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■決算概要

連 結 単 独
当第3
四半期
(A)

前年同期

(B)

増 減

(A)-(B)

前 年
同期比%
(A)/(B)

当第3
四半期
(A)

前年同期

(B)

増 減

(A)-(B)

前 年
同期比%
(A)/(B)

売 上 高 5,307 5,205 101 102.0 5,100 4,986 113 102.3

営 業 利 益 294 149 145 197.7 262 98 163 265.6

経 常 利 益 207 43 164 482.2 181 △4 185 －

四半期純利益 121 35 85 338.7 107 10 96 1,017.0

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から節電に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
・火力発電設備に係る定期検査費用の減少
・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の上積み 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3四半期(4～12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。

4※経常利益の△は、損失を示す。



■収支比較表（連結）

（単位：億円）

当第3四半期
(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） 5,307 5,205 101 102.0 7,330

電気事業営業収益 5,087 4,974 113 102.3 7,015

その他事業営業収益 219 231 △11 95.0 315

営業外収益 17 18 △0 96.1 22

合 計 5,324 5,223 101 101.9 7,352

経
常
費
用

営業費用 5,012 5,056 △43 99.1 6,993

電気事業営業費用 4,820 4,854 △34 99.3 6,718

その他事業営業費用 192 201 △9 95.1 274

営業外費用 104 124 △19 84.1 165

合 計 5,116 5,180 △63 98.8 7,158

[営 業 利 益]
経 常 利 益

[294]
207

[149]
43

[145]
164

[197.7]
482.2

[337]
194

渇水準備金引当又は取崩し(△) 14 △12 26 － △9

特 別 損 失 40 － 40 － －

税金等調整前四半期（当期）純利益 153 55 97 275.3 203

法 人 税 等 28 15 13 184.2 31

四 半 期（当 期） 純 利 益 124 39 84 311.3 171

非支配株主に帰属する四半期(当期)純利益 2 3 △1 63.7 6

親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 121 35 85 338.7 165

（参考） 四半期包括利益（包括利益） 106 31 74 335.7
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■販売電力量

販売電力量 前年同期に比べ８.７％の減少

当第3四半期
(A)

前年同期
(B)

増 減
(A)-(B)

前年同期比％
(A)/(B)

前年度

低
圧

電 灯 6,554 7,101 △547 92.3 10,229

電 力 1,165 1,302 △137 89.4 2,399

計 7,719 8,403 △684 91.9 12,628

高圧・特別高圧 8,112 8,936 △824 90.8 12,178

合 計 15,831 17,339 △1,508 91.3 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
から節電にご協力をいただいたことなどにより、販売電力量合計では、８．７％の減少（△1,508百万kWh）
となりました。

（単位：℃）

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

平均気温
(2018年)

実 績 1.9 7.3 12.4 15.7 20.4 20.3 18.0 12.5 6.0 △1.4

前年差 1.1 0.5 △0.9 0.6 △1.6 △0.3 1.0 1.9 1.9 0.9

平年差 1.8 1.1 1.0 0.0 1.0 △0.9 0.6 1.3 1.5 0.0
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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。

・その後につきましては、供給設備の適切な運用を図ることで、安定供給の維持に努めております。

・出水率は１１６．１％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１１６.１％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）卸電力取引の積極的な活用による送電の増加 など

当第3四半期

(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

(116.1%)

3,466
(90.8%)

2,583
(25.3%)

883 134.2
(94.9%)

3,279

火 力 12,838 14,497 △1,659 88.6 21,029

(設備利用率)

原子力

( －)

－
( －)

－
( －)

－ －
( －)

－

新エネルギー等 104 105 △1 99.6 148

計 16,408 17,185 △777 95.5 24,456

融通・他社 1,929 2,737 △808 70.5 3,517

受電 4,988 4,969 19 100.4 6,822

送電 △3,059 △2,232 △827 137.1 △3,305

揚水用 △212 △196 △16 108.4 △239

合 計 18,125 19,726 △1,601 91.9 27,734
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■収支比較表（収益-単独）

（単位：億円）

当第3四半期

(A)

前年同期

(B)

増 減

(A)-(B)
主 な 増 減 要 因

売 上 高 5,100 4,986 113
〔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（△20）
[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（△139）

[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（210）

電 灯 料 1,860 1,923 △62

電 力 料 2,013 2,099 △85

そ の 他 1,226 964 261

営 業 外 収 益 19 17 1

経 常 収 益 5,119 5,004 114
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当第3四半期
(A)

前年同期
(B)

増 減
(A)-(B)

主 な 増 減 要 因

人件費 407 402 4 ・退職給付費用の増 など

燃料費・購入電力料 1,990 1,909 81 ・水力発電量の増（△140）

・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（45）

［石油火力発電所等の焚き増しなど］

・燃料価格の上昇（242）

・販売電力量の減（△115）
［平成30年北海道胆振東部地震による影響を除く]

・その他 （66）
［卸電力取引販売増による焚き増し など］

燃料費 962 957 5

購入電力料 1,028 952 76

修繕費 495 619 △124
・火力発電所定期検査費用の減（△51）

・経営基盤強化による効率化（△31）

減価償却費 605 574 31 ・石狩湾新港発電所1号機試運転償却費（36）

支払利息 91 109 △17 ・金利の低下（△17）

その他費用 1,346 1,392 △45
・経営基盤強化による効率化（△16）

・固定資産除却費の減 など

経 常 費 用 4,937 5,008 △70

[営 業 利 益]

経 常 利 益

[262]

181

[98]

△4

[163]

185

渇水準備金引当/取崩し(△) 14 △12 26

特 別 損 失 41 － 41
・平成30年北海道胆振東部地震の影響による
設備の復旧費用等

税引前四半期純利益 125 8 117

法 人 税 等 18 △2 20

四半期純利益 107 10 96

■収支比較表（費用・利益-単独）

（単位：億円）

9※経常利益の△は、損失を示す。



■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

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

経 常 費 用
（Ｂ） 45 ・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

小 計
（Ｃ）=（Ａ－Ｂ）

△65

10

・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、停電および道民の皆さまから節電にご協力

いただいたことなど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した費用など、

今後の支出見込額を含め１０６億円となっており、第３四半期決算において全額計上しております。

・なお、平成３０年１０月３１日に公表した内容から大きな変更はありません。

○当社単独決算における収支への影響

特 別 損 失 ※
（Ｄ） 41

・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
（Ｃ－Ｄ） △106

※特別損失には、今後の支出見込額を含めています。



（空白）
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■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

■火力発電所定期検査費用の減少

■その他

１４０億円

６４億円

２１０億円

１１５億円

５１億円

８１億円

■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

■石狩湾新港発電所１号機試運転開始に
よる影響（減価償却費の増加 など）

６５億円

２０億円
４５億円

２４２億円

１３９億円

３０億円

2019年3月期第3四半期 経常利益 181億円

2018年3月期第3四半期 経常利益 △4億円

差し引き 185億円 好転

好 転 要 因 悪 化 要 因

12

・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

・支払利息の減少
・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3四半期 四半期純利益 107億円

2018年3月期第3四半期 四半期純利益 10億円

差し引き 96億円 好転

好 転 要 因 悪 化 要 因

■経常利益の好転 １８５億円 ■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

設備の復旧費用など）

２０億円

２６億円

４１億円
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■貸借対照表（連結・単独）

当第3四半期末

(A)

前年度末

(B)

増 減

(A)-(B)
主な増減要因（単独）

資 産
連結 19,538 19,159 379 ・現金及び預金の減（△517）

・設備投資（766）

・原子力発電施設解体引当金に関する省令
改正に伴う増（151）単独 18,822 18,542 280

負 債

連結 17,337 17,029 308 ・原子力発電施設解体引当金に関する省令
改正に伴う増（151）

単独 17,064 16,840 224

純 資 産
連結 2,084 2,014 70

・四半期純利益の計上(107）

・配当金の支払い（△28）
単独 1,758 1,702 56

※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 14,326 14,268 58

単独 14,314 14,295 18

自己資本比率(%)
連結 10.7 10.5 0.2

単独 9.3 9.2 0.1
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■燃料費と燃料費調整額のタイムラグ影響※イメージ

15

平均燃料価格

（燃料費調整額の諸元）

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。

2017/3Q 差損△30億円程度

2018/1 2019/1

差益

差損

差損

2017年度 差損△70億円程度

2018/3Q 差損△70億円程度

2018年度 差益10億円程度



■ 2019年3月期の業績見通し
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■2019年3月期の業績見通し（連結・単独）

（単位：億円，億kWh）

2019年3月期見通し 2018年3月期
実績 (C)

対前期増減
(A)-(C)今回見通し (A) 10月見通し (B) 増 減 (A)-(B)

連

結

売 上 高 7,540程度 7,590程度 △50程度 7,330 210程度
営 業 利 益 400程度 － － 337 60程度
経 常 利 益 280程度 － － 194 90程度
親会社株主に帰属する

当 期 純 利 益 180程度 － － 165 20程度

単

独

売 上 高 7,220程度 7,270程度 △50程度 7,031 190程度
営 業 利 益 350程度 － － 273 80程度
経 常 利 益 240程度 － － 132 110程度
当期純利益 160程度 － － 131 30程度

【主要諸元】

為替レート（円/$） 111程度 110程度 1程度 111 同程度

原油CIF価格（$/bl） 71程度 74程度 △3程度 57.0 14程度

※今回見通しでは、為替レート及び原油ＣＩＦ価格は、1月以降それぞれ110円/$程度、60$/bl程度として想定。

業績予想

（対前期増減率）

販 売 電 力 量
（△8.3％程度）

227程度
（△6.0％程度）

233程度 △6程度 248 △21程度

売上高
（増収）

・販売電力量および売上高につきましては、平成３０年北海道胆振東部地震以降、引き続
き無理のない範囲での節電にご協力いただいていることに加え、昨年１０月から１１月
の高気温による暖房需要の減少など至近の動向を反映し修正いたしました。

・販売電力量の減少はありますが、燃料価格の上昇に伴う燃料費調整制度の影響などに
より、増収となる見通しであります。

利 益
（増益）

・平成３０年北海道胆振東部地震に伴う影響はありますが、豊水による水力発電量の増加
や火力発電設備に係る定期検査費用の減少に加え、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の上積みなどから、増益となる見通しであります。
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■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

■火力発電所定期検査費用の減少

１２０億円程度

７０億円程度

３３０億円程度

１５０億円程度

５０億円程度

■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

■石狩湾新港発電所１号機運転開始に
よる影響（減価償却費の増加 など）

■その他
（新北本連系設備運転開始による

減価償却費の増加 など）

６５億円程度

２０億円程度

４５億円程度

２７０億円程度

１９０億円程度

６０億円程度

２０億円程度

2019年3月期 経常利益 240億円程度

2018年3月期 経常利益 132億円

差し引き 110億円程度 好転

好 転 要 因 悪 化 要 因

18

・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



■当期純利益の変動要因（単独）

2019年3月期 当期純利益 160億円程度

2018年3月期 当期純利益 131億円

差し引き 30億円程度 好転

好 転 要 因 悪 化 要 因

■経常利益の好転 １１０億円程度 ■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

設備の復旧費用など）

２０億円程度

２０億円程度

４１億円程度

19
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■経営概況 ～ 連結経常損益、自己資本比率

2019年3月期の連結経常利益は280億円程度、親会社株主に帰属する当期純利益は

180億円程度となる見通し。

※2018～2020年度の3ヵ年の連結経常利益については、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。
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１株当たり配当金

普通株式 Ｂ種優先株式

中間 期末 年間 中間 期末 年間

2019年３月期
（予想）

－ 10円 10円 － 300万円 300万円

2018年３月期
（実績）

－ ５円 ５円 － － －

［配当の内容］

21

2019年3月期 期末配当予想

当社は、これまで未定としてきた2019年3月期の期末配当予想につきまして、以下の理由に

より修正いたしました。

 当社の利益配分にあたっては、安定配当の維持を基本に、中長期的な経営環境や収支状況

などを総合的に勘案して決定することとしております。

 今年度の通期業績につきましては、これまでの継続的な効率化や経営基盤強化の取り組み

の成果などにより一定の利益水準が確保できる見込みです。また、次年度以降においても、

経営基盤強化の取り組みを進めてまいります。

 これらを踏まえ、普通株式の期末配当金につきましては前期から5円増配し1株当たり

10円、B種優先株式の期末配当金につきましては定款の定めに従い1株当たり3,000,000円

とする予定です。

■配 当



■ 参考資料
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（空白）
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■ 2019年3月期第3四半期（累計）における四半期毎の収支状況

24

・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、第３四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９４億円の増加となりました。

・なお、第２、第３四半期純利益は、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
を計上しましたが、経常利益の増加などから３０億円の増加となりました。

（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）

経常利益変動要因（５０億円）

四半期純利益変動要因（４４億円）

■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

■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
（火力発電所定期検査費用の減少など)

２０億円

１５億円
△１８億円

３３億円

■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

５０億円
△７億円

１億円

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第3四半期(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
経常利益 四半期

純利益

2019年3月期 120 92 46 △ 0 14 15 181 107

2018年3月期 28 25 1 13 △34 △28 △ 4 10

増 減 91 66 44 △14 50 44 185 96



■ 2019年3月期（見通し）における収支状況

25

・第４四半期における経常利益については、経営基盤強化による効率化の上積みはありますが、昨年同四半期
の豊水の反動による燃料費の増加に加え、石狩湾新港発電所１号機の運転開始による影響などにより、
８０億円程度の減少となる見通しです。

・また、第４四半期の当期純利益については、経常利益の減少などにより、７０億円程度の減少となる見通し
です。

第3四半期(累計) 第4四半期（見通し） 2019年3月期(見通し)

経常利益 純利益 経常利益 四半期

純利益
経常利益 純利益

2019年3月期 181 107 60 50 240 160

2018年3月期 △ 4 10 136 121 132 131

増 減 185 96 △80 △70 110 30

（単位：億円）

経常利益変動要因（△８０億円）

■水力発電量の減少による燃料費の増加

■経営基盤強化による効率化

■その他
(石狩湾新港発電所1号機運転開始による影響 など)

△２０億円

１０億円

△７０億円

四半期純利益変動要因（△７０億円）

■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

△８０億円

１０億円

経常利益変動要因（１１０億円）

四半期純利益変動要因（３０億円）

■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
(石狩湾新港発電所1号機運転開始による影響 など)

１２０億円

７０億円

△６５億円

△１０億円

■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

１１０億円

△４０億円

△４１億円



■決 算 - 費用項目（単独）

当第3四半期
(A)

前年同期
(B)

増 減

(A)－(B)
主な増減要因

人 件 費 407 402 4 ・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】
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（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3四半期では、年間償却額の３／４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3四半期
(A)

前年同期
(B)

増 減

(A)－(B)
主な増減要因

燃料費・購入電力料 1,990 1,909 81
・水力発電量の増（△140）

・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（45）
［石油火力発電所等の焚き増しなど］

・燃料価格の上昇（242）

・販売電力量の減（△115）
［平成30年北海道胆振東部地震による影響を除く]

・その他 （66）
［卸電力取引販売増による焚き増し など]

内 訳

燃料費 962 957 5

購入電力料 1,028 952 76

【主要諸元】

当第3四半期
(A)

前年同期
(B)

増 減

(A)－(B)

為替レート（円/$） 111 112 △1

原油 CIF価格（$/bl） 75.1 53.9 21.2

海外炭 CIF価格（$/t） 120.3 100.2 20.1
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■決 算 - 費用項目（単独）

修繕費
（単位：億円）

当第3四半期
(A)

前年同期
(B)

増 減

(A)－(B)
主な増減要因

修繕費 495 619 △124 ・火力発電所定期検査費用の減（△51）

・経営基盤強化による効率化（△31）

内 訳

電 源 245 337 △92

流 通 241 272 △30

その他 9 9 △0

当第3四半期
(A)

前年同期
(B)

増 減

(A)－(B)
主な増減要因

減価償却費 605 574 31 ・石狩湾新港発電所1号機試運転償却費

（36）

内 訳

電 源 351 324 27

流 通 217 215 2

その他 36 34 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3四半期
(A)

前年同期
(B)

増 減

(A)－(B)
主な増減要因

その他費用 1,346 1,392 △45
・経営基盤強化による効率化（△16）

・固定資産除却費の減 など

当第3四半期
(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
(0.85)

91
(1.02)

109
(△0.17)

△17
・金利の低下（△17）

29
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当第3四半期
(A)

前年同期
(B)

増 減

(A)-(B)

為替レート（円/$） 111 112 △1

原油CIF価格（$/bl） 75.1 53.9 21.2

出水率（%） 116.1 90.8 25.3

主要諸元

影響額

当第3四半期
(A)

前年同期
(B)

増 減

(A)-(B)

為替レート（1円/$） 7 7 0
原油CIF価格（1$/bl） 7 9 △2

出水率（1%） 3 3 0

（単位：億円）

■決 算 – 主要諸元・影響額（当第3四半期実績）



■販売電力量の月別推移

2019年3月期

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 3Q実績

低圧

電灯 839 831 626 680 692 643 625 766 852 6,554

電力 196 134 92 98 111 93 94 123 224 1,165

計 1,035 965 718 778 803 736 719 889 1,076 7,719

高圧･
特別高圧

1,019 910 885 879 935 870 830 876 908 8,112

（対前期増減率）

合計

(△7.3)

2,054

(△4.7)

1,875

(△6.3)

1,603

(△8.0)

1,657

(△7.7)

1,738

(△11.6)

1,606

(△13.2)

1,549

(△8.2)

1,765

(△11.2)

1,984

(△8.7)

15,831

（百万kWh, ％）

（百万kWh）

2018年3月期

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 3Q実績 １月 ２月 ３月 合計

低圧

電灯 918 855 671 718 728 702 731 833 945 7,101 1,190 973 965 10,229

電力 210 139 97 108 117 103 110 145 273 1,302 411 356 330 2,399

計 1,128 994 768 826 845 805 841 978 1,218 8,403 1,601 1,329 1,295 12,628

高圧･
特別高圧

1,088 974 943 976 1,039 1,012 943 945 1,016 8,936 1,100 1,081 1,061 12,178

合計 2,216 1,968 1,711 1,802 1,884 1,817 1,784 1,923 2,234 17,339 2,701 2,410 2,356 24,806
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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

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 410 ② 再エネ特措法納付金 410

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 489 ④ 購入電力料 706

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3四半期実績〕 （単位：億円）

① ②

③④
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■決 算 - 連結包括利益計算書

（単位：億円）

当第3四半期

(A)

前年同期

(B)

増 減

(A)-(B)

四半期純利益 124 39 84

その他の包括利益 △17 △8 △9

その他有価証券評価差額金 △17 △2 △15

退職給付に係る調整額 0 △5 5

四 半 期 包 括 利 益 106 31 74

親会社株主に係る四半期包括利益 104 28 76

非支配株主に係る四半期包括利益 2 3 △1

連結包括利益計算書
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■ 経営の概況
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■北海道胆振東部地震への対応
~国や広域委員会における検証報告を踏まえた取り組み

○運用上の対策項目
「UFRの整定の考え方」 →UFR整定見直しの早期実施。

「最大規模発電所発電機の運用」
→適宜事前確認を行い、必要な措置を講じる。 等

○設備形成上の対策項目
「北本連系設備の更なる増強等」
→国や広域機関で行われる検討に際して、適宜協力・検
討等を行っていく。

当面の再発防止策

○「緊急時のUFRによる負荷遮断量の追加（＋35万
kW）」、「京極発電所2台の稼働状態を前提とした
苫東厚真発電所３台の運転」など7項目

→全対策について実施済。

○「ブラックスタートに関する対策」

→復旧手順の見直しなど実施していく。

中長期対策

○四半期ごとの進捗状況公表や年に1回社外委員から確認やアドバイスを受けること等によりPDCA
サイクルを継続し、災害に強い電力供給体制を整備し、迅速、正確かつ効果的な情報発信を行う。

【社内検証委員会最終報告（2018年12月21日公表）】

◆国や広域委員会の検証を踏まえた当社の対応

◆社内検証委員会における検証テーマへの対応

○検証課題である、「停電発生時の対応、事故復旧対応、情報発信、関係機関との連携」について、「停電の早期
復旧」や「迅速、正確かつ効果的な情報発信に向けた取り組み」の観点から、課題と対策を整理（次頁参照）。

広域的運営推進機関における検証委員会 国：電力レジリエンスワーキンググループ連携

最終報告 中間取りまとめ

社内検証委員会 「アクションプラン」

北海道胆振東部地震対応アクションプランに関する確認委員会（委員長：社長）
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■北海道胆振東部地震への対応
~社内検証委員会 検証テーマへの対応

停
電
発
生
時
の
対
応

関
係
機
関
と
の
連
携

事
故
復
旧
対
応

情
報
発
信

情報発信・事故復旧対応など４項目に関する検証結果

○これまでの非常事態対策訓練(台風、暴風雪による
停電想定)に加えて、次年度より、非常事態対策組
織のもとでブラックアウトを想定した全体訓練を実施
する。

○仮に、札幌市で直下型地震が発生した場合に、対
策本部を本店に設置できるかという観点から、石狩
低地東縁断層帯地震などに対応した事業継続計
画を検討する。 等

○道内全域停電時にお客さまからホームページへのアク
セスが集中し、つながりにくい状況が続いたことから、
社外クラウドサービスを基本としたシステム構成へ移
行し、アクセス集中に対応できるように変更した。

○道内全域停電でも集計処理が可能となるよう、停
電情報システムプログラムを改修した。

○大規模停電時における情報の受け手のニーズを把
握したうえで、情報発信の内容を改めて整理し、発
信していく。

○大規模停電時において、道内滞在の外国人に向け
英語・中国語などによる発信を行う。 等

○ブラックアウトが発生していることについて北海道・自
治体への正式連絡が遅れたことから、情報提供に関
する基準を見直すなど、連絡体制を強化する。

○即応性を求められる情報を発信できるよう、情報発
信に関する対策本部の運営を見直す。

○土砂崩れ箇所への立ち入りを進めていくため、北海
道開発局との情報連携に関する体制を強化する。
等

○電力各社からの応援車両（移動発電機車など）の
迅速な受け入れが可能な体制を整備する。

○当社から他電力へ迅速な応援派遣ができるよう準
備体制を整理する。

○道路が寸断された場合に設備被害状況を早期に確
認するため、ヘリコプターやドローンを活用する。

○長時間復旧作業や広域応援に対する後方支援の
拡充に向け、関係機関と防災協定を締結する。
等

「電力レジリエンスワーキンググループ」の中間取りまとめと当社の取り組み

○当社の取り組みが、国の「電力レジリエンスワーキンググループ」の中間取りまとめで提示された対策のうち、停電被害・リスク
の最小化（減災対策）と比較して、齟齬がないこと、また抜け落ちたものがないことを確認した。
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■電力レジリエンスに関する検討

①北本の更なる増強等の検討
・新北本連系線整備後（合計連系容量60万kWから90万kWに増強後）の更なる増強については、シミュ
レーション等により増強の効果を確認した上で、ルートや増強の規模含め、来春までを目途に具体化
・現在の北本連系線の自励式への転換の是非

②更なる供給力等の対応力確保の検討
・調整力公募における調整力の必要量の見直し 等
・容量市場（早期開設や取引される供給力の範囲拡大等）の検討 等

③レジリエンスと再エネ拡大の両立に資する地域間連系線等の増強・活用拡大策等の検討

・地域間連系線等の増強・活用拡大策の検討※

・需給調整市場の構築等、調整力の広域的な最適調達・運用のための制度整備の検討
※レジリエンス強化と再エネ大量導入を両立させる費用負担方式やネットワーク投資の確保の在り方（託送制度改革含む）
に関する国での検討を踏まえ、必要に応じ、検討

④太陽光・風力発電機の周波数変動に伴う解列の整定値等の見直し

⑤停電コストの技術的な精査
（合理的な国民負担を踏まえた政策判断のメルクマールの検討）

国：電力レジリエンスワーキンググループ

即座に検討に着手すべき「中期対策」のうち
電力広域的運営推進機関の検討事項をタスクアウト

電力広域的運営推進機関：電力レジリエンス等に関する小委員会

→ 検討事項毎に来春までに議決し、一定の結論を出す予定。
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苫東厚真発電所：損傷箇所が想定に比べ限定的であり、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のもと、作業工程を合理化・短縮化したことにより、当初見込みより
復旧時期が大幅に短縮。

送電設備：鉄塔の建て替え工事や土砂流失防止の作業について、12月2日までに完了。

配電設備：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10月4日まで
に完了。

【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

【発電設備（苫東厚真発電所）】

ユニット 当初見込み 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、軸の偏芯修正

■（参考）北海道胆振東部地震への対応 ~当社設備の主な被害状況
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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
会合等で説明している

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
いる

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いる

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いる

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

＜発電所敷地内断層の課題に関する至近の審査会合等の状況＞

審査会合

2018年8月31日

現地調査

10月11～12日

ケース1･2に
ついて説明

ヒアリング
10月3日

ヒアリング
12月19日

ケース3に
ついて説明

重点的に審査



敷地内断層の課題については、敷地内の地層について、「ケース１～３」の３つのケースの地層
区分を想定し、いずれのケースでも泊発電所の敷地内断層は活動性がないことを説明している。

■泊発電所の再稼働に向けた取り組み

表土

（地層Ｄ）

発電所敷地内

岩盤

表土

（地層Ｃ）

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Ｂ）

断層の活動による
変位・変形が認められ

ない地層（地層Ａ）

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 ケース３

地層Ａ
約33万年前

直後

中部更新統
（約12.5万年
前）より古い

時代

約33万年前
直後

地層Ｂ
約33万年前
より古い

約21万年前の
地層と砂層

約33万年前

地層Ｃ 約33万年前 約33万年前 約41万年前

地層Ｄ 約21万年前 約21万年前 約33万年前

説明
時期

10/11-12
現地調査

12/19
ヒアリング

＜地層区分の評価＞
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発電所敷地近傍
(積丹半島西岸)

【ケース3】
段丘の堆積
年代に着目

＜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Ｂ」は
「約33万年前より古い地層」、 「地層Ａ」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Ｂ」は
「約21万年前の地層」と「砂層」に分け、 「地層Ａ」は「中部更新統（約12.5万年前より古い時代）
の地層」に区分

＜ケース３＞積丹半島西岸における土地の隆起速度などを考慮し、「地層Ｄ」は「約33万年前の地層」、「地層C」
は「約41万年前の地層」に区分



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いる。

＜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

41

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



販売活動の強化

■販売活動について
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当社および他社の契約獲得状況（高圧・特別高圧）

競争の進展による管内の新電力シェア拡大という厳しい競争環境下、他事業者への契約切替の流

れはまだ止まってはいないものの、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

粘り強く行ってきた結果、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。

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、

今後も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いく。

他社への
契約切替

2016 2017

当社との契約

（kW）

他社への契約切替防止
および

他社からの契約獲得

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 約2倍の実績。

（※）他社への契約切替防止＋他社からの契約獲得

2018
（年度）

至近では、チェーン店のお客さま

（低圧・高圧合わせて約1,000口）の

契約獲得を達成するなど、きめ細かな

営業活動の効果が現れている。



アライアンス･付加価値サービスの拡充による販売活動の推進

■販売活動について

家庭用分野では、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、グループ全社をあげ
て営業活動に取り組んでいる。

加えて、他業種とのアライアンス、さらにはAI･IoTを活用した省エネ･安心･快適な暮らしにつな
がるサービスの提供など付加価値サービスについて順次展開するとともに、さらなる拡充を図る
べく検討を継続している。
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アライアンスの種類（相手先業種例） 今後提携検討中の相手先業種 相手先を検討する際のポイント

当社電気の代理販売（エネルギー系）
ポイント提携（小売系･通信系･航空会社 等）

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

・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

AI･IoT等を活用し、省
エネ･安心･安全･快適･
便利な暮らしを実現す
る新サービスを展開。

モニター実証により
サービス内容や通信技
術等に関する検証を行
い、本格的なサービス
化に向け検討を進める。

ほくでんスマートライフプロジェクト
「エネモLIFE」の展開による付加価値サービスの拡充



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。

ＣＯ2排出量の少ない優れた環境特性。

石狩湾新港発電所（ＬＮＧ火力） 2019年2月下旬営業運転開始予定

44

◆ 発電所およびLNGタンクの概要

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

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

LNGタンク
NO.3タンク／23万kl（2018年7月完成）
NO.4タンク／23万kl（2020年10月完成予定）

◆試運転イメージ図（ある1日の負荷パターン）

■電源の競争力向上と安定供給に向けた取り組み

◆ＬＮＧ調達の概要

売主 関西電力株式会社 マレーシアＬＮＧ社

主な供給元
関西電力が調達する複数
のＬＮＧ

マレーシア産ＬＮＧ

契約期間
2018年4月1日から
10年間

2018年4月1日から
10年間

契約数量
最大3隻／年

（約20万トン）
最大2隻／年

（約13万トン）

売渡条件 本船着桟渡し(ＤＥＳ)※ 本船着桟渡し(ＤＥＳ)※

＜建設工事の状況（2018年11月撮影）＞

※売主がLNG船を手配し、買主の受入基地まで輸送する受渡条件工事進捗率（1月20日現在） 97.5％

100%負荷

50%負荷

12:00 24:000:00



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。

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：９８．９％ [12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」
を採用。⇒交流系統（受電側）の電源が無くても、直流から交
流への電力変換が可能。

・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いく。

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いる。

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、新北本、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

・首都圏販売は、3万kWに迫る契
約獲得状況

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



■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）
燃 料：天然ガス（LNGを気化）

※出資者5社がそれぞれLNGを持ち込み、応分の電力を受け取る
トーリングスキームを採用

※隣接するJAPEX相馬LNG基地へLNGの気化と天然ガスの供給を委託予定
試運転：2019年秋（予定）
商業運転開始：2020年4月（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

◆本事業のスキーム（イメージ図）



事業分野の拡大として、ガス供給事業を展開。昨年12月からお客さまへのLNG供給を開始。今
後も契約獲得拡大に向け販売活動を実施していく。

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 達成を目指していく。

■総合エネルギー事業の展開
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都市ガス事業については、当社においても電気・ガスのセット販売など、今後の参入可能性を見
据え、検討を深めていく。

また、現在、国の作業部会（ガス事業制度検討WG）で検討が進められている旧一般ガス事業者

からの相対卸の活用についても検討を進める。

液化天然ガス供給事業（法人向け）の展開

都市ガス事業（家庭向け）への参入の検討について

12月から本格始動！



■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す。

→ESP事業は、来年度から契約開始予定のお客さまもいらっしゃる状況。

→BCPなど災害への備えについては、多くのお問い合わせを頂いており、案件に応じてほくでんグ
ループとして対応・ご提案を進めているところ。

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



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」に積極的に取り組む。

国内では、FIT制度を活用した再エネ発電事業などについて検討を進める。

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、幅広に検討を進める。

• 水力･風力(陸上･洋上)･太陽光･地熱･バイオマスなどの再エネ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く。

新たな事業の展開について

■総合エネルギー事業の展開
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これまで、環境に関する取り組みとして、地域の資源である風力・太陽光など再生可能エネル
ギーの導入拡大を推進してきた。
現状においては、「さらなる収益拡大」「CO２排出削減・温暖化対応」など既存の課題や、「国
による将来的な再エネの主力電源化政策」「ESGの広がり」など事業環境の変化に伴う新たな課
題への対応が求められている。

＜再エネ発電事業の取り組み事例＞下川町バイオガス発電事業への参画について

建設地 北海道上川郡下川町西町

発電⽅式/出力 ガスエンジン/1,815kW

発熱量 10GJ/h（kW換算:2,800kW）

着工/営業運転開始 2018年5月/2019年4月(予定)
北海道内未利用間伐材

ペレット

ペレットガス化装置

ガスエンジン

熱電併給プラント• 北海道内で調達した未利用間伐材を活用する、小型分散型の木質バイオマス発電事業に参画。
• 北海道での再エネ導入拡大に寄与するとともに、森林環境の整備を促進し、林業振興に貢献。



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)
－

未定※５

（2019年夏頃にあらためて

お知らせ）

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｡

※5 2019年2月に廃止予定でしたが、廃止時期を延期しております。（2018年11月27日公表）

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）



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
・ 国内外の再生可能エネルギー発電事業への取り組み
・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

・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

◆統合報告書の作成 ＵＲＬ： http://www.hepco.co.jp/corporate/ir/ir_lib/ir_lib-02.html

◆ＥＳＧ・ＣＳＲインデックスの作成 ＵＲＬ： http://www.hepco.co.jp/corporate/esg/index.html

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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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。

http://www.hepco.co.jp/corporate/ir/ir_lib/ir_lib-02.html
http://www.hepco.co.jp/corporate/esg/index.html
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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12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12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、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2019年1月31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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