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■経営概況

他事業者への契約切替影響や、北海道胆振東部地震の発生に伴う停電およ
び節電に対するご協力をいただいたことなどによる販売電力量の減少は
あったが、燃料価格上昇による燃料費調整制度の影響などにより、売上高
は増加。

地震に伴う石油火力発電所の焚き増しや燃料価格の上昇などによる燃料
費・購入電力料の増加はあったが、豊水による水力発電量の増加や、これ
までの継続的な効率化に加え、経営基盤強化推進委員会のもとでの更なる
効率化・コストダウンの成果などにより、経常費用は減少し、連結経常利
益は１７８億円(１１８億円の増益)となった。

単独決算における地震による収支影響を、通期で１１０億円程度と見込み、
８９億円を第２四半期決算に反映。このうち被災した設備の復旧に要する
費用等を特別損失として４２億円計上。

単独経常利益は１６６億円。連結、単独とも増収増益。

損益の見通しについては、今後の供給力を見極めていく必要があり、燃料
費などの費用を合理的に算定することができないため、引き続き「未定」と
しております。
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■経営概況 ～ 連結経常損益、自己資本比率

2016年4月
：小売全面自由化以降

利益については、2018～
2020の3ヶ年平均で小売全
面自由化後の実績（2016～
2017年度平均）を上回る
水準を目指す

地震ではお客さまに大変なご迷惑をお掛けしましたが、今後、全力をあげて信頼回復
に努めるとともに、お客さまの声に真摯に耳を傾けた販売活動を進めてまいります。

向こう３ヶ年の利益目標達成に向けて、総合エネルギー企業として顧客拡大・収益向

上を図るとともに、業務の効率化やコスト低減の取り組みを継続してまいります。
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2019年3月期 期末配当予想

■配 当

期末配当予想につきましては、業績を見通すことができないことから、普通株式

および優先株式ともに引き続き未定とさせていただきますが、当社の配当方針で

ある「安定配当の維持」を基本に業務運営を進め、今後、配当予想が可能となり

次第、速やかにお知らせいたします。

１株当たり配当金

中間 期末 年間

2019年3月期 － 未定 未定

2018年3月期 － ５円 ５円

［配当の状況（普通株式）］



（空白）
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■北海道胆振東部地震への対応

停電と復旧の状況

2018年9月6日未明、北海道胆振地方中東部で最大震度7、マグニチュード6.7の地震が発生。

主力電源である苫東厚真発電所をはじめとした全ての発電所が停止し、離島を除く北海道全域の
約295万戸のお客さまが停電。

地震による被害のなかった水力発電所および火力発電所を順次再稼働させ、北本連系線からの受
電、道民の皆様から節電のご協力や自家発を保有するお客さまのご協力を得ながら復旧。

9月8日夜までに、震源地付近などを除き、停電は概ね解消。

停電と復旧の状況



■北海道胆振東部地震への対応

苫東厚真発電所の復旧対応

ユニット
当初見込み

（9月11日公表）
実際の復旧月日 復旧までの主な対応

1号機
（35万kW）

9月末以降 9月19日 ボイラー管2本の損傷補修

2号機
（60万kW）

10月中旬以降 10月10日 ボイラー管12本、微粉炭機2台の損傷補修

4号機
（70万kW）

11月以降 9月25日
出火した主タービン先端部の損傷補修・点検、

主タービン軸の偏芯修正

【苫東厚真発電所の復旧時期について】

ボイラーなどの損傷部位が明確でない状況の中、作業に長時間を要する
ボイラー内部の足場組み立て・解体が必要となることを想定

損傷箇所が想定に比べ限定的、作業工程を合理化・短縮化し総力をあげて対応
国、電力他社、メーカー、工事会社の皆さまからの多大なるご支援

当初見込み

実際の復旧

1号機:ボイラー管損傷状況 2号機:ボイラー管損傷状況②2号機:ボイラー管損傷状況① 4号機:主タービン出火状況

【設備損傷状況】

7

当初見込みより早期に復旧
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■北海道胆振東部地震への対応

その他発電所の復旧対応

全道停電後1.5日間で苫東厚真および作業停止中ユニットを除く9機172万kWの
火力発電所の運転を再開、水力発電所は順次復旧

京極発電所の運転再開前倒し［出力20万kW×2機］
・1号機：9/21→9/13 （水車関係の補修作業を前倒し）
・2号機：9/17→9/14 （発電機の定期点検を前倒し）
※京極発電所の運転再開に伴い、数値目標付きの節電要請を解除

知内2号機の補修作業中断による緊急復旧（10/27→9/25）

地震後の供給力確保に向けた取り組み

苫小牧共同火力3号機の定期検査終了（11/18予定）

苫小牧発電所1号機の定期検査終了（12/3予定）

石狩湾新港1号機の総合試運転工程の前倒しを進め、緊急時の供給力として活用

冬季に向けた供給力の確保

需給が最も厳しくなる冬季においても、
電力供給が万全なものとなるよう、総力をあげて取り組んでまいります
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■北海道胆振東部地震への対応

送配電設備の復旧対応

配電設備については、設備の損傷や流失などがあったが、電力供給に支障となる設備の復旧は全
て完了。

送電設備については、鉄塔の建て替え工事や土砂流失防止の作業を継続中。

○当社設備の主な被害状況について

【送電設備】

送電線名 設備被害状況

岩知志線（66kV）
鉄塔倒壊（地滑り）

2基

狩勝幹線（275kV）
鉄塔付近の地崩れ

1基

【配電設備】

支持物（基） 電線（条） 変圧器（台）

折損 傾斜 倒壊 流失 小計 断線等 損傷 傾斜

44 787 20 244 1,095 161 57 1,422

倒壊した鉄塔

仮鉄柱

道路啓開箇所での復旧作業
（厚真町幌内）

66kV岩知志線
鉄塔応急復旧状況

66kV岩知志線 鉄塔倒壊



広域的運営推進機関における検証委員会
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■北海道胆振東部地震への対応

今回の停電について、発生原因の分析や、一
定の供給力確保に至るプロセス、大規模停電
の再発防止策などを、技術的な観点から検証

電力レジリエンスワーキンググループ

電力インフラのレジリエンスを高め、停電の
早期復旧に向けた取り組みや国民への迅速か
つ正確な情報発信等、災害に強い電力供給体
制を構築するための課題・対策を議論

【検証委員会および電力レジリエンスワーキンググループにおける議論（抜粋）】

・今回発生した事象は、苫東厚真１、２、4号機の停止及び地震による送電線4回線の事故による水力
発電所の停止という複合要因（「Ｎ－３」＋「Ｎ－４」）により発生した。

・ブラックアウトを想定した手順書の準備、訓練等は、従来より確実に実施されており、今回の事故
復旧においても、ほぼ手順どおりに行われていたことを確認した。

・安定供給が確保されている前提において、電気料金の低廉化等の効率性を向上させるため、国際的
にも一般的なメリットオーダーで運転を行うこと自体は、むしろ望ましいことであり、その結果と
して行われていた苫東厚真3機の同時運用自体を不適切とはいえないのではないか。

・送電線の事故について、保安規制上は、当該設備形成・運用に違反等は確認されておらず、過去の
設備形成において不適性は確認されなかったと言えるのではないか。

・北海道電力の設備形成や投資判断において、ブラックアウトのリスクを高めるような不適切性や不
合理な遅延は認められないのではないか。

再発防止に向けた当面の対策、中長期に取り組む対策（次ページ参照）

中
間
報
告



社内検証委員会と再発防止に向けた対策
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■北海道胆振東部地震への対応

社内検証委員会：広域機関の検証委員会での検証内容を踏まえつつ、電気事業者として大規模停電
への対応などを検証し、今後の電力安定供給や情報の発信・連携に活かしていくことを目的に設置
（委員長：社長、外部有識者3名、当社役員7名、計11名）。

【中間報告（2018年11月1日）】
⇒停電発生時の対応、関係機関との対応、情報発信、事故復旧対応をテーマに「停電の早期復旧」
や「迅速かつ正確な情報発信」など、災害に強い電力供給体制を整理。

⇒広域機関の検証委員会「中間報告」や電力レジリエンスワーキンググループで示された当面の
再発防止策および中長期対策を踏まえ、当社の取り組みなどを、改めて整理。

この冬の運用上の当面の対策や中長期に取り組むべき対策
にしっかりと対応してまいります

［当面（今冬）の再発防止策］
・周波数低下リレー（ＵＦＲ）による負荷遮断量は、35万kWの追加設定を行い対応完了。
・苫東厚真発電所については、当面、広域機関の検証委員会中間報告（京極発電所１、２
号機の運転、京極発電所１台停止時の追加対策実施、等）に基づいた運用を徹底。

［運用上および設備形成上の中長期対策］
・北本連系設備の更なる増強の是非や費用負担のあり方について、広域機関や国において
検討が進められることから、当社としても引き続き適切に対応を行っていく。

【最終報告（12月下旬を目途）】
⇒今後、情報発信等については各課題に関する具体的な対策を整理し、設備対応に関しては
広域機関の検証委員会における最終報告を適切に反映し、アクションプランを策定。

当社の設備対応に関して



優れた経済性による電源の競争力向上。

既設火力発電所の経年化、燃料種の多様化に対応。

電源の分散化に対応するとともに、優れた運用性により変化する電力需要への即応力が高い。

石狩湾新港発電所（ＬＮＧ火力） 10月11日総合試運転の開始
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＜建設工事の状況＞＜発電所の概要＞

発電方式 ガスタービン･コンバインドサイクル発電方式

発電効率
（発電端）

約６２％（低位発熱量基準）
※世界トップクラスの発電効率

工事進捗率 9２.3％（2018年10月20日現在）

営業運転開始
（予定）

１号機 (56.94万kW) ２０１９年 ２月
２号機 (56.94万kW) ２０２６年１２月
３号機 (56.94万kW) ２０３０年１２月

合計出力 170.82万kW

安定供給

優れた環境特性

経済効率性

＋

＋

優れた経済性
高い発電効率

優れた運用性
少ないCO2排出量

◆石狩湾新港発電所の導入目的・特徴

経年化対応、燃料種多様化、
電源分散化

◆１号機の営業運転開始までの主な工程

（2018年9月撮影）

2018年
8月 1日 ＬＮＧ船初入港・受入開始

10月 5日 ガスタービン初点火
10月11日 総合試運転※の開始（発電の開始）

※発電出力を上昇させながら試運転を
実施

2019年2月 営業運転開始（予定）

■電源の競争力向上と安定供給に向けた取り組み



新北本連系設備による連系線30万kW増強
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北海道エリアの電力のさらなる安定供給確保、既設連系設備の点検時等の対応強化。

道内での再エネ導入拡大や電力取引の活性化への寄与。

２０１９年 ３月 運転開始予定 。 （工事進捗率：９６．７％ [10月31日現在] ）

＜北本連系設備増強工事の概要＞

工事概要 新北本連系設備の特徴

・送電容量：30万kW
・送電電圧：250kV（直流）
・送電亘長：122km

北海道と本州の交流電力系統を直流送電線で連系。交流と直流
の変換に最新の半導体素子を用いた国内初の「自励式変換器
→P56参照」を採用。⇒交流系統（受電側）の電源が無くても、
交流と直流の電力変換が可能。

・交流系統に影響されず運転可能 ⇒ 系統の安定運用に貢献
・調相設備・フィルタ等が不要 ⇒ 建設コスト低減
・電圧調整が可能

架空送電線 北海道側77km、本州側21km
地中ケーブル 24km

■安定供給に向けた取り組み

＜ルート図＞

新ルート
30万kW

北斗変換所

今別変換所

青函トンネル

※電源開発㈱所有

既設ルート
60万kW
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首都圏を中心とした道外での電力販売・卸販売、ガス供給事業の展開による事業分野の拡大に取
り組み、さらにトータルエネルギーソリューションの展開により、総合エネルギー企業としての
さらなる成長と発展を目指してまいります。

また、さらなる事業の展開として、国内での再生可能エネルギー発電事業や、水力・風力発電な
どを含めた海外事業についても、事業化に向けた検討を進めております。

事業領域の拡大による顧客拡大・収益向上

■総合エネルギー事業の展開

• ESP事業など、電気・ガス販売＋αでの収益拡大
• 災害を踏まえたBCPなどのご要望への対応

トータルエネルギーソリューションの展開

事業エリアの拡大

事業分野の拡大
・当面の目標：販売量1万トン/年

ガス供給事業の展開

・再生可能エネルギー発電事業
・海外事業（水力発電などを中心とした事業）

新たな事業の展開

・石狩、福島のＬＮＧ発電所など
を活用した、首都圏販売拡大、
卸販売の推進
2017年度：首都圏で２万kW程
度の契約獲得

北海道外での
電力販売のさらなる拡大

北海道内での電気事業
（ほくでんグループの基盤）

総合エネルギー企業としてのさらなる成長と発展



事業分野の拡大として、ガス供給事業を展開。既に新規のお客さまを獲得済みであ
り、今後も契約獲得拡大に向け販売活動を実施してまいります。

これまで多数の引き合いをいただいており、さらなる契約件数の上積みを図り、当
面の目標である販売量1万トン/年達成を目指してまいります。

ガス供給事業の展開

■総合エネルギー事業の展開
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石狩LNGタンク完成
↓

LNGの受け入れ
（8月1日）

ガス供給事業始めました！

工場などのお客さまへ
タンクローリーで
ガスをお届け



卸販売･道外での電力販売のさらなる拡大

■総合エネルギー事業の展開
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石狩湾新港発電所等の運開および泊発電所の再稼働により生じる供給力や、新北本
連系設備の活用を視野に入れ、競争力のある電力を活用した卸販売・道外（首都
圏）での電力販売のさらなる拡大を図ってまいります。

2018年10月総合試運転開始
2019年2月運転開始（予定）

2019年3月運転開始（予定）

再稼働に向け適合性審査継続中

2020年春
運転開始（予定）

首都圏での電力販売は、特高・高圧分野において
販売実績を積み上げ、2017年度は２万kW程度の
ご契約を獲得。

今年度においても、多くの見積り依頼やお問合せ
をいただいており、積極的な営業活動を展開した
結果、着実に実績を積み上げております。

石狩湾新港発電所
（LNG）

泊発電所
（原子力）

新北本連系設備

福島天然ガス発電所
（LNG）

首都圏での電力販売



■総合エネルギー事業の展開
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トータルエネルギーソリューションの展開

お客さまのご要望 ほくでんグループの取り組み

省エネ

省コスト省CO2

災害を踏まえた

お客さまの声、

ご要望

ほくでんグループ ＋ アライアンス先企業のスキル・ノウハウ

お客さまの声、ご要望にお応えするために、ほくでんグループに加えて、専門的なス
キル・ノウハウを有する他企業とも連携して、お客さまのニーズに合わせたタイム
リーで最適な提案を実施いたします。

お客さまニーズにお応えする

ソリューション事業

電力 ガス

総合エネルギー事業

ほくでんグループ各社やアライアンス先企業が持つスキル・ノウハウを結集し、エネルギー･
サービス･プロバイダ（ESP）事業など、お客さまのご要望にお応えするトータルエネルギーソ
リューションを提供し、電力･ガス・その他事業の収益向上を目指します。

→ESP事業は、これまでの実績に加え、多くのお客さまからお問合せをいただき、契約内容を詰め
ているところ。

災害への備え、
BCP(※) 等

（※）災害等発生時に
事業を継続させるための

事前計画



• 水力、風力（陸上、洋上）、太陽光、地熱、バイオマスなどの再生可能エネルギー発電事業を
中心に事業化を検討。

• 事業を展開することで、収益拡大に加え、海外での発電所建設に係ることによる技術継承･向上、
他社との協業を通じたノウハウ･知見の吸収と人材の育成も目指していきます。

＜事業環境の変化＞

事業環境の変化を踏まえ、今後ほくでんグループとして、

「国内外の再生可能エネルギー発電事業」に積極的に取り組んでいきます。

海外事業については、これまで技術協力などで経験・ノウハウのある水力発電事業を
はじめとして、事業性を確認しながら、幅広に検討を進めます。

新たな事業の展開について

■総合エネルギー事業の展開

さらなる収益拡大
CO2排出削減
温暖化対応

ESGの広がり
将来的な

再エネの主力電源化

＜事業展開の考え方＞

18

これまで環境に関する取り組みやESGへの対応として、地域の資源である風力・太陽光など再生
可能エネルギーの導入拡大に向け、取り組みを推進。
・北海道内の系統への再エネ連系量は2017年度末で約363万kW（風力・太陽光は約172万kW）



販売活動の強化

■販売活動について

19

契約切替の状況（高圧・特別高圧）

電力自由化後の厳しい競争環境を踏まえ、お客さまの使用状況等に基づくオーダーメイドの提案
活動を行ってきた結果、当社へ契約を切り替えていただくお客さまが着実に増加しております。

特別高圧のお客さまから低圧のチェーン店などのお客さままで、販売活動をさらに促進するため、
設備の効率的な運用やコストダウンを推進することでより一層お客さまに応じたご提案を実施し、
当社を選択していただけるよう努力してまいります。

地震では停電や節電のお願いによりお客さまにはご迷惑をお掛けしたため、信頼回復に向け全力
で取り組むとともに、 BCPの観点を踏まえたお客さまのご要望にお応えし、省エネ診断等も組
み合わせ積極的に実施してまいります。

他社への
契約切替

2016 2017

当社との
契約

（年度）

（kW）

他社への契約切替防止
および

他社からの契約獲得

2018

当社へ契約を切り替えていただく

お客さまが着実に増加。
⇒当社への切替増分（※）は、

対前年同期比 2倍以上の実績。

（※）他社への契約切替防止＋他社からの契約獲得

・個々のお客さまに応じたご提案を一層強化

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

電気のご使用状況



アライアンスによる販売活動の推進

■販売活動について

新たな契約獲得やお客さまの繋ぎ止めを図っていくため、他業種とのアライアンス
を積極的に展開してまいります。

20

通信系、エネルギー系

家電店、小売チェーン

不動産賃貸 など

アライアンスの種類（目的） 相手先を検討する際のポイント

・当社電気の代理販売（販売チャネルの拡大）
・ポイント提携（サービス拡充）
・セット販売（サービス拡充） など

・豊富な顧客基盤､対面などの顧客接点
・営業力の活用､地域での知名度､影響力
・お客さまに魅力のある商材の提供 など

アライアンス実績例

エア・ウォーターでんき powered by ほくでん

＜サービスの概要＞
・北海道エア･ウォーターによる、ＬＰガスと当社の
電気のセット販売。

＜ねらい＞
・「電気」と「LPガス」の契約拡大と定着
・同社の持つ道内の大きな顧客基盤、定期配送を通じ
た顧客接点の活用による販売チャネルの拡大

早期展開に向け進めているアライアンス

・北海道に経営基盤を持つ企業･団体等を中心に、
協議・検討を進めております。

（北海道エア・ウォーターのホームページより）
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情報技術の活用や地域の特性を活かした需要拡大

■販売活動について

「省エネ･安心･安全･快適･便利」をキーワードに、需要拡大につなげるために、情報技術を活
用した、HEMS（※）･家電制御･見守り･セキュリティなどを結びつけた家庭向けIoTサービスの
早期展開に向け準備を進めております。 （※）HEMS … Home Energy Management System

地域ニーズを踏まえた需要拡大への取り組み（エアコンの普及促進による需要拡大）を実施し
てまいります。

エアコンの普及促進による需要拡大情報技術を活用した次世代サービスの検討

・新たな取り組みとして、お客さまの各種ニーズを
取り入れた家庭向けＩｏＴサービスの展開を予定。

エネとくシーズンプラス加入数の推移

・北海道は他都府県比較でエアコン普及率が低いこ
とから、需要拡大に向け新料金プランを設定し、
普及促進に取り組んでいる。

・キャンペーン実施、家電量販店や電気工事店との
タイアップなどにより、エアコン販売数と新料金
プラン（エネとくシーズンプラス）加入数は順調
に増加。

電気使用状況･
温湿度見える化

セキュリティ
対策

エアコン･照明の
遠隔制御による
利便性向上

エンター
テイメント

家族
見守り

屋外
サービス

家庭内サービス

離れて暮らす
家族の見守り

蓄電池･EV
の充放電の
最適制御

PV(太陽光発電)の
蓄電池制御との

連係

21



基準地震動・基準津波の確定に向け、敷地内断層の活動性評価についての説明および積丹半島北
西沖に仮定した活断層による地震動評価を進めております。

現在、地層年代に関する当社評価の説明性向上のため、調査・検討を実施し、審査会合等で説明。

あわせて、防潮堤・防波堤の課題についても、検討を進めており、基準地震動・基準津波の結果
も踏まえ、審査会合において説明し、ご理解をいただくよう取り組んでまいります。

22

適合性審査における主要な課題への対応

■泊発電所の再稼働に向けた取り組み

原
子
炉
設
置
変
更
許
可

課 題 対応状況

①発電所敷地内断層の
活動性評価

地層年代に関する当社評価の説明性向
上のため、調査･検討を実施し、審査
会合等で説明しております

②積丹半島北西沖に
仮定した活断層による
地震動評価

仮定した活断層の地震動評価を進めて
おります

③地震による防潮堤
地盤の液状化の
影響評価

防潮堤について、岩着支持構造に設計
変更し検討を進めております

④津波により防波堤が
損傷した場合の
発電所設備への
影響評価

防波堤の移動や沈下に関する解析や
水理模型実験の結果を用いて、発電所
設備への影響評価を進めております

プラント施設の審査
（③④）

地震･津波
の審査
（①②）

基準地震動・
基準津波の

確定

現在重点的に審査



■泊発電所の再稼働に向けた取り組み

原子力規制委員会による現地調査（10月11～12日）

トレンチ調査 ボーリングコアの観察

トレンチ調査（※1）やボーリングコア（※2）の観察等により、発電所敷地の地層の堆積物の性状や
標高等についてご確認いただきました。

引き続き、地層区分の評価等に関して整理・検討を進め、審査会合において説明してまいります。
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至近の審査状況

※1 トレンチ調査 … 溝を掘り、現れた地層を

観察する調査のこと

※2 ボーリングコア … 地層を掘削（ボーリン

グ）して採取した棒状の

試料のこと

審査会合 8月31日 ヒアリング 10月3日 現地調査 10月11日～12日

・地質・地質構造について説明。
・現地調査を行い、上記の状況
を確認いただくこととなりま
した。

・現地調査に関する説明を
実施。

・発電所敷地の地質・地質構造
について確認いただきました。



敷地内断層の課題については、8月31日の審査会合でのコメントを受けて、 10月11～12日の現
地調査で、発電所敷地内について、 以下の２つのケースの地層区分を想定し、両ケースとも泊発
電所の敷地内断層は活動性がないと説明いたしました。

■泊発電所の再稼働に向けた取り組み

表土

約21
万年前

地層区分については以下の２ケースを想定。

＜ケース１＞積丹半島西岸に分布する地層と比較し、地層の上面標高が整合的ではないことなどから、「地層Ａ」は
「約33万年前より古い地層」、 「地層Ｂ」は「約33万年前直後の地層」に区分

＜ケース２＞積丹半島西岸に分布する地層と比較し、岩盤の上面標高が同程度であることなどから、 「地層Ａ」は
「約21万年前の地層」と「砂層」に分け、 「地層Ｂ」は「中部更新統（約12.5万年前より古い時代）
の地層」に区分

発電所敷地内

岩盤

表土

約33
万年前

岩盤

表土

断層

断層の活動による
変位・変形が認め
られる地層

（地層Ａ）

断層の活動による
変位・変形が認められ

ない地層（地層Ｂ）

岩盤

【ケース１】
地層の上面標高
に着目

【ケース２】
岩盤の上面標高
に着目

ケース１ ケース２

「約33万年前
直後の地層」

「中部更新統（約
12.5万年前より古
い時代）の地層」

「約33万年前
より古い地層」

「約21万年前の
地層」と「砂層」

＜地層区分の評価＞
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＜8月31日審査会合でのコメント＞

・当社が「約33万前より古い時代に堆積し
たと評価した地層」(地層A)は、「約21
万年前に堆積した地層」とした方が合理
的であると考えられることから、その場
合に矛盾があるかどうか検討すること

発電所敷地近傍(積丹半島西岸)



安全確保を大前提とした泊発電所の早期再稼働に向け、新規制基準適合性審査の適合に必要な安
全対策工事とともに、原子力規制委員会による審査への対応を進めております。

＜新規制基準適合性審査におけるその他の課題＞

積丹半島北西沖に仮定した
活断層による地震動評価

• 安全性をより一層高める観点か
ら、積丹半島北西沖に活断層を
仮定し、断層の方向等について、
より安全側の評価となるよう、
地震動評価を進めている。

積丹半島

泊発電所

積丹半島北西沖
に活断層を仮定

活断層の仮定位置

25

新規制基準適合性審査への対応

地震による防潮堤地盤の
液状化の影響評価

• 泊発電所の安全性をより一層高
める観点から、周辺地盤の液状
化等が発生した場合でも津波か
ら発電所を守る機能が失われな
いよう、岩着支持構造の防潮壁
に設計変更し、検討を進めてい
る。

＜変更後＞

岩 盤

埋戻土

敷地高
岩着防潮壁

津波により防波堤が損傷した場合の
発電所設備への影響評価

• 防波堤の移動や沈下に関する解析や
水理模型実験の結果を用いて、発電
所設備への影響評価結果等について
説明していく。

■泊発電所の再稼働に向けた取り組み



財務情報や各種事業活動をはじめ、再生可能エネ

ルギーの導入拡大、地域社会との共生などESG・

CSRの取り組みなどの非財務情報についても掲載。
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2018年度より、当社グループの事業活動をご紹介する「統合報告書」を初めて発刊。

当社ホームページ上でも「ESG･CSRインデックス」

ページを作成し、関連情報へのアクセスのしやすさを向上。

当社ホームページへ「ESG･CSRインデックス」を作成。

■環境に関する取り組み･ESGに配慮した事業運営



（空白）
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■ 決 算

■ 2019年3月期第２四半期 決算

28



■決算概要

連 結 単 独

当第2
四半期
(A)

前年同期

(B)

増 減

(A)-(B)

前 年
同期比%
(A)/(B)

当第2
四半期
(A)

前年同期

(B)

増 減

(A)-(B)

前 年
同期比%
(A)/(B)

売 上 高 3,511 3,438 72 102.1 3,381 3,296 85 102.6

営 業 利 益 238 133 105 179.4 221 99 121 222.7

経 常 利 益 178 60 118 295.8 166 30 136 550.0

四半期純利益 98 54 44 181.0 91 39 52 233.7

収 入

（増加要因）・燃料価格の上昇による燃料費調整制度の影響 など

（減少要因）・他事業者への契約切り替えの影響や、平成３０年北海道胆振東部地震の発生
に伴う停電および道民の皆さまの節電に対するご協力をいただいたことなど
による販売電力量の減少 など

費 用

（増加要因）・平成３０年北海道胆振東部地震に伴う石油火力発電所の焚き増しなどや燃料
価格の上昇による燃料費・購入電力料の増加 など

（減少要因）・豊水による水力発電量の増加
・これまでの継続的な効率化の取り組みに加え、経営基盤強化推進委員会のも
とでの資機材調達コストの低減や創意工夫による工事工程の見直し等、更な
る効率化・コストダウンの成果 など

利 益
営業利益、経常利益および四半期純利益は増加。なお、特別損失として平成３０年北海道
胆振東部地震による設備の復旧費用等を計上

（単位：億円）

2019年3月期第2四半期(4～9月)決算の概要

※連結決算においては、「四半期純利益」を「親会社株主に帰属する四半期純利益」としている。 29



■収支比較表（連結）

（単位：億円）

当第2四半期
(A)

前年同期
(B)

増 減
(A)-(B)

前年同期比％
(A)/(B)

前年度

経
常
収
益

営業収益（売上高） 3,511 3,438 72 102.1 7,330

電気事業営業収益 3,371 3,286 85 102.6 7,015

その他事業営業収益 139 151 △12 91.7 315

営業外収益 10 9 0 109.2 22

合 計 3,521 3,448 73 102.1 7,352

経
常
費
用

営業費用 3,272 3,305 △32 99.0 6,993

電気事業営業費用 3,148 3,173 △24 99.2 6,718

その他事業営業費用 123 132 △8 93.6 274

営業外費用 70 82 △11 85.6 165

合 計 3,343 3,387 △44 98.7 7,158

[営 業 利 益]
経 常 利 益

[238]
178

[133]
60

[105]
118

[179.4]
295.8

[337]
194

渇水準備金引当又は取崩し(△) 12 △11 24 － △9

特 別 損 失 41 － 41 － －

税金等調整前四半期（当期）純利益 124 72 52 172.3 203

法 人 税 等 26 16 10 165.5 31

四 半 期（当 期） 純 利 益 97 56 41 174.3 171

非支配株主に帰属する四半期(当期)純損益 △0 1 △2 － 6

親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 98 54 44 181.0 165

（参考） 四半期包括利益（包括利益） 103 43 60 240.0

30

※非支配株主に帰属する四半期（当期）純損益欄の△は、損失を示しております。



■販売電力量

販売電力量 前年同期に比べ７.６％の減少

当第2四半期
(A)

前年同期
(B)

増 減
(A)-(B)

前年同期比％
(A)/(B)

前年度

低
圧

電 灯 4,311 4,592 △281 93.9 10,229

電 力 724 774 △50 93.4 2,399

計 5,035 5,366 △331 93.8 12,628

高圧・特別高圧 5,498 6,032 △534 91.2 12,178

合 計 10,533 11,398 △865 92.4 24,806

（単位：百万kWh）

・他事業者への契約切り替えの影響や、平成３０年北海道胆振東部地震の発生に伴う停電および道民の皆さまの
節電に対するご協力を頂いたことなどにより、販売電力量合計では、７．６％の減少（△８６５百万ｋＷｈ）
となりました。

（単位：℃）

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

平均気温
(2018年)

実 績 1.9 7.3 12.4 15.7 20.4 20.3 18.0

前年差 1.1 0.5 △0.9 0.6 △1.6 △0.3 1.0

平年差 1.8 1.1 1.0 0.0 1.0 △0.9 0.6
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■供給電力量

（単位：百万kWh）

・平成３０年北海道胆振東部地震により、離島を除く北海道の全ての発電所が一時停止しましたが、自家発

電設備をお持ちのお客さまからのご協力や、北本連系設備からの受電に加え、発電所の早期復旧に努めた

ことなどから、９月中には、安定供給に必要な供給力を確保することができました。

・出水率は１１９．０％と平年を上回りました。

【対前年同期増減理由】

（自 社 水 力）出水率が１１９.０％と前年を上回ったこと など

（ 〃 火 力）豊水による水力発電量の増加、販売電力量の減少や地震による稼働減 など

（ 〃 原子力）泊発電所は全基停止が継続

（融 通 ・ 他 社）他社火力発電所からの受電減 など

当第2四半期

(A)

前年同期

(B)

増 減

(A)-(B)

前年同期比%

(A)/(B)
前年度

自

社

(出水率)

水 力

(119.0%)

2,620
(89.5%)

1,840
(29.5%)

780 142.4
(94.9%)

3,279

火 力 7,569 8,517 △948 88.9 21,029

(設備利用率)

原子力

( －)

－
( －)

－
( －)

－ －
( －)

－

新エネルギー等 62 63 △1 98.2 148

計 10,251 10,420 △169 98.4 24,456

融通・他社 1,549 2,036 △487 76.1 3,517

揚水用 △133 △109 △24 121.7 △239

合 計 11,667 12,347 △680 94.5 27,734
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■収支比較表（収益-単独）

（単位：億円）

当第2四半期

(A)

前年同期

(B)

増 減

(A)-(B)
主 な 増 減 要 因

売 上 高 3,381 3,296 85
〔売上高の増減要因〕

・平成30年北海道胆振東部地震による影響（△9）
[節電にご協力頂いたこと等による収入減など］

・販売電力量の減（△67）
[平成30年北海道胆振東部地震による影響を除く]

・燃料価格の上昇による燃料費調整制度の

影響（103）

電 灯 料 1,221 1,257 △35

電 力 料 1,333 1,400 △66

そ の 他 825 638 187

営 業 外 収 益 13 11 1

経 常 収 益 3,394 3,307 86
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当第2四半期
(A)

前年同期
(B)

増 減
(A)-(B)

主 な 増 減 要 因

人件費 270 265 5 ・退職給付費用の増 など

燃料費・購入電力料 1,242 1,221 21 ・水力発電量の増（△120）

・経営基盤強化による効率化（△17）
・平成30年北海道胆振東部地震による影響（38）

［石油火力発電所等の焚き増しなど］

・燃料価格の上昇（124）

・販売電力量の減（△56）
［平成30年北海道胆振東部地震による影響を除く]

・その他 （52）
［卸電力取引販売増による焚き増し など］

燃料費 550 564 △13

購入電力料 692 657 35

修繕費 342 374 △31
・経営基盤強化による効率化（△19）

・発電設備に係る定期検査規模の差（△5）

減価償却費 377 378 △0

支払利息 62 74 △12 ・金利の低下（△12）

その他費用 932 964 △31
・経営基盤強化による効率化（△13）

・固定資産除却費の減（△11）

経 常 費 用 3,228 3,277 △49

[営 業 利 益]

経 常 利 益

[221]

166

[99]

30

[121]

136

渇水準備金引当/取崩し(△) 12 △11 24

特 別 損 失 42 － 42
・平成30年北海道胆振東部地震による設備の

復旧費用等

税引前四半期純利益 111 42 69

法 人 税 等 19 2 16

四半期純利益 91 39 52

■収支比較表（費用・利益-単独）

（単位：億円）
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■平成30年北海道胆振東部地震による当社収支への影響

（単位：億円）

年間発生見込額

主 な 内 容（再掲）
第２四半期

経 常 収 益
（Ａ） △20程度 △9 ・節電にご協力頂いたこと等による収入の減少 など

経 常 費 用
（Ｂ） 50程度 38

・苫東厚真発電所停止に伴う石油火力発電所等の焚き増し
など

35

・平成３０年北海道胆振東部地震による当社収支への影響は、道民の皆さまに節電にご協力頂いたこと等

による収入の減少や、苫東厚真発電所の停止に伴う石油火力発電所等の焚き増しなどによる費用の増加

および特別損失に計上した苫東厚真発電所や送配電設備の復旧に要する費用など、現時点での年間発生

見込額は１１０億円程度となっており、内訳は以下のとおりです。

○当社単独決算における収支への影響

特 別 損 失
（Ｃ） 42 42

・苫東厚真発電所や送配電設備の復旧費用

・資機材等の輸送に関する費用 など

収 支 影 響
（Ａ－Ｂ－Ｃ） △110程度 △89



■経常利益の変動要因（単独）

■水力発電量の増加による燃料費の減少

■経営基盤強化による効率化

■燃料費調整制度の影響による
売上高の増加

■販売電力量の減少による燃料費の減少

■支払利息の減少（金利の低下）

■その他

１２０億円

４９億円

１０３億円

５６億円

１２億円

３４億円

■平成３０年北海道胆振東部
地震による影響

■燃料価格の上昇による燃料費の増加

■販売電力量の減少による売上高の減少

４７億円

９億円
３８億円

１２４億円

６７億円

2019年3月期第2四半期 経常利益 166億円

2018年3月期第2四半期 経常利益 30億円

差し引き 136億円 好転

好 転 要 因 悪 化 要 因

36

・節電にご協力頂いたこと等による収入の減少など
・石油火力発電所等の焚き増しなど

※「販売電力量の減少による燃料費の減少」および「販売電力量の減少による売上高の減少」は、平成３０年北海道胆振東部
地震による影響を除く。

資機材調達コストの低減、
創意工夫による工事工程の見直し など

・発電設備に係る定期検査規模の差
・固定資産除却費の減少 など



■四半期純利益の変動要因（単独）

2019年3月期第2四半期 四半期純利益 91億円

2018年3月期第2四半期 四半期純利益 39億円

差し引き 52億円 好転

好 転 要 因 悪 化 要 因

■経常利益の好転 １３６億円 ■法人税等の増加

■渇水準備金の引当・取り崩し

■特別損失の計上
（平成３０年北海道胆振東部地震による

設備の復旧費用等）

１６億円

２４億円

４２億円
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■貸借対照表（連結・単独）

当第2四半期末

(A)

前年度末

(B)

増 減

(A)-(B)
主な増減要因（単独）

資 産
連結 18,987 19,159 △171

・現金及び預金の減（△527）

・設備投資（414）
単独 18,270 18,542 △272

負 債

連結 16,789 17,029 △239
・有利子負債の減（△263）

単独 16,506 16,840 △334

純 資 産
連結 2,084 2,014 69

・四半期純利益の計上(91）

・配当金の支払い（△28）
単独 1,764 1,702 61

※連結の純資産額は非支配株主持分を除く。

（単位：億円）

有利子負債残高
(億円)

連結 14,027 14,268 △240

単独 14,032 14,295 △263

自己資本比率(%)
連結 11.0 10.5 0.5

単独 9.7 9.2 0.5
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当第2四半期
(A)

前年同期
(B)

増 減
(A)-(B)

前年度

営業活動CF 365 355 9 1,070

税金等調整前四半期純利益 124 72 52 203

減価償却費 407 407 △0 837

受取手形及び売掛金の増減額 △77 △112 34 △105

未払消費税等の増減額 △26 81 △107 97

投資活動CF △596 △790 194 △1,453

固定資産取得による支出 △600 △813 213 △1,526

差引CF △230 △434 203 △383

財務活動CF △285 606 △892 663

有利子負債増減 △240 645 △886 708 

株式の発行による収入 467 － 467 －

自己株式取得による支出 △476 △0 △475 △0

現金及び現金同等物の増減額 △516 172 △688 280

（単位：億円）

■連結キャッシュ・フロー
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■ （参考）2019年3月期第２四半期（累計）における四半期毎の収支状況

40

・第１四半期における経常利益については、豊水による水力発電量の増加に加え、経営基盤強化による効率化
などにより９１億円の増加となりました。

・第２四半期における経常利益については、平成３０年北海道胆振東部地震による影響はあったものの、豊水
による水力発電量の増加に加え、経営基盤強化による効率化などにより４４億円の増加となりました。

・なお、第２四半期純利益は、特別損失として平成３０年北海道胆振東部地震による設備の復旧費用等を計上
したことなどから１４億円の減少となりました。

第1四半期 第2四半期 第2四半期(累計)

経常利益 四半期

純利益
経常利益 四半期

純利益
経常利益 四半期

純利益

2019年3月期 120 92 46 △ 0 166 91

2018年3月期 28 25 1 13 30 39

増 減 91 66 44 △14 136 52

（単位：億円）

経常利益変動要因（９１億円）

■水力発電量の増加による燃料費の減少

■経営基盤強化による効率化

■その他

（発電設備に係る定期検査規模の差 など）

３８億円

１０億円

４３億円

四半期純利益変動要因（６６億円）

■経常利益変動要因 合計

■渇水準備金の引当・取り崩し、法人税等

９１億円

△２５億円

経常利益変動要因（４４億円）

四半期純利益変動要因（△１４億円）

■水力発電量の増加による燃料費の減少

■経営基盤強化による効率化

■平成３０年北海道胆振東部地震による影響

■その他（燃料価格の上昇 など）

８２億円

３９億円

△４７億円

△３０億円

■経常利益変動要因 合計

■渇水準備金の引当・取り崩し、法人税等

■特別損失の計上

４４億円

△１６億円

△４２億円



（空白）

■（参考）燃料費と燃料費調整額のタイムラグ影響※イメージ

燃料調達価格

（燃料費の諸元）

2017/4 2018/4 2019/4

※タイムラグ影響は、燃料費調整制度に基づく「実際の燃調額」と毎月発表になる貿易統計価格を

即座に反映した「時期ずれを考慮しない燃調額」との差額。

2017/2Q

影響は限定的

2018/2Q

差損
△50億円程度

2017/10 2018/10

差益

差損

差損

平均燃料価格

（燃料費調整額の諸元）
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■ 2019年3月期 見通し
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■2019年3月期の業績見通し（連結・単独）

販売電力量・売上高

【主要諸元】

営業損益、経常損益、当期純損益

・今後の供給力の状況を見極めていく必要があり、燃料費などの費用を合理的に算定することができ
ないため、引き続き未定といたします。

・今後、業績を見通すことが可能となり次第、速やかにお知らせいたします。

販売電力量
・平成３０年北海道胆振東部地震による影響はありましたが、当第２四半期連結累計期間で
は概ね計画通り推移していることから、２３３億ｋＷｈ程度から変更していません。

売 上 高
・燃料価格の上昇による燃料費調整制度の影響などにより、前回業績予想に比べ

４０億円程度増加し、連結では７，５９０億円程度、単独では７，２７０億円程度となる見通し。

2018年度見通し
2017年度
実績 (C)

対前期増減
(A)-(C)今回見通し

(A)
7月見通し

(B)
増 減
(A)-(B)

売 上 高
連 結 7,590程度 7,550程度 40程度 7,330 260程度

単 独 7,270程度 7,230程度 40程度 7,031 240程度

（対前期増減率）

販 売 電 力 量
（△6.0％程度）

233程度
（△6.0％程度）

233程度 同程度 248 △15程度

（単位：億円，億kWh）

為替レート（円/$） 110程度 110程度 同程度 111 △1程度

原油CIF価格（$/bl） 74程度 70程度 4程度 57.0 17程度

※ 今回見通しでは、為替レート及び原油CIF価格は、10月以降それぞれ110円/$程度、75$/bl程度として想定。
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■参考資料

【決 算】

・費用項目（単独）

人件費 ・・・ ４７

燃料費・購入電力料、主要諸元 ・・・ ４８

修繕費、減価償却費 ・・・ ４９

支払利息、その他費用 ・・・ ５０

・再生可能エネルギー固定価格買取制度の影響額（参考） ・・・ ５１

・セグメント情報 ・・・ ５２

・連結包括利益計算書 ・・・ ５３

【その他】

・北海道内の主な供給設備 ・・・ ５５

・新北本連系設備について ・・・ ５６

・電源開発計画 ・・・ ５７

・卸販売・道外での電力販売のさらなる拡大 ・・・ ５８

・家庭用分野における販売活動 ・・・ ５９

・ＥＳＧに配慮した事業運営 ・・・ ６０

・風力発電・太陽光発電の導入拡大に向けた取り組み ・・・ ６１

・再生可能エネルギーの導入拡大およびＣＯ２排出低減に向けた取り組み

・・・ ６２
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（空白）
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■ 決 算
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■決 算 - 費用項目（単独）

当第2四半期
(A)

前年同期
(B)

増 減

(A)－(B)
主な増減要因

人 件 費 270 265 5 ・退職給付費用の増 など

人件費 （単位：億円）

【数理計算上の差異】

47

（単位：億円）【数理計算上の差異】

発生額
前年度
償却額

当年度

償却額 未償却残
終了年度

（残存年数)

12年度発生分 △89  △18 － － －

13年度発生分 △128  △26 △26 － 18年度（終了）

14年度発生分 69 14 14 14 19年度（1年）

15年度発生分 50 10 10 20 20年度（2年）

16年度発生分 14 3 3 8 21年度（3年）

17年度発生分 △6 － △1 △5 22年度（4年）

合計 △17 △0    37

*発生年度の翌年度から５年均等償却
*第2四半期では、年間償却額の２／４を計上



■決 算 - 費用項目（単独）

燃料費・購入電力料
（単位：億円）

当第2四半期
(A)

前年同期
(B)

増 減

(A)－(B)
主な増減要因

燃料費・購入電力料 1,242 1,221 21
・水力発電量の増（△120）

・経営基盤強化による効率化（△17）

・平成30年北海道胆振東部地震による影響（38）
［石油火力発電所等の焚き増しなど］

・燃料価格の上昇（124）

・販売電力量の減（△56）
［平成30年北海道胆振東部地震による影響を除く]

・その他 （52）
［卸電力取引販売増による焚き増し など]

内 訳

燃料費 550 564 △13

購入電力料 692 657 35

【主要諸元】

当第2四半期
(A)

前年同期
(B)

増 減

(A)－(B)

為替レート（円/$） 110 111 △1

原油CIF価格（$/bl） 73.8 51.4 22.4

海外炭CIF価格（$/t） 118.3 98.1 20.2
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■決 算 - 費用項目（単独）

修繕費
（単位：億円）

当第2四半期
(A)

前年同期
(B)

増 減

(A)－(B)
主な増減要因

修繕費 342 374 △31 ・経営基盤強化による効率化（△19）

・発電設備に係る定期検査規模の差（△5）

内 訳

電 源 194 205 △11

流 通 142 162 △19

その他 5 5 △0

当第2四半期
(A)

前年同期
(B)

増 減

(A)－(B)
主な増減要因

減価償却費 377 378 △0

内 訳

電 源 209 213 △4

流 通 144 142 1

その他 23 21 1

減価償却費
（単位：億円）
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■決 算 - 費用項目（単独）

支払利息
（単位：億円）

（単位：億円）その他費用

当第2四半期
(A)

前年同期
(B)

増 減

(A)－(B)
主な増減要因

その他費用 932 964 △31
・経営基盤強化による効率化（△13）

・固定資産除却費の減（△11）

当第2四半期
(A)

前年同期
(B)

増 減

(A)－(B)
主な増減要因

（期中平均金利 ％）

支払利息
(0.87)

62
(1.05)

74
(△0.18)

△12
・金利の低下（△12）
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再生可能エネルギー
発電事業者様

■決 算 - 再生可能エネルギー固定価格買取制度の影響額（参考）

再エネ特措法納付金

再エネ特措法交付金購入電力料

当 社

お客さま

費用負担
調整機関

再エネ賦課金

① 再生可能エネルギー賦課金 271 ② 再エネ特措法納付金 271

お客さまより電気料金の一部として回収 お客さまよりいただいた賦課金を納入

③ 再エネ特措法交付金 350 ④ 購入電力料 490

当社が買い取りに要した費用から、買い取ることにより
節約できた燃料費等を除いた費用を交付

国が定める期間、固定価格で電気を買取り

再生可能エネルギー固定価格買取制度の影響額〔2018年度第2四半期実績〕 （単位：億円）

① ②

③④
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報告セグメント

その他 計 調整額
連結

損益計算書
計上額電気事業

売上高

当第2四半期(A) 3,378 522 3,900 △389 3,511

前年同期(B) 3,293 589 3,883 △444 3,438

増減(A)-(B) 85 △67 17 54 72

セグメント利益

当第2四半期(C) 220 12 233 5 238

前年同期(D) 101 27 128 4 133

増減(C)-(D) 119 △15 104 0 105

（単位：億円）

電 気 事 業 電力供給

その他
電気・電気通信工事、建物の総合管理、土木・建築工事、

発電所の定期点検・保守・補修工事など
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■決 算 – セグメント情報



■決 算 - 連結包括利益計算書

（単位：億円）

当第2四半期

(A)

前年同期

(B)

増 減

(A)-(B)

四半期純利益 97 56 41

その他の包括利益 5 △12 18

その他有価証券評価差額金 5 △9 14

退職給付に係る調整額 0 △3 3

四 半 期 包 括 利 益 103 43 60

親会社株主に係る四半期包括利益 104 41 62

非支配株主に係る四半期包括利益 △0 1 △1

連結包括利益計算書

53



■ その他
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■安定供給に向けた取り組み

55

北海道内の主な供給設備 （2018年3月31日現在）



自励式と他励式の違い

■新北本連系設備について

56

新北本連系設備（30万kW）では「自励式」の交流･直流変換器、従来の北本連系設

備（60万kW）では「他励式」の変換器を採用している。

自励式･他励式それぞれの変換器の特徴は以下のとおり。

自励式 他励式

使用する
半導体

ＩＧＢＴ等
（自己消弧形デバイス）

サイリスタ
（転流ターンオフ形デバイス）

・オンだけでなくオフも自由に制御
できる（系統電圧に依存しない）

⇒きめ細かい制御が可能

・オンするタイミングは制御できるが
自らオフできない

・系統電圧を利用してオフする

系統の電源 不要 交流系統の電源（系統電圧）が必要

停電時の
運転

片側（受電側）の交流電源が停電して
も運転可能
（ブラックスタート運転可能）

片側の交流電源が停電すると運転不可



発電所 出力(万kW) 着工※１ 運転開始／廃止

工事中
石狩湾新港1号機(LNG火力) 56.94 2015年8月 2019年2月

京極3号機(揚水式水力)※２ 20 2001年9月 2028年度以降

着工
準備中

石狩湾新港2号機(LNG火力) 56.94 2023年3月 2026年12月

石狩湾新港3号機(LNG火力) 56.94 2027年3月 2030年12月

新得(水力)※３ 2.31 2019年4月 2022年6月

休止
廃止

奈井江1、2号機(石炭火力)
△35

(△17.5×2台)
－ 2019年3月(休止)

音別1、2号機(石油火力)
△14.8

(△7.4×2台)
－ 2019年2月(廃止)

上岩松1号機(水力)※４ △2.0 － 2021年7月(廃止)

※1 着工は電気事業法第48条に基づく届出年月。

※2 運転開始時期を「平成29年度供給計画」(以下「前回計画」)に計上した「2027年度以降」から「2028
年度以降」に繰り延べています。

※3 着工時期を前回計画に計上した「2018年12月」から「2019年4月」に、同じく、運転開始時期を
「2021年8月」から「2022年6月」に繰り延べています。

※4 廃止時期を前回計画に計上した「2020年11月」から「2021年7月」に繰り延べています｡

2018年度電源開発計画
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■電源開発計画

（2018年2月23日公表）



■総合エネルギー事業の展開
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2020年春の運転開始を目指す福島天然ガス発電所の建設へ参画しており、この電源を活用し、
卸販売を含めたさらなる電力販売の拡大を図る。

発電規模：118万kW（59万kW×2基）
試運転：2019年秋（予定）
商業運転開始：2020年春（59万kW･予定）※118万kW規模となるのは、2020年夏以降。

福島天然ガス発電事業への参画

福島天然ガス発電所の建設工事の状況

卸販売･道外での電力販売のさらなる拡大



家庭用分野における販売活動

会員制Webサービス「ほくでんエネモール」については、会員数が11万口を突破し
た。今後も、お客さまの暮らしに役立つ情報やおトクなポイントサービスを提供し
ていくことで、会員拡大を図っていく。
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■販売活動の状況について

エネモール会員数の推移

会員数11万口突破

お客さまの
暮らしに役立つ
各種情報の

提供

貯まったポイントは、他社ポイントへの移行や
チャリティーなどにご利用いただける



Ｅ：環境

ＣＯ２削減に向けた取り組み
・安全性の確保を大前提とした原子力発電の活用
・再生可能エネルギーの導入拡大
・ＣＯ２排出量の少ないＬＮＧ火力発電所の建設
・高効率ヒートポンプ機器への転換の推奨

再生可能エネルギーの導入拡大
＜導入実績＞
・2017年度に当社が小売供給した電力量に占める再
生可能エネルギーの割合は23％程度
→2030年度の国の目標値と同水準

＜取り組み＞
・系統側蓄電池の設置による風力発電の募集
・大型蓄電システム実証事業

地球環境保全に関する対応
・大気汚染防止対策、ＰＣＢ対策
・産業廃棄物のリサイクル率向上（95％以上）

生物多様性保全への取り組み
・天然記念物のタンチョウやシマフクロウをはじめ
とした鳥類の感電防止対策

・水力発電所周辺の生態系保全
→「平成29年度土木学会環境賞」の受賞

■環境に関する取り組み･ESGに配慮した事業運営

ほくでんグループは、ＣＳＲの推進を通じてＥＳＧに取り組み、企業価値の向上を図っていく。

Ｓ：社会

人権の尊重・ダイバーシティの推進
・2020年3月末日において、女性管理職の人数を

2015年3月末日の2倍以上へ

働き方改革の推進
・全従業員の時間外労働を業務のピーク期において
も、月80時間以内（休日労働含む）へ

・年間の有給休暇平均取得率を80％（16日）以上と
し、中長期的には100％へ

Ｇ：ガバナンス

リスク管理
・リスク管理に関する委員会を設置し、全社におけ
るリスクを横断的に管理。グループ経営方針等の
管理サイクルのなかで、リスクの発生防止と低減
に努める

コンプライアンスの徹底
・社長を委員長とする企業倫理委員会のもと、コン
プライアンスの浸透・定着をはかる
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風力発電

太陽光発電

風力発電･太陽光発電の導入拡大に向けた取り組み

2017年度末時点の北海道内の系統への再エネ連系量は約363万kW。このうち風力と太陽光の連系
量合計は約172万kWと、北海道エリアの年平均電力（約360万kW）の約5割に相当。さらに
2018年9月末時点での当社への風力･太陽光の接続申込量の合計は、年平均電力とほぼ同等レベル。

さらなる導入拡大に向け、当社は、系統側蓄電池の設置による風力発電の募集、大型蓄電システ
ム実証事業、東京電力パワーグリッド(株)との風力発電導入拡大に向けた実証試験、全国で導入検
討中の「日本版コネクト＆マネージ」に先駆けた送電線の有効活用など、各種取り組みを進めて
いる。

（ ）内は2018年9月末時点
の当社への接続申込量（※）

（※）系統側蓄電池による風力発電

募集分を含まない。

（年度）

北海道内の系統への風力・太陽光発電の連系量

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

■環境に関する取り組み･ESGに配慮した事業運営
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再生可能エネルギーの導入拡大 および ＣＯ２排出低減に向けた取り組み

地域の資源である再エネの導入拡大に向け、風力発電･太陽光発電に加え、出力変動が小さく電
力系統への影響の少ない水力発電･バイオマス発電などに関する取り組みを進めている。

当社の電力量（※）に占める再エネ（自社発電＋発電事業者からの調達）の割合は４分の１程度。

ＣＯ２排出低減に関しては、石狩湾新港１号機（ＬＮＧ）導入やさらなる再エネ導入拡大、泊発
電所の安定運転など、排出削減目標の達成に向け取り組んでいる。

今後もほくでんグループとして、企業の社会的責任と持続的な企業価値の向上を果たすため、
ESGに配慮した事業運営を進める。

（※） 自社電源の発電電力量と他社購入分の受電電力量の合計(離島分を含まない) 

※「水力(3万kW以上)」には揚水式を含
めていない。

※「FIT電気以外の再エネ」には水力(3
万kW未満)・太陽光・風力・バイオ
マス・地熱を含む。

当社の電力量に占める再生可能エネルギーの割合

■環境に関する取り組み･ESGに配慮した事業運営

2017年度

実績

水力（3万kW

以上）4％

石油

23％

石炭

52％

FIT電気

8％

卸電力取引所

・その他 2％

再エネ

（FIT電気以外）

11％

東日本大震災発生

(kg-CO2/kWh)

*1 CO2クレジット等調整後の値
*2 2016年度以降は小売電気事業者としての排出原単位

*2再エネ（自社発電＋
発電事業者から
調達）：23％程度

当社のCO2排出原単位*1の推移

※当社がFIT電気を調達する費用の一部は電気をご利用の全ての皆さまから集めた賦課金により賄
われており、火力発電などを含めた全国平均の電気のCO2排出量を持つ電気として扱われる。

※当社の2016年度のCO2排出係数(調整後)は0.640kg-CO2/kWh(2017年度実績は集計中)。

使用電力量あたりの排出係数目標値

（2030年度）

※「卸電力取引所・その他」には、卸電力取
引所からの調達分のほか、揚水分・廃棄
物および他社から調達している電気の一
部で電源区分が特定できないものを含む。
なお、卸電力取引所からの調達分には、
水力・火力・原子力・FIT電気・再生可
能エネルギーなどが含まれる。

0.37kg-CO2/kWh

（年度）
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泊発電所3基が稼働した2010年度は

2030年度の目標値を下回るレベル

0.34



本資料は2018年11月15日現在のデータに基づいて作成されております。また、金融商品取引法上のディスクロー

ジャー資料ではなく、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。本資料には将来の業績に関する

記述が含まれておりますが、これらの記述は将来の業績を保証するものではなく、リスクと不確実性を内包するも

のです。将来の業績は経営環境に関する前提条件の変化などに伴い変化することにご留意ください。また、あくま

で当社の経営内容に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを

目的としたものではありません。本資料の利用については他の方法により入手された情報とも照合確認し、利用者

の判断によって行ってください。また、本資料利用の結果生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負い

ません。

お問い合わせ先

北海道電力株式会社 経営企画室ＩＲグループ

〒060-8677 札幌市中央区大通東1丁目2番地

ＵＲＬ: http://www.hepco.co.jp/
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