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・更なる成長に向けた新たな事業への挑戦

・多様な人材が活躍できる更なる環境づくり
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-2-社長ごあいさつ
平素より中国電力グループの事業運営に格別のご理解とご協力を賜り，誠にありがとう

ございます。
この度，2020年1月に公表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」の

実現に向け，特に中間目標である2025年度をターゲットにした実行計画として「2020年度
経営計画」を取りまとめました。

4月には送配電部門の法的分離を行い，「中国電力ネットワーク株式会社」が始動した
ところですが，この当社グループ経営の転換期における，グループ経営ビジョンの策定および
2020年度経営計画の策定にあたっては，現下の事業環境等を踏まえた特に重要な
経営課題について，対応方針を明確に示したうえで，各取り組みに展開しています。
また，各取り組みを通じて，SDGsに代表される社会の要請にもお応えしていきます。

コンプライアンス最優先の業務運営を前提に，送配電事業の中立性・公平性を確保
したうえで，新たなグループマネジメントにより，グループ一丸となって
エネルギー事業を中心とした既存事業の強化・進化に取り組むとともに，
更なる成長に向けた新たな事業へも挑戦していきます。
ギアチェンジしていく新たな中国電力グループの取り組みをご覧ください。

2020年4月 中国電力株式会社 代表取締役社長執行役員 清水 希茂



-3-当社の現況と経営課題
時代の要請を踏まえながら，Ｓ＋３Ｅ（安全性，安定供給，経済性，環境への適合）

を追求し，実現していくことが，厳しい競争環境下においても，中長期にわたる電力会社の
「競争力」の源泉です。
今後も様々なステークホルダーの期待にお応えしていくために，これからのステージに向け，

３つの経営課題を設定のうえ，取り組みを進めていきます。

 Ｓ＋３Ｅを実現し続けるためには，経年
化する設備の入れ替えは必須です。

 歴史的な低金利環境を背景に，大型
電源投資を集中的に実施してきました。
 競争力の要となる，島根原子力，三隅

2号機の工事が着実に進捗。
 有利子負債残高は増加したものの，支払

利息は低下。

 原子力稼働停止後も料金水準を維持
しています。
 徹底した効率化や一時的な施策等の繰り

延べにより6年連続黒字を確保。
 中国エリアの離脱率は全国で低水準。

 安定配当を継続してきました。
 50円／株を継続。

低炭素社会の要請に
お応えしていくためにも，
Ｓ＋３Ｅを追求し続けます。

大型電源投資の回収
期間へ移行していきます。

更なる成長に向け，事業
領域を拡大していきます。

地球環境問題へ
の貢献と競争力
ある電源構成の
構築

電力販売収益の
反転・拡大

財務健全性を
前提とした成長
領域の収益拡大

〔これまでの取り組みと成果〕 〔これからのステージ〕 〔経営課題〕



-4-経営課題への対応方針
３つの経営課題に対して，以下の方針により各取り組みを適切に進めていきます。

地球環境問題へ
の貢献と競争力
ある電源構成の
構築

• 低炭素社会の要請にお応えするとともに競争力強化に向け，S＋3E（安全性，
安定供給，経済性，環境への適合）を同時達成する電源構成を実現します。

• 原子力発電所の稼働に加え，再生可能エネルギーの新規開発を進めることで，
非化石電源の電源構成比率（発電電力量構成比率）を高めていきます。

• 石炭火力については，最新技術およびバイオマス混焼を採用した三隅発電所
2号機を導入し，経年火力設備を代替することで環境負荷低減を図ります。
また，電源開発㈱と共同で設立した大崎クールジェン㈱において，CO2を
回収しカーボンリサイクルに繋げる技術開発を進め，地球環境問題への貢献を
目指します。

電力販売収益の
反転・拡大

• 島根原子力発電所および三隅発電所２号機の稼働により，広域メリット
オーダー下において競争力を有する電源が大きく増加します（+320万kW程度）。

• この電源を基に，収益最大化が図れるよう，小売・卸売および様々な市場を
活用し販売することで，電気事業の収益低下に歯止めをかけ，反転・拡大させ
ます。

財務健全性を
前提とした成長
領域の収益拡大

• 中長期的にキャッシュフローを均衡させる中で，利益創出に向け，海外事業・
再生可能エネルギー事業等の成長領域への投資を行っていきます。

• キャッシュ配分は，その時々の事業環境等を踏まえ，適宜，見直しながら，
成長領域や既存領域への投資，株主還元等のバランスを取って判断します。

• 特に，大型電源稼働によりキャッシュフローが大幅に改善するまでの間は，
キャッシュアウトの抑制に努め，件名を厳選のうえ取り組みを進めます。



Ⅰ．「エネルギアチェンジ2030」 こえる、つながる、ひろげる
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2020年度経営計画においては，特に2025年度中間目標の達成に向けた
具体的な取り組みを進めます。

利益・財務の目標，非財務の目標

○連結経常利益／３９８億円
（実績）

○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】

2025年度
中間目標

効率化等により，
力を蓄える

新規稼働電源
を活用し，販売
を拡大する

事業領域の
拡大等により，
利益を上積み

2019年度
（実績）

2025年度
（中間目標） 2030年度

成長領域
５％

成長領域
10％

成長領域
25％

既存領域
90％

既存領域
75％

既存領域
95％



-7-

272

▲ 424

17,560 
21,939 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

▲ 2,000

▲ 1,500

▲ 1,000

▲ 500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030

営業ＣＦ
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ＦＣＦ
有利子負債残高（右軸）

キャッシュ配分の考え方 株主還元について
 大型電源工事期間中はキャッシュアウトの

抑制に努めます。
 時々の事業環境等を踏まえ，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
ビジョン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。

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。連結キャッシュフローの推移

キャッシュ配分・株主還元

キャッシュアウト抑制
キャッシュフロー均衡

2025頃

（億円） （億円）

FCFプラスへ

有利子負債残高の
削減へ

島根原子力発電所安全対策工事

三隅発電所2号機新設工事
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（参考）資金調達基盤強化の取り組み
 過去10年間において，有利子負債残高は4,700億円程度増加するなか，多様な資金調達

手段を講じるとともに，歴史的な低金利環境を背景に，支払利息は140億円程度減少
（▲5割程度）しています。

連結有利子負債残高・市場金利の推移

確固たる資金調達基盤

（億円）

（億円）

（％）

10年国債利回り（左軸）

有利子負債残高（右軸）

10年国債利回りがマイナスまで低下

〔支払利息（連結）の推移〕

 「中長期的に安定的かつ低利な資金調達」に向け，調達手段・
調達先の多様化に取り組んでおり，新規取引先の拡大や個人
向け社債，外貨建社債，転換社債の発行を行っています。

 当社は一般担保付社債の経過措置に係る認定※に基づき，
2020年度以降も一般担保付社債を発行します。
※認定を受けた事業者は，2024年度まで一般担保付社債を発行可能

2010      2011      2012      2013      2014      2015      2016     2017     2018    2019        

▲140



-9-SDGｓへの取り組み

「エネルギアグループ企業行動憲章」全文は当社HPをご覧ください。
https://www.energia.co.jp/corp/active/group_kenshou/index.html

 当社では，国連での「持続可能な開発目標（SDGs※1）」の採択を受け，2030年度に向けて
当社グループとして取り組む４つの重点課題を整理し，これらの課題をビジョンに取り込むとともに，
あわせてグループの行動憲章も改定しました。

 ビジョンや行動憲章に掲げる内容の実現に向けた取り組みを通じて，ESG※2投資を重視する
株主・投資家をはじめ，幅広いステークホルダーのご期待に応えていくよう取り組んでいきます。
※1，2015年9月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の国際目標として設定された行動指針
※2，Environment（環境），Social（社会），Governance（ガバナンス）

https://www.energia.co.jp/corp/active/group_kenshou/index.html


Ⅱ．2019年度の取り組み
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山口県美祢市 「秋吉台」
山口県美祢市の中・東部に広がる日本最大級のカルスト台地。日本三大
カルストのひとつでもあり、雄大な自然を楽しむことが出来ます。

当社公式インスタグラム https://www.instagram.com/energia.jp/

https://www.instagram.com/energia.jp/
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 販売電力量が減少し，かつ原子力発電所が非稼働の状況下においても，経営全般における
効率化等により連結経常利益は対前年度271億円増益の398億円となりました。

 加えて，転換社債の転換等により自己資本比率は2.7％改善し，19.7％になりました。

 2020年1月満期の転換社債総額500
億円のうち，約229億円が普通株式に
転換されました。

 2019年度の配当は，中間配当について
1株につき25円としました。
期末配当については1株につき25円とし，
中間配当と合わせて50円とする予定として
います。

 島根2号機の新規制基準適合性に係る
審査において，基準地震動・津波は，
概ね妥当であるとの評価を受けました。
引き続き，早期の稼働に向け，審査対応
および安全対策工事に取り組んでいます。

トピックス財務実績
 連結経常利益 398億円

（対前年度＋271億円）
 連結自己資本比率 19.7％

（対前年度＋2.7％）
 経営効率化額実績 470億円

（うち費用230億円）

2019年度の取り組み
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連結経常損益

新規制基準適合性審査の状況についてくわしくは当社HP
をご覧ください。
https://www.energia.co.jp/judging/index.html

https://www.energia.co.jp/judging/index.html


Ⅲ．2020年度 経営計画の概要
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岡山県笠岡市 「笠岡ベイファーム」
春は菜の花・ポピー，夏はひまわり，秋はコスモスと 四季折々の花畑を楽し
むことができる道の駅。絶好の撮影スポットとして多くの人で賑わっています。

当社公式インスタグラム https://www.instagram.com/energia.jp/

https://www.instagram.com/energia.jp/


-13-グループ大の経営管理の取り組み
 新たなグループ経営管理体系の構築により，これまで以上にグループ一体となって，成長に

取り組みます。

グループ大の資金調達の仕組み

 グループ全体の資金を効率的に活用する
ため，キャッシュ・マネジメント・システム
（CMS）を通じてグループ内資金融通を
行っており，2020年度以降も，中国
電力ネットワーク㈱を含むグループ全体の
所要資金を当社が一括して調達します。

新たなグループ経営管理の体系

※CEPAR：Chugoku Electric Power Australia Resources Pty. Ltd. の略。
※持分法を適用していない非連結子会社・関連会社は記載を省略しています。

 開示セグメントの前提となる経営管理上の「事業
単位」毎に利益目標を設定し，ビジョンで掲げる
利益・財務目標の達成に向け，中国電力とグループ
企業が自律的に連結利益の拡大に取り組みます。

〔2020年度以降の資金調達体制イメージ〕
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電源構成最適化（原子力稼働，三隅2号機運転開始），石炭脱炭素化，
電力販売収益拡大策 等
設備保全の効率化・高度化，レジリエンス強化 等
情報通信事業領域の強化・拡大
業務リノベーション，ICT技術を活用した業務革新 等

ビジョンで掲げる目標の達成に向けた取り組み

2025 2030
450

億円以上
450

億円以上

①エネルギー事業を中心とした既存事業の強化・進化

総合エネルギー事業 Ｐ15

送配電事業 Ｐ21

経営効率化 Ｐ24

情報通信事業 Ｐ23

②更なる成長に向けた新たな事業への挑戦

研究・開発 Ｐ30

再生可能エネルギー Ｐ27

成長領域 Ｐ28

海外事業 Ｐ26

③多様な人材が活躍できる更なる環境づくり

④持続的な企業価値向上に向けた基本的責務の遂行

Ｐ31

Ｐ33

2019 2020 2025 2030

500
億円以上

（目標）
Ⅳ.財務情報 Ｐ34

2025 2030
50

億円以上
150

億円以上

【非財務目標】多様な人材が活躍できる更なる環境づくり

【非財務目標】再生可能エネルギー新規導入量 2030年度 30～70万ｋＷ

海外事業案件の獲得 等
再生可能エネルギー拡大

地域・電気の未来の創造
既存事業，成長事業を支える戦略的イノベーション 等

既存領域

成長領域

連結経常利益目標

連結経常利益目標

連結経常利益（中間目標）
600
億円以上

（実績）
398
億円



-15-① 総合エネルギー事業（バランスのとれた電源構成の構築）

 資源の乏しい我が国において，将来にわたり電力を安定的かつ低廉にお届けしていくためには，
原子力・石炭・LNG・再生可能エネルギー等，さまざまなエネルギーをバランスよく活用することが
必要です。

 安全確保を前提に，長期的なエネルギーセキュリティ，地球温暖化問題への対応，経済性等
を勘案し，バランスの取れた電源構成を目指していきます。

LNG
20％

石炭
47％

2018実績

石油
4％

安全を前提とした
早期稼働・安定運転

原子力

環境性等を踏まえた
導入拡大

再エネ

三隅2号機，島根
2,3号機の稼働に
合わせて，経年火力
と入れ替え

火力

〔現在の発電電力量構成比と将来に向けた取り組み〕

火力
5割程度

原子力
２～３割

再エネ
２割程度

再エネ
22～24％

再エネ
16％

原子力
22～20％

石炭
26％

LNG
27％

石油
3％

〔 CO2排出削減の取り組み〕

※1，前提：三隅2号機，島根2,3号機稼働後。卸電力取引所分は含まない。
※2，第5次エネルギー基本計画。

※試算条件：・CO2排出原単位0.618㎏-CO2/kWh
（当社2018年度実績）・原子力発電所設備利用率70％，
所内率4%（出典発電コスト検証ワーキンググループ報告書
〔2015年5月〕）・送配電ロス率5%程度と仮定

 CO2排出削減については，業界
全体の枠組み「電気事業低炭素
社会協議会」において，取り組みを
進めています。

 CO2排出削減に向けて，再生可能
エネルギーの導入や島根原子力
発電所の早期稼働，火力発電の
高効率化等に取り組んでいきます。

島根2，3号機稼働後2018

3,275万t

2割程度削減
（▲700万t）

既存事業の
強化・進化

大型電源稼働後※1 2030の
エネルギーミックス※2

卸電力取引所
13％

※発電電力量ベース

（原子力によるCO2排出削減効果〔イメージ〕）

http://www.energia.co.jp/assets/press/2017/p170330-2a.pdf
http://www.energia.co.jp/assets/press/2017/p170330-2a.pdf
http://www.energia.co.jp/assets/press/2017/p170330-2a.pdf
http://www.energia.co.jp/assets/press/2017/p170330-2a.pdf
http://www.energia.co.jp/assets/press/2017/p170330-2a.pdf
http://www.energia.co.jp/assets/press/2017/p170330-2a.pdf
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関係自治体との連携強化訓練

① 総合エネルギー事業（原子力発電所の更なる安全性向上）

〔安全対策工事の実施状況〕 〔緊急時対応能力の向上〕

指揮命令訓練

 島根２号機，島根３号機の安全対策
工事を着実に実施しています。

 原子力災害の発生を未然に防止するための安全
対策を鋭意進めるとともに，原子力災害発生時の
対応能力の向上を目的とした訓練等の継続的な
実施や関係自治体との連携強化など，原子力防災
対策にも積極的に取り組んでいます。

2020 2021

島根2号機 2020年度内
できるだけ早期

島根3号機 2021年度上期

（完了予定時期）

代替電源の確保に向けた
「ガスタービン発電機」の設置

緊急時の対応拠点となる
「緊急時対策所」の設置

既存事業の
強化・進化

緊急時対策所

免震重要棟

新規制基準適合性審査の状況についてくわしくは当社HPをご覧ください。
https://www.energia.co.jp/judging/index.html

 原子力は安全の確保を大前提に，供給安定性，経済性，環境保全の観点から重要な役割を
担うベースロード電源と考えており，今後も一定の割合で原子力を活用していきます。

 島根原子力発電所では，国の新規制基準への適切な対応はもとより，一層の安全性向上に取り
組み，信頼される発電所を目指していきます。

 また，安全性に一層優れた新規原子力発電所の開発が必要と考えており，上関原子力発電所
の開発にも取り組んでいきます。

https://www.energia.co.jp/judging/index.html


-17-① 総合エネルギー事業（石炭火力発電の高効率化・脱炭素化）

 当社は，石炭火力のパイオニアとして，他の電力会社に先駆けて技術開発の実施や最先端の
技術の導入など，常に時代の要請にこたえてきました。供給安定性，経済性に優れた石炭を将来
にわたって活用していくため，高効率化や脱炭素化に向けた取り組みを推進しています。

既存事業の
強化・進化

〔三隅発電所2号機の建設〕
 利用可能な最良の発電方式である超々

臨界圧(USC)の採用，バイオマス混焼の
拡大等によって環境性にも優れた電源とし，
経年火力と代替することで環境負荷の
低減にも努めていきます。

〔大崎クールジェンプロジェクトの推進〕
 大崎クールジェン㈱※1が行う実証事業を通じて，

CO2排出量の大幅削減に繋がる革新的な低炭素
石炭火力発電技術の開発に取り組んでいます。

 将来の脱炭素化も見据え，回収したCO2を有効
活用するカーボンリサイクルの検討も進めています。

 なお，経済産業省は本プロジェクトを行う広島県
大崎上島を「カーボンリサイクル３Cイニシアティブ」に
おける実証研究の拠点に位置付けています。

※1，電源開発㈱と共同で設立。※2，石炭ｶﾞｽ化複合発電 ：石炭をｶﾞｽ化し，ｶﾞｽﾀｰ
ﾋﾞﾝと蒸気ﾀｰﾋﾞﾝによるｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ方式を利用した石炭火力。※3，石炭ｶﾞｽ化燃料電
池複合発電：IGCCに燃料電池を組み込んだﾄﾘﾌﾟﾙｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ方式の石炭火力 。

 河口・港湾の水底質浄化など，環境改善効果をもつ石炭灰製品の
普及拡大により，循環型社会の実現に貢献していきます。

〔石炭灰の有効活用〕
石炭灰製品の一つ

Hiビーズ

所在地 島根県浜田市
出力 100万kW

運転開始 2022年11月

2号機用
燃料貯蔵設備

2号機
ボイラ・タービン等
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15.9％

① 総合エネルギー事業（エネルギーサービスの展開）

 ビジョンで掲げる目標の達成に向け，コアとなる電力販売については，中国エリアでの活動を中心と
しつつ，他エリアおよび市場取引など様々なチャネルを活用した取り組みを進めていきます。

既存事業の
強化・進化

15.1％

 中国エリアにおける新電力のシェアは他エリアと比較して低水準です。当社は，引き続き，お客さまニーズに
合わせた料金メニュー・サービスの提供等により，当社シェアの維持・拡大に取り組んでいきます。

〔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〕
 お客さまのニーズやライフスタイルに合わせたサービス

「ぐっとずっと。Ｅサービス」の提供
 アライアンス先の拡大等によるサービス拡充と販路多様化
〔電気の使われ方の変化を踏まえた料金メニューの見直し〕
 2020年4月1日から，夜間に割安な夜間料金を設定

している一部の電気料金メニューを見直し
〔省エネ・省コストに資する電化提案等の実施〕
 他熱源空調や産業用プロセス等に対する電化提案
 エコキュートをはじめとする省エネ性に優れた機器の推奨
 エネルギー診断等の付加価値サービスの提供

9.0％
4.9％

特別高圧＋高圧 低圧

他エリア平均

中国エリアにおける主な取り組み

（中国エリアの新電力シェア〔2019年12月末〕）

（電気の使われ方の変化〔年度平均〕）

 首都圏・関西エリアを中心にアライアンスを活用した営業活動を強化するとともに，電気に係る新市場等の
積極的な活用についても取り組んでいきます。

他エリアにおける主な取り組み

【出典】電力・ガス取引監視等委員会 電力取引報結果
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 2016年から提供している 新料金メニュー「ぐっとずっと。プラン」は約128.9万口※，会員制ＷＥＢ
サイト「ぐっとずっと。クラブ」は約109.8万口※と，いずれも100万口を突破しました。

 2019年からは，サービス全般の総称として 「ぐっとずっと。Ｅサービス」 を設定し，お客さまのニーズに
お応えできるサービスの提供に取り組んでいます。

既存事業の
強化・進化

※2020年4月1日時点

「ぐっとずっと。プラン」，選択約款メニュー

メールでお知らせ ＬＩＮＥでお知らせ

エネルギアポイントサービス ＬＩＮＥポイント

卒ＦＩＴ向け新サービス 「ぐっとずっと。グリーンフィット」

見える化，料金シミュレーション
中国電力×Shufoo!アプリ

きほん
サービス

くらし
サービス

おとく
サービス

見守りサービス シェアリングサービス
地域体験
マッチングサービス

定額制住宅設備
修理サービス

（料金）

〔ぐっとずっと。Ｅサービスの概要〕
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655
612 599

565 

2011 2017 2018 2019 2020 2025

① 総合エネルギー事業（電力販売の収益拡大）

〔販売電力量推移〕

反転・拡大へ

大型電源運開後の販売戦略

※中国電力の総販売電力量（他社販売電力量を含み，
中国電力ネットワークとのインバランス・調整電源にかかる
販売電力量は含みません）。

電源競争力を強化

小売 卸売 市場取引

（億kWh）

既存事業の
強化・進化

島根２号機（82万kW）
島根３号機（137万kW） 三隅２号機（100万kW）

〔新規稼働電源等〕

 安全確保を大前提とし，環境性に優れた島根原子力発電所および燃料多様性にも優れた
三隅発電所2号機などの大型電源の稼働・運開により競争力のある電源を確保します。

 大型電源の稼働・運開後はエリア内需要の獲得はもとより，小売，卸売および様々な市場を活用
することで，販売電力量の減少の反転・拡大を目指します。

（完成イメージ）



-21-① 送配電事業（設備保全の効率化・高度化）

 電気を安定的に低コストでお客さまにお届けするという使命を果たすため，高経年設備の計画的
かつ効率的な改修，設備保全の高度化などに取り組んでいます。

遮断器
鉄塔

電柱

 ＡＩ・ＩｏＴ等を活用した遠隔監視により，
現地移動を省略しています。

（送電設備） （変電設備） （配電設備）

設備保全の高度化

計画的かつ効率的な改修

ドローン

 ドローンを活用して，送電鉄塔・電線やマイクロ
波無線鉄塔の点検を実施していきます。

開閉器

電線

〔効率的な改修〕
 他電力との仕様統一
 競争拡大
 工事平準化等による

施工力確保
 系統構成設備の効率化

 劣化状況や期待寿命評価を踏まえ計画的に改修しています。

既存事業の
強化・進化
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情報発信 早期復旧 設備対策

 レジリエンス（災害に対する強靭性および回復能力）を強化するため，事故の未然防止と
事故復旧の迅速化に向けた対策を進めています。

 HP・SNS等を活用し積極的
に情報発信しています。

 NEXCO西日本と連携強化しています。

 復旧支援体制を強化しています。

 停電エリアを地図表示化・
精緻化しています。

 「平成30年7月豪雨災害」
を踏まえた「浸水対策」を
順次実施しています。

コンビニチェーン等との協定締結
等により，水・食料および物資の
調達ルートを確保

［協定締結先等］㈱イズミ，㈱ローソン，イオン㈱

設備被害状況 復旧作業

〔情報発信する写真(例)〕

災害発生時の相互協力について
協定を締結
• 災害復旧車両等の高速道路の
緊急通行 他

変電所浸水防止対策
(機器かさ上げ)

仮復旧設備(移動機器等)の充実

 自治体と連携強化しています。
24時間連絡可能窓口・リエゾン

派遣体制の確認

県別 復旧予定市町村別

 他電力との相互応援派遣
体制を構築しています。
発災前の被害予測に基づく

事前の応援準備
発災後の隣接電力応援の

迅速化（プッシュ型応援派遣）

既存事業の
強化・進化



-23-① 情報通信事業（エネルギア・コミュニケーションズの取り組み）

 AI，IoT，5Gの進展により，生活，ビジネスのあらゆる場面でICTの利用機会が拡大して
おり，今後も最先端のICTを活用した地域課題の解決や新たな付加価値の創出など，
更なる事業領域の強化・拡大に取り組みます。

既存事業の
強化・進化

 インターネット接続サービス「メガ・エッグ」の
契約者数拡大に向けた効果的な顧客
獲得を推進しています。

 付加価値サービスの開発に取り組んでいます。

 広島データセンターの販売拡大に向けた提携
パートナーとの連携強化に取り組んでいます。

 RPA※1，IoT等を活用したお客さまの
課題解決に資する新サービスを推進
しています。

コンシューマ向け事業の取り組み

法人向け事業の取り組み

350

400

450

2017 2018 2019 2020 2025

〔メガ・エッグ契約者数〕
（万件）

10

15

20

2017 2018 2019 2020 2025

〔情報通信事業売上高〕

（億円）

※1，Robotic Process Automationの略。パソコン等の中で動作するソフトウェアロボットを利用して人間の定型作業を代行・自動化する概念。
※2，㈱エネルギア・コミュニケーションズが提供する法人向けトータルソリューションブランド。 「競争を勝ち抜く（Win）ため，お客さまの様々な課題を
解決し，飛躍（Wing）していくためのトータルソリューション（Solution）を提供したい」との思いを込めています。

※2
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燃料調達コスト低減の取り組み

① 経営効率化の取り組み（収支改善）

設備投資・費用低減の取り組み

 設備の高経年対策に計画的に取り組むとともに，費用全般にわたる効率化の取り組みを着実
に進めていきます。

〔競争発注比率推移〕

※2017年度は大型電源件名があったため，大幅に向上しています。

2020年度計画※ 2019年度
計画 実績

設備投資 270億円程度 360
億円程度

240億円
費用 130億円程度 230億円

21%
37% 39%

58% 50%
38%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

既存事業の
強化・進化

燃料費
16%

人件費
８％

他社購入他
減価償却費

修繕費 その他

 既設設備の有効活用による設備増強・
改修内容の見直し（設備投資），施工
範囲および施工方法の見直し（修繕費），
委託契約方法の見直し（その他経費）に
取り組んでいます。

 資機材調達における競争発注の拡大，
効果的な発注方式の採用等に取り組み，
コスト低減を図っていきます。

業務リノベーションの取り組み
設備投資・
費用低減の取り組み

燃料調達コスト低減の取り組み

 電気事業営業費用の約２割を占める燃料
調達コストの低減に向けた取り組みを進めて
います。

 特にLNGについて，他企業とも連携※1して
機動的かつ柔軟な調達を一層強化し，需給
変動への対応と経済性の追求との両立を図る
ことで燃料調達コストの低減を目指していきます。
※1，東京ガス㈱との戦略的連携等

 また，調達ソースや価格決定指標の多様化※2

により，コスト低減とともに調達安定性の向上も
図っています。
※2，トタル・ガス・アンド・パワー・アジア社との売買契約等

※効率化額は中国電力＋中国電力ﾈｯﾄｰﾜｰｸ合計値。

〔電気事業営業費用の内訳（2019年度実績）〕
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9,803 
9,021 8,735 

2011 20192020 2022
2011～2019 ▲1,100人

① 経営効率化の取り組み（生産性向上）

業務リノベーション（業務運営の抜本見直し）
 競争力強化や人口減少社会における

持続性確保等の観点から，業務運営の
抜本見直しによる労働生産性の向上に
取り組んでおり，2020年度以降も取り
組みを継続します。

 なお，定年退職等により毎年300人以上
の退職者が見込まれるなか，業務削減
への取り組みを進めつつ，現行の200人
採用を継続することで，在籍人員は向こう
3年間で ▲500人程度（人件費
▲40億円※1程度）となります。

〔在籍人員数推移〕

2019～2022
▲500人（▲40億円※1）

 生産性向上，新たな価値の創造および競争優位性
の確保を図るため，デジタル技術の活用を推進すると
ともに，DXの実現に向け検討を進めています。

 センサー機器からのリアルタイムなデータ収集などAI・
IoT活用に関するノウハウの蓄積やデータに基づく業務
改革を推進するため，データ活用の専門家である
データサイエンティストを計画的に育成していきます。

AI・IoT，更なるICT技術の進歩を活用した業務革新
〔デジタルトランスフォーメーション（DX※2）への対応〕

〔ＲＰA※3の活用〕
 RPA適用拡大の取り組みを継続するとともに，業務

プロセスの見直しを推進することで，一層の業務効
率化に結びつけます。

（稼働数および年間効率化時間の推移）
（人）

5
26

18

3,426 7,385 

34,487 

0

20,000

40,000

0

20

40

60

2017 2018 2019

（時間）（件）

新規
既存

効率化時間

既存事業の
強化・進化

※1，2018年度有価証券報告書に記載の年間平均給与実績（賞与・基準外賃金含む）約7.7百万円により換算した値。
※2，Digital Transformationの略。デジタル化と仕組みにより新たなサービスやビジネスモデルを創出する他，働き方改革を含む業務全般の
コスト低減，生産性の向上を目指した幅広い取り組み。※3，Robotic Process Automationの略。

合計件数
31

49

※人員数は中国電力＋中国電力ﾈｯﾄｰﾜｰｸ合計値。
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海外事業の取り組みについてくわしくは当社HPをご覧ください。
https://www.energia.co.jp/tokusetu_site/sakihe/asia.html

海外発電事業

事業領域の拡大

 ポートフォリオの観点から，再生可能エネル
ギー（水力・風力等）・ガス火力など，
多様な発電方式の案件に取り組みます。

 送電・配電小売事業，新たな電力ビジネス※およ
び周辺事業への参画可能性も追求していきます。
※デジタル化，分散化，エネルギーマネジメント等

コンサルティング能力・事業も活用

〔発電事業持分（2019年度末）〕

 ビジョンで掲げる利益・財務目標の達成に向け，海外事業を中国電力グループの利益の一角
を担える事業にしていくため，海外発電事業案件の発掘・獲得を進めるとともに，送電・配電
小売事業や新たな電力ビジネスモデルの事業にも積極的に対応し，事業領域を拡大していき
ます。

 海外投資にあたっては，日本国内よりも期待収益率が高い案件に出資することとしています。
 世界全体を視野に入れていますが，当面は先進

国と開発途上国のバランスに留意し，アジア・
北米・欧州を中心に，事業参画機会の拡大に
取り組んでいきます。

成長事業
への挑戦

・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
水力発電事業

・ﾏﾚｰｼｱ
超々臨界圧石炭

火力発電事業

・米国
天然ｶﾞｽ火力
発電事業

・台湾
洋上風力
発電事業

欧州

・ﾐｬﾝﾏｰ
天然ｶﾞｽ火力
発電事業

アジア
北米 出資決定済 77万kW

（再掲，運開済） 63万kW

https://www.energia.co.jp/tokusetu_site/sakihe/asia.html
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豊川

滝山川

奥津
北原

海士

日置 椋梨川

八東

安野

福山

宇部

三隅

海田

防府

新小野田

〔再生可能エネルギーの新規導入目標〕

 再生可能エネルギーを，地球環境問題への対応だけでなく成長領域の一つと位置づけ，
ビジョンで掲げる非財務目標「2030年度 30～70万 kWの新規導入」の達成に向け，水力
や風力等の導入に積極的に取り組んでいきます。

〔中国地方における主な取り組み地点〕

〔現在の主な取り組み内容〕

国
内

太
陽
光

○メガソーラー発電の開発
[福山太陽光:2011年12月]
[宇部太陽光:2014年12月]

○広島県との地域還元型メガソーラー発電事業
風
力 ○風力発電の開発[海士風力:2018年2月]

水
力

○既存水力発電の出力増(リパワリング)
[滝山川:2021年3月予定，他6発電所]

バ
イ
オ
マ
ス

○木質バイオマスの混焼発電
[三隅2号:2022年11月予定]

○エア・ウォーター(株)とのバイオマス発電事業
[山口県防府市:2019年7月]
[福島県いわき市:2021年度予定]

○広島ガス(株)とのバイオマス発電事業
[広島県安芸郡海田町:2020年度予定]

海
外

水
力

○インドネシア水力発電事業
[出資参画：2019年3月]

風
力

○台湾洋上風力発電事業
[営業運転開始：2021年12月までに]

② 再生可能エネルギー

20302019

約100万kW

130～170万kW30～70万kW新規導入

成長事業
への挑戦

:新規導入（水力の出力増含む）

【凡例】
●:太陽光(中国電力)
▲:風力
■:水力(出力増)
◆:バイオマス
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 2019年4月に創設したエネルギア創造ラボでは，「地域の未来の創造」と「電気の未来の

創造」をコンセプトに，新たな収益獲得を目指しています。

AI・IoT等のデジタル技術を活用した地域課題の解決

地域交通

観光子育て・教育ヘルスケア

 スタートアップ企業等への投資や多様なパートナーとの協業など，オープンイノベーションを活用し，
地域の課題を解決するビジネスに挑戦していきます。

農林水産業 エンターテイメント

成長事業
への挑戦

地域の未来の創造
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 分散型リソースを活用したVPP※1実証等の成果活用に加え，独自の技術を有する国内外の
スタートアップ企業等との協業や投資により，VPPサービスをはじめとしたエネルギーと他業種との
融合による新たなエネルギーサービスの実現を目指します。

成長事業
への挑戦

電気の未来の創造

電柱活用
（防犯，映像，センサ，アンテナなど）

スマートメーターデータの活用
（見守り，宅配，避難誘導など）

ガス・水道との共同検針，データ活用サービス,
ローカル5Gによる高精度映像監視サービス，

ドローン，センサによる減災，防災ソリューションなど

インフラサービス

エネルギー
・エネルギーマネジメント ・EV,蓄電池活用
・エネルギー自給自足 ・P2P※3電力取引など

交 通（MaaS※2）

地 域
住 宅

植物工場におけるエネルギーマネジメントサービス
CO2制御による育成促進，農業電化による省エネサービスなど

農 業

家電の最適制御サービス，AI・データ活用による暮らしの
便利サービス，蓄電池・EVを活用した災害対応サービスなど

EV最適充放電制御サービス
オンデマンド交通，ライドシェアサービスなど

EV
太陽光発電

家庭用蓄電池
電気温水器

産業用蓄電池非常用バッテリー
大型ポンプ

風力発電

自家発電

VPP （アグリゲーター）

※1，Virtual Power Plantの略。再エネ, 蓄電池, EV等，多数の分散型電源を統合・制御し，あたかも１つの発電所のような機能を提供する仕組み。
※2，Mobility as a Serviceの略。情報通信技術を活用し，自動車，鉄道，バスなどの交通事業，カーシェアリング等の交通サービスを統合し，シームレス
に繋ぐ移動サービス。 ※3，Peer-to-Peerの略。お客さま同士が電力あるいは価値を直接やり取りする取引。
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 ビジョンにおける「電気事業の強化・進化」，「新たな事業への挑戦」を進めていく中で，研究・
開発として取り組む方向性を3つの「戦略的イノベーション領域」として設定し，重点的に取り
組んでいます。

 これらの領域でイノベーションを目指した研究・開発を展開し，ビジョンの実現に繋げていきます。

② 研究・開発の取り組み

戦略的イノベーション領域

成長事業
への挑戦

既存事業の
強化・進化

研究・開発戦略について，くわしくは当社HPをご覧ください。
https://www.energia.co.jp/eneso/tech/kaihatsu/pdf/kenkyu_kaihatsu_senryaku.pdf

※Operation & Maintenanceの略。設備の運用管理と保守点検。

https://www.energia.co.jp/eneso/tech/kaihatsu/pdf/kenkyu_kaihatsu_senryaku.pdf
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多様な人材の活躍に向けた環境づくり 多様な価値観・経験の活用

 全ての取り組みの基盤は「人材」です。ビジョンで掲げる非財務目標「多様な人材が活躍できる
更なる環境づくり」の達成に向け，様々な取り組みを進めていきます。

 他企業経験者や高度な専門能力を有する
人などの中途採用により，幅広く多様な人材を
求めています。

 女性社員の活躍推進に目標を設定して取り
組んでいます。

 長時間労働防止とワーク・ライフ・バランス
推進を通じて，社員がいつも健康に，柔軟
かつ生産性の高い働き方を実現できるよう，
勤務制度の整備に取り組んでいます。

 働き方の選択肢のひとつとして在宅勤務制度
を導入しており，テレワークの利用拡大に
向けたシンクライアントパソコンやタブレット端末
等の環境整備を推進しています。
これらは，新型コロナウイルスといった疾患対
応等，非常時のBCP（事業継続計画）の
観点からも重要と認識しています。

〔目標（対2019年度首 2020～2024年度）〕
中国電力
・課長以上女性比率 2倍以上
・女性管理職比率 1.2倍以上
・技術系女性社員 1.2倍以上

中国電力ネットワーク
・女性管理職 1.2倍以上
・技術系女性社員 1.2倍以上

〔近年の導入制度〕

③多様な人材が活躍できる更なる環境づくり（多様な人材の活躍）

㈱エネルギア・コミュニケーションズ サテライトオフィス

• フレックスタイム勤務制度
• 勤務間インターバル制度
• 在宅勤務制度
• フリーアドレス，サテライトオフィス
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社員一人ひとりの能力開発の支援

私たちは，変化の時代において「自ら考え行動」
します。
• 「自ら考える」とは，お客さま本位の視点に立っ

て，知恵を絞り，新しい価値を創造すること
• 「行動する」とは，前例のない新たな課題にも，

積極果敢に挑戦し行動すること

若手社員教育

 変化の時代に求められる人材像を「人材
ビジョン」として掲げて認識を共有したうえで，
社員一人ひとりの自律的な自己研鑚の支援
と研修の充実化を進めています。

〔求められる人材像（人材ビジョン）〕

ギアチェンジ

 新たなグループ経営ビジョンを実現し，新たな
中国電力グループへと進化を遂げるための
アプローチとして，「ギアチェンジ」を掲げています。

 「思考様式をギアチェンジ」は，将来像が見え
難くなっていることに対する不安感を払拭し，
未来志向に意識を切り替えることを示しています。

 「行動様式をギアチェンジ」は，古い価値観や
思い込みに基づく行動を取り払い，変化を先取り
して新たなチャンスを掴むよう行動することを示して
います。

 これらのギアチェンジにより，中国電力グループを
力強く前進させていきます。
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地域貢献と当社グループの成長

 地域社会との協働・共創活動を通じて，事業基盤である中国地域の持続的な発展に貢献
するとともに，中国電力グループの成長を目指します。

〔地域社会の課題解決や産業振興・文化振興に向けた取り組み〕
 協定に基づく広島大学との包括的研究協力等，

大学・自治体・シンクタンク等との連携による地域
課題の解決に取り組みます。

 中国地域への企業誘致活動を，電力インフラ整備を
柱として中国電力グループ一体となり支援しています。

 地域情報誌「碧い風」や「中国
地域経済の概況」の発行等により，
地域活性化に資する情報を発信
しています。

 (一社)中国経済連合会・(公財)中国地域創造研究
センターと連携した調査・研究や(公財)中国電力技術
研究財団による助成を通じて，中国地域の産業振興
を支援しています。

 (公財)エネルギア文化・スポーツ財団では，助成事業・
顕彰事業・主催事業を通じて，中国地域の文化・
スポーツの振興をお手伝いしています。
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島根県松江市 「宍道湖(しんじこ)」
島根県の松江市と出雲市にまたがる宍道湖。周囲約45km、全国で7番目
に大きい湖で，日没は「日本夕陽百選」にも選ばれています。

当社公式インスタグラム https://www.instagram.com/energia.jp/

https://www.instagram.com/energia.jp/
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 業績予想については，新型コロナウイルスの感染拡大による業績への影響を見通すことが困難
であるため，未定としています。

 今後，業績予想が可能となった時点で，速やかにお知らせします。

区分 2020年度予想 2019年度実績

連
結

売上高 未定 13,473

営業利益 未定 481

経常利益 未定 398

当期純利益※ 未定 900

自己資本比率 未定 19.7%

区分 2020年度予想 2019年度実績

販売電力量※

（億kWh） 未定 502

為替レート
（円/$） 未定 109

原油CIF価格
（$/b） 未定 68

原子力設備
利用率（％） 未定 ー

〔前提となる主要諸元：中国電力個別〕（単位：億円）

※親会社株主に帰属する当期純利益。

2020年度の収支見通し

業績予想

配当予想
区分 2020年度予想 2019年度実績

中間 未定 25円

期末 未定 25円（予定）

計 未定 50円（予定）

※中国電力の小売販売電力量。（単位：円／株）
注）当社は，近年の事業環境の変化等を踏まえ，2019

年度から有形固定資産の減価償却の方法について，
定率法から定額法に変更しています。この結果，従来の
方法に比べて，連結経常利益が213億円増加しています。
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• 当資料のいかなる情報も，当社株式の購入や売却等を勧誘するものではありません。
また，当社は当資料の内容に関し，いかなる保証をするものでもありません。

• 投資を行う際には，必ず当社が発行する有価証券報告書等の財務資料をご覧いただいた上で，ご自身の判断でなされるようお願い致します。
• 内容につきましては細心の注意を払ってはおりますが，掲載された情報の誤りおよび当資料に掲載された情報に基づいて被ったいかなる損害に

ついても，当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
• 当資料に記載されている当社の現在の計画，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。

鳥取県西伯郡南部町 「とっとり花回廊」
日本最大級のフラワーパークとして知られ、四季折々の花を楽しむことが
できます。フォトジェニックな絶景はSNS映え間違いなしです。

当社公式インスタグラム https://www.instagram.com/energia.jp/

Copyright© The Chugoku Electric Power Co.,Inc. All rights reserved.

表紙写真
・三隅発電所（島根県浜田市）
・日置風力発電所（山口県長門市）
・㈱エネルギア・コミュニケーションズ サテライトオフィス（広島県広島市）
・中国電力ネットワーク㈱保守作業

中国電力HP 中国電力公式インスタグラム

https://www.instagram.com/energia.jp/
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