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■2018年度 経営の状況

 泊発電所の長期停止に加え、電力自由化に伴う販売電力量の減少など、厳
しい経営環境が続きました。また、地震の影響から北海道全域にわたる停
電が発生し、お客さまには大変なご不便をおかけしました。

 電力の安定供給の確保に努めるとともに、｢2018～2020年度3ヵ年の利益
について、平均で小売全面自由化後の実績(2016～2017年度平均：160
億円程度)を上回る水準を目指す｣との経営目標を掲げ、経営基盤の強化に
取り組んできました。

安定供給の確保

• 大規模停電を踏まえた対策「ア
クションプラン」の策定・実施

• 石狩湾新港発電所1号機の運
転開始

• 新北本連系設備の運用開始

優先株式の置換え

法的分離への準備

＜2018年度までに進めた主な取り組み＞

費
用
低
減

• 経営基盤強化推進委員会の下での取り組み
• グループ３社の配電事業を北海電気工事㈱へ統合
• カイゼン活動の導入

収
入
拡
大

競争への
対応

• 新料金メニューの提供
• 「ほくでんエネモール」や「エネモLIFE」など新サービスの
提供

事業領域
の拡大

• トータルエネルギーソリューションの展開
• LNG供給事業の開始
• 首都圏での電力販売

経営基盤強化の取組み
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■2018年度 決算概要

 売上高
契約切り替えの影響や北海道胆振東部地震の発生などによる販

売電力量の減少はありましたが、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、売上高は増加。

 経常利益
地震に伴う石油火力発電所の焚き増しなどはありましたが、豊

水による影響に加え、経営基盤強化推進委員会のもとで更なる効
率化・コストダウンの成果の上積みなどにより費用の増加を抑制
したことから、経常利益は増加。

 特別損失
北海道胆振東部地震の復旧に要した費用等40億円を特別損失に計上。

連結経常利益は、前年度に比べ107億円増加の301億円

単独経常利益は、前年度に比べ130億円増加の262億円

連結、単独とも増収増益
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■2019年度 経営計画の概要

 泊発電所の再稼働前においても安定して利益を生み出し、財務基盤
の強化を図るとともに、さらなる成長を遂げていく。

お客さまが必要とする
価値を提供

グループ各社の得
意分野や、AI・IoT
など新技術の活用

様々なサービスの
総合提案

「ほくでんブランド」の
創造・活用

【成長に向けた戦略】電力市場の成熟

小売自由化による
競争激化

「電気＋ソリューショ
ン」営業のニーズの

高まり

AI・IoTなどの技術
革新

北海道外・海外への事業拡大

温暖化対策・再エネ
拡大の要請

再エネ事業のさらなる展開

新技術を活用した

新たな収益源の確保

電力小売の営業強化、競争力向上

電力・ガス＋αのトータルエネルギー

ソリューションの展開 道内ガス供給
LNG供給を早期に1万t
都市ガス事業参入の検討

首都圏小売
2021年度10万kW

再エネ開発
国内外で積極的に開発

道内電力小売
営業活動による収益拡大

費用低減に向けた取り組み(P.9)

泊発電所の早期再稼働と安全性向上 (P.13)

電力の安定供給に向けた取り組み (P.14～15)

泊発電所の長期停止

大規模停電を踏まえた対応

東日本大震災後の収支悪化

設備の経年化の進展

［
市
場
・
社
会
な
ど
外
部
の
状
況
］

［
当
社
事
業
の
状
況
］

【事業環境の変化】 収入拡大に向けた取り組み (P.6～8,10～12)

経
営
基
盤
の
強
化

[

施
策
の
方
向
性]

［重点的に取り組む項目］
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 2019年度以降の経営目標については、厳しい経営環境下において、経営
基盤強化の取り組みにより収入の拡大と費用の低減を進め、自己資本の
回復や競争力の向上を図っていくことを念頭に、次なるステップとして、
連結ベースで東日本大震災前2ヵ年の実績である経常利益230億円/年を
上回る水準を目指します。

■新たな経営目標
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【新たな経営目標】

230 億円/年以上※1

【昨年度の経営目標】

2018～20年度平均160億円/年以上※2

※2：小売全面自由化後（2016～2017年度平均）を上回る水準

次のステージへ

340
(見通し)

ステップアップ

※1：東日本大震災前（2009～2010年度平均）を上回る水準

東日本大震災前 2016年4月以降 小売全面自由化
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高
圧
・
特
別
高
圧

低
圧

■収入拡大に向けた取り組み－販売戦略の展開

都市ガス小売参入検討

セット販売料金メニュー
ラインナップ充実

「エネとく動力プラン」
アライアンス

収
入
拡
大

首都圏販売

エネルギー
ソリューション

個別料金提案 ＥＳＰ､ＢＣＰ 等

環境価値の提供
「カーボンFプラン」

商品やサービスの多様化 付加価値の拡充

6

新たな「ほくでんブランド」の創出

会員制Webサービス
「ほくでんエネモール」

アカウント営業の強化

販売体系の多様化

対面営業強化

• 商品やサービスの多様化、付加価値の拡充
• 新たな「ほくでんブランド」の創出
• 販売促進活動の強化



■収入拡大に向けた取り組み－高圧・特別高圧分野

○お客さまに応じたオーダー
メイドの提案活動に注力

○省エネ診断、ＺＥＢへの
取り組み

○新たなメニューのご提供

契約切替の状況（高圧・特別高圧）

他社への
契約切替

2016 2017

当社との
契約

（kW）

2018

「他社への切替進展に歯止め」

アカウント対応強化やエネルギーソリューションによる関係強化などに努め

｢攻め｣の販売活動により、この勢いを継続する

当社シェア
回復を実現

ＮＥＷ ！
CO2排出量ゼロの料金メニュー

カーボンＦプラン

2019（年度）
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■収入拡大に向けた取り組み－低圧分野

ほくでんスマートライフ
プロジェクト「エネモLIFE」

• AIやIoTを活用した省エネ、安心・
快適な暮らしの提供。

会員制Webサービス
「ほくでんエネモール」

• ポイント交換先を充実、
会員数12万件を突破

・対面営業とＰＲ・広報戦略の強化

・魅力的な電気料金メニューやサービスの提供

・アライアンス強化、都市ガス小売参入・電気小売とのセット販売

豊富な料金メニューのご提供

暮らしに役立つサービスのご提供

毎月の電気料金
14,000円以上
(400kWh以上)
のお客さま

エネとくLプラン

毎月の電気料金
8,000円以上

(250～400kWh)
のお客さま

エネとくMプラン

Web料金
サービスをご利用
いただける
お客さま

Web・eプラス

エアコンをお持ちのお客さま※

エネとくシーズンプラス

スマート電化住宅

ｅタイム３プラス

快適な暮らし
「スマート電化」のご提案

• ヒートポンプ機器、IHクッキングヒーター等、
省エネ・快適な暮らしの提案。

ＮＥＷ！
2019年7月～
動力を使用する
お客さま

エネとく動力プラン

※5/1～8/31で
エアコンキャンペーン開催
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アライアンス強化、都市ガス小売参入と電気小売とのセット販売

アライアンス強化

• 幅広い商材やサービスを補完できる事業者との提携
により、多様な提案内容を提供するなど、お客さまとの
接点を強化

都市ガス小売参入とセット販売

• ガス卸活性化策を活用し、都市ガス小売事業へ
参入検討

• 電力小売とのセット販売を検討



対象
領域

抜本的な効率化・コスト低減 収入拡大

業務や仕様の見直しによる単価・量の低減
資機材調達

(調達検討委員会)
小売事業・
小売事業以外

主な
取り
組み

・点検周期見直しや委託仕様・調達品の
スペックの見直しなど抜本的なコスト低減
・基本的な業務・仕様の見直し手法としての
「カイゼン活動」の導入
・業務効率化による本社要員5,000名体制
の構築

・全社的な資材調達
方針の検討
・大型個別案件に関
する調達方法検討

・電力小売にお
ける販売戦略
の立案、具体
方策の展開
・再生可能エネ
ルギー発電事
業や新規事業
等の検討

■費用低減に向けた取り組み

・ 経営基盤強化推進委員会（委員長：社長）を中心とした推進
・ これまでのルールや発想にとらわれない抜本的なコスト低減・収入拡大策の検討、実施
・ 横断的な検討が必要な課題への対応(グループ各社の事業の選択と集中・人員配置最適化等)

抜本的な効率化・コスト低減
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■事業領域の拡大

【グループの強み】
技術力、提案力

多様な設備
顧客基盤・ブランド

総合エネルギー企業として成長

ガス供給事業

首都圏での電力販売

再生可能エネルギー発電事業

トータルエネルギーソリューション

新技術導入に向けた研究開発

成長分野への進出と地域・お
客さまの課題解決に向け、既
存事業における強みと組み合
わせ、新たな事業を展開

当社の強みを活かし、積極的な事業
領域拡大を図るとともに、相乗効果
により収益の最大化を目指す

さらなる取り組み
・道外、海外への事業エリアの拡大

・地域創生に資する事業領域の拡大

10
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ガス供給事業

 アライアンス先との業務提携のもと、当面の目標である販売量年間1万tの早期
達成を目指し、LNG販売活動を進めていきます。

 次のステージとして、ガス導管を通じた都市ガス小売について、早期参入に向
けた検討を深めていきます。

■事業領域の拡大

再生可能エネルギー発電事業

 再生可能エネルギーの導入拡大に向けて、他企業とも協業しながら、国内外問
わず積極的に展開していきます。

＜取り組み例＞
（洋上風力）道内風況調査および個別事業案件の具体的検討
（海外事業）投資・参画対象となる具体案件の評価・事業性検討

首都圏での電力販売

 2021年度に契約電力10万kWの獲得を目指し、積極的に展開していきます。

 低圧家庭用市場への参入を検討中です。

 福島天然ガス発電所の供給力(2020年運開、当社持分：約10万kW)を活用し、
さらなる収益拡大を図っていきます。
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■事業領域の拡大

成長に向けた研究開発、地域に寄り添った技術の提供

 新たな電力システムやサービスモデルの構築に向けた研究開発を進め、安定供
給と費用低減、新規事業につなげていきます。

＜研究開発例＞

【新たな時代の安定供給】
・電力の安定供給と費用低減に向けたドローンを活用した送電線保守業務支援
・気象条件により変動する太陽光発電を供給力として有効活用するため、気象データなどに基づく発電量の

予測手法の開発と予測精度向上に加え、発電量予測手法と精度を競うコンテストを実施

【事業領域の拡大・地域貢献】
・配電設備位置情報（緯度・経度等）の提供サービス
・当社が持つ光利用に関する知見を活用した、じゃがいも緑化防止用照明装置（ポテライト）の開発、販売
・お客さまニーズを積極的に取り入れ、防災や一次産業の活性化に貢献できる北海道らしい新たなドローン

活用サービスに向けたモニター実証の実施

【地域社会との協働・共生】
・地方の少子高齢化・過疎化による交通インフラの衰退に対する、再エネ・ＥＶ・ブロックチェーン技術を

用いた次世代地域交通の確立、地域活性化およびエコ社会の実現を目指すプロジェクトへの参画

トータルエネルギーソリューション

 ほくでんグループ各社が持つスキルやノウハウを結集し、省エネや省CO2など
のお客さまのご要望にお応えできるよう、トータルエネルギーソリューション
を展開していきます。
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■泊発電所の早期再稼働に向けた取り組み

 今後新たに追加調査を実施し、得られたデータに基づき詳細な検討を行い、

できるだけ早く検討結果をとりまとめ、審査会合で説明したいと考えております。

至近の審査状況

2019年 2月22日 2019年 4月26日

・敷地内断層の活動性評価に関する
検討結果を説明しました。

・Ｆ－１断層について、現有データ
では断層の活動性を否定できてい
ないなどの指摘をいただきました。

・2月22日の審査会合でいただいた指摘内容を
認めた上で、新たに追加調査を実施し、
得られたデータに基づき詳細な検討を行う
考えであることなどを説明しました。

今後の当社の対応
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■電源の競争力向上と安定供給の確保

発電方式 出 力 営業運転開始（予定）

ガスタービン
コンバインドサイクル
発電方式

１号機５６.９４万kW
２号機５６.９４万kW
３号機５６.９４万kW
合計１７０.８２万kW

１号機２０１９年 ２月
２号機２０２６年１２月
３号機２０３０年１２月

＜石狩湾新港発電所の特徴＞

 当面、ベースに近い運用が想定され、石油火力から経済性に優れるＬＮＧ火力への燃料転換メ
リットが発生。

 発電効率が高く（世界最高レベルの約６２％）、環境特性に優れたガスコンバインドサイクル方
式の火力発電所として、既設火力発電所の経年化対策と燃料種の多様化・電源の分散化に対応。

新設：石狩湾新港発電所（ＬＮＧ火力） 2019年2月27日営業運転開始

高い発電効率 優れた環境特性 優れた運用性

増強：新北本連系設備 2019年3月28日運転開始

 発電所の緊急停止リスクへのより確実な対応など、北海道エリア
の安定供給を確保。

 道内での再エネ導入拡大や電力取引の活性化への寄与も期待。

＜設備概要＞
・送電容量：30万kW、送電電圧：250kV（直流）
・送電亘長：122km（うち地中ケーブル24km）

北斗変換所

今別変換所

新ルート
30万kW

青函トンネル

既設ルート
60万kW

※電源開発㈱
所有

＜ルート図＞
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○運用上の対策
○設備形成上の対策

当面の再発防止策

○「緊急時のUFRによる負荷遮断量の追加
○「ブラックスタートに関する対策」

中長期対策

○第1回確認委員会開催(2019年4月16日)。「当面の再発防止策」はすべて実施済み、2019年3月まで
に完了予定のものも概ね完了済み。今後は四半期ごとに開催し、進捗状況を確認。

◆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。

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」 最終報告（2018年12月21日公表）

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）

北本の更なる増強等の検討 ほか
・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、今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

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

→ 検討事項毎に今春までに議決し、一定の結論を出す予定。

■北海道胆振東部地震に伴う大停電を踏まえた対応

【参考】
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■2019年度 業績見通し

 販売電力量
高圧供給の検針日変更影響に加え、前年の高気温による暖房需要減少や

地震に伴う影響の反動などにより、前年度に比べ5.1％程度増加する見通し。

 売上高
燃料価格の低下による燃料費調整制度の影響などはありますが、上記の

販売電力量の増加などにより、売上高は180億円程度増加する見通し。

 経常利益
経営全般にわたる効率化・コスト低減の取り組みを継続する中、販売電

力量の増加や償却方法変更などはありますが、設備経年化への対応などに
よる修繕費の増加や前年の豊水の反動に加え、法的分離や収入拡大のため
の基盤整備費用の支出などにより、経常利益は40億円程度の増加となる見
通し。

連結経常利益は、340億円程度

単独経常利益は、300億円程度

連結、単独とも増収増益の見通し

16



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（実績）
［優先株式：470株］

－ 10円 10円 －
3,000
千円

3,000
千円

2020年３月期（予想）
［優先株式：470株］

5円 5円 10円
1,500
千円

1,500
千円

3,000
千円

［配当の内容］

 普通株式については、１株あたり10円、優先株式の配当については定款の

定めに従い実施いたします。

2018年度 期末配当

2019年度 配当予想

■配 当

 2019年度の中間・期末配当金につきましては、それぞれ1株あたり5円、年間

では10円の配当を予定しております。

17



■その他参考資料

・販売活動について ・・・ １９

・成長に向けた研究開発、地域に寄り添った技術の提供 ・・・ ２０

・泊発電所の早期再稼働に向けた取り組み ・・・ ２２

・電源開発計画 ・・・ ２４

・環境に関する取り組み･ESGに配慮した事業運営 ・・・ ２５

・法的分離への対応と組織見直し ・・・ ２８

・グループの配電事業の再編 ・・・ ２９
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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。

アライアンスの種類（相手先業種例） 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
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）

■成長に向けた研究開発、地域に寄り添った技術の提供

配電設備位置情報の提供サービス
じゃがいも緑化防止用照明装置

「ポテライト」

 当社は、電気事業に関わる取り組みに加え、エネルギーや環境分野を中心
とする研究開発を行っており、地域産業の活性化や環境保全などに幅広く
活用する取り組みを進めています。

 当社の電柱の位置情報（緯度・経度等）を
ご提供するサービスです。

電柱設備に固有の管理番号を
設置し、位置情報を管理

・固有番号
53画07区64図04番25の64号

・緯度
43.056716 (日本測地系）

・経度
141.431587（日本測地系）

全道くまなく設置 → 電柱約170万本

【活用事例】
・通報者の位置を特定するロードサービスなど

の緊急対応
・当社の電柱に街路灯や防犯カメラ、通信ケー

ブルなどを設置している事業者の設備管理
など

 明るさを確保するための照明用のLEDに、
緑化防止用のLEDを組み合わせた装置です。

【装置導入による成果】

・照明下においても、じゃがいもの緑化、萌芽を防止。
・従来の暗所下から、庫内作業環境が大幅に改善
され、作業時間も短縮。

→緑化が進展

【白色蛍光灯】 【本装置を使用】

→品質を維持

緑化防止用照明装置

当社が持つ光利用に関する知見を活用し、
道内企業のご協力を得て開発

道内外の農協や農業生産法人向けに販売
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■成長に向けた研究開発、地域に寄り添った技術の提供

ドローン活用サービス 新たな移送手段、地域活性化、
エコ社会の実現を目指すプロジェクト

 ドローンで撮影した空撮画像から、測量
データの作成や保管、各種計測（距離、面
積、体積など）が行えるクラウドサービス
をお試しいただいております。

【想定される活用例】
＜防災関係＞
・迅速かつ定量的な現場状況把握
・地形データを活用した復興計画策定
＜農業、酪農、林業関係＞
・広いエリアの水平状態や陥没、起伏等の確認

 地方での交通インフラの衰退と地域経済の
衰退という課題に対し、新たな移送手段・
地域活性化・エコ社会の実現を目指すプロ
ジェクトに参画しています。

プロジェクトでは、2019 年夏に北海道檜山
郡厚沢部町での実証実験を予定しており、それ
に続く事業展開を推進していきます。
（2019.2.26 株式会社INDETAILおよびTIS 株
式会社よりプレスリリース）
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ドローン空撮データ

いつでもPC上で距離、
面積などの情報を

任意に計測・確認可能

お客さま

短時間かつ自動的に画像データを作成・保管

※高低差などによって発生する位置ズレを修正した画像

災害に備えて
事前に地形を
把握したい

農地が平らに
整備されているか
確認したい

クラウド内

オルソ画像※ 等高線 三次元



 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。

 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。

適合性審査における主要な課題への対応

■泊発電所の早期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

22



 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

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。

■泊発電所の早期再稼働に向けた取り組み
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発電所 出力(万kW) 着工※１ 運転開始／
休止・廃止

工事中 京極3号機(揚水式水力) 20 2001年9月 2029年度以降※2

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) 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※3

(廃止)

上岩松1号機(水力) △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30年度供給計画」(以下「前回計画」)に計上した「2028年度以降」から「2029年度
以降」に繰り延べています。

※3 廃止時期を前回計画に計上した「2019年2月」から「未定」に変更しています（2018年11月27日お知らせ
済み）｡

■電源開発計画

（2019年2月27日公表）
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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
・2018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28％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

■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：https://www.hepco.co.jp/corporate/ir/ir_lib/ir_lib-02.html

◆ＥＳＧ・ＣＳＲインデックスの作成 ＵＲＬ：https://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

 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。
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風力発電･太陽光発電の導入拡大に向けた取り組み

 2018年度末時点の北海道内の系統への再エネ連系量は約388万kW。このうち風力と太陽光の連
系量合計は約197万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年度末時点での当社への風力･太陽光の接続申込量の合計は、年平均電力の約1.2倍のレベ
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、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。

（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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（ ）内は2019年3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（Ⅱ期）を含まない。

2018



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
所の早期再稼働など、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。

（※） 自社電源の送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)」には揚水分を含
めていない。また、他社購入分の水
力のうち水力（3万kW以上）と水力
（3万kW未満）の内訳が不明なもの
を含む。

※「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（速報値）

■環境に関する取り組み･ESGに配慮した事業運営

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
（2018年度実績は集計中）

*2自社で発電した再エネ電
気および再エネ発電事業
者から調達した電気：

28％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2017年度のCO2排出係数(調整後)は0.678kg-CO2/kWh(2018年度実績は現在集計中)。

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）

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
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 2020年4月の法的分離にあたっては、送配電事業の中立性確保や安定供
給の維持を大前提に、総合力の発揮と効率性を重視し、発電・小売事業を
配置する「事業持株会社」および「送配電会社」の2社体制に再編。

 2019年4月には一般送配電事業の分社化に向けた準備を円滑に進めるため
の分割準備会社(北海道電力送配電事業分割準備株式会社)を設立。会社分割
は、2020年4月に当社の一般送配電事業等を分割準備会社に承継させる吸
収分割により実施。

■法的分離への対応と組織見直し

【2020年4月1日】

社名(商号)変更

現在

・発電事業
・小売電気事業 等

・一般送配電事業 等
(送配電カンパニー)

北海道電力
株式会社

北海道電力送配電事業分割準備
株式会社※ (2019年4月1日設立)

分社化後

・発電事業
・小売電気事業 等

北海道電力
株式会社

北海道電力
ネットワーク
株式会社

・一般送配電事業 等

※分割準備会社は、送配電会社に必要な
許認可等の一部について申請・届出等の
事前準備を実施

一般送配電事業等に
係る資産・負債、その他
権利・義務を承継

分社化のイメージ
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 2019年４月１日、ほくでんグループの配電事業を北海電気工事株式会社
へ統合し、効率的かつ最適な業務運営体制のもと、グループの競争力向上
を目指します。

＜グループの配電事業統合(2019年4月1日）の概要＞

■グループの配電事業の再編

・配電設備の設計・施工の
一体的業務運営
・電力量計の取付工事や点
検作業の全道最適化
・スマートメーターの活用によ
る新規事業領域の拡大

北海電気工事

配電事業
（配電設備の施工・管理業務）

送変電関連
通信関連

北海道計器工業

配電事業
（電力量計の製造・販売・修理業務）

・ 北海電気工事は既存の事業に
加え, 2社から移管された配電
事業を担います。 ・ ほくでんサービスは引き続き電気料金関連・省エネ

関連事業等を担います。

吸収合併

会社分割

ほくでんサービス

配電事業
（配電設備の調査・設計・保守業務）

電気料金関連(検針・料金請求業務)
省エネ関連
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■ 決 算

■ 2018年度 決算概要
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■2018年度決算概要 目次
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■経営成績・財政状態

連 結 単 独

当年度

(A)

前年度

(B)

増 減

(A)-(B)

前年比%

(A)/(B)

当年度

(C)

前年度

(D)

増 減

(C)-(D)

前年比%

(C)/(D)

売 上 高 7,522 7,330 191 102.6 7,212 7,031 180 102.6

営 業 利 益 422 337 84 125.2 370 273 96 135.5

経 常 利 益 301 194 107 155.4 262 132 130 199.1

当 期 純 利 益 223 165 58 135.1 202 131 71 154.3

1株当たり当期純利益 101円93銭 71円84銭 30円09銭 91円59銭 55円10銭 36円49銭

（単位：億円）

連 結 単 独

当年度末

(A)

前年度末

(B)

増 減

(A)-(B)

当年度末

(C)

前年度末

(D)

増 減

(C)-(D)

総 資 産 19,549 19,159 390 18,867 18,542 325

純 資 産 2,284 2,129 154 1,851 1,702 148

自己資本比率 11.1％ 10.5％ 0.6％ 9.8％ 9.2％ 0.6％

経営成績（累計）

財政状態 （単位：億円）
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■連結決算の概要

売上高
（増収）

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はありましたが、

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、

前年度に比べ191億円増加の7,522億円となりました。

経常利益
（増益）

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はありましたが、

豊水による水力発電量の増加に加え、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の上積みなどにより

費用の増加を抑制したことから、

前年度に比べ107億円増加の301億円となりました。

親会社株主に
帰属する
当期純利益

平成３０年北海道胆振東部地震による苫東厚真発電所や送配電設備の復旧に要した費用等

40億円を特別損失に計上したことなどにより、223億円となりました。
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■2019年度 業績見通し

（単位：億円，億kWh）

2019年度

見通し (A)
2018年度
実績 (B)

増減
(A)-(B)

連

結

売 上 高 7,700程度 7,522 180程度

営 業 利 益 450程度 422 30程度

経 常 利 益 340程度 301 40程度

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

280程度 223 60程度

単

独

売 上 高 7,360程度 7,212 150程度

営 業 利 益 400程度 370 30程度

経 常 利 益 300程度 262 40程度

当 期 純 利 益 260程度 202 60程度

【主要諸元】

為 替 レ ー ト （ 円 / $ ） 110程度 111 △1程度

原 油 C I F 価 格 （$ / b l ） 65.0程度 72.1 △7程度

（ 対 前 期 増 減 率 ）

販 売 電 力 量
（5.1％程度）

239億程度 228 11程度

石狩湾新港発電所1号機や新北海道本州間連系設備の運転開始に伴い供給力の安定性がより一層高まり、発

電所の稼働状況を想定して、燃料費などの費用を合理的に算定することが可能となったことから、泊発電所を年度内

停止として、業績予想を算定し公表いたします。
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■2019年度 連結業績見通しの概要

【高圧検針日の変更について】

一般送配電事業の分社化に備え、2020年2月以降、高圧供給の一部契約につきまして検針日を変更いたします。これに

伴い、変更となる月の販売電力量が増加し、売上高についても増加いたします。

【減価償却方法の変更について】
設備の利用実態の状況変化を踏まえ、2019年度より有形固定資産の減価償却方法を定率法から定額法へ変更する
ことといたしました。

販売電力量

高圧供給の一部契約における検針日および計上月変更の影響に加え、

前年の春先および10月から11月の高気温による暖房需要減少や平成30年北海道胆振東部

地震に伴う節電等の影響の反動などにより、

前年度に比べ5.1％程度増加する見通しです。

売上高

（増収）

燃料価格の低下による燃料費調整制度の影響などはありますが、

上記の販売電力量の増加などにより、

前年度に比べ180億円程度増加の7,700億円程度となる見通しです。

経常利益

（増益）

経営基盤強化推進委員会のもと経営全般にわたる効率化・コスト低減の取り組みを継続する中､

販売電力量の増加や償却方法変更などによる減価償却費の減少などはありますが、

安定供給に万全を期すための設備経年化への対応などによる修繕費の増加や前年の豊水の

反動に伴う水力発電量の減少に加え、法的分離や収入拡大のための基盤整備費用の支出

などもあり、

前年度に比べ40億円程度増加の340億円程度となる見通しです。
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・当社普通株式 → 前年度に比べ5円増配し、1株につき金10円 （総額 2,055百万円）

・当社B種優先株式 → 1株につき金3,000,000円 （総額 1,410百万円）

■配当（2018年度期末配当）

期末配当金につきましては、2018年度の業績や財務状況および今後の経営環境などを総合的に勘案し、本日開

催の取締役会において、 以下のとおり2019年6月26日開催予定の第95回定時株主総会に付議することを

決議いたしました。

2018年度 期末配当
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■配当（2019年度配当予想）

2019年度の中間・期末配当予想につきましては、中長期的な経営環境や収支状況などを総合的に勘

案し、以下のとおりといたします。

2019年度 配当予想

普通株式 Ｂ種優先株式

中間 期末 年間 中間 期末 年間

2018年度
（実績）

－ 10円 10円 － 3,000,000円 3,000,000円

2019年度
（予想）

5円 5円 10円 1,500,000円 1,500,000円 3,000,000円

【2019年度 配当予想（1株あたり配当金）】
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■参考資料

連結決算
・収支比較表
・連結対象会社

単独決算
・販売電力量
・供給電力量
・収支比較表（収益）
・ 〃 （費用・利益）
・平成30年北海道胆振東部地震による当社収支への影響
・経常利益の変動要因（対前年度比較）

業績見通し
・経常利益の変動要因（単独決算）
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■連結決算－収支比較表

（単位：億円）

当年度
(A)

前年度
(B)

増 減
(A)-(B)

前年比％
(A)/(B)

経
常
収
益

営業収益（売上高） 7,522 7,330 191 102.6

電気事業営業収益 7,196 7,015 181 102.6

その他事業営業収益 325 315 10 103.4

営業外収益 23 22 1 106.8

合 計 7,546 7,352 193 102.6

経
常
費
用

営業費用 7,100 6,993 106 101.5

電気事業営業費用 6,812 6,718 93 101.4

その他事業営業費用 288 274 13 104.8

営業外費用 144 165 △21 87.2

合 計 7,244 7,158 85 101.2

[営 業 利 益]
経 常 利 益

[422]
301

[337]
194

[84]
107

[125.2]
155.4

渇水準備金引当又は取崩し(△) 12 △9 22 －

特 別 損 失 40 － 40 －

税金等調整前当期純利益 248 203 44 122.1

法 人 税 等 20 31 △11 63.1

当 期 純 利 益 228 171 56 133.1

非支配株主に帰属する当期純利益 4 6 △1 78.0

親会社株主に帰属する当期純利益 223 165 58 135.1

（参考） 包括利益 189 159 30 119.1
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■連結決算－連結対象会社

連 結 子 会 社 持 分 法 適 用 会 社

北海電気工事㈱ 北海道計器工業㈱

北電興業㈱ 北海道パワーエンジニアリング㈱

苫東コールセンター㈱ ほくでんエコエナジー㈱

ほくでんサービス㈱ 北海道総合通信網㈱

ほくでん情報テクノロジー㈱

北電総合設計㈱

㈱ほくでんアソシエ

石狩LNG桟橋㈱※

※石狩LNG桟橋㈱は、2018年４月2日に設立したことに伴い、当年度から持分法適用会社に含めています。め
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■単独決算－販売電力量

販売電力量 前年度に比べ８.2％の減少

当年度
(A)

前年度
(B)

増 減
(A)-(B)

前年比％
(A)/(B)

低
圧

電 灯 9,485 10,229 △ 744 92.7

電 力 2,188 2,399 △ 211 91.2

計 11,673 12,628 △ 955 92.4

高圧・特別高圧 11,101 12,178 △ 1,077 91.2

合 計 22,774 24,806 △ 2,032 91.8

（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以降、引き続き無理のない範囲での節電にご協力

をいただいたことに加え、前年の春先および10月から11月の高気温による暖房需要の減少などにより、販売電力量合計では、

８.2％の減少（△2,032百万ｋＷｈ）となりました。
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■単独決算－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、安定供給を維持することができました。

・なお、ＬＮＧを燃料とする石狩湾新港発電所1号機が2019年2月に、また、北海道と本州とを結ぶ新北本連系設備が

同年3月に運転を開始しました。

当年度

(A)

前年度

(B)

増 減

(A)-(B)

前年比%

(A)/(B)

自

社

(出水率)

水 力

(112.6%)

4,083
(94.9%)

3,279
(17.7%)

804 124.5

火 力 19,082 21,029 △ 1,947 90.7

(設備利用率)

原子力

( －)

－
( －)

－
( －)

－ －

新エネルギー等 145 148 △ 3 97.7

計 23,310 24,456 △ 1,146 95.3

融通・他社 2,543 3,517 △ 974 72.3

揚水用 △ 325 △ 239 △ 86 135.6

合 計 25,528 27,734 △ 2,206 92.0
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■単独決算－収支比較表（収益）

（単位：億円）

当年度

(A)

前年度

(B)

増 減

(A)-(B)
主 な 増 減 要 因

売 上 高 7,212 7,031 180 【増加要因】

・燃料価格の上昇による燃料費調整制度の影響

【減少要因】

・契約切り替えや平成30年北海道胆振東部地震の
影響などによる販売電力量の減

電 灯 料 2,676 2,737 △60

電 力 料 2,873 2,951 △77

そ の 他 1,662 1,343 319

営 業 外 収 益 26 21 4

経 常 収 益 7,239 7,053 185
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当年度
(A)

前年度
(B)

増 減
(A)-(B)

主 な 増 減 要 因

人件費 538 531 6 ・退職給付費用の増

燃料費・購入電力料 2,835 2,687 148 【増加要因】

・平成30年北海道胆振東部地震による影響［石油
火力発電所の焚き増しなど］
・燃料価格の上昇

【減少要因】

・水力発電量の増
・経営基盤強化による効率化［創意工夫による工事
工程の見直し］
・販売電力量の減

燃料費 1,459 1,422 37

購入電力料 1,376 1,265 110

修繕費 717 822 △104
・火力発電設備定期検査費用の減

・経営基盤強化による効率化［資機材調達コストの低

減等］

減価償却費 841 776 64 ・石狩湾新港発電所1号機償却費計上

支払利息 118 141 △23 ・金利の低下

その他費用 1,924 1,962 △37 ・経営基盤強化による効率化[情報処理費用の削減]

経 常 費 用 6,976 6,921 54

[営 業 利 益]

経 常 利 益

[370]

262

[273]

132

[ 96]

130

渇水準備金引当/取崩し(△) 12 △9 22

特 別 損 失 40 － 40
・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

税引前当期純利益 209 141 67

法 人 税 等 6 10 △3

当期純利益 202 131 71

■単独決算－収支比較表（費用・利益）
（単位：億円）

44



■単独決算－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）

年間発生額 主 な 内 容

経 常 収 益
（Ａ） △20 ・節電にご協力頂いたこと等による販売電力量の減少 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の焚き増し など

小 計
(Ｃ)＝(Ａ－Ｂ） △65

・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
となどによる販売電力量の減少や、苫東厚真発電所の停止に伴う石油火力発電所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、合計105億円となりました。

○当社単独決算における収支への影響

特 別 損 失
（Ｄ） 40

・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） △105
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■単独決算－経常利益の変動要因（対前年度比較）

2017年度
（実績）

豊水による
燃料費の減少

その他

2018年度
（実績）

+125

△65

132

262

(単位：億円)

経営基盤強化
による効率化

+87

平成30年
北海道胆振東部
地震による影響※

△17

※ 特別損失計上額を除く
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■業績見通し－経常利益の変動要因（単独決算）

2018年度
（実績）

販売電力量の
増加※1

償却方法変更など
による減価償却費

の減少※2

前年豊水の
反動

2019年度
（見通し）

+160

+150

△100

262
300

(単位：億円、億円程度)

修繕費の増加
安定供給確保に向
けた経年化対策など

△90

※1：高圧検針日変更による影響 +120 、 前年気温影響の反動など ＋ 40
※2：減価償却方法変更 ＋260 、

前年度取得設備の償却月数増加による費用増 △110
（償却月数：石狩湾新港発電所1号機 ～ 6ヶ月→12ヶ月、 新北本連系設備 ～ 1ヶ月→12ヶ月）

・法的分離や収入拡大のための
基盤整備費用

・退職給与金の数理計算上の差異
償却増 など

2019年度業績見通し
（対前年度比較）

△80
その他
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■IR補足資料

燃料費と燃料費調整額のタイムラグ影響イメージ

貸借対照表（連結・単独）

連結キャッシュ・フロー

単独決算-収支比較表（収益）

費用項目（単独）
・人件費
・燃料費・購入電力料、主要諸元
・修繕費、減価償却費
・支払利息、その他費用

主要諸元・影響額

販売電力量の月別推移

再生可能エネルギー固定価格買取制度の影響額

セグメント情報

連結包括利益計算書

高圧検針日の変更による影響について
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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

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。

差益

差損

2017年度 差損△70億円程度 2018年度 影響は限定的

差損

差益
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■貸借対照表（連結・単独）

（単位：億円）

当年度末

(A)

前年度末

(B)

増 減

(A)-(B)
主な増減要因（単独）

資 産
連結 19,549 19,159 390

・現金及び預金の減（△440）
・減価償却による電気事業固定資産の減（△841）
・設備投資（1,282）
・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 18,867 18,542 325

負 債
連結 17,265 17,029 236

・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 17,016 16,840 176

純資産
連結 2,168 2,014 154

・当期純利益の計上（202）

・配当金の支払い（△28）
単独 1,851 1,702 148

当年度末

(A)

前年度末

(B)

増 減

(A)-(B)

有利子負債
残高

連結 14,007 14,268 △260

単独 13,998 14,295 △297

自己資本

比率

連結 11.1 10.5 0.6

単独 9.8 9.2 0.6

（単位：億円、％）

※連結の純資産額は非支配株主持分を除く。

※「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年2月16日）等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、
前連結会計年度に係る総資産については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値としております。
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当年度
(A)

前年度
(B)

増 減
(A)-(B)

営業活動CF 1,138 1,070 67

税金等調整前当期純利益 248 203 44

減価償却費 901 837 64

受取手形及び売掛金の増減額 △89 △105 16

未払消費税等の増減額 △25 97 △123

投資活動CF △1,269 △1,453 184

固定資産取得による支出 △1,285 △1,526 241

差引CF △131 △383 251

財務活動CF △312 663 △975

有利子負債増減 △260 708 △969

株式の発行による収入 467 － 467

自己株式の取得による支出 △476 △0 △475

現金及び現金同等物の増減額 △443 280 △724

（単位：億円）

■連結キャッシュ・フロー
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■単独決算－収支比較表（収益）

（単位：億円）

当年度

(A)

前年度

(B)

増 減

(A)-(B)
主 な 増 減 要 因

売 上 高 7,212 7,031 180 【増加要因】

・燃料価格の上昇による燃料費調整制度の影響（338）

【減少要因】

・平成30年北海道胆振東部地震による影響（△20）

・契約切り替え等による販売電力量の減（△173）

電 灯 料 2,676 2,737 △60

電 力 料 2,873 2,951 △77

そ の 他 1,662 1,343 319

営 業 外 収 益 26 21 4

経 常 収 益 7,239 7,053 185
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当年度
(A)

前年度
(B)

増 減
(A)-(B)

主な増減要因

人 件 費 538 531 6 ・退職給付費用の増 など

人件費 （単位：億円）

（単位：億円）【数理計算上の差異】

発生額
前年度
償却額

当年度（2018年度）

償却額 未償却残
終了年度
（残存年数)

2012年度発生分 △89 △18 － － －

2013年度発生分 △128 △26 △26 － －

2014年度発生分 69 14 14 14 2019年度（1年）

2015年度発生分 50 10 10 20 2020年度（2年）

2016年度発生分 14 3 3 8 2021年度（3年）

2017年度発生分 △6 － △1 △5 2022年度（4年）

2018年度発生分 14 － － 14 2023年度（5年）

合計 △17 △0 52

*発生年度の翌年度から５年均等償却

■費用項目（単独）

53



燃料費・購入電力料
（単位：億円）

当年度
(A)

前年度
(B)

増 減
(A)-(B)

主な増減要因

燃料費・購入電力料 2,835 2,687 148
・水力発電量の増（△125）

・経営基盤強化による効率化（△17）

［創意工夫による工事工程の見直し］
・平成30年北海道胆振東部地震による影響（45）
［石油火力発電所の焚き増しなど］
・燃料価格の上昇（273）

・販売電力量の減（△140）
［平成30年北海道胆振東部地震による影響を除く]
・その他 （112）
［卸電力取引販売増による焚き増し など]

内 訳

燃料費 1,459 1,422 37

購入電力料 1,376 1,265 110

【主要諸元】
当年度

(A)
前年度

(B)
増 減

(A)-(B)

為替レート（円/$） 111 111 0

原油 CIF価格（$/bl） 72.1 57.0 15.1

海外炭CIF価格（$/t） 120.5 102.7 17.8

■費用項目（単独）
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修繕費
（単位：億円）

当年度
(A)

前年度
(B)

増 減
(A)-(B)

主な増減要因

修繕費 717 822 △104
・火力発電所定期検査費用の減（△50）

・経営基盤強化による効率化（△45）

［資機材調達コストの低減等］

内 訳

電 源 346 417 △71

流 通 355 385 △30

その他 16 18 △2

当年度
(A)

前年度
(B)

増 減
(A)-(B)

主な増減要因

減価償却費 841 776 64 ・石狩湾新港発電所1号機新設（73）

・新北本連系設備新設（5）

内 訳

電 源 496 438 58

流 通 296 291 5

その他 48 47 1

減価償却費 （単位：億円）

■費用項目（単独）

55



支払利息 （単位：億円）

（単位：億円）
その他費用

当年度
(A)

前年度
(B)

増 減
(A)-(B)

主な増減要因

その他費用 1,924 1,962 △37
・経営基盤強化による効率化（△25）

［情報処理費用の削減］

当年度
(A)

前年度
(B)

増 減
(A)-(B)

主な増減要因

（期中平均金利 ％）

支払利息

(0.84)

118

(0.99)

141

(△0.15)

△23
・金利の低下（△23）

■費用項目（単独）
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当年度
(A)

前年度
(B)

増 減
(A)-(B)

為替レート（円/$） 111 111 0
原油CIF価格（$/bl） 72.1 57.0 15.1

出水率（%） 112.6 94.9 17.7

主要諸元

影響額

当年度
(A)

前年度
(B)

増 減
(A)-(B)

為替レート（1円/$） 11 12 △1
原油CIF価格（1$/bl） 11 12 △1

出水率（1%） 4 4 0

（単位：億円）

■主要諸元・影響額
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2019年3月期

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

低圧

電灯 839 831 626 680 692 643 625 766 852 1,085 979 867 9,485

電力 196 134 92 98 111 93 94 123 224 391 370 262 2,188

計 1,035 965 718 778 803 736 719 889 1,076 1,476 1,349 1,129 11,673

高圧･
特別高圧

1,019 910 885 879 935 870 830 876 908 1,008 1,007 974 11,101

（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

(△8.0)

2,484

(△2.3)

2,355

(△10.7)

2,104

(△8.2)

22,774

（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 １月 ２月 ３月 合計

低圧

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

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

計 1,128 994 768 826 845 805 841 978 1,218 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 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 2,701 2,410 2,356 24,806

■販売電力量の月別推移

（単位：℃）

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

平均気温
(2018年～

2019年)

実 績 1.9 7.3 12.4 15.7 20.4 20.3 18.0 12.5 6.0 △1.4 △3.8 △3.3 1.7

前年差 1.1 0.5 △0.9 0.6 △1.6 △0.3 1.0 1.9 1.9 0.9 △0.7 1.4 △0.2

平年差 1.8 1.1 1.0 0.0 1.0 △0.9 0.6 1.3 1.5 0.0 0.5 0.4 1.6
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再生可能エネルギー
発電事業者様

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 593 ② 再エネ特措法納付金 593

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 625 ④ 購入電力料 917

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年度実績〕 （単位：億円）

① ②

③④

■再生可能エネルギー固定価格買取制度の影響額
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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

当年度(A) 7,207 1,225 8,433 △911 7,522

前年度(B) 7,026 1,282 8,309 △979 7,330

増減(A)-(B) 181 △57 123 67 191

セグメント利益

当年度(C) 375 44 419 2 422

前年度(D) 274 56 330 6 337

増減(C)-(D) 101 △11 89 △4 84

（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

■決算－セグメント情報
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（単位：億円）

当年度

(A)

前年度

(B)

増 減

(A)-(B)

当期純利益 228 171 56

その他の包括利益 △38 △12 △26

その他有価証券評価差額金 △20 △10 △10

退職給付に係る調整額 △18 △1 △16

包 括 利 益 189 159 30

親会社株主に係る包括利益 188 153 35

非支配株主に係る包括利益 0 5 △4

連結包括利益計算書

■決算－連結包括利益計算書
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62

■高圧検針日の変更による影響について

送配電部門分社化に関連し、2020年2月以降、電力契約標準約款（高圧）
の小売料金と託送供給等約款の託送料金の検針日および収益計上月を一致
させるため、高圧受電契約（小売料金）の検針日を変更。

上記変更に伴う2019年度の影響は、売上高が120億円程度（販売電力量6
億kWh程度）の増加。
なお、キャッシュ・フローへの影響はない。

＜検針日変更イメージ（検針日が３日から１日へ変更となるケース）＞

４月 1月 2月 3月 （４月）

（3/3～4/2） （12/3～1/2） （1/3～2/2） （2/3～3/2） （3/3～4/2）

4/3 12/3

【2018年度】

収益計上月

（使用期間）

3/3 1/3 2/3

2018年度計上

４月 1月 ２月 3月

（3/3～4/2） （12/3～1/2） （1/3～1/31） （2/1～2/29） （3/1～3/31）

4/3 1/3

【2019年度】

（使用期間）

3/3 2/1 3/1

2019年度計上

検針日

収益計上月

検針日

3/3

12/3 4/1

※2020年度以降は、4月1日から3月31日までの計上

2019年度計上

４月

4/3



本資料は2019年5月10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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