
株式に関するお知らせ

　100株に満たない単元未満株式は，市場で売買することができません。当社では，単元未
満株式の買取請求（売却）・買増請求（単元株式化）制度をご用意していますので，ぜひご利用
ください。

【買取請求】

【制度のイメージ（60株お持ちの場合）】

100株に満たない株式をお持ちの株主さま　～買取・買増請求制度のご案内～

■事　業　年　度　毎年４月１日から翌年３月31日まで
■定時株主総会　毎年６月
■配 当 金 受 領　期末配当：３月31日
　株 主 確 定 日　中間配当：９月30日

■株主名簿管理人　東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
　特別口座管理機関　三井住友信託銀行株式会社

株主メモ

（証券コード：9504）南原研修所における訓練の様子

エネルギアレポート
（2019年４月１日から2019年９月30日まで）

目　次
株主のみなさまへ
2019年度第2四半期　業績概要（連結）
他企業とのアライアンスによるバイオマス発電事業について
電力小売分野における取り組みについて
株式に関するお知らせ
株主メモ

株式に関する各種お手続のお問い合わせ先
（単元未満株式の買取・買増請求，マイナンバーのお届出，株式の相続，住所変更など）

受付時間　土・日・祝日を除く９時～17時
https://www.smtb.jp/personal/agency/index.html

三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
0120-782-031 通話料無料R

60株をご売却

売却代金を
お受け取り
（市場価格）

現金化

当社

【買増請求】
40株をお受け取り

買増代金を
お支払い
（市場価格） 当社

60株

40株

１単元

株式を証券会社にお預けの株主さま

株式を証券会社にお預けでない株主さま
（特別口座に株式をお持ちの株主さま）

お取引の各証券会社

郵便物
送付先

〒168ｰ0063　東京都杉並区和泉二丁目８番４号
　　　　　　　三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
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電力小売全面自由化に伴う競争進
展による販売電力量の減少により，
電気料金収入が減少したことなどか
ら，売上高は6,823億円と前年同期
に比べ51億円の『減収』。

246億kWh
前年同期比
▲6.5%

■販売電力量

6,823億円
前年同期比
▲51億円

電力小売全面自由化に伴う競争進
展の影響などから，販売電力量は
246億kWhと前年同期に比べ6.5％
の減少。

2019年度第２四半期　業績概要（連結）（2019年４月１日から2019年９月30日まで）

■販売電力量・連結収支の概要

（単位：億kWh）

当第２四半期の連結収支は次のとおりとなりました。

■売上高

売上高

減収　6,823億円（▲51億円）
経常利益

増益　309億円（＋190億円）
親会社株主に帰属する四半期純利益

増益　854億円（＋823億円）
（　　）内は前年同期比

355

175

代表取締役社長執行役員
清水  希茂

代表取締役会長
苅田  知英

株主のみなさまへ
　株主のみなさまには，平素から格別のご高配を
賜り，厚くお礼申しあげます。
　本冊子をお届けするにあたり，ごあいさつ申し
あげます。
　当第２四半期の連結収支につきましては，販売
電力量の減少により電気料金収入が減少したこと
などから減収となりましたが，経営全般にわたる
効率化や燃料費調整制度の期ずれ影響の改善に加
え，経済産業省令改正に伴い，原子力発電工事償
却準備引当金の全額を取り崩したことから，増益
となりました。
　中間配当につきましては，安定配当の継続を基
本とする方針に基づき，１株につき25円とさせて
いただきました。
　通期の連結収支につきましても増益を見込んで
おりますが，厳しい経営環境であることに変わり
はありません。引き続き，徹底した経営効率化に
より収支の改善・財務体質の悪化抑制を図るとと
もに，当社グループの強みが活かせる成長事業の
育成・拡大に取り組んでまいります。
　小売電気事業につきましては，付加価値の高い
サービスを提供することなどにより，事業基盤で
ある中国地域のお客さまに引き続き選択していた
だくことを目指してまいります。加えて，新たな
収益基盤を確立するため，中国地域外における電
気の販売や海外における発電事業などに取り組む
とともに，既存ビジネスの革新や新ビジネスの創
出を推進してまいります。
　また，抜本的な経営基盤の回復・経営の安定化
には島根原子力発電所２号機の再稼働，３号機の

運転開始が不可欠であります。新規制基準適合性
審査につきましては，２号機において設備関係の
審査が本格化しており，着実に審査が進んでいる
ものと受け止めております。引き続き安全性を一
層高める取り組みを積み重ね，地域のみなさまの
ご理解をいただきながら，早期の再稼働・運転開
始に向けて最大限取り組んでまいります。
　2020年４月の送配電部門の法的分離まで残り半
年を切りましたが，経営環境が大きく変化する中
においても，引き続き「地域で選ばれ，地域をこえ
て成長する企業グループ」を目指して取り組むこと
で，地域の発展に貢献しつつ，株主のみなさまの
ご期待に応えることができるよう努めてまいります。
　株主のみなさまにおかれましては，今後とも格
別のご理解とご支援を賜りますようお願い申しあ
げます。

2019年11月
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　エア・ウォーター㈱と共同で開発を進めていまし
た，防府バイオマス・石炭混焼発電所が，本年７月に
営業運転を開始しました。本発電所は，再生可能エネ
ルギーの固定価格買取制度（FIT制度）を活用し，燃料
として山口県内から調達する未利用間伐材などの木質
バイオマスを最大50％程度利用する予定です。

他企業とのアライアンスによるバイオマス発電事業について
　当社では，他企業とのアライアンスにより，当社の強みである火力発電に関するノウハウ等を活かし
たバイオマス発電事業に取り組んでいます。バイオマス発電事業は，再生可能エネルギーの普及拡大に
寄与できるとともに，今後の事業環境における収益拡大に資するものと考えています。

防府バイオマス・石炭混焼発電所

所在地
　出力（発電端）
燃料の種類

山口県防府市鐘紡町
11.2万kW
バイオマス，石炭

所在地
　出力（発電端）
燃料の種類
営業運転開始

[海田発電所]
広島県安芸郡海田町
11.2万kW
バイオマス，石炭
2020年度（予定）

　現在，広島ガス㈱と共同で広島県安芸郡海田町，また，エア・ウォーター㈱と共同で福島県いわき
市において，それぞれバイオマス発電所の開発を進めており，営業運転開始に向けて，引き続き建設
工事を着実に進めてまいります。

所在地
　出力（発電端）
燃料の種類
営業運転開始

[小名浜バイオマス発電所]
福島県いわき市小名浜
7.5万kW
バイオマス（専焼）
2021年度（予定）

現在開発中のバイオマス発電所

3

　販売電力量の減少や燃料価格の低
下などによる原料費の減少に加え，
経営全般にわたる効率化に努めたこ
となどから，営業費用が減少。 
　この結果，営業利益は337億円と
前年同期に比べ168億円の増益。
　これに支払利息などの営業外損益
を加えた経常利益は309億円と前年
同期に比べ190億円の『増益』。

　渇水準備引当金を取り崩し，経済
産業省令の改正に伴い原子力発電工
事償却準備引当金の全額を取り崩し
た結果，法人税などを控除した親会
社株主に帰属する四半期純利益は
854億円と前年同期に比べ823億円
の『増益』。

http://www.energia.co.jp/ir/irzaimu/index.html

決算に関する詳細な情報は
当社ホームページでご覧いただけます。

検索中国電力　決算・財務情報

309億円
前年同期比
＋190億円

854億円
前年同期比
＋823億円

年度第２四半期

0 2016 2017 2018 2019 （年度）

（年度）

100

400

1,000

900

800

700

600

500

300

200

（単位：億円）

（単位：億円）

年度第２四半期

0 2016 2017 2018 2019

200

100

400

300

500
（単位：億円）

■経常利益

■主な事業別の業績

電気事業 総合エネルギー
供給事業 情報通信事業

　6,182（▲75）

　304（＋166）

売 上 高

営業利益

413（＋78）

14（＋5）

　198（＋2）

14（＋4）
（　　）内は前年同期比

■親会社株主に
　帰属する四半期純利益

126119

30
114

2019年度第２四半期　業績概要（連結）（2019年４月１日から2019年９月30日まで）

307

194194

308

854

309

163
223 207

113



4

　エア・ウォーター㈱と共同で開発を進めていまし
た，防府バイオマス・石炭混焼発電所が，本年７月に
営業運転を開始しました。本発電所は，再生可能エネ
ルギーの固定価格買取制度（FIT制度）を活用し，燃料
として山口県内から調達する未利用間伐材などの木質
バイオマスを最大50％程度利用する予定です。

他企業とのアライアンスによるバイオマス発電事業について
　当社では，他企業とのアライアンスにより，当社の強みである火力発電に関するノウハウ等を活かし
たバイオマス発電事業に取り組んでいます。バイオマス発電事業は，再生可能エネルギーの普及拡大に
寄与できるとともに，今後の事業環境における収益拡大に資するものと考えています。

防府バイオマス・石炭混焼発電所

所在地
　出力（発電端）
燃料の種類

山口県防府市鐘紡町
11.2万kW
バイオマス，石炭

所在地
　出力（発電端）
燃料の種類
営業運転開始

[海田発電所]
広島県安芸郡海田町
11.2万kW
バイオマス，石炭
2020年度（予定）

　現在，広島ガス㈱と共同で広島県安芸郡海田町，また，エア・ウォーター㈱と共同で福島県いわき
市において，それぞれバイオマス発電所の開発を進めており，営業運転開始に向けて，引き続き建設
工事を着実に進めてまいります。

所在地
　出力（発電端）
燃料の種類
営業運転開始

[小名浜バイオマス発電所]
福島県いわき市小名浜
7.5万kW
バイオマス（専焼）
2021年度（予定）

現在開発中のバイオマス発電所

3

　販売電力量の減少や燃料価格の低
下などによる原料費の減少に加え，
経営全般にわたる効率化に努めたこ
となどから，営業費用が減少。 
　この結果，営業利益は337億円と
前年同期に比べ168億円の増益。
　これに支払利息などの営業外損益
を加えた経常利益は309億円と前年
同期に比べ190億円の『増益』。

　渇水準備引当金を取り崩し，経済
産業省令の改正に伴い原子力発電工
事償却準備引当金の全額を取り崩し
た結果，法人税などを控除した親会
社株主に帰属する四半期純利益は
854億円と前年同期に比べ823億円
の『増益』。

http://www.energia.co.jp/ir/irzaimu/index.html

決算に関する詳細な情報は
当社ホームページでご覧いただけます。

検索中国電力　決算・財務情報

309億円
前年同期比
＋190億円

854億円
前年同期比
＋823億円

年度第２四半期

0 2016 2017 2018 2019 （年度）

（年度）

100

400

1,000

900

800

700

600

500

300

200

（単位：億円）

（単位：億円）

年度第２四半期

0 2016 2017 2018 2019

200

100

400

300

500
（単位：億円）

■経常利益

■主な事業別の業績

電気事業 総合エネルギー
供給事業 情報通信事業

　6,182（▲75）

　304（＋166）

売 上 高

営業利益

413（＋78）

14（＋5）

　198（＋2）

14（＋4）
（　　）内は前年同期比

■親会社株主に
　帰属する四半期純利益

126119

30
114

2019年度第２四半期　業績概要（連結）（2019年４月１日から2019年９月30日まで）

307

194194

308

854

309

163
223 207

113



5 6

　ライフスタイルに合わせて選べる新料金メニュー「ぐっ
とずっと。プラン」，会員制WEBサイト「ぐっとずっ
と。クラブ」を開始してから３年半が経過しました。
2019年11月1日現在で，新料金メニューは124.9万口，
WEB会員は102.6万口に達し，多くのお客さまから確か
な評価をいただいた結果と受け止めています。

　2019年７月からは，新たなコミュニケーションチャネルとして
「LINE」を活用し，毎月の電気の使用量・料金などをご確認いただ
けるサービスを開始しています。

電力小売分野における取り組みについて
　電力の小売分野では，当社の事業基盤である中国地域においても多くの新電力が参入するなど，競争
が激しくなっていますが，これからも，お客さまの暮らしに寄り添い，地域とともに成長し，地域をこ
えて成長していけるよう，更なるサービスの開発・向上に取り組んでまいります。

ＷＥＢ会員数１００万口突破

LINEを通じて電気の使用量・料金などをお知らせするサービスについて

　2019年11月からは，再生可能エネルギーの固定価格買取制度にもとづく10年間の買取期間が順次満了す
ることを踏まえ，中国エリアにおいて，買取期間満了後も継続して当社による太陽光発電の余剰電力の買取
りを希望されるお客さまに対して，新たなサービス「ぐっとずっと。グリーンフィット」を開始しています。

住宅用太陽光発電の余剰電力を活用したサービスについて

　2019年度から，電気だけで
はなく，お客さまの暮らしに
寄り添った新たなサービス
「ぐっとずっと。Eサービス」を
提供しています。

電気料金のチェックやお手続きも簡単!
▶「中国電力×Shufoo!アプリ」や，LINEで電気の使用量・

料金などをお知らせするサービスなど

新たなサービス「ぐっとずっと。Ｅサービス」の展開
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【WEB会員数】 100万口突破!

【お知らせイメージ】

【プラン概要】

お預かりプラン

入会金・年会費無料「ぐっとずっと。クラブ」の詳細はこちら

検索ぐっとずっと

サービスの詳細はこちら
※LINEおよびLINEロゴは，LINE株式会社の登録商標です。
http://www.energia-support.com/line/

サービスの詳細はこちら

http://www.energia-support.com/greenfit/

中国電力がお客さまの余剰電力をお預かりし，
お客さまの使用量に充当したものとみなし，お
預かりのメリットとして「エネルギアポイン
ト」を進呈します!

ゆめかプラン
「プレミアムポイント」として，
1kWhあたり1円相当の電子マネー
「ゆめか」を進呈します!

WAONプラン

１kWhあたり 8.15～9.15円相当

買取価格
7.15円＋1～2

買取価格
7.15円＋エネルギア

ポイント

１kWhあたり 8.15円相当 １kWhあたり 8.15円相当

「プレミアムポイント」として，
1kWhあたり1ポイントの電子マ
ネーWAONポイントを進呈します!

「ぐっとずっと。クラブ」会員のお客さま 「ぐっとずっと。クラブ」会員でないお客さま

１円相当の
電子マネー
ゆめかチャージ

買取価格
7.15円＋１WAON

ポイント

http://www.energia-support.com/

きほんサービス

ポイントが貯まる! 特典もいっぱい!
▶エネルギアポイントサービスや，太陽光発電の余剰電力

をおトクに活用できるサービスなど

おとくサービス

電気だけではなく安心もお届け!
▶見守りサービス「どこじゃー GPS BoT」や，ロッカーを活用

したシェアリングサービス「ぐっとずっと。シェア」など

くらしサービス
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株式に関するお知らせ

　100株に満たない単元未満株式は，市場で売買することができません。当社では，単元未
満株式の買取請求（売却）・買増請求（単元株式化）制度をご用意していますので，ぜひご利用
ください。

【買取請求】

【制度のイメージ（60株お持ちの場合）】

100株に満たない株式をお持ちの株主さま　～買取・買増請求制度のご案内～

■事　業　年　度　毎年４月１日から翌年３月31日まで
■定時株主総会　毎年６月
■配 当 金 受 領　期末配当：３月31日
　株 主 確 定 日　中間配当：９月30日

■株主名簿管理人　東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
　特別口座管理機関　三井住友信託銀行株式会社

株主メモ

（証券コード：9504）南原研修所における訓練の様子

エネルギアレポート
（2019年４月１日から2019年９月30日まで）

目　次
株主のみなさまへ
2019年度第2四半期　業績概要（連結）
他企業とのアライアンスによるバイオマス発電事業について
電力小売分野における取り組みについて
株式に関するお知らせ
株主メモ

株式に関する各種お手続のお問い合わせ先
（単元未満株式の買取・買増請求，マイナンバーのお届出，株式の相続，住所変更など）

受付時間　土・日・祝日を除く９時～17時
https://www.smtb.jp/personal/agency/index.html

三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
0120-782-031 通話料無料R

60株をご売却

売却代金を
お受け取り
（市場価格）

現金化

当社

【買増請求】
40株をお受け取り

買増代金を
お支払い
（市場価格） 当社

60株

40株

１単元

株式を証券会社にお預けの株主さま

株式を証券会社にお預けでない株主さま
（特別口座に株式をお持ちの株主さま）

お取引の各証券会社

郵便物
送付先

〒168ｰ0063　東京都杉並区和泉二丁目８番４号
　　　　　　　三井住友信託銀行株式会社　証券代行部


