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1 エグゼクティブサマリー



-3-社⻑ごあいさつ

2021年4⽉ 中国電⼒株式会社
代表取締役社⻑執⾏役員 清⽔ 希茂

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，グループ経営ビジョン実現に向けた実⾏計画として『アクションプラン2021』を取りまとめました。

⾜元では，電⼒の⼩売競争が激化の⼀途をたどる中，昨年の政府による「2050年カーボンニュートラル
宣⾔」を受け，脱炭素社会の実現を⽬指す動きが加速しています。

当社は，こうした電⼒の経済性・環境性への社会からの要請にお応えするべく，歴史的な低⾦利環境
を背景に，島根原⼦⼒発電所２・３号機，三隅発電所２号機への投資と，経年⽕⼒設備の⼊れ替え
に向けた対応を進めてまいりました。

今後稼働するこれらの⼤型電源を最⼤限に活⽤し，より多くのお客さまに当社の電気をお届けするととも
に，CO2排出量を削減し，地球温暖化問題へ貢献していく考えです。さらには，2050年カーボンニュー
トラルの実現に向けて，脱炭素技術の研究開発にも取り組んでまいります。

こうした既存事業の強化・進化の取り組みに加え，財務健全性を前提とした成⻑領域の収益拡⼤，
事業活動の基盤である⼈材活躍の環境づくりに取り組むことで，グループ経営ビジョンを実現します。

脱炭素化の動きに加え，コロナ禍による社会・経済の変化やデジタルトランスフォーメーションなど，経営
環境はめまぐるしく変化していますが，持続可能な社会の実現に向けたニーズをいち早くつかみ，
これにお応えしていくことで，グループの持続的な企業価値向上を図ってまいります。



-4-主要課題の取り組み状況（1/3）

▎
 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。
 安全確保を⼤前提とした原⼦⼒発電所の早期稼働に加え，2030年度までに再⽣可能エネルギーを30〜70

万kW新規導⼊し，⾮化⽯電源⽐率を⾼めます。
 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。なお，従来型の⽯炭⽕⼒（USC※1以下）については，着⼿済みの
案件を除き，新規開発は⾏いません。

 こうした取り組みにより，電源競争⼒を強化するとともに，2030年度に電気事業低炭素社会協議会における⽬
標（CO2排出係数︓0.37kg-CO2/kWh）の達成を⽬指します。

 また，2050年カーボンニュートラルに向けて，CO2を回収しカーボンリサイクルに繋げる技術や，⽔素・アンモニア
によるカーボンフリー発電技術の開発を進めていきます。

• 島根原⼦⼒発電所２号機の新規制基準適合性審査が着実に進捗
 原⼦⼒規制委員会のコメントへの回答は順調に進み，審査は終盤を迎えている
 審査の指摘等を踏まえ⼯事内容を⾒直した結果，安全対策⼯事の完了予定時期を「2021年度内のできる

だけ早期」に変更
• 2022年11⽉の三隅発電所２号機の運転開始に向けて，建設⼯事が着実に進捗
• バイオマス発電所２基※2が運転開始
• 岩国発電所２・３号機（重油・原油）を廃⽌
• カーボンリサイクルに関する3件の技術研究がNEDO※3公募事業に採択

2020年度
実績

※1 超々臨界圧発電⽅式
※2 海⽥バイオマスパワー㈱の海⽥発電所（2021年4⽉運転開始），エア・ウォーター＆エネルギア・パワー⼩名浜㈱の⼩名浜バイオマス発電所（2021年4⽉運転開始）
※3 国⽴研究開発法⼈新エネルギー・産業技術総合開発機構

エネルギーは使命ミッション



-5-主要課題の取り組み状況（2/3）

 キャッシュ配分は，その時々の事業環境等を踏まえ，既存領域や成⻑領域への投資，株主還元等のバランスを
取るとともに，2030年度までの10年間でキャッシュフローを均衡させます。

 海外事業・再⽣可能エネルギー事業等の成⻑領域へ投資し，2030年度に成⻑領域で150億円程度の利益
獲得を⽬指します。

• 2020年４⽉に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を実施
• 原⼦⼒の⻑期停⽌が続く中，付加価値サービスの拡充や電化提案等による需要獲得を推進
• 販売収益の最⼤化に向けて，⼩売・卸売に加えて，卸電⼒取引市場や2020年度に受け渡しが

開始されたベースロード市場等を活⽤

2020年度
実績

• 台湾⽔⼒発電事業（2024年運転開始予定），フィジー共和国電⼒会社へ出資参画
• エネルギア創造ラボにおいてベンチャー企業6社へ出資参画
• ５０円／株の安定配当を実施
• 格付機関による当社発⾏体格付を維持

2020年度
実績

▎

▎

エネルギーは使命ミッション

新たな事業に挑戦ミッション

 島根原⼦⼒発電所2・3号機および三隅発電所2号機の稼働で⽣まれる約320万kWの競争⼒ある電源と経年
⽕⼒設備の⼊れ替えにより，経済性・環境性に優れた電源構成を構築します。

 これらの電源を基に，⼩売・卸売および様々な市場を活⽤することで，販売収益を拡⼤します。
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▎ すべての⼈が持ち場で輝くミッション

 グループの持続的な成⻑には，多様な価値観・経験を持つ社員⼀⼈ひとりの活躍が不可⽋であり，多様な⼈材
が活躍できる更なる環境づくりに取り組みます。

 ベテラン層の⼤量退職に対応するため，これまで培った⾼度な技術・技能の継承に取り組みます。
 2024年度に⼥性管理職⽐率を1.2倍以上（対2019年度⾸）とする等の⽬標を掲げ，⼥性社員の活躍推進

に取り組みます。
 社員の⼼⾝の健康づくりに取り組みます。

2020年度
実績

• 本社等で実施しているフレックスタイム勤務制度の適⽤を全社へ拡⼤
• 在宅勤務など多様な働き⽅と⽣産性向上に向けて，チャットシステム導⼊等のIT環境整備
• 技術・技能継承に向けて，2020年度に新たに9名を「エネルギア・マスター※1」に認定
• ⼥性社員の就業継続への⽀援として，技術系⼥性社員同⼠のネットワークづくりや，キャリア形成

に主体的に取り組む意識の啓発等を⽬的に，若年層技術系⼥性社員を対象とした懇談会開催
• 特に優良な健康経営を実践する法⼈を顕彰する「健康経営優良法⼈2021（⼤規模法⼈部

⾨）※2」に認定
※1 技術・技能継承の促進のため，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認定する社内制度。
※2 経済産業省の「健康経営優良法⼈認定制度」に基づき，⽇本健康会議により認定。



-7-ＥＳＧ経営の推進（1/2）

（環境） （社会） （ガバナンス）

地球温暖化対策の推進
• 原⼦⼒稼働に向けた更なる安全性向上 P20
• ⽯炭⽕⼒の⾼効率化・脱炭素化 P21
• 電化による省エネ・省コスト・脱炭素化 P25
• 電⼒ネットワークへの再⽣可能エネルギー電源
接続量の拡⼤ P27

• 海外投資における”環境”と”成⻑”の両⽴ P32
• 再⽣可能エネルギーの開発 P33
• カーボンニュートラルに貢献する新たなエネルギー
サービスの実現 P35

社会に役⽴つ商品・サービスの充実化
• お客さまニーズにあわせた電気料⾦メニュー・
サービスの提供 P25

• DXなどのお客さまニーズにあわせたICTソリュー
ションの提供 P29

電⼒供給のレジリエンス強化 P28

海外電気事業への貢献 P32

⼈材活躍に向けた環境づくり P37

地域社会との協働・共創活動 P39

コーポレート・ガバナンスの強化
• 社外役員⽐率の向上 P40
• 政策保有株式の削減 P40
• コーポレートガバナンス体制 P41

グループ経営管理の強化
• 事業単位別の利益⽬標管理 P42
• 成⻑投資のマネジメント P43

Ｐ18－43で説明する各取り組みに対応するマークを付しています。

 持続可能な社会の実現に貢献し，グループの持続的な企業価値向上を図るため，ESG※を重視した
経営を推進していきます。

（参考）中国電⼒グループ統合報告書 https://www.energia.co.jp/ir/irzaimu/annual.html

※ Environment（環境），Social（社会），Governance（ガバナンス）

（参考）エネルギアグループ企業⾏動憲章 https://www.energia.co.jp/corp/active/group_kenshou/index.html

ENERGIA エネルギア －あなたとともに，地球とともに－

本資料で紹介するESG関連の主な取り組み本資料で紹介するESG関連の主な取り組み

中国電⼒グループ企業理念［キーコンセプト］中国電⼒グループ企業理念［キーコンセプト］
 グループの企業理念は，持続可能な社会の実現を求める社会ニーズと結びついており，グループの事業活動はそ

の実現に向けた取り組みそのものであると考えています。
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 持続可能な社会の実現に向けて，当社が取り組むべき重点課題については，国連が採択した
SDGs※を参照し，グループおよびステークホルダーにとっての重要度を評価の上，選定しています。

 選定した４つの重点課題はグループ経営ビジョンに取り込み，具体的施策へ展開しています。

４つの重点課題をグループ経営ビジョン（ミッション・⽬標等）に取り込み

※ 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

ＥＳＧ経営の推進（2/2）

ビジョンに基づき具体的施策へ展開
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○ 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％

○ 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

効率化等により，
⼒を蓄える

2019年度
（実績）

2025年度
（中間⽬標）

2030年度

成 ⻑ 領 域
５ ％

成 ⻑ 領 域
10 ％

成 ⻑ 領 域
25 ％

既 存 領 域
90 ％

既 存 領 域
75 ％

既 存 領 域
95 ％

グループ経営ビジョン（2020年1⽉公表）｜ミッション・⽬標

ミッションミッション

事業領域の
拡⼤等により，
利益を上積み

（参考）中国電⼒グループ経営ビジョン https://www.energia.co.jp/ir/irkeiei/groupvision.html

〔 利 益 ・ 財 務 の ⽬ 標 〕

〔 ⾮ 財 務 の ⽬ 標 〕

⽬標⽬標

エネルギーは使命， 新たな事業に挑戦， すべての⼈が持ち場で輝く

新規稼働電源
を活⽤し，販売
を拡⼤する
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キャッシュ配分の考え⽅キャッシュ配分の考え⽅ 株主還元について株主還元について

 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，既存領域や成⻑領域への投資，

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
基づくグループの成⻑の成果を踏まえ，将来的な
株主還元のあり⽅についても検討します。

グループ経営ビジョン（2020年1⽉公表）｜キャッシュ配分の考え⽅
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営業ＣＦ
投資ＣＦ
ＦＣＦ
有利⼦負債残⾼（右軸）

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連結キャッシュフローの推移

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

⼤型電源の稼働メリットにより
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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中国電⼒グループ「2050年カーボンニュートラル」への挑戦（2021年2⽉公表）

※２ グループ全体として国内外での取り組みにより達成を目指す。

※１ コスト低減や技術開発等の進捗により，実用化可能と判断したものから順次活用していく。
また，2050年時点で発電所から排出されるCO2はカーボンオフセット技術等を活用。

 エネルギーの脱炭素化を
進めます。

 カーボンニュートラルへの挑
戦を通じて，地域の発展
に貢献します。

 カーボンニュートラルに資す
る技術開発を進めます。

2050年カーボンニュートラルへ向けたロードマップ2050年カーボンニュートラルへ向けたロードマップ⽬ 標⽬ 標

「2050年カーボンニュートラル」
に挑戦します



2 2020年度の取り組み

写真︓⼭⼝県⼭⼝市 「瑠璃光寺五重塔（るりこうじごじゅうのとう）」
当社公式インスタグラム https://www.instagram.com/energia.jp/
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-13-2020年度の取り組み｜財務実績

 経常利益については，経営全般にわたる効率化に努めたものの，競争進展に加え，新型コロナウイル
ス感染症の影響に伴う⽣産活動の停滞などによる⼩売販売電⼒量の減少や，冬季の電⼒需給ひっ
迫の影響などにより，対前年度⽐で97億円減益の300億円となりました。

 また，連結⾃⼰資本⽐率については，対前年度⽐で0.3％低下の19.4％となりました。

連結経常利益 300億円（対前年度⽐▲97億円）
連結⾃⼰資本⽐率 19.4％（対前年度⽐▲0.3％）
経営効率化額実績 460億円

[設備投資 280億円，費⽤ 180億円]

298

▲287

▲36

587

392

194
307

126

398
300
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00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

連結⾃⼰資本⽐率

連結経常損益

増減説明増減説明財務実績財務実績



-14-2020年度の取り組み｜資⾦調達基盤強化の取り組み
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連結有利⼦負債残⾼・市場⾦利の推移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）

 「中⻑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。

 ⾦融機関とコミットメントライン契約※を⾏うなど，資⾦調達に係るリスク
対応⼒の強化に取り組んでいます。

2011 2012 2013 2014      2015  2016       2017      2018       2019   2020       

 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あり，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。

 過去10年間において，有利⼦負債残⾼は5,300億円程度増加するなか，低⾦利環境に加え，多
様な資⾦調達⼿段を講じるとことにより，⽀払利息は155億円（▲6割程度）減少しています。

〔⽀払利息（連結）の推移〕

※ 予め設定された融資枠の範囲内で，当社の請求により融資を受ける契約。

10年国債利回りが低位に推移

▲155
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〔厳冬による電⼒需給ひっ迫への対応〕

2020年度の取り組み｜トピックス
〔新型コロナウイルス感染症への対応〕
 新型コロナウイルスの感染拡⼤に対して，当社と中国

電⼒ネットワークは合同で対策本部を設置し，あらかじ
め定めた事業継続計画に基づき，国の⽅針等を踏ま
えた対策を実施してきました。

 発電所や制御所の当直員など，電⼒の安定供給に
不可⽋な要員に対しては，全社共通の対策に加えて，
公共交通機関以外による通勤や近隣宿泊施設への
宿泊指⽰などの対策を実施してきました。

 今後も感染状況等を踏まえて，適宜，対策を⾒直し
ながら，電⼒の安定供給確保に取り組んでいきます。

2020年度 新型コロナウイルス感染症の利益影響
域内⼩売販売電⼒量影響 ▲8億kWh程度
利益影響（料⾦収⼊－原料費） ▲60億円程度

注︓域内⼩売販売電⼒量影響は，⼀定の前提を置いた分析値であり，
新型コロナウイルスによるもの以外の変動要因が⼀部含まれています。

 12⽉下旬から1⽉上旬にかけて，数年に⼀度レベルの
⾮常に強い寒気が流れ込み，需要の⼤幅な増加等に
より，全国的な電⼒の需給ひっ迫が発⽣しました。

 これに対して，当社および中国電⼒ネットワークはそれぞ
れ対策本部を設置し，以下の対策を講じました。お客
さまには節電にご協⼒いただき厚く御礼申し上げます。

［中国電⼒］
• ⽕⼒・⽔⼒発電所の点検作業⼯程の⾒直し
• LNG燃料の追加調達，LNG船の受⼊⽇前倒し 等
• ⾃家発設備を持つ事業者への焚き増し要請 等
［中国電⼒ネットワーク］
• 電⼒広域的運営推進機関や他の⼀般送配電事業者と連

携した融通調整
• 中国エリア内の発電事業者・特定⾃家発事業者への焚き

増し要請 等
 今後，国による検証結果も踏まえ，必要な対策を実

施していきます。
2020年度 電⼒の需給ひっ迫の収⽀影響

連結収⽀影響 ▲260億円程度
（うち経常利益影響▲150億円程度，特別損失▲114億円）



3 ビジョン実現に向けたアクションプラン

写真︓⿃取県倉吉市 「旧国鉄倉吉線廃線跡」
当社公式インスタグラム https://www.instagram.com/energia.jp/

-16-
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グループ経営ビジョン

「2050年カーボンニュートラル」への挑戦

1 エネルギー事業を中⼼とした既存事業の強化・進化

2 更なる成⻑に向けた新たな事業への挑戦

3 多様な⼈材が活躍できる更なる環境づくり

 グループ経営ビジョンの実現に向けて，以下の４つの⽅針の下で取り組みを進めています。

地域貢献

－ 2030年度 ⽬標 －
• 連結経常利益／600億円以上
（既存領域:450億円，成⻑領域:150億円）

• 連結⾃⼰資本⽐率／25%
• 再⽣可能エネルギー新規導⼊量／30〜70万kW
• 多様な⼈材が活躍できる更なる環境づくり

－ 2025年度 中間⽬標 －
• 連結経常利益／500億円以上
（既存領域:450億円，成⻑領域:50億円）

• 連結⾃⼰資本⽐率／20%

Ｐ18Ｐ18

〔⽬ 標〕〔取り組み⽅針〕

4 持続的な企業価値向上に向けた基本的責務の遂⾏
コーポレートガバナンス グループ経営管理

エネルギーは使命， 新たな事業に挑戦， すべての⼈が持ち場で輝くグループ経営ビジョン・ミッション

脱炭素化
総合エネルギー事業
送配電事業
情報通信事業
経営効率化

海外事業
再⽣可能エネルギー
エネルギア創造ラボ
研究・開発，知財

Ｐ19Ｐ19
Ｐ26Ｐ26
Ｐ29Ｐ29
Ｐ30Ｐ30

Ｐ36Ｐ36

Ｐ32Ｐ32
Ｐ33Ｐ33
Ｐ34Ｐ34

Ｐ39Ｐ39 Ｐ40Ｐ40 Ｐ42Ｐ42

Ｐ37Ｐ37
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 「2050年カーボンニュートラル」への挑戦の第⼀歩として，2030年度断⾯において，省エネ法ベンチマ
ーク指標※1および⾼度化法⾮化⽯電源⽐率※2を達成するとともに，電気事業低炭素社会協議会
における⽬標の達成に向けて取り組んでいきます。

 ビジョンに掲げた施策を着実に実施するとともに，電気事業低炭素社会協議会⽬標の中国電⼒個社
での達成も視野に⼊れ，再⽣可能エネルギー新規導⼊量の上乗せ等へチャレンジしていきます。

脱炭素化に向けた⽬標脱炭素化に向けた⽬標

脱炭素化に向けた取り組み脱炭素化に向けた取り組み
総合エネルギー事業 送配電事業
 バランスのとれた電源構成の構築 P19

• 原⼦⼒稼働に向けた更なる安全性向上 P20
• ⽯炭⽕⼒発電の⾼効率化・脱炭素化 P21

 電化による省エネ・省コスト・脱炭素化 P25

 脱炭素化に向けた研究・開発
• 低炭素⽯炭⽕⼒発電技術 P22
• カーボンフリー発電技術 P22
• カーボンリサイクル技術 P23

 電⼒ネットワークへの再⽣可能エネルギー電源接続量
の拡⼤ P27

脱炭素化に向けた取り組み
既存事業の強化・進化

成⻑事業
 海外投資における“環境”と“成⻑”の両⽴ P32

 再⽣可能エネルギーの開発 P33

 カーボンニュートラルに貢献する新たなエネルギーサービ
スの実現 P35

※1 エネルギーの使⽤の合理化等に関する法律に基づくＡ指標(1.00以上)，Ｂ指標(44.3%以上)
※2 エネルギー供給構造⾼度化法に基づく⾮化⽯電源⽐率(44%以上)

 「2050年カーボンニュートラル」への挑戦
 2030年度 電気事業低炭素社会協議会における⽬標（CO2排出係数︓0.37kg-CO2/kWh程度）
 2030年度 再⽣可能エネルギー新規導⼊量 30〜70万ｋＷ
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再エネ
22〜24％

原⼦⼒
22〜20％

⽯炭
26％

LNG
27％

⽯油
3％

 脱炭素化と競争⼒強化に向けて，S＋3Eを同時達成する電源構成を実現します。

LNG
21％

⽯炭
37％

⽯油
2％

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
年⽕⼒設備と⼊れ替え

⽕⼒ ⽕⼒
5割程度

原⼦⼒
2〜3割程度

再エネ
2〜3割程度

再エネ※1

16％

※1 再エネにはFIT電気を含む ※2 卸電⼒取引所には，地域間連系線を利⽤して調達するために取引した電気を含む
※3 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 ※4 CO2回収・有効利⽤・貯留 ※5 第5次エネルギー基本計画

2030の
エネルギーミックス※5

卸電⼒取引所※2

24％

総合エネルギー事業｜バランスのとれた電源構成の構築
既存事業の強化・進化

再エネ

原⼦⼒

⽕⼒
⽔素発電

アンモニア発電
IGFC+CCUS/ｶｰ
ﾎﾞﾝﾘｻｲｸﾙ※4

2019実績 ⼤型電源稼働後※3 2050

ロードマップ
に基づく
取り組み

〔電源構成の推移〕

︵
発
電
電
⼒
量
構
成
⽐
︶

2019実績 ⼤型電源稼働後

4,228
[0.717] 2,938

[0.585]

2013実績
パリ協定基準年度

[ ]︓CO2排出係数（kg-CO2/kWh）

注︓CO2排出量および排出係数には，地球温暖化対策の推進に関する法律等に基づき，FITに係る調整およびCO2排出クレジット等を反映
2013実績のCO2排出量および排出係数，2019実績のCO2排出量は離島供給を含んだ値

〔⼩売電気事業におけるCO2排出量の推移（万t-CO2）〕 ⼤型電源稼働によるCO2排出抑制効果

2050

カーボンニュートラル

【主な前提】
・島根2・3号機︓当社2019排出係数実績（0.585㎏-CO2/kWh）相当の電源の代替として評価，設備
・利⽤率70％（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〕）
・三隅２号機︓経年⽕⼒電源の代替として評価，効果にはバイオ混焼のFIT販売分含む，設備利⽤率80%

島根2・3号機 ▲700万t/年 ｜ 三隅2号機 ▲50万t/年
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関係⾃治体との連携強化訓練

〔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。2021 2022

島根2号機 2021年度内の
できるだけ早期

島根3号機 2022年度上期

（完了予定時期）

直流電源の確保に向けた
蓄電池の強化

格納容器の破損を防ぐ「フィルタ付
ベント設備」の設置（3号機） （参考）新規制基準適合性審査の状況

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，2050年までにカーボンニュートラルを実現するためには，確⽴した脱炭素技術である原⼦⼒発電の
⽐率を維持していく必要があると考えており，上関地点の開発にも取り組んでいきます。

総合エネルギー事業｜原⼦⼒発電所の更なる安全性向上
既存事業の強化・進化



-21-

 当社は，燃料の供給安定性や経済性に優れた⽯炭⽕⼒の課題であるCO2排出削減に向け，最先端技
術の導⼊やバイオマス混焼拡⼤等に取り組んでいきます。

〔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，経年⽕⼒の代替とすることで環境負荷
の低減にも努めていきます。

〔新⼩野⽥発電所1・2号機のバイオマス混焼拡⼤〕

所在地 島根県浜⽥市
出⼒ 100万kW

営業運転開始 2022年11⽉

燃料貯蔵設備（増設）

2号機
ボイラ・タービン等

 地球温暖化防⽌に向けた取り組みの⼀環として，⼆酸化
炭素の排出量を削減する⽬的で，2004年から⽊質チップ
によるバイオマス混焼発電の実証試験を経て，2007年度
から本格運⽤しています。これに加え，更なる利⽤拡⼤に
向けた設備改良を⾏い，2020年7⽉からは⽊質ペレット
も受⼊れ，バイオマス混焼の拡⼤を図っています。

バイオマス
燃料貯蔵設備

バイオマス荷揚設備

総合エネルギー事業｜⽯炭⽕⼒発電の⾼効率化・脱炭素化
既存事業の強化・進化
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 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※2」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 カーボンリサイクル技術開発を推進するための相互交流の推進（Caravan），実証研究拠

点の整備（Center of Research），国際共同研究の推進（Collaboration）の3つの
Cの取り組み

※3 ⽯炭ガス化複合発電︓⽯炭をガス化し，ガスタービンと蒸気タービンによるコンバインドサイクル
⽅式の⽯炭⽕⼒

※4 ⽯炭ガス化燃料電池複合発電︓IGCCに燃料電池を組み込んだトリプルコンバインドサイクル
⽅式の⽯炭⽕⼒

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プロジェクトの推進

既存事業の強化・進化/成⻑事業への挑戦
総合エネルギー事業｜脱炭素化に向けた研究・開発（1/2）

 研究・開発戦略において「脱炭素化に向けたエネルギー・環境技術のイノベーション」領域を設定しており，
その中で「2050年カーボンニュートラル」の実現に向けて，研究・開発を積極的に進めています。

カーボンフリー発電技術の開発カーボンフリー発電技術の開発

 カーボンフリーを⽬指した⽔素・アンモニア発電技術の検討
• LNGコンバインドサイクル，⽯炭⽕⼒での⽔素・アンモニアの活⽤を⽬指し，発電技術等の検討を進めていきます。
• なお，当社は2017年7⽉に，⽔島発電所2号機（⽯炭）において，事業⽤発電所としては国内初のアンモニア混焼実証試験を

実施しました。

〔⾰新的な低炭素化技術の開発〕
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 Gas-to-Lipidsバイオプロセス 【2020年NEDO公募事業に採択】
• ⼆種類の微⽣物がもつ発酵機能を活⽤し，⽔素と⽯炭⽕⼒発電所から排出されるCO2を⽤いて，化粧品や健康⾷品などの原料

となる付加価値の⾼い脂質を⽣産する技術開発に取り組みます。

商⽤化⽬標 2030年頃
• ⾼付加価値脂質
• 化学品,燃料

 トリプルCリサイクル技術（通称︓CO2-TriCOM，シーオーツートリコム）【2020年NEDO公募事業に採択】
• ⽯炭灰，電柱廃材を混合した材料にCO2を固定化し，⼟⽊材料として活⽤できる焼結体を⽣成する技術開発に取り組みます。

CO2

⽔素(H2)
脂質

ホモ酢酸菌アセトバクテリウム

酢酸

オーランチオキトリウム

CO2
分離・回収

CO2分離・回収
⽯炭灰

電柱廃材（廃コンクリート粉）

CO2-TriCOM
（CO2吸収焼結体）

商⽤化⽬標 2030年以降
• 緑化基盤材
• 軽量盛⼟
• 排⽔材

CO2

⽯炭灰 電柱廃材＋

マイクロ波

DOI:10.1099/
00207713-27-4-355

カーボンリサイクル技術の開発カーボンリサイクル技術の開発

既存事業の強化・進化/成⻑事業への挑戦
総合エネルギー事業｜脱炭素化に向けた研究・開発（2/2）

 CO2有効利⽤コンクリート（通称︓CO2-SUICOM，シーオーツースイコム）【2020年NEDO公募事業に採択】
• コンクリートにCO2を固定化する技術を，幅広い製品・構造物へ適⽤拡⼤するための技術開発に取り組みます。

 ⽯炭灰を造粒したHiビーズは，⼲潟造成材料として利⽤すると，そこに
繁茂する海草や海藻が⼆酸化炭素を吸収する「ブルーカーボン効果」を
発揮すると考えており，脱炭素化に向けて普及拡⼤を推進しています。

⽯炭灰に少量のセメントを
加えて固めた製品「Hiビーズ」

Hiビーズによるブルーカーボン効果Hiビーズによるブルーカーボン効果

⽯炭灰製品「エコパウダー」
「Hiビーズ」「ライトサンド」を
灰カラ三姉妹と名付けてPR
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610 597
563 

536  533 

2017 2018 2019 2020 2021

〔総販売電⼒量※推移〕
⼤型電源の稼働により
反転・拡⼤へ

⼤型電源稼働後の販売戦略⼤型電源稼働後の販売戦略

※ 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・調整電源に係る販売電⼒量
は含みません）

（億kWh）

総合エネルギー事業｜電⼒販売の収益拡⼤
既存事業の強化・進化

 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バイオマスや低品位炭などの燃料多様
性に優れた三隅発電所2号機の稼働・運開により，環境性および経済性に優れた電源構成を実現します。

 電化が脱炭素化に向けた有望な⽅策として位置づけられており，これら⼤型電源の稼働後も，電化の促進
を通じた電⼒需要の獲得に加え，卸売および様々な市場の活⽤により販売電⼒量の拡⼤を⽬指します。

経済性・環境性に優れた電源構成を実現

⼩売 卸売 市場取引

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

〔今後稼働を予定する⼤型電源〕

（完成イメージ）
（⽊質バイオマス）

約320万kWの競争⼒ある電源と経年⽕⼒設備の⼊れ替えにより

（計画）
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 ビジョンで掲げる⽬標の達成に向け，引き続きお客さまに選択いただけるよう，お客さまのニーズ等に合わせ
た料⾦メニュー・サービスの拡充に取り組んでいます。

 また，販売電⼒量の拡⼤に向けて，電化推進による需要獲得，⾸都圏・関⻄エリアにおける電⼒販売に
取り組むとともに，脱炭素化をはじめとしたお客さまの環境経営への実現にも貢献していきます。

• お客さまのライフスタイルやニーズに合わせた料⾦メニューやサービ
ス（サービス全般を「ぐっとずっと。Ｅサービス」と総称）の提供

• 地域のエネルギーリソースを活⽤した取組み（DR※1等）の展
開等，新たなサービスの拡充と販路の多様化

• 他熱源空調・給湯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
• 再⽣可能エネルギーを活⽤した取組み（太陽光PPA※2等）の

展開を通じたお客さまの脱炭素化のサポート

• ⾸都圏・関⻄エリアを中⼼とした代理店体制の拡充による営業
⼒の強化

※1 デマンドレスポンスの略。需要家のエネルギーリソースの保有者もしくは第三者が，そのエネルギーリソースを制御することで，電⼒需要パターンを変化させること。
※2 太陽光発電事業者が需要家の屋根・敷地に発電設備を設置するとともに，需要家が発電した電気を購⼊し電気料⾦を当該事業者に⽀払うスキーム。
※2 需要家の初期投資の負担軽減に繋がる。

総合エネルギー事業｜エネルギーサービスの展開
既存事業の強化・進化

お客さまニーズにあわせた料⾦メニュー・サービスの提供お客さまニーズにあわせた料⾦メニュー・サービスの提供

省エネ・省コスト・脱炭素化に資する電化提案等の実施省エネ・省コスト・脱炭素化に資する電化提案等の実施

国内他エリアにおける電⼒販売国内他エリアにおける電⼒販売

【ぐっとずっと。クラブ会員数の推移】

52
78

95
110 118

0
20
40
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100
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140
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（万⼝）

（年度）
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 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

（送電設備） （変電設備）

設備保全の⾼度化設備保全の⾼度化

計画的かつ効率的な改修計画的かつ効率的な改修

〔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。

 安全性の向上を⽬的としたチャットボットの活⽤など，DX
技術の開発導⼊に取り組んでいます。

 送電鉄塔等の点検にドローンを活⽤しており，今後も適⽤範
囲の拡⼤に向けた実証等を⾏っていきます。

KY
（危険予知）

A I

チャットボット

（配電設備）

電柱

開閉器電線

送配電事業｜設備保全の効率化・⾼度化（1/2）
既存事業の強化・進化
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再⽣可能エネルギーの導⼊拡⼤再⽣可能エネルギーの導⼊拡⼤
 中国電⼒ネットワークでは，再⽣可能エネルギーの導⼊拡⼤に向けて，系統接続のための設備対策を実施する

とともに，既存系統設備を有効活⽤する仕組みの導⼊や，出⼒制御量の低減に向けた発電予測精度向上に
取り組んでいます。

送配電事業｜設備保全の効率化・⾼度化（2/2）
既存事業の強化・進化

注︓2019年度からは⾮FITを含む実績

（万kW） （万kW）〔太陽光発電〕 〔⾵⼒発電〕

アセットマネジメント⼿法の導⼊に向けた取組みアセットマネジメント⼿法の導⼊に向けた取組み

 需要増加に対応するために建設した設備が⾼経年化し，更新時期
を迎える設備が今後増加していく⾒込みです。

 経年設備の更新にあたっては，設備毎の影響度・故障発⽣確率か
ら得られるリスク量や⼯事量の制約等を判断要素とするアセットマジメ
ント⼿法を導⼊し，設備投資の⾼度化・合理化を進めます。

39 56 118 186
267 330 370 433 493 561

39

149

289
305

283 277
298

270 187

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

接続契約申込済
１８７万kW

接続済
５６１万kW

2021年2⽉末現在

30 30 30 30 30 35 35 35 36 36
11 16 17 17

84 93

154 150 151

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

接続契約申込済
１５１万kW

接続済
３６万kW

2021年2⽉末現在

2⽉ 2⽉
注︓2019年度からは⾮FITを含む実績
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情報発信情報発信 早期復旧早期復旧 設備対策設備対策

 2021年4⽉に防災および作業安全を⼀元的に担う「保安防災部」を設置するなど，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，レジリエンス強化に取り組んでいます。

 HP・SNS等を活⽤し積極的に情報
発信しています。

 「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。

設備被害状況 復旧作業

〔情報発信する写真(例)〕

 社外関係機関や⾃治体等と災害発⽣時
の相互協⼒に関する協定を締結するなど，
連携強化しています。

 2020年7⽉，⼀般送配電事業者10
社連名で「災害時連携計画」を届け出し，
従来から構築している相互応援体制を
⼀層強化しています。
仮復旧における復旧⽅法・設備仕様の統

⼀化
共同訓練の実施 等

⾃衛隊，海上保安本部
• 道路の啓開，航空機や艦艇，巡視船艇等
を利⽤した復旧資機材・⼈員の輸送の協⼒

⻄⽇本⾼速道路㈱
• 災害復旧⾞両等の⾼速道路の緊急通⾏

㈱イズミ，㈱ローソン，イオン㈱
• ⽔・⾷料および物資の調達ルートを確保

⾃治体
• 24時間連絡可能窓⼝・リエゾン派遣体制の確認 等

変電所浸⽔防⽌対策
(⽔密化)

仮復旧設備(移動機器等)の充実

 停電情報アプリで停電情報をプッシュ
通知，地図表⽰化しています。

プッシュ通知 復旧予定県別,市町村別
地図表⽰

送配電事業｜レジリエンス強化
既存事業の強化・進化
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情報通信事業｜ＩＣＴによる付加価値創出（エネルギア・コミュニケーションズの取り組み）
既存事業の強化・進化

 お客さまの暮らし，ビジネスにおけるパートナーとして，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に取り組みます。

コンシューマ向け事業の取り組み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法⼈向け事業の取り組み

〔メガ・エッグ契約者数〕
（万件）

〔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 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
※2 ⽬指した幅広い取り組み。

〔コロナ禍におけるICT活⽤事例〕
バーチャル空間を活⽤した「地元⾼校⽣向け企業紹介イベント」
庄原でいきいき働く協議会主催のバーチャル空間を活⽤
した「地元⾼校⽣向け企業紹介イベント」において，バー
チャル空間の制作および映像⽤インフラの提供を実施。

参加者はアバターでバーチャル空間内を⾃由に移動し，企業
ブースを訪ね，企業紹介動画の視聴やチャットを⾏う。

 インターネット接続サービス「メガ・エッグ」の契約者数は順調に拡⼤して
おり，動画配信サービスや教育コンテンツなど，お客さまのライフスタイル
に寄り添ったオプションサービスの拡充にも取り組んでいます。

 データセンター，クラウド，通信ネットワークおよびRPA※1やAIによるデジ
タル技術など，ICTを⽣かした様々なサービスメニューを取り揃え，DX※2

などお客さまのニーズに合わせ，多種多様なソリューションをご提案してい
ます。

14
16
18
20
22

2017 2018 2019 2020

350

400

450

500

2017 2018 2019 2020
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燃料調達コスト低減の取り組み燃料調達コスト低減の取り組み

 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。

 電気事業営業費⽤の約２割を占める燃料調達に
ついて，安定調達を原則としつつ，電⼒の需給変
動を踏まえた機動的且つ経済的な調達に取り組み
ます。
 LNGについては，当社シンガポール法⼈※や

国内外の様々な事業者との連携による調達
⼒の強化

※ Chugoku Electric Power Singapore社

 ⽯炭については，品位や調達ソースの拡⼤
 ⽯油については，消費量に応じた調達を基

本としながら，他燃料や電⼒取引の市況との
経済性⽐較による調達量の調整

 島根2号機の稼働により，年間▲400億円程度※

の燃料費削減効果を⾒込んでいます。
※ 2020年度燃料価格を前提とした試算値

経営効率化の取り組み｜収⽀改善
既存事業の強化・進化

設備投資・費⽤低減の取り組み設備投資・費⽤低減の取り組み

※1 中国電⼒＋中国電⼒ネットワーク合計値
※2 2017年度は⼤型電源件名があったため，⼤幅に向上

21%
37% 39%

58% 50%
38% 43%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 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。

〔競争発注⽐率推移※1〕 ※2 

〔経営効率化額※1〕
2021年度 2020年度

計画 計画 実績
設備投資 170億円 270億円 280億円
費⽤ 160億円 130億円 180億円
計 330億円 400億円 460億円
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経営効率化の取り組み｜⽣産性向上
既存事業の強化・進化

9,803 
8,735 

8,584 

2011 2020 2023

2011末〜2020末 ▲1,200⼈

業務リノベーション（業務運営の抜本⾒直し）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
確保のため，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います。

 在籍⼈員数については，定年退職等により
毎年300⼈以上の退職者が⾒込まれる中，
現⾏の200⼈採⽤を継続することで，向こう
3年間で▲500⼈程度（⼈件費▲40億円※1

程度）となる⾒通しです。

〔在籍⼈員数推移※〕

 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，中国電⼒グループのIT活⽤に関する⽬指す姿と要点をまとめ
たIT構想を策定。本構想に基づき，グループ全体のDXへの取り組
みを推進していきます。

 データリテラシー向上のため，社員を対象としたWeb講座の新設・⼤
学等の外部機関との連係などを通じ，⼈材育成に取り組みます。

AI・IoT，更なるICT技術の進歩を活⽤した業務⾰新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〕

（⼈）

※1 2019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7.6百万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
※2 ⽬指した幅広い取り組み。

※ ⼈員数は中国電⼒＋中国電⼒ネットワーク合計値

中国電⼒グループIT構想（2021-2025）

2020末〜2023末
▲500⼈（▲40億円※1）
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海外発電事業海外発電事業 事業領域の拡⼤事業領域の拡⼤

〔発電事業持分（2020年度末）〕

 海外投資にあたっては，“環境” と “成⻑” の両⽴を念頭に，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。なお，従来型の⽯炭⽕⼒※1については，着⼿済み案件を除き，新た
な事業に参画しないこととします。 ※1 超々臨界圧（USC）以下の⽯炭⽕⼒

 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，送配電・⼩売事業や電⼒周
辺事業に加え，新たなエネルギービジネスにも積極的に対応し，事業領域を拡⼤していきます。

 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。

出資決定済 95万kW

（再掲，運開済） 80万kW

 “環境” と “成⻑” の両⽴を念頭に，再⽣可能
エネルギー（⽔⼒・⾵⼒・太陽光，蓄電池）・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，電⼒周辺事業に加え，新たなエ
ネルギービジネス※2への参画可能性も追求していきます。
※2 ⽔素，VPP，エネルギー・アズ・ア・サービス など

（参考）海外事業の取り組み
https://www.energia.co.jp/tokusetu_site/sakihe/asia.html

成⻑事業への挑戦
海外事業

・ミャンマー
天然ガス⽕⼒
発電事業

・インドネシア
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
天然ガス⽕⼒
発電事業

・台湾
洋上⾵⼒
発電事業
⽔⼒発電
事業

欧州
アジア

北⽶

・フィジー
電気事業

（発電・送配電・⼩売事業）
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再⽣可能エネルギー
成⻑事業への挑戦

豊川

滝⼭川

奥津
北原

海⼠

⽇置 椋梨川安野

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〕

〔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4⽉予定，他5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㈱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4⽉]

○広島ガス㈱とのバイオマス発電事業
[広島県安芸郡海⽥町:2021年4⽉]

海
外

⽔
⼒

○インドネシア⽔⼒発電事業
[出資参画︓2019年3⽉]

○台湾⽔⼒発電事業
[営業運転開始︓2024年予定]

⾵
⼒

○台湾洋上⾵⼒発電事業
[営業運転開始︓2022年予定]

20302019

約100万kW

130〜170万kW30〜70 万kW新規導⼊
: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

 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⻑領域の⼀つと位置づけ，ビジョンで
掲げる新規導⼊⽬標の達成に向け，⽔⼒や⾵⼒等の導⼊に積極的に取り組んでいます。

 2020年代中盤には新規導⼊量は約30万kWとなる⾒込みであり，今後は特に成⻑分野と⾒込まれ
る洋上⾵⼒の開発を積極的に進めることで，更なる導⼊量の上乗せに取り組んでいきます。
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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，新たな利益獲得を⽬指しています。

地域の未来の創造地域の未来の創造
 ベンチャー企業への投資によって，投資リターンの獲得によるグループ経営ビジョンの利益⽬標達成への貢献を⽬指します。

併せて，地元企業への投資先の紹介やサービス提供を通じて社会課題・産業課題を解決し地域の貢献につなげます。

〔投資領域〕

エネルギー・環境

産業課題解決 地域活性化・
社会課題解決

DX推進
⽣産性向上

サービス⾼度化

地⽅創⽣
安⼼安全な社会
活⼒ある地域づくり

再エネ・蓄電池サービス
電化・スマートライフ

環境調和社会

これまでの投資実績（2021年4⽉1⽇時点）

㈱オーディオストック アマチュア⾳楽クリエイターの⾳楽配信サービス
を展開。中国地域発ベンチャー。

㈱コークッキング 売れ残りや廃棄予定の⾷品のシェアリングを通
じて⾷品ロス削減に取り組むサービスを展開。

㈱XTIA ノーベル賞技術「光コム」を世界で初めて実⽤
化し，検査⼯程の⾃動化・⾼度化を実現。

ユニロボット㈱ 対話ロボット「ユニボ」やAIによる⾳声コミュニ
ケーションの⾃動化サービスを展開。

CO-NECT㈱ 事業者が導⼊しやすく使い勝⼿の良い発注・
受注システムを展開。

㈱LiveSmart スマートリモコンとスマートホームのサービスプラッ
トフォームを展開。

エネルギア創造ラボの取り組み（1/2）
成⻑事業への挑戦
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 分散型リソースを活⽤したVPP※実証等の成果活⽤に加え，独⾃の技術を有するスタートアップ企業等との協業や投資に
より，カーボンニュートラルに貢献する再⽣可能エネルギーや蓄電池，EV等を活⽤した新たなエネルギーサービスの実現を
⽬指します。

電気の未来の創造電気の未来の創造

※ 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。

送電網

配電網

G

供給⼒

調整⼒ VPP
アグリゲーション
による調整⼒

配電網

AI,IoTによる
データ集約・制御の⾼度化

再エネ蓄電池活⽤
PVの発電シフト

EV・蓄電池の
充放電の最適化

需要家負荷の
最適な稼働制御

アグリゲータ

再エネの防災活⽤

エネルギア創造ラボの取り組み（2/2）
成⻑事業への挑戦
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エネルギー事業を中⼼とした既存
事業における競争優位性の確保

新事業・新サービスにおける将来の
利益拡⼤へ向けた知財の取得

知財活動を通じた輝く⼈材の育成

 ビジョン実現に向けて研究・開発の戦略的イノベーション領域を設定し，重点的に取り組んでいます。
研究・開発戦略研究・開発戦略

研究・開発戦略，知財戦略
既存事業の強化・進化/成⻑事業への挑戦

知財戦略知財戦略

 経営層をメンバーとする知財戦略会議で重要事項を審議する等，全社を
挙げて知財活動に取り組んできた結果，今では特許登録件数はエネル
ギー業界トップとなり，社員の約４割※が特許出願経験を有しています。

 ビジョン実現に向けて，新たに設定した知財戦略の取り組みを通じて，
将来の利益拡⼤に向けた新たな価値創造へ挑戦していきます。

（参考）エネルギアグループ知的財産報告書 https://www.energia.co.jp/eneso/kankoubutsu/chizai/

※ 中国電⼒＋中国電⼒ネットワーク合計値

電気事業の
強化・進化

Ｓ+３Ｅ高度化

新たな
事業への

挑戦

戦略的イノベーション領域 （下段は主な取り組み）

Ⅰ.デジタル技術を活用した電力システムのイノベーション
 IoTデータを活用した発電・送配電の設備形成,保全の最適化 P26

 AIを活用した運転の最適化等によるO&Mの効率化

Ⅱ.脱炭素化に向けたエネルギー・環境技術のイノベーション
 再エネ普及促進を支える次世代電力ネットワークの構築 P35

 IGCC/IGFC,カーボンリサイクル等による脱炭素化の推進 P22

Ⅲ.地域・他業種と融合した新サービスの創出
 VPP技術を活用したエネルギー・アグリゲーション・ビジネス P35

 地域活性化に繋がるスマートシティモデルの構築

グ
ル
ー
プ
経
営
ビ
ジ
ョ
ン
の
実
現

（参考）研究・開発戦略 https://www.energia.co.jp/eneso/senryaku/kenkyu/pdf/kenkyu_kaihatsu_senryaku.pdf

〔知財戦略基本⽅針〕
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 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。

多様な⼈材活躍
多様な⼈材が活躍できる更なる環境づくり（1/2）

多様な⼈材の活躍に向けた環境づくり多様な⼈材の活躍に向けた環境づくり

〔主な制度・取り組み〕
• フレックスタイム勤務制度
• 在宅勤務制度
• 勤務間インターバル制度
• ライフサポート休暇
• 男性の育児参加についての管理職への啓発

活動
• 「男性社員のための育児⽀援制度利⽤

ハンドブック」の周知
• チャットシステム等のコミュニケーション⼿段拡充

⼼⾝の健康づくり⼼⾝の健康づくり

 厚⽣労働省の提唱するTHP※を踏まえて，健康診断結果
等に基づく健康指導，運動⽀援および禁煙⽀援等の取り
組みを実施し，社員の⾃主健康づくりを継続的に⽀援する
とともに，ウォーキング⽉間やスポーツ⼤会等の職場でのイベ
ントを通じて社員同⼠のコミュニケーションの活性化に取り組
んでいます。

 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，⻑時間労働防⽌とワーク・ライフ・バラン
ス推進に取り組んでいます。

 柔軟に働くための勤務制度，⽣活上の様々なニーズに対
応するための当社独⾃の休務制度を整備するとともに，
男⼥ともに仕事と家庭を両⽴できるよう⽀援しています。

 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適したIT環境の整備を推
進しています。

男性社員のための
育児⽀援制度利⽤
ハンドブック

 これらの取り組みが評価され，「健康経営
優良法⼈2021（⼤規模法⼈部⾨）」
の認定を受けました。
⾼度技術・技能認定制度（エネルギア・マスター）⾼度技術・技能認定制度（エネルギア・マスター）

 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」
として認定しており，現場での技術
指導など，技術・技能継承に繋が
る活動に取り組んでいます。

配電 12 送変電 14
⽕⼒ 15 ⼟⽊ 5

原⼦⼒ 8 建築 2
⽔⼒ 2 情報 1

2020年度末の認定者数 59⼈

※ 「Total Healthpromotion Plan」の略称。
労働者の⼼⾝両⾯にわたる健康の保持増進を図るた
め，事業者が講ずる必要な措置についての実施⽅法
を定めた厚⽣労働省の指針。
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多様な⼈材が活躍できる更なる環境づくり（2/2）

多様な価値観・経験の活⽤多様な価値観・経験の活⽤

 他企業経験者や専⾨能⼒を有する⼈など，幅広く多
様な⼈材を採⽤していくこととしています。

 ⼥性社員の活躍推進に向け，幅広い業務付与により
能⼒発揮を促進するとともに，各研修会などを通じて，
管理職や⼥性社員の意識改⾰に取り組んでいます。

〔⽬標（対2019年度⾸ 2020〜2024年度）〕

障がい者雇⽤の促進障がい者雇⽤の促進

 障がい者の特性に応じた仕事の確保や職場環境の整備
を⾏い，障がい者の雇⽤促進を図ることを⽬的として，
2018年に㈱エネルギア・スマイルを設⽴。翌年，特例⼦
会社として認定されました。

 同社では，33名※の障がいをもつ社員が，中国電⼒本
社構内の清掃，郵便物集配および売店運営のほか，
軽印刷，使⽤済電⼒量計の仕分け等の業務を⾏ってい
ます。

技術系⼥性社員の懇談会の様⼦ ⼥性社員の上司への研修会の様⼦

使⽤済電⼒量計
仕分けの様⼦

社員⼀⼈ひとりの能⼒開発の⽀援社員⼀⼈ひとりの能⼒開発の⽀援
 「⾃ら考え⾏動する⼈材」の育成に向け，

異業種交流型の研修への派遣などの研修の充実化を
⾏っているほか，社員⼀⼈ひとりの⾃律的な⾃⼰研鑚
の⽀援を進めています。

私たちは，変化の時代において「⾃ら考え⾏動」します。
〔求められる⼈材像（⼈材ビジョン）〕

⽬標テーマ 中国電⼒ 中国電⼒ネットワーク

⼥性管理職
の増加

課⻑以上⼥性⽐率 2倍以上 ⼥性管理職
1.2倍以上⼥性管理職⽐率 1.2倍以上

技術系⼥性
社員の増加 技術系⼥性社員 1.2倍以上 技術系⼥性社員

1.2倍以上

※ 2021年4⽉1⽇時点
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 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⻑を⽬指します。

〔地域社会の課題解決・発展に向けた取り組み〕
 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解決。
 地域情報誌「碧い⾵」や「中国地域⽩書」の発⾏等によ

り，地域活性化に資する情報を発信。
 (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，産業振興等，地域活
性化を⽀援。

 (公財)エネルギア⽂化・スポーツ財団による助成事業・
顕彰事業・主催事業を通じて，地域の⽂化・スポーツの
振興を⽀援。

 シンボルスポーツ部（陸上競技部，⼥⼦卓球部，ラグ
ビー部）を活⽤し，次世代層を対象としたスポーツ教室
を開催。

〔⽂化・スポーツの振興活動〕
社員による社会貢献活動の⼀例（2020年度実績）

 地域のNPO法⼈等が⾏っているフードバンクに災害対策
⽤備蓄⾷品や飲料等を寄贈し，新型コロナウイルスの影
響を受けた⽅々への⽀援に役⽴てていただきました。

 コロナ禍において来訪者から持ち寄られる千⽻鶴が減少し
た広島平和記念公園に，他企業と協働で千⽻鶴を寄
贈しました。

地域貢献と当社グループの成⻑
基本的責務の遂⾏
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中国電⼒の役員構成中国電⼒の役員構成

取締役 監査役
計 社外役員

⽐率社内 社外 社内 社外

14名 1名 2名 3名
(1名)

20名
(1名) 20％

取締役 取締役監査等委員
計 社外役員

⽐率社内 社外 社内 社外

7名 1名 1名 3名
(2名)

12名
(2名) 33％

2015年６⽉末時点 2021年６⽉末時点（予定）

（）内はうち⼥性

政策保有株式（上場株式）政策保有株式（上場株式）

（）内はうち⼥性

 企業価値向上と持続的成⻑の実現のためには経営の透明性・公正性の維持・向上，経営環境の変
化に対する迅速・果断な意思決定を⾏うことができる体制の構築が重要との認識のもと，今後改訂予
定のコーポレートガバナンス・コードの内容も踏まえ，ガバナンスの充実・強化に継続的に取り組んでいき
ます。

 グループの中⻑期的な企業価値の維持・向上に資する
場合を除き，原則，政策保有株式は保有しない⽅
針であり，毎年，保有意義を検証のうえ，売却を推
進していきます。

 コーポレートガバナンス・コードによる要請も踏まえ，社外役員⽐率の向上に努めてきました。

コーポレートガバナンス（1/2）
基本的責務の遂⾏

2015年3⽉末 2021年3⽉末

319億円（24銘柄）

142億円（17銘柄）

〔政策保有株式の時価〕
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2007
• 定款に定める取締役員数を25名以内

から15名以内に削減
• 取締役の任期を２年から１年に短縮
• 執⾏役員制を導⼊

2008
• 取締役会の内部委員会として報酬委

員会を設置

2016
• 監査役会設置会社から監査等委員

会設置会社へ移⾏
• 取締役会の諮問機関として指名委員

会および報酬委員会を設置

コーポレートガバナンス体制コーポレートガバナンス体制

コーポレートガバナンス（2/2）
基本的責務の遂⾏

 当社では，2016年より監査等委員会設置会社へ移⾏しました。
 取締役の選・解任および報酬に関する決定プロセスの客観性・透明性を⾼めるために，取締役会の諮問機関として

指名委員会および報酬委員会を設置しています。

〔体制図〕 〔体制強化に向けた取り組み〕
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 連結利益の拡⼤に向けて，中国電⼒およびグループ企業で構成する事業単位を設定し，各々の利
益⽬標の達成に向けて取り組んでいます。

報告セグメント 経営管理体系セグメント利益(億円)

2019 2020

総合エネルギー
事業 197 ▲126

その他 35 43

送配電事業 231 410

情報通信事業 34 34

調整額 ▲16 ▲19
連結営業利益 481 342

送配電事業

情報通信事業

総合エネルギー
事業

海外事業

間接部⾨

中国電⼒

中国電⼒ 国際事業部⾨

中国電⼒ 地域共創本部ほか

中国電⼒ネットワーク

エネルギア・コミュニケーションズ

海外事業会社（除，CEPAR）

ｴﾈﾙｷﾞｱ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ･ｱﾝﾄﾞ･ｻｰﾋﾞｽ

電⼒サポート中国

CEPAR※2

販売事業本部
電源事業本部
需給・ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ部⾨

事業単位 構成企業

※1 2020年度の電⼒の需給ひっ迫に伴う収⽀影響︓総合エネルギー事業▲310億円程度，送配電事業+160億円程度，連結▲150億円程度
※2 CEPAR︓Chugoku Electric Power Australia Resources Pty. Ltd. の略。

グループ経営管理｜経営管理体系
基本的責務の遂⾏

その他のグループ企業
【各社毎に⽬標設定】【2グループに括り⽬標設定】

※1

※1

※1
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 個々の成⻑投資案件については，事業主管箇所におい
て予め定めた基準に基づき評価を⾏うとともに，投資評
価箇所による評価および経営層への報告の仕組みを通
じて，リスク管理を徹底しています。

 投資評価箇所による評価にあたっては，社内関係部⻑
で構成する「投資リスク評価専⾨部会」を設置し，専⾨
的⽴場から意⾒具申を実施しています。

グループ経営管理｜成⻑投資のマネジメント
基本的責務の遂⾏

投資実施の
事前評価

投資案件の採算性に加え，企業理念・グ
ループ経営ビジョンとの整合性や財務健全
性への影響等を評価。

投資実施の
事後評価

（モニタリング）

最新の事業計画やリスク事業の発現および
対応策等を評価。

 2030年度における成⻑領域150億円の利益獲得には相応の投資が必要になりますが，効率的な
キャッシュ配分とリスク管理の徹底により，財務健全性確保と資本効率向上に取り組んでいます。

成⻑事業へのキャッシュ配分成⻑事業へのキャッシュ配分 成⻑投資のリスク管理成⻑投資のリスク管理
 毎年策定するグループ中期経営計画の中で，

具体的なキャッシュ配分を決定しています。

成⻑事業

キャッシュ配分

グループ中期経営計画［毎年策定］

・2030に成⻑領域で150億円程度の利益獲得
・2030までのキャッシュフロー均衡
・2030に連結⾃⼰資本⽐率25%

既存事業

グループ経営ビジョン［2020年1⽉策定］

ビジョン設定以降の経営環境変化

•海外電気事業
•国内再エネ発電事業
•ベンチャー投資 等

株主還元等
•国内電気事業 等

・連結収⽀・財務の状況
・各事業の状況 等

〔実施を⾒送った事例〕
千葉パワー㈱による天然ガス⽕⼒発電所開発については，⼗分
な事業性が⾒込めないと判断したことから，検討を中⽌するととも
に会社を解散。
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4 財務情報
2021年4⽉28⽇時点における公表情報
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区分 2021年度予想 2020年度実績

連
結

売上⾼ 9,700※1 13,074
営業利益 180 342
経常利益 200 300

当期純利益※2 150 145
⾃⼰資本⽐率 19％程度 19.4%

区分 2021年度
予想

2020年度
実績

総販売電⼒量※3 億kWh 533 535.6
為替レート 円/$ 107 106

原油CIF価格 $/b 65 43.4
原⼦⼒設備利⽤率 ％ － －

〔前提となる主要諸元︓中国電⼒個別〕（単位︓億円）

※1 新たに適⽤される収益認識基準反映後の売上⾼
※2 親会社株主に帰属する当期純利益

業績予想業績予想

配当予想配当予想
区分 2021年度予想 2020年度実績

中間 25（予定） 25
期末 25（予定） 25（予定）

計 50（予定） 50（予定）

※3 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・調整電源に係る販売電⼒量は含みません）

（単位︓円/株） 収益認識基準の変更について
2021年度の業績予想では，「収益認識に関する会計基準」
を適⽤したことにより，「再⽣可能エネルギーの固定価格買取
制度」に基づく取引について総額表⽰から純額表⽰となります。
なお，当該会計基準の適⽤による利益への影響はありません。
・総額表⽰による2021年度連結売上⾼︓13,370億円

 売上⾼については，「収益認識に関する会計基準」の適⽤による「再⽣可能エネルギーの固定価格買取制
度」に係る取引について，総額表⽰から純額表⽰となることなどから減収を⾒込んでいます。

 利益については，経営全般にわたる効率化に努めているものの，燃料価格の上昇により燃料費調整制度
の期ずれ影響が前年度の差益から差損に転じることなどから経常利益は減益を⾒込んでいます。

 親会社株主に帰属する当期純利益は，前年度特別損失を計上した反動から増益を⾒込んでいます。
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【新型コロナウイルス感染症による影響（試算値）】

2020年度 実績
（A）

2021年度 ⾒込み
（B）

増減
（B－A）

域内⼩売販売電⼒量影響 ▲8億kWh程度 ▲5億kWh程度 ＋3億kWh程度

利益影響（料⾦収⼊－原料費） ▲60億円程度 ▲40億円程度 ＋20億円程度

注︓域内⼩売販売電⼒量影響は，⼀定の前提を置いた分析値であり，新型コロナウイルスによるもの以外の変動要因が⼀部含まれています。
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