
電力の安定供給に全力を尽くします。
並行して、将来に向けた持続的な価値創造に
取り組み、中期経営計画2025の実現を目指します。

昨年来の燃料価格の高騰を契機に、電力の安定供給面で様々な課題が顕在化しているなかで、
2022年度の事業運営にどのような方針のもとで取り組んでいくのか、お聞かせください。Q

A 四国エリアにおいて電力の安定供給を継続できるように、化石燃料の安定調達や電源の安定運転・
トラブルの未然防止等に全力を尽くすとともに、供給コストに見合う収入の確保に努めてまいります。

　2022年度の優先課題は、足元の電力の安定供給と燃料
価格高騰による影響の緩和を図ることです。
　電力の安定供給対策として、化石燃料については、安定
確保を最優先に調達を実施しており、調達先のさらなる分
散化や早めの配船手配、高在庫運用などのリスクマネジメ
ントを強化しています。
　電源設備については、基幹電源である伊方原子力発電
所３号機の安定運転はもちろんのこと、電源トラブルを未
然に防止する観点から、火力・水力とも、日々の巡視・点検
に加え、高需要期の前に各設備の点検を実施するなど、設
備の運用・保守に細心の注意を払っています。
　また、リプレース中の西条発電所1号機については、工
程管理をしっかり行い、予定どおり本年12月から試運転を
開始することで、電力需給の厳しい冬季の供給力として、
少しでも活用できればと考えています。このほか、他エリア
と連携しながら、安定供給の維持に必要な予備力を確保で

　当社グループは、エネルギーを中心に人々の快適・安
全・安心な暮らしと地域の発展に貢献するというグループ
ミッションを掲げ、「暮らしを支えるマルチユーティリティ企
業グループ」を目指して事業運営を進めています。
　我が国においては、国際情勢の混乱による化石燃料価
格の高騰や全国的な電力需給の逼迫懸念などで不透明感
が高まるなか、電力の安定供給やエネルギーセキュリティ
の重要性が再認識されています。
　一方、足元の動きと並行して、AI・IoTなどのデジタル技
術が進化し、分散型電源が普及拡大していくことで、電気
事業におけるビジネスモデルは、設備の運営・管理やアグ
リゲーションなどのサービスを介して新たな価値を提供す
る方向に変化し始めています。
　こうしたなかで当社グループは、まずは、電力の安定
供給を最優先に、自社電源におけるトラブルの未然防止
はもとより、他エリアと連携して供給力の確保に努めて
います。さらに、燃料価格高騰による影響を緩和するた
めの手立てについても講じているところです。
　また、短期的な対応と並行して、当社グループが将来　

に亘り持続的に成長していけるよう、
・電気事業における事業基盤強化と収益性向上
・電気事業以外の事業の収益拡大と新たな事業・サービ
　スの創出に向けた検討の加速
・持続的な企業価値創出の基盤強化（気候変動問題への
　対応など、ESG・SDGsに係る取り組み）
について、鋭意取り組みを進めております。
　特に気候変動問題については、エネルギー供給を支える
責任ある事業者として、2030年度を当面のターゲットに、
火力電源の低炭素化に向けたロードマップや再生可能エネ
ルギーの新規開発ロードマップに基づく様々な取り組みを
進めているところです。
　私どもは、四国地域の皆さまの暮らしや産業を支え、お
客さまに引き続き選択していただける企業グループを目指
して、チェンジ・チャレンジ・コラボレーションの３Cを合言
葉に事業運営を進めてまいります。 ステークホルダーの皆
さまには、引き続き、ご理解とご支援を賜りますよう、お願
い申し上げます。

きるように努めています。
　そのうえで、仮に事前に厳しい電力需給状況が想定され
る場合には、当社の発電・小売部門と四国電力送配電㈱の
それぞれが、主体的に需給バランスの維持を図るとともに、
状況に応じてお客さまにも無理のない範囲で節電をお願
いするなど、様々な対策を組み合わせることで、電力の安
定供給に全力を尽くしてまいります。
　また、燃料価格高騰による影響を緩和するために、年度
当初からかつてないほどのコスト削減・抑制に全社を挙げ
て取り組んでいます。そのうえで、お客さまに電力の供給
コストに見合うご負担をお願いさせていただくなどの手立
てを講じているところです。
　なお、こうした足元の優先課題と並行して、将来に亘り当
社グループが持続的に成長していくために必要となる各種
施策についても、鋭意取り組みを進めてまいります。

ご挨拶

取締役社長　
社長執行役員　

長井 啓介
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電力の安定供給に全力を尽くします。
並行して、将来に向けた持続的な価値創造に
取り組み、中期経営計画2025の実現を目指します。

昨年来の燃料価格の高騰を契機に、電力の安定供給面で様々な課題が顕在化しているなかで、
2022年度の事業運営にどのような方針のもとで取り組んでいくのか、お聞かせください。Q

A 四国エリアにおいて電力の安定供給を継続できるように、化石燃料の安定調達や電源の安定運転・
トラブルの未然防止等に全力を尽くすとともに、供給コストに見合う収入の確保に努めてまいります。

　2022年度の優先課題は、足元の電力の安定供給と燃料
価格高騰による影響の緩和を図ることです。
　電力の安定供給対策として、化石燃料については、安定
確保を最優先に調達を実施しており、調達先のさらなる分
散化や早めの配船手配、高在庫運用などのリスクマネジメ
ントを強化しています。
　電源設備については、基幹電源である伊方原子力発電
所３号機の安定運転はもちろんのこと、電源トラブルを未
然に防止する観点から、火力・水力とも、日々の巡視・点検
に加え、高需要期の前に各設備の点検を実施するなど、設
備の運用・保守に細心の注意を払っています。
　また、リプレース中の西条発電所1号機については、工
程管理をしっかり行い、予定どおり本年12月から試運転を
開始することで、電力需給の厳しい冬季の供給力として、
少しでも活用できればと考えています。このほか、他エリア
と連携しながら、安定供給の維持に必要な予備力を確保で

　当社グループは、エネルギーを中心に人々の快適・安
全・安心な暮らしと地域の発展に貢献するというグループ
ミッションを掲げ、「暮らしを支えるマルチユーティリティ企
業グループ」を目指して事業運営を進めています。
　我が国においては、国際情勢の混乱による化石燃料価
格の高騰や全国的な電力需給の逼迫懸念などで不透明感
が高まるなか、電力の安定供給やエネルギーセキュリティ
の重要性が再認識されています。
　一方、足元の動きと並行して、AI・IoTなどのデジタル技
術が進化し、分散型電源が普及拡大していくことで、電気
事業におけるビジネスモデルは、設備の運営・管理やアグ
リゲーションなどのサービスを介して新たな価値を提供す
る方向に変化し始めています。
　こうしたなかで当社グループは、まずは、電力の安定
供給を最優先に、自社電源におけるトラブルの未然防止
はもとより、他エリアと連携して供給力の確保に努めて
います。さらに、燃料価格高騰による影響を緩和するた
めの手立てについても講じているところです。
　また、短期的な対応と並行して、当社グループが将来　

に亘り持続的に成長していけるよう、
・電気事業における事業基盤強化と収益性向上
・電気事業以外の事業の収益拡大と新たな事業・サービ
　スの創出に向けた検討の加速
・持続的な企業価値創出の基盤強化（気候変動問題への
　対応など、ESG・SDGsに係る取り組み）
について、鋭意取り組みを進めております。
　特に気候変動問題については、エネルギー供給を支える
責任ある事業者として、2030年度を当面のターゲットに、
火力電源の低炭素化に向けたロードマップや再生可能エネ
ルギーの新規開発ロードマップに基づく様々な取り組みを
進めているところです。
　私どもは、四国地域の皆さまの暮らしや産業を支え、お
客さまに引き続き選択していただける企業グループを目指
して、チェンジ・チャレンジ・コラボレーションの３Cを合言
葉に事業運営を進めてまいります。 ステークホルダーの皆
さまには、引き続き、ご理解とご支援を賜りますよう、お願
い申し上げます。
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　そのうえで、仮に事前に厳しい電力需給状況が想定され
る場合には、当社の発電・小売部門と四国電力送配電㈱の
それぞれが、主体的に需給バランスの維持を図るとともに、
状況に応じてお客さまにも無理のない範囲で節電をお願
いするなど、様々な対策を組み合わせることで、電力の安
定供給に全力を尽くしてまいります。
　また、燃料価格高騰による影響を緩和するために、年度
当初からかつてないほどのコスト削減・抑制に全社を挙げ
て取り組んでいます。そのうえで、お客さまに電力の供給
コストに見合うご負担をお願いさせていただくなどの手立
てを講じているところです。
　なお、こうした足元の優先課題と並行して、将来に亘り当
社グループが持続的に成長していくために必要となる各種
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気候変動問題への取り組み状況について教えてください。Q
A エネルギー供給を支える責任ある事業者として、2030年までの低炭素化、2050年の脱炭素化に向

けて、ロードマップに基づく様々な取り組みを進めています。

　気候変動問題への対応は、サステナビリティを高める事
業経営の重要な柱です。当社グループは、エネルギー供給
を支える責任ある事業者として、
・2030年度に小売販売電力に係るCO₂排出量を2013年
　度比で50％削減すること
・2050年のカーボンニュートラルへ挑戦し、持続可能な
　社会の実現に貢献すること
を目標に掲げ、供給面での「電源の低炭素化・脱炭素化」、
需要面での「電気エネルギーのさらなる活用」に向けた
取り組みを進めています。
　電源の低炭素化・脱炭素化については、安全確保を前提
とした原子力の安定稼働をベースに、既存水力の最大活用
や太陽光・風力等の再生可能エネルギーの新規開発、電力
系統への接続拡大を進めています。新規開発の目標として
2030年度までに50万kW、2050年度までに200万kW
を掲げており、2021年度は約6万kWを上積みして累計
23万kWとなりました。2030年度までの新規開発ロード
マップに沿って、引き続きグループを挙げて積極的に取り
組んでまいります。
　火力発電については、再生可能エネルギーの導入拡大

を進めていくなかで、電力の安定供給を支える調整力とし
ての役割が高まっていくことから、低炭素化・脱炭素化を
進めながら活用していきます。当社では、2030年度まで
を火力の低炭素化フェーズと位置づけ、西条発電所1号機
を高効率ユニットへリプレースする工事を進めているほか、
ロードマップに沿って木質バイオマスやアンモニア混焼等
を活用しながら、さらなる低炭素化を進めます。水素混焼
やCCUS等については、技術面と経済性を勘案しながら導
入可能性を前広に検討し、2050年までの脱炭素化を目指
しています。
　電気エネルギーのさらなる活用については、従来の電化
推進はもとより、製造業等による再エネ電気ニーズの高ま
りやIoT・AI等の技術革新を背景に、太陽光PPA事業の開
始やEV・蓄電池などの分散型リソースを活用した新たな事
業・サービスの創出を進めています。
   2022年6月に取りまとめられた国のクリーンエネルギー
戦略は、当社グループのこうした取り組みを後押しするも
のと理解しており、今後、実効性のある支援策が導入され
れば積極的に活用していくことで、カーボンニュートラルに
向けた取り組みを一層強化してまいります。

中期経営計画2025の進捗状況、今後の見通しはいかがですか。Q
A 電気事業は、燃料価格高騰等による影響を受けていますが、非電気事業は順調に拡大しています。

当社としては、引き続き2025年度の経営目標の達成に向けて取り組んでまいります。

　中期経営計画2025は、グループが目指す2030年度の
姿を念頭に、2025年度の経営目標とそこに至る施策をま
とめたもので、「電気事業」と「電気事業以外の事業」を持続
的価値創造の両輪とし、グループ全体の目標利益をそれぞ
れの事業で半分ずつ獲得できる事業ポートフォリオの構築
を目指しています。
　中核の電気事業については、発電・販売・送配電ごとに
直面する事業環境や課題を踏まえて、各事業の基盤強化・
収益性向上を進めています。
　発電事業においては、伊方原子力発電所3号機の特定
重大事故等対処施設が完成して2021年12月に運転を再
開した他、リプレース中の西条新1号機が2023年6月に運
転を開始すれば、大型工事が一巡し、供給余力を活用した
卸販売の増加が期待できます。
　小売事業については、昨今の燃料価格や卸取引価格の
高騰を踏まえて、お客さまに電力の供給コストに見合うご
負担をお願いさせていただくなど、持続的な事業経営に向
けた手立てを講じているところです。
　送配電事業では、2023年度から始まる新託送料金制度
のもと、再生可能エネルギーの接続拡大や災害時のレジリ

エンスを高め、設備の最適化を進めてまいります。
　一方、電気事業以外の事業については、情報通信事業・
国際事業を中心とした成長事業の拡大と、新規事業として、
前述の電気エネルギー利用のさらなる活用（高度化・多様
化）に係る事業等に取り組んでいます。
　情報通信事業では、新型コロナウイルス感染症の影響
による在宅時間の増加などから、個人向け光通信事業が
好調で、今後はＤＸを追い風に、データセンター・クラウド
事業に力を入れていきます。また、国際事業では、2021
年度末で持分容量が89万kWまで増加しており、既存案
件が全て運開すれば、年間30億円程度の利益が見込ま
れます。さらに、足元では、建設・エンジニアリング事業
等も業績が好調なことから、電気事業以外の事業につい
ては、既に2025年度の利益目標に相当する水準まで収
益力が向上しています。
   当社グループは、足元の課題解決に取り組みつつ、引き
続き2025年度の経営目標達成に向けて、事業運営を進め
てまいります。また、株主還元についても、従来方針に変
更はなく、中期経営計画2025の目標達成を見据えながら、
１株当たり配当額50円の実現を目指してまいります。

※ 内部取引（7億円）消去前

小売販売に係るCO₂排出量 電源の低炭素化・脱炭素化に係る投資額

各種ロードマップ

セグメント別収益 主な活動指標

※1 2030年度目標と同じベースのFIT無償配分を除く排出量
※2 FIT無償配分を含む排出量（地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく値）

1,315※1

（1,189※2）
980
程度

1,962※1

2013 2021 2030 （年度）
目標

（万t-CO₂）
2,000

1,500

1,000

500

0

削減
目標
▲50％

• 2050年カーボンニュートラルへの挑戦
• 2030年までの再生可能エネルギーの新規開発ロード
マップ
• 2030年までの火力発電の低炭素化に向けたロードマップ

P.31参照

P.29参照

その他
92億円

情報通信
81億円

国際
9億円

国際
40億円

その他
70億円 電気事業

170億円
程度

情報通信
80億円

［2021年度実績］
燃調の期ずれがない場合

［2025年度目標］

139
億円

350
億円

2021年度実績2021～30年度累計

３,５００億円 約700億円
電気事業
▲36億円

設備利用率
（本川揚水除き） 38% 46％ －

［55％］

－
－

［国内ﾄｯﾌﾟ水準］31％伊方3号機

再エネ新規開発

総販売電力量
（送配電分除き）
四国域内小売
四国域外小売

国際事業の持分容量

17万kW
－

［50万kW］23万kW

280億kWh
－

［300億kWh］305億kWh

214億kWh 210億kWh218億kWh
5億kWh 10億kWh7億kWh

71万kW 150万kW
［200万kW］

89万kW

2020年度
実績

2021年度
実績

2025年度目標
［2030年度目標］

P.15ー16参照
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気候変動問題への取り組み状況について教えてください。Q
A エネルギー供給を支える責任ある事業者として、2030年までの低炭素化、2050年の脱炭素化に向

けて、ロードマップに基づく様々な取り組みを進めています。

　気候変動問題への対応は、サステナビリティを高める事
業経営の重要な柱です。当社グループは、エネルギー供給
を支える責任ある事業者として、
・2030年度に小売販売電力に係るCO₂排出量を2013年
　度比で50％削減すること
・2050年のカーボンニュートラルへ挑戦し、持続可能な
　社会の実現に貢献すること
を目標に掲げ、供給面での「電源の低炭素化・脱炭素化」、
需要面での「電気エネルギーのさらなる活用」に向けた
取り組みを進めています。
　電源の低炭素化・脱炭素化については、安全確保を前提
とした原子力の安定稼働をベースに、既存水力の最大活用
や太陽光・風力等の再生可能エネルギーの新規開発、電力
系統への接続拡大を進めています。新規開発の目標として
2030年度までに50万kW、2050年度までに200万kW
を掲げており、2021年度は約6万kWを上積みして累計
23万kWとなりました。2030年度までの新規開発ロード
マップに沿って、引き続きグループを挙げて積極的に取り
組んでまいります。
　火力発電については、再生可能エネルギーの導入拡大

を進めていくなかで、電力の安定供給を支える調整力とし
ての役割が高まっていくことから、低炭素化・脱炭素化を
進めながら活用していきます。当社では、2030年度まで
を火力の低炭素化フェーズと位置づけ、西条発電所1号機
を高効率ユニットへリプレースする工事を進めているほか、
ロードマップに沿って木質バイオマスやアンモニア混焼等
を活用しながら、さらなる低炭素化を進めます。水素混焼
やCCUS等については、技術面と経済性を勘案しながら導
入可能性を前広に検討し、2050年までの脱炭素化を目指
しています。
　電気エネルギーのさらなる活用については、従来の電化
推進はもとより、製造業等による再エネ電気ニーズの高ま
りやIoT・AI等の技術革新を背景に、太陽光PPA事業の開
始やEV・蓄電池などの分散型リソースを活用した新たな事
業・サービスの創出を進めています。
   2022年6月に取りまとめられた国のクリーンエネルギー
戦略は、当社グループのこうした取り組みを後押しするも
のと理解しており、今後、実効性のある支援策が導入され
れば積極的に活用していくことで、カーボンニュートラルに
向けた取り組みを一層強化してまいります。

中期経営計画2025の進捗状況、今後の見通しはいかがですか。Q
A 電気事業は、燃料価格高騰等による影響を受けていますが、非電気事業は順調に拡大しています。

当社としては、引き続き2025年度の経営目標の達成に向けて取り組んでまいります。

　中期経営計画2025は、グループが目指す2030年度の
姿を念頭に、2025年度の経営目標とそこに至る施策をま
とめたもので、「電気事業」と「電気事業以外の事業」を持続
的価値創造の両輪とし、グループ全体の目標利益をそれぞ
れの事業で半分ずつ獲得できる事業ポートフォリオの構築
を目指しています。
　中核の電気事業については、発電・販売・送配電ごとに
直面する事業環境や課題を踏まえて、各事業の基盤強化・
収益性向上を進めています。
　発電事業においては、伊方原子力発電所3号機の特定
重大事故等対処施設が完成して2021年12月に運転を再
開した他、リプレース中の西条新1号機が2023年6月に運
転を開始すれば、大型工事が一巡し、供給余力を活用した
卸販売の増加が期待できます。
　小売事業については、昨今の燃料価格や卸取引価格の
高騰を踏まえて、お客さまに電力の供給コストに見合うご
負担をお願いさせていただくなど、持続的な事業経営に向
けた手立てを講じているところです。
　送配電事業では、2023年度から始まる新託送料金制度
のもと、再生可能エネルギーの接続拡大や災害時のレジリ

エンスを高め、設備の最適化を進めてまいります。
　一方、電気事業以外の事業については、情報通信事業・
国際事業を中心とした成長事業の拡大と、新規事業として、
前述の電気エネルギー利用のさらなる活用（高度化・多様
化）に係る事業等に取り組んでいます。
　情報通信事業では、新型コロナウイルス感染症の影響
による在宅時間の増加などから、個人向け光通信事業が
好調で、今後はＤＸを追い風に、データセンター・クラウド
事業に力を入れていきます。また、国際事業では、2021
年度末で持分容量が89万kWまで増加しており、既存案
件が全て運開すれば、年間30億円程度の利益が見込ま
れます。さらに、足元では、建設・エンジニアリング事業
等も業績が好調なことから、電気事業以外の事業につい
ては、既に2025年度の利益目標に相当する水準まで収
益力が向上しています。
   当社グループは、足元の課題解決に取り組みつつ、引き
続き2025年度の経営目標達成に向けて、事業運営を進め
てまいります。また、株主還元についても、従来方針に変
更はなく、中期経営計画2025の目標達成を見据えながら、
１株当たり配当額50円の実現を目指してまいります。

※ 内部取引（7億円）消去前

小売販売に係るCO₂排出量 電源の低炭素化・脱炭素化に係る投資額

各種ロードマップ

セグメント別収益 主な活動指標

※1 2030年度目標と同じベースのFIT無償配分を除く排出量
※2 FIT無償配分を含む排出量（地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく値）

1,315※1

（1,189※2）
980
程度

1,962※1

2013 2021 2030 （年度）
目標

（万t-CO₂）
2,000

1,500

1,000

500

0

削減
目標
▲50％

• 2050年カーボンニュートラルへの挑戦
• 2030年までの再生可能エネルギーの新規開発ロード
マップ
• 2030年までの火力発電の低炭素化に向けたロードマップ

P.31参照

P.29参照

その他
92億円

情報通信
81億円

国際
9億円

国際
40億円

その他
70億円 電気事業

170億円
程度

情報通信
80億円

［2021年度実績］
燃調の期ずれがない場合

［2025年度目標］

139
億円

350
億円

2021年度実績2021～30年度累計

３,５００億円 約700億円
電気事業
▲36億円

設備利用率
（本川揚水除き） 38% 46％ －

［55％］

－
－

［国内ﾄｯﾌﾟ水準］31％伊方3号機

再エネ新規開発

総販売電力量
（送配電分除き）
四国域内小売
四国域外小売

国際事業の持分容量

17万kW
－

［50万kW］23万kW

280億kWh
－

［300億kWh］305億kWh

214億kWh 210億kWh218億kWh
5億kWh 10億kWh7億kWh

71万kW 150万kW
［200万kW］

89万kW

2020年度
実績

2021年度
実績

2025年度目標
［2030年度目標］

P.15ー16参照

トップメッセージ
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事業活動による価値創造

●電気事業
   ・P.25　（1） 発電事業および送配電事業の事業基盤強化
　・P.35　（2） 戦略的な電力販売

●電気事業以外の事業　
   ・P.39    国際事業、情報通信事業を中心とした成長事業の拡大

■ 当社グループは、四国地域を事業基盤とし、お客さまの暮らしを支えるマルチユーティリティ企業グループ
として、持続的な企業価値向上を目指した事業運営を行っています。

■ 事業運営に際しては、2030年度を見据えた長期目標とグループビジョンの実現像を掲げたうえで、電気事
業と電気事業以外の事業ごとに目標・方針を定め、その実現に向けて、グループの総力を挙げて取り組ん
でいます。

コーポレートガバナンスの向上に関する取り組みを教えてください。Q
A 昨年度は、取締役の総数を14名に減員したほか、報酬検討委員会、人事検討委員会の委員長に社外取

締役を選任するなど、経営の透明性向上に資する見直しを実施しています。

　コーポレートガバナンスは、サステナビリティを高める
事業経営の重要な柱であり、重要性が益々高まっている
ものと認識しています。
　当社では、取締役会の規模を適正化する観点から
2021年6月に取締役を1名減員し、社内取締役9名、社
外取締役5名（うち2名は女性）とすることで、社外取締役
比率1/3以上を確保しています。同年12月には、コーポ
レートガバナンス報告書で企業経営や経営戦略等に照ら
して取締役が備えるべき知識・能力・経験等を特定したス

キル・マトリックスを開示しました。
　また、当社は、社外取締役が過半数を占める任意の委
員会として、取締役の報酬を審議する報酬検討委員会と、
取締役や役付執行役員の選任・解任等を審議する人事検
討委員会を設置しています。報酬検討委員会に続き、
2022年3月には、人事検討委員会の委員長についても
社外取締役を選任しており、ガバナンスのさらなる透明性
向上を図っています。

ステークホルダーの皆さまへメッセージをお願いします。Q
A 四国地域に根差し、暮らしや産業を支える企業グループとして、皆さまのしあわせのチカラになれるよう、

電力の安定供給と持続的な価値創造に取り組みます。

　当社グループは、「四国地域のお客さまに低廉で良質
な電気を安定的にお届けすること」を基本的な使命とし、
四国地域における強固なブランド力・信用力を基盤に、四
国の皆さまの暮らしや産業を支える企業グループとして、
お客さま指向で様々な課題にスピード感を持って対処で
きることを強みとしています。
　当社グループは、こうした使命と強みを認識したうえ
で、四国地域の発展とグループの持続的な価値創造に取
り組み、皆さまのしあわせのチカラになれるよう、チェン
ジ・チャレンジ・コラボレーションの３Ｃを合言葉に変革と
挑戦を続けてまいります。
　ステークホルダーの皆さまには、当社グループの事業
活動について、引き続き、ご理解とご支援を賜りますよう、
お願い申し上げます。
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