業で利益・財務目標を達成することとしていました。

（島根原子力発電所稼働までの間）

●コスト削減により黒字確保、財務体質維持。

●財務体質維持を前提に、将来の成長に向けた

投資（国内他地域・海外）を展開。

（島根原子力発電所の稼働後）

●原子力発電所の稼働と三隅発電所２号機の

開発により、競争力強化、収支・財務改善。

●成長投資が徐々に結実。運転開始後の

フリーキャッシュフローを更なる成長の

ために投資。

2020年代早期に利益・財務を東日本大震災前の水準に回復

前ビジョンの達成シナリオ



これまでの取り組み
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前ビジョン実現に向けた行動計画（～2020年）

【2020年までに取り組む主要施策】

１．エネルギーサービスの展開

２．電源の競争力強化

３．送配電ネットワークサービスの品質向上

４．国内他地域・海外における収益基盤の確立

５．地域社会との協働・共創

６．収支・財務の改善



これまでの取り組み
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お客さまニーズに合わせた料金メニュー・サービスの提供
●お客さまのご使用実態に合わせた料金メニューの設定・提案

●お客さまのニーズやライフスタイルに合わせた

「ぐっとずっと。Eサービス」の提供

地域に根差した付加価値サービスの提供
●「ぐっとずっと。地域応援プロジェクト」による

更なる地域活性化に向けた取り組み

「ぐっとずっと。エネルギア」のキーコンセプトのもと、

「ぐっと」おトクな料金と、「ぐっと」便利なサービスの提供に取り組んでおり、

多くのお客さまに当社の料金・サービスを選んでいただいています。

エネルギーサービスの展開



これまでの取り組み
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島根原子力発電所２号機および３号機の安全対策
更なる安全性向上に向けて、安全対策に取り組んでいます。

・２号機：地震・津波関係の審査が概ね終了し、2019年2月から設備関係の審査が再開

・３号機：2018年8月に原子力規制委員会へ審査を申請

＜緊急時対策所の設置＞

２号機：2019年10月完了

３号機：2021年度上期完了予定

＜ガスタービン発電機の設置＞

２号機：2019年3月完了

３号機：2021年度上期完了予定

島根原子力発電所の稼働は実現していないものの、

電源の競争力強化に向けた取り組みは、着実に前進しています。

電源の競争力強化



三隅発電所２号機の開発

利用可能な 良の技術（BAT※1）に相当する 新鋭の

発電方式である超々臨界圧（USC※2）の採用に加え、

バイオマスの混焼により、環境性、経済性に優れた

石炭火力発電設備を建設しています。

着工：2018年11月

営業運転開始：2022年11月

※1 BAT：Best Available Technology

※2 USC：Ultra Super Critical

これまでの取り組み
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その他の取り組み
●燃料調達の更なる経済性・柔軟性の確保

●火力設備の安定稼働

●水力発電電力量の増大

＜三隅発電所完成予想図＞



これまでの取り組み
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他社とのアライアンスも活用しながら、成長に向けた取り組みを進めています。

国内他地域・海外における収益基盤の確立

※ 中国地域および国内他地域は営業運転開始時期、海外は出資参画公表時期に基づき記載



これまでの取り組み
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中立・公平で透明性の高い業務運営のもと、良質な電力の安定供給を確保するとともに、
効率的なネットワーク設備の構築に取り組んでいます。

●高経年設備更新工事の計画的かつ着実な実施

●基幹系統整備および再生可能エネルギー関連工事の推進

中国地域とともに成長していくために、当社グループの強みを活かし、
地域の経済・社会の活性化に向けて取り組んでいます。

●自治体と連携した企業立地支援活動の展開

●隠岐ハイブリッドプロジェクト

生産性・効率性向上に継続して取り組み、収支・財務の改善に努めています。

●業務リノベーション（業務運営の抜本見直し）による労働生産性の向上

●資材および資金の調達コストの低減、調達手段の多様化

送配電ネットワークサービスの品質向上

地域社会との協働・共創

収支・財務の改善



ビジョン見直しの必要性
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ビジョン見直しの必要性
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＜当社の料金収入等の推移＞

小売全面自由化後、新電力の参入や旧一般電気事業者間の競争の
急速な進展により、収入は減少しています。

競争激化による収入減少



ビジョン見直しの必要性
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効率化等の取り組みを通じ、黒字は確保していますが、
足元の連結経常利益は300億円程度に留まっています。

＜連結経常損益、連結自己資本比率の推移＞

利益・財務の水準



ビジョン見直しの必要性
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経営ビジョンの見直しに着手

利益・財務目標の達成シナリオと現実との乖離を踏まえて、

成長戦略を再構築する必要があります。

前ビジョンに合わせて策定した「ビジョン実現に向けた行動計画」は

2020年の法的分離に合わせて、再策定を予定していました。

行動計画の再策定

成長戦略の再構築



今後の事業環境変化
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今後の事業環境変化
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2020年4月の法的分離に加え、電気に係る新市場の設立が予定されており、

電気事業の収益性は読みにくい状況になります。

エネルギー政策



今後の事業環境変化
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＜中国地域の需要見通し＞

人口減少や節電・省エネの進展等により、需要自体が今後減少していく見通しです。

需要減少



今後の事業環境変化

AI・IoT等のテクノロジーは日々進歩しており、

当社グループも新たな技術を積極的に取り入れていきます。

技術革新

Page.22



今後の事業環境変化
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※ SDGs：2015年9月の国連総会で採択されたエネルギー、気候変動、ジェンダー等からなる17の国際目標を設定した行動指針

SDGs※に代表される社会の要請にお応えすべく、

当社グループとして積極的に取り組んでいきます。

社会の要請



今後の事業環境変化
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エネルギー政策や需要の減少、技術革新等の影響により、

エネルギー事業を取り巻く環境は

将来にわたり厳しさを増していく見通しです。

「事業環境の変化＝新たなチャンス」と捉えて、

挑戦していきます。



Page.25

ビジョン見直しの方向性



ビジョン見直しの方向性
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前ビジョンでも新たな成長領域に挑戦してきましたが、エネルギー事業の環境変化を

踏まえ、事業領域の拡大に向けた取り組みを一層加速していきます。

事業領域の拡大



ビジョン見直しの方向性
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SDGsで掲げる17の目標等を参照し、2030年度に向けて当社グループとして取り組む

４つの重点課題を選定しました。これらの課題をビジョンに取り込み、重点的に取り組みます。

社会の要請に応える



３．目標設定の考え方
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目標設定の考え方
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新ビジョンの実現に向けて、「利益・財務目標」と「非財務目標」を掲げることにしました。

●収益拡大の観点

●財務健全性の観点

●前ビジョンとの継続性

●グループとしての取り組み

「連結経常利益」、「連結自己資本比率」を
目標項目として設定

●利益・財務の指標に表れない取り組み

●SDGs等の社会の要請

●再生可能エネルギー事業の成長性

「再生可能エネルギー」、「人材活躍」を
目標項目として設定

目標水準は、足元の実績を見つつ、
チャレンジングな要素も踏まえて設定しています。

利益・財務目標

非財務目標



利益・財務目標
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足元の利益水準（300億円程度）を10年かけて倍増させる観点から、

既存領域と成長領域で各150億円の利益上積みを目指し、

2030年度の連結経常利益600億円以上を利益目標として設定しました。

（前ビジョンや震災前に目指していた利益水準とも同程度）

2030年度までのキャッシュフローを均衡させる中で、

利益創出に向けた投資等を行います。

上記のキャッシュ配分等を踏まえ、連結自己資本比率は25％に設定しました。

また、2030年度に向けて、取り組みの進捗を確認する観点から、

2025年度の中間チェックポイントも設定しています。

目標設定の考え方



利益・財務目標
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目標設定の考え方（続き）

＜キャッシュ配分の考え方＞

2030年度までの10年間で、キャッシュフローの均衡を図ります。

（有利子負債は当面は増加するものの、2030年度には現在の水準以下を目指します）

電源稼働後には反転しますが、当面、島根原子力発電所の安全対策工事や

三隅発電所２号機の新設工事等によりキャッシュフローはマイナスが続くため、

その間は、キャッシュアウトの抑制に努めます。

その時々の事業環境等を踏まえ、適宜、見直しながら、

既存領域や成長領域への投資、株主還元等のバランスを取ってキャッシュ配分を行います。

安定配当を基本としつつ、財務体質や、「エネルギアチェンジ2030」に基づく

当社グループの成長の成果を踏まえ、将来的な株主還元のあり方についても検討します。

＜株主還元について＞



利益・財務目標
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キャッシュフローの均衡を図りつつ、効果的な投資等を行うことで、

既存領域における底上げや、成長領域で更なる積上げを図り、利益目標の達成に取り組んでいきます。

大型電源

●島根原子力発電所２・３号機
－ 適合性審査への着実な対応、安全対策工事の着実な実施

●三隅発電所２号機
－ 2022年11月の営業運転開始を目指した建設工事の着実な実施

成
長
投
資

海外
●発電事業 計７事業（アジア５、米国２）

持分出力合計 約80万kW

国内
●発電事業 計３事業（山口県、広島県、福島県）

持分出力合計 約15万kW

既存事業 ●既存電源や送配電設備の高経年化対策

＜現在の取り組み内容＞

達成に向けた取り組み



再生可能エネルギー
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地球環境問題への対応のためだけでなく、再生可能エネルギーを成長領域の一つと位置づけ、

積極的な導入に取り組んでいきます。

＜当社グループの再生可能エネルギー導入量＞

新たに30～70万kW開発することで、

当社グループの再生可能エネルギー導入量は

1.5倍程度になります。

また、2030年度時点の水力（揚水含む）や

それ以外の再生可能エネルギー、原子力発電

設備を合計すれば、当社が現在保有する

発電設備の半分程度に相当する規模になります。

目標設定の考え方

新規導入量については、こうした観点を踏まえ、目標設定をしました。



再生可能エネルギー
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日本国内における再生可能エネルギーの導入ポテンシャルや事業としての収益性等を踏まえ、

他社とのアライアンス、海外での再生可能エネルギー開発も含めて、

グループ全体で30～70万kWの新規導入達成に取り組んでいきます。

＜現在の取り組み内容＞

国内

太陽光
●メガソーラー発電の開発（福山太陽光発電所、宇部太陽光発電所）

●広島県との地域還元型メガソーラー発電事業

水力
●既存水力発電所の出力増強（リパワリング）

●新規水力発電の開発（芸北発電所）

バイオマス

●木質バイオマスの混焼発電（新小野田発電所、三隅発電所）

●エア・ウォーター(株)とのバイオマス・石炭混焼発電所の開発（山口県防府市）

●エア・ウォーター(株)とのバイオマス専焼発電所の開発（福島県いわき市）

●広島ガス（株）とのバイオマス混焼発電所の開発（広島県安芸郡海田町）

技術開発 ●隠岐ハイブリッドプロジェクト

海外
水力 ●インドネシア水力発電事業

風力 ●台湾洋上風力発電事業

達成に向けた取り組み



石炭火力発電の取り組み
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※2 カーボンリサイクル：
CO2を炭素資源と捉え、これを回収し、多様な炭素化合物として
再利用すること。

利用可能な 良の技術（BAT）に相当する 新鋭の発電方式である

超々臨界圧（USC）の採用に加え、バイオマスの混焼により、

環境性、経済性に優れた石炭火力発電設備を建設しています。

着工：2018年11月 営業運転開始：2022年11月

電源開発（株）と共同で設立した大崎クールジェン（株）において、

将来の脱炭素社会を見据え、石炭ガス化燃料電池複合発電（IGFC※1）とCO2分離・回収を

組み合わせた革新的低炭素石炭火力の実現を目指し、実証試験に取り組んでいます。

本プロジェクトにより期待される

環境負荷低減

●CO2排出量を削減

●回収されるCO2の有効利用

（カーボンリサイクル※2に繋がる技術開発）

回収したCO2の利用例として想定されるもの

●電源開発（株）とカゴメ（株）が共同運営
●光合成を促すためにCO2を利用

●当社と鹿島建設（株）等が共同開発した
CO2-SUICOM

●一般的な材料の他にCO2と反応して硬化
する特殊混和材を用いたコンクリート

三隅発電所２号機の開発

大崎クールジェンプロジェクトの推進

環境負荷の低減に取り組みながら、安定供給性や経済性に優れた石炭火力発電を活用しています。

※1 IGFC：Integrated Coal Gasification Fuel Cell Combined Cycle

トマト菜園 環境配慮型コンクリート



CO2排出削減の取り組み
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CO2排出削減の取り組み

島根原子力発電所２号機および３号機が稼働すれば、2018年度に比べて、

CO2排出量を２割程度削減できると試算しています。

＜原子力によるCO2排出削減効果＞

（イメージ）

＜CO2排出量・排出原単位の推移＞



人材活躍
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新ビジョンを実現し、当社グループが持続的に成長していくためには、

その担い手である社員一人ひとりの活躍が不可欠であることから、

人材活躍の目標を設定しました。

現状においても、人材育成・活躍に向けた取り組みを進めていますが、

今後も、時代の要請に合わせて柔軟に対応しながら、

多様な人材が活躍できる企業文化や制度の構築に取り組んでいきます。

＜現在の取り組み内容＞

高度な技術・技能の継承 ●エネルギア・マスター※を活用した技術・技能継承

自ら考え行動する人材の育成 ●社員研修・教育、自己研鑚の支援

価値観や働き方の多様化

●女性活躍推進をはじめとした多様性を推進する意識・風土の醸成活動

●他企業経験者や専門能力保有者の積極的採用

●男性社員の育児参加を支援する意識・風土の醸成活動

●多様な働き方を可能にする職場環境の構築

●人権意識の高揚に向けた啓発活動

●障がい者の継続的な雇用

目標設定の考え方

達成に向けた取り組み

※当社の高度技術・技能者認定制度。特定の分野において、高度で専門的な技術・技能を保有する社員を「エネルギア・マスター」として認定。
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●カーボンリサイクルへの取り組み

・大崎クールジェンプロジェクト
の推進

●再生可能エネルギー拡大を見据えた
設備形成

地球環境問題への貢献

電源の競争力強化

●島根原子力発電所２・３号機の
早期稼働と、安定運転に向けた
諸施策の実施

●三隅発電所２号機の活用および
経年火力との入れ替え

●上関原子力発電所の開発に向けた
取り組み

強靭な収益構造の構築

●競争環境下での電力販売の
収益性向上

●企業誘致や新たな発想による
エリア需要創出

●業務リノベーション
（業務運営の抜本見直し）による

労働生産性の向上

●資材および資金の調達コスト
低減

●設備保全や運用保守の高度化・
適化

●高経年設備の計画的改修

●AI・IoT等、進歩するICT技術
を活用した業務革新

エネルギー事業を中心とした
既存事業の強化・進化

徹底したコスト構造改革を継続するとともに、

時代の変化に対応した環境に優しい

新たなエネルギービジネスへの進化に向けて、

取り組みを推進していきます。

：再生可能エネルギー新規導入量目標の達成に資する取り組み



今後の取り組み
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更なる成長に向けた
新たな事業への挑戦

これまでに培ってきた技術・経験・設備の新事業への活用を続けるとともに、

事業基盤である中国地域の活性化等をキーとした新たなビジネスへの参画等、

多様な事業分野への進出に向けて取り組みを推進していきます。

国内・海外における

エネルギー事業の展開

●洋上風力等の再生可能エネルギー

●他社とのアライアンスによる発電事業

●海外電気事業

次世代型エネルギービジネス

の研究開発および事業化

●分散型電源や蓄電池を活用した新サービス

●P2P電力取引サービス

●スマートシティ

革新的技術
×

保有する設備・ノウハウ・データ
による新事業の展開

●石炭灰を活用した環境事業

●ビッグデータ活用

エネルギー事業以外の

成長事業への参画

●スタートアップ企業等への出資

●エネルギー以外の分野での事業への協業

：再生可能エネルギー新規導入量目標の達成に資する取り組み



今後の取り組み
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多様な人材が活躍できる
更なる環境づくり

これまで培ってきた高度な技術・技能の継承や、

自ら考え行動する人材の育成に

継続的に取り組むとともに、

多様な人材が活躍できる企業文化や

制度の構築に向けて

取り組みを推進していきます。

社員一人ひとりの

能力開発の支援

●自律的な自己研鑽の支援
と研修の充実化

多様な価値観・経験の活用

●女性社員の活躍推進

●他企業経験者や専門能力保有者
の積極的採用

●男性社員の育児参加支援

多様な人材の活躍に向けた

環境づくり

●柔軟かつ生産性の高い働き方の
実現

●価値創造型業務へのシフト

●イノベーション創出のための
環境整備

・異分野融合に寄与する
イノベーションルームの設置

・フリーアドレス化 等

エネルギア・マスターを

活用した技術・技能継承



エネルギアグループ企業行動憲章
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エネルギアグループ企業行動憲章
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行動憲章の改定

「社会の要請に対する感度を高め、これに応えていくことで、

グループの企業価値向上と持続的成長を実現する。」

2020年代のスタートにあたり、この考え方を改めて内外に宣言すべく、

「エネルギアチェンジ2030」の策定にあわせ、

「エネルギアグループ企業行動憲章」を改定しました。

今回の改定では、SDGsに代表される昨今の社会の要請を反映するとともに、

企業価値向上と成長がゴールであることを明文化しています。

本憲章に掲げる内容をグループの役員・社員で共有し、

事業活動を通じてさまざまな社会的課題の解決に取り組んでいきます。



エネルギアグループ企業行動憲章
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社会とのコミュニケーションの充実

 企業情報を積極的、効果的かつ公正に発信するとともに、幅広いステークホルダーの皆さまとの対話を通じて、

社会からの要請やお客さまのニーズを事業活動に反映します。

社会に役立つ商品・サービスの提供

 品質向上に向けた不断の取り組みとイノベーションによる新たな価値の創造を通じて、良質で満足いただける

商品・サービスを安全に、安定的に提供します。

地域社会発展への貢献

 中国地域に根差した企業グループとして、その事業活動を通じて社会的課題の解決に向けた取り組みに参画する

ことで、地域社会の発展に貢献します。

環境経営の推進

 環境問題は人類共通の課題と認識し、地球温暖化対策の推進、循環型社会の形成、環境保全などに積極的に取り

組みます。

＜行動原則＞

私たちエネルギアグループは、社会からの信頼を基盤に、健全な事業活動を通じて社会に有用な価値を

創造し、成長していくことで、持続可能な社会の実現に貢献することを自らの使命とします。

こうした認識のもと、エネルギアグループの役員・社員は、次の行動原則に基づき、自ら考え行動する

ことで、社会の一員としての責任を果たすとともに、グループの企業価値向上と持続的成長を実現します。



エネルギアグループ企業行動憲章
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労働安全衛生の確保

 事業活動の基盤となる安全と心身の健康を確保することを最優先し、労働災害の防止、健康の保持増進に取り

組みます。

活力ある企業風土づくり

 多様な人材が能力を発揮して新たな価値を創造できるよう、人材の育成と技術・技能の継承に取り組むとともに、

働きやすく、働きがいのある職場づくりを推進します。

コンプライアンス経営の推進

 法令・ルールはもとより、その背景にある倫理や道徳を含む社会的な規範を遵守し、３つの行動（良識に照らす・

率直に話す・積極的に正す）を実践します。

危機管理の徹底

 市民の社会生活や企業の事業活動に脅威を与える自然災害、サイバー攻撃、テロ等に対し、組織面・システム面で

の危機管理体制を構築し、リスクの未然防止・最小化に向けた取り組みを徹底します。

コーポレートガバナンスの充実

 エネルギアグループの役員は、グループの企業価値向上と持続的成長を目指し、公平性、透明性かつ実効性のある

ガバナンスを構築します。

 また、本憲章の実現に向け、自らが率先垂範するとともに、社員全員が行動するよう徹底します。

人権の尊重

 すべての人々の人権を尊重することを事業活動の根底におき、いかなる差別も行わず、人権が真に尊重される

社会の実現に向けて取り組みます。
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中期経営計画を通じて具体的な施策を実施し、

投資した資産のリスク評価等も行いながら、PDCAサイクルを回していきます。

具体的な施策とその進捗状況については、

毎年公表する「経営計画の概要」や「統合報告書」等をツールとして、ステークホルダーと対話していきます。

ＰＤＣＡサイクル



中国電力株式会社

〒730-8701 広島県広島市中区小町4-33

Tel: 082-241-0211 Fax: 082-504-7006

http://www.energia.co.jp/

当資料に記載されている現在の計画、戦略などのうち、歴史的事実でないものは
将来の実績等に関する見通しであり、これらの将来予測には、リスクや不確定な要因を含んでおります。

そのため、実際の業績につきましては、記載の見通しと大きく異なる結果となることがあり得ます。
従って、当社として、その確実性を保証するものではありませんのでご了承ください。


