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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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P.26－34参照

　我が国では、2050年カーボンニュートラルの実現を目指し、2030年度に温室効果ガス排出量を2013年度から46％削
減する目標（NDC：国別温室効果ガス削減目標）が示されたことと整合を取った形で、2030年度のエネルギーミックスの改
定、第6次エネルギー基本計画（2021年10月閣議決定）の策定が行われました。
　当社は、国の方針も踏まえ、2030年度の温室効果ガス排出量を2013年度から50％削減する目標を掲げて、その実現
に向けた取り組みを進めており、各電源の特性を活かした最適な電源構成を目指しています。

電気事業 （１）発電事業および送配電事業の事業基盤強化

事業活動による価値創造

（年度） （年度）

（年度） （年度）過去10ヵ年
平均実績

2030
目標

2021
実績

2030
目標

2021
実績

2022
目標

2023~2027
目標

過去5ヵ年
実績

46％
［31.6％］

55％

1.2％ 0％

23万kW

50万kW

0.4分/年 0.4分/年以下

［国内トップ水準］

再生可能エネルギー

• 脱炭素でエネルギー安
全保障にも寄与できる
有望な電源

•長期的なエネルギー需
給構造の安定性に寄与
する重要なベースロー
ド電源

•化石燃料の中でCO2
排出量が最も少なく、
再生可能エネルギーの
出力調整に中心的役割
を果たす電源

• CO2排出量は多いが、燃
料の安定供給性や経済
性に優れた重要な電源

•今後は、再生可能エネ
ルギーの調整電源とし
ての役割も期待される

•調達に係る地政学リス
クは高いが、可搬性や
備蓄性に優れた電源

•可能な限り依存度を低
減しながら、安全性の
確保を大前提に、必要
な規模の持続的活用を
図る

• S+3Eを大前提に、主力
電源化を徹底し、最優
先の原則で取り組み、
国民負担の抑制と地域
との共生を図りながら、
最大限の導入を促す

•安定供給を大前提に電
源構成におけるkWh
比率を低減させる

•安定供給を大前提に電
源構成におけるkWh
比率を低減させる

•代替電源がないなかで
は、非常時に活用される

•安定的で低廉な電力供
給を支える基幹電源と
して、安全性の確保を
大前提に、引き続き有
効活用

•国内外での新規開発を
積極的に行うほか、既
設水力の出力増強を
進めることで導入量を
拡大

• LNGコンバインドサイ
クル発電にリプレース
した坂出1・2号機を中
心に、供給力や調整力
として継続的に活用

•西条1号機をリプレー
スするなど、高効率化
や環境負荷の低減を図
りながら供給力や調整
力として一定程度活用

•調整力や電源トラブル
時の供給力としての必
要性等を踏まえ、取り
扱いを検討

原子力 ガス 石炭 石油

当
社
に
お
け
る
活
用
方
針

国
の
第
6
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画

位
置
づ
け

活
用
方
針

※ 水素・アンモニア発電について、国は「2030年までの社会実装を加速する」としており、当社でも火力発電における混焼等を検討していく

〈参考〉国の長期エネルギー需給見通しの2030年度エネルギーミックス

当社
見通し

※ ［　］は伊方3号機

※ 定期事業者検査等を除き、計画外で停止した割合 ※ 1家庭あたりの年間停電時間 （自然災害・作業停電を除く）

2030年度の電源構成

事業運営方針

目標

● 伊方発電所3号機（原子力）における安全・安定運転の継続、最大限の活用

● 再生可能エネルギーの新規開発および電力系統への接続拡大

● 火力発電所の高効率化・低炭素化の推進

● 送配電設備の計画的な更新と保全による最適化、災害時のレジリエンス強化

● 最経済な需給運用と安定的な燃料調達、継続的な経営効率化

● DXの推進による持続的な企業価値の創出

伊方発電所（原子力）

電気事業においては、電源設備の低炭素化・脱炭素化や強靭で最適な送配電設備を構築
し、発電事業および送配電事業の事業基盤をより強固にして競争優位を確保していく観
点から、以下の施策に取り組んでいます。

2020
実績

38％
［0％］

再エネ・原子力・水素・アンモニア：約6割 化石電源：約4割

36～38％ 20～22％ 20％1％ 2％19％

再エネ・原子力：約5割 化石電源：約5割

さらなる再エネ拡大に取り組む

約3割 約2割 CO2半減に向けて最適なガス/石炭比率を目指す

電源構成の考え方

電源構成の考え方

発電設備利用率（揚水除き） 

火力発電所の計画外停止率※ 事故停電時間※

国内外の再生可能エネルギーの新規開発 電源ごとの活用方針

P.27－28参照P.29－30参照 P.31参照

再生可能エネルギー（FIT分を含む） 原子力 水素・アンモニア ガス・石炭 石油 その他（卸取引等）

再生可能エネルギー 原子力 水素・アンモニア ガス 石炭 石油 その他（卸取引等）

2020
実績

17万kW
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発電事業および送配電事業の事業基盤強化

事業活動による価値創造

　基幹電源である伊方発電所3号機については、特定重大事故等対処施設の竣工により新規制基準下での一連の安全対策
工事を完了し、2021年12月に約2年振りに運転を再開しました。
　今後も安全・安定運転を継続していくことで、国内トップクラスの設備利用率を目指し、四国地域における電力需給の安定
化と当社の経営基盤の強化を図っていきます。

　伊方発電所では、２０２１年１０月に特定重大事故等対処施設が竣工したことで、重大事故等に備えて対応してきた一連
の安全対策工事が完成しました。各設備の概要は、以下のとおりです。

＜各設備の概要＞
①特定重大事故等対処施設
　 • 航空機の衝突やテロなどによる重大事故が発生し、既存の設備が使えない場合でも、原子炉格納容器の破損によ
る放射性物質の放出を抑制するための施設です。

　 • 当該施設には、原子炉内の圧力を遠隔操作で下げる設備や原子炉格納容器の破損を防止するフィルタ付ベント設
備、原子炉等へ注水する設備やその電源設備などを備えています。

②水素処理装置（１８台）
　 • 原子炉格納容器内に溜まった水素による爆発を防止するため、水素を分解して減少させる装置として触媒式5台、
電気式13台の計18台を設置しています。

③代替格納容器スプレイポンプ
　 • 原子炉格納容器内の圧力上昇を抑制する格納容器スプレイに冷却水を供給する既設のスプレイポンプに加えて、
その機能を代替するスプレイポンプを設置しています。

④大型放水砲、大型ポンプ車（各２台）
　 • 原子炉格納容器が万一破損した際に、放射性物質の放出を抑制するため、水を破損部へ放水する大型の放水砲と
ポンプ車を配備しています。

⑤その他
　 • 上記のほか、重大事故時の対応拠点として、発電所の状況を把握する設備や通信設備を備え、放射線の遮へい設
計を講じた耐震性の高い緊急時対策所を追加設置しています。また、迅速な事故対応のために、がれき撤去用のホ
イールローダやバックホウ（ショベルカー）などの重機を配備しています。

運転管理および保全の適切な実施
　伊方発電所では、13ヵ月以内に1回、運転を停止して法
定の定期事業者検査を実施しているほか、運転中は、24時
間体制で設備の運転監視や巡視を行うことで、計画的な運
転管理・保全を実施し、安全・安定運転を継続しています。

運転・保修員への教育訓練の充実
　運転員・保修員の技術・知識の向上を図り、様々なトラ
ブル事象に最適な行動が取れるように、伊方発電所と同等
の設備を設置した原子力保安研修所（愛媛県松山市）での
訓練を継続的に実施しています。

重大事故対応への備えの強化（訓練、協力体制）
　伊方発電所では、重大事故に対応する訓練として、
•個々の対応手順ごとに実施する個別訓練
•関係箇所が一体となって実施する総合訓練
を反復的に実施することで、グループ会社・協力会社を含
めた事故対応要員の習熟度を高めています。　
　また、原子力災害への備えとして、原子力事業者12社間
で相互に要員派遣や資機材貸与等の支援を行う協定を締
結しているほか、より迅速な対応を図る観点から、地理的
距離の近い西日本の電力5社間で追加協力の協定を締結
しています。

原子力保安研修所（シミュレーター室）での運転訓練 総合訓練の様子

安全・安定運転の継続

　2024年度の運用開始を目指して、再処理工場に搬出
する使用済燃料をより安全に一時保管する乾式貯蔵施
設の設置工事を進めています。
　乾式貯蔵施設では、伊方発電所の燃料プールで15年
以上冷却された使用済燃料を乾式キャスク（容器）で保
管し、空気の自然対流で冷却する仕組みを採用してお
り、安全性に優れた施設となっています。

使用済燃料の乾式貯蔵施設の設置工事

原子力発電所の安全・安定運転に向けた取り組み

重大事故に備えた多重対策の完成

乾式キャスクの構造

設備のイメージ図

乾式キャスクの構造

4つの安全機能

（伊方発電所での計画）
使用済燃料

二重のふたで密封

仕切り板で、
核分裂の連鎖反応を防止

放射線を
約100万分の１まで減衰

使用済燃料から発生する熱を乾式
キャスク表面に伝え外気で冷却

閉じ込め

臨界防止

遮 へ い

除　　熱 ❷

❸
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発電事業および送配電事業の事業基盤強化

事業活動による価値創造

　基幹電源である伊方発電所3号機については、特定重大事故等対処施設の竣工により新規制基準下での一連の安全対策
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　今後も安全・安定運転を継続していくことで、国内トップクラスの設備利用率を目指し、四国地域における電力需給の安定
化と当社の経営基盤の強化を図っていきます。
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•関係箇所が一体となって実施する総合訓練
を反復的に実施することで、グループ会社・協力会社を含
めた事故対応要員の習熟度を高めています。　
　また、原子力災害への備えとして、原子力事業者12社間
で相互に要員派遣や資機材貸与等の支援を行う協定を締
結しているほか、より迅速な対応を図る観点から、地理的
距離の近い西日本の電力5社間で追加協力の協定を締結
しています。

原子力保安研修所（シミュレーター室）での運転訓練 総合訓練の様子
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　2024年度の運用開始を目指して、再処理工場に搬出
する使用済燃料をより安全に一時保管する乾式貯蔵施
設の設置工事を進めています。
　乾式貯蔵施設では、伊方発電所の燃料プールで15年
以上冷却された使用済燃料を乾式キャスク（容器）で保
管し、空気の自然対流で冷却する仕組みを採用してお
り、安全性に優れた施設となっています。
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原子力発電所の安全・安定運転に向けた取り組み
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発電事業および送配電事業の事業基盤強化

事業活動による価値創造

　再生可能エネルギーの新規開発は、2030年までの電源別開発ロードマップに基づいて進めています。例えば、水力
については、既設発電所の計画的な出力向上等や新規開発地点の発掘等に取り組んでおり、太陽光では、ため池・荒廃
農地等を活用した新規開発や既設案件の取得を進めています。
　風力については、陸上風力における事業参画や新規開発地点の発掘、既設案件のリプレースのほか、洋上風力への参
画準備を進めており、2022年5月には、青森県沖の日本海（南側）における公募入札に向けて、ヴィーナ・エナジー ホー
ルディングス リミテッド、東邦ガス（株）とコンソーシアムを設立しています。また、バイオマスについても、四国内・外で
様々な案件の発掘・参画を進めています。

   当社グループは、国内・外で2030年度までに50万
kW、2050年度までに200万kWの再生可能エネルギー
の新規開発を目指しており、2030年度までの電源別の開
発ロードマップに沿って、四国内・外の様々な案件の開発
にグループ一丸となって取り組んでいます。
　再生可能エネルギーの新規開発容量は、2021年度末で
約23万kW（前年度比＋約6万kW）となり、当社グループ
が保有する再生可能エネルギー容量は、累計で約135万
kWまで増加しています。

　今春、太陽光・風力の出力制御量が最大となった4月30日の
13時～13時30分の需給バランスについては、太陽光・風力発
電（246万kW）の出力が大きく、供給力が需要を上回る見込み
であったことから､優先給電ルールに基づき、
　①火力の出力抑制、揚水運転による需要増（61万kW）　  
　②連系線を活用し、最大限四国域外へ送電（129万kW）
　③バイオマス発電の出力抑制
を実施したうえで、なおも需要を超過した余剰分について、
　④太陽光・風力発電の出力抑制（54万kW）
を行うことで、電力の需給バランスを維持しました。　
※ ①～④は「優先給電ルールに基づく出力制御の対応順序」に対応　

　2012年のFIT制度の導入以降、太陽光発電、風力発電の導入が拡大しており、2021年度末で、四国電力送配電㈱の電力
系統に接続済の太陽光・風力の設備容量は340万kW、契約申込済の未接続分を含めると442万kWまで増加しています。

太陽光発電量の予測精度向上
　太陽光発電量の予測は、複数の気象予測モデルを併用
し、個々のモデルの不完全性を補完する手法を導入してお
り、太陽光発電量の予測精度を向上させることで、運転す
る火力発電等のユニット選択や出力制御量の最適化を図っ
ています。

太陽光・風力の出力制御による需給バランスの維持
　気象次第で発電出力が大きく変動する太陽光・風力発電
の接続量が増加してくると、電力需要の少ない時期に出力
抑制を要する時間帯が発生する場合があります。
　四国エリアでは、今春、優先給電ルールに基づき、火力
抑制や揚水運転などを実施しても電力の需給バランスの
維持が困難になったことから､初めて太陽光・風力の出力
抑制を実施しました。

※ 出力制御の順番は、電力広域的運用推進機関のルールで規定

新規電源の開発推進

再生可能エネルギーの新規開発、電力系統への接続拡大

電力系統への再生可能エネルギーの導入拡大

再生可能エネルギーの新規開発ロードマップ

軽負荷期における四国エリアの需給バランス
4月30日（13時～13時30分）の需要・供給力の構成

太陽光発電の出力予測イメージ

優先給電ルールに基づく出力制御の対応順序

① 火力発電等の出力抑制、揚水発電所の運転
　 （電力系統の安定化に最低限必要な火力は除く）

② 地域間連系線を活用した四国域外への送電

③ バイオマス発電の出力抑制

④ 太陽光・風力の出力抑制

⑤ 原子力、水力（揚水式除く）、地熱の出力抑制

再生可能エネルギーの新規開発目標

・海外
 風力　　2.8
 太陽光　3.2

・国内
 バイオマス
 水力
 風力
 太陽光
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※ 水力は、2000年度以降の増出力分を含む
2021年度末 2030年度目標 2050年度目標
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水　力

電源種別 2022年 2025年 ～2030年
既設水力発電所の出力向上と最大活用

新規開発地点の発掘・計画・工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　
ため池・荒廃農地等を活用した開発
既設発電所の買取（HPでも受付中）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼今ノ山運転開始（2027予定）
陸上風力事業への参画・新規開発地点の発掘

既設陸上風力発電所のリプレース

洋上風力事業への参画

　　▼大洲バイオマス運転開始（2024予定）
　　　　　　▼坂出バイオマス運転開始（2025予定）
　　　　　　　　▼下水汚泥燃料化事業開始（2025予定）

▼平田バイオマス
　運転開始
　1号：2022　2号：2023予定

太陽光

風　力

バイオマス
バイオマス発電事業への参画

新規開発地点の発掘
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太陽光発電の出力予測

晴れ

曇り

太陽光発電の設備容量日射量データ

▼青森県沖での事業参画へ向けたコンソーシアム設立（2022）

気象予測
モデルA

気象予測
モデルB

統合モデル
（A+B）

▼黒藤川水力運転開始（2024予定）   

▼長谷池水上太陽光運転開始（2022）
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発電事業および送配電事業の事業基盤強化

事業活動による価値創造

　再生可能エネルギーの新規開発は、2030年までの電源別開発ロードマップに基づいて進めています。例えば、水力
については、既設発電所の計画的な出力向上等や新規開発地点の発掘等に取り組んでおり、太陽光では、ため池・荒廃
農地等を活用した新規開発や既設案件の取得を進めています。
　風力については、陸上風力における事業参画や新規開発地点の発掘、既設案件のリプレースのほか、洋上風力への参
画準備を進めており、2022年5月には、青森県沖の日本海（南側）における公募入札に向けて、ヴィーナ・エナジー ホー
ルディングス リミテッド、東邦ガス（株）とコンソーシアムを設立しています。また、バイオマスについても、四国内・外で
様々な案件の発掘・参画を進めています。

   当社グループは、国内・外で2030年度までに50万
kW、2050年度までに200万kWの再生可能エネルギー
の新規開発を目指しており、2030年度までの電源別の開
発ロードマップに沿って、四国内・外の様々な案件の開発
にグループ一丸となって取り組んでいます。
　再生可能エネルギーの新規開発容量は、2021年度末で
約23万kW（前年度比＋約6万kW）となり、当社グループ
が保有する再生可能エネルギー容量は、累計で約135万
kWまで増加しています。

　今春、太陽光・風力の出力制御量が最大となった4月30日の
13時～13時30分の需給バランスについては、太陽光・風力発
電（246万kW）の出力が大きく、供給力が需要を上回る見込み
であったことから､優先給電ルールに基づき、
　①火力の出力抑制、揚水運転による需要増（61万kW）　  
　②連系線を活用し、最大限四国域外へ送電（129万kW）
　③バイオマス発電の出力抑制
を実施したうえで、なおも需要を超過した余剰分について、
　④太陽光・風力発電の出力抑制（54万kW）
を行うことで、電力の需給バランスを維持しました。　
※ ①～④は「優先給電ルールに基づく出力制御の対応順序」に対応　

　2012年のFIT制度の導入以降、太陽光発電、風力発電の導入が拡大しており、2021年度末で、四国電力送配電㈱の電力
系統に接続済の太陽光・風力の設備容量は340万kW、契約申込済の未接続分を含めると442万kWまで増加しています。

太陽光発電量の予測精度向上
　太陽光発電量の予測は、複数の気象予測モデルを併用
し、個々のモデルの不完全性を補完する手法を導入してお
り、太陽光発電量の予測精度を向上させることで、運転す
る火力発電等のユニット選択や出力制御量の最適化を図っ
ています。

太陽光・風力の出力制御による需給バランスの維持
　気象次第で発電出力が大きく変動する太陽光・風力発電
の接続量が増加してくると、電力需要の少ない時期に出力
抑制を要する時間帯が発生する場合があります。
　四国エリアでは、今春、優先給電ルールに基づき、火力
抑制や揚水運転などを実施しても電力の需給バランスの
維持が困難になったことから､初めて太陽光・風力の出力
抑制を実施しました。

※ 出力制御の順番は、電力広域的運用推進機関のルールで規定
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再生可能エネルギーの新規開発、電力系統への接続拡大
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再生可能エネルギーの新規開発ロードマップ

軽負荷期における四国エリアの需給バランス
4月30日（13時～13時30分）の需要・供給力の構成

太陽光発電の出力予測イメージ

優先給電ルールに基づく出力制御の対応順序

① 火力発電等の出力抑制、揚水発電所の運転
　 （電力系統の安定化に最低限必要な火力は除く）

② 地域間連系線を活用した四国域外への送電

③ バイオマス発電の出力抑制

④ 太陽光・風力の出力抑制

⑤ 原子力、水力（揚水式除く）、地熱の出力抑制
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6

4
3
3

7

200

※ 水力は、2000年度以降の増出力分を含む
2021年度末 2030年度目標 2050年度目標

海外

国内

水　力

電源種別 2022年 2025年 ～2030年
既設水力発電所の出力向上と最大活用

新規開発地点の発掘・計画・工事

　　　　　　　　　　　　　　　　　
ため池・荒廃農地等を活用した開発
既設発電所の買取（HPでも受付中）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▼今ノ山運転開始（2027予定）
陸上風力事業への参画・新規開発地点の発掘

既設陸上風力発電所のリプレース

洋上風力事業への参画

　　▼大洲バイオマス運転開始（2024予定）
　　　　　　▼坂出バイオマス運転開始（2025予定）
　　　　　　　　▼下水汚泥燃料化事業開始（2025予定）

▼平田バイオマス
　運転開始
　1号：2022　2号：2023予定

太陽光

風　力

バイオマス
バイオマス発電事業への参画

新規開発地点の発掘

＜需要＞ ＜供給力＞

②四国域外へ送電
129

①揚水運転 61

   エリア需要 234

太陽光・風力 246

 ①火力 95  

 

③
バ
イ
オ
マ
ス 

9

 

最
大
抑
制

需
要
上
積
み

 

④
出
力
抑
制 

54

水力 39

 原子力 88

出
力
抑
制
等
の
順
番

太陽光発電の出力予測

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

太陽光発電の出力予測

晴れ

曇り

太陽光発電の設備容量日射量データ

▼青森県沖での事業参画へ向けたコンソーシアム設立（2022）

気象予測
モデルA

気象予測
モデルB

統合モデル
（A+B）

▼黒藤川水力運転開始（2024予定）   

▼長谷池水上太陽光運転開始（2022）
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事業活動による価値創造

　四国電力送配電㈱では、今後、高度経済成長期に建設し
た多数の設備で高経年化の進展が見込まれることから、新
たな設備管理手法として、設備が故障した場合の影響度と
故障確率から算定されるリスク量評価による対応の優先順
位に加え、施工力も加味した設備更新計画の策定に取り組
んでいます。
　また、送配電設備の老朽更新時期等を捉えて、需要およ
び再生可能エネルギー設備の連系動向を踏まえた送配電
設備の最適化に取り組むことで、設備効率の向上とコスト
抑制を図っています。

台風などへの対応
　台風などの自然災害が激甚化するなかで、災害時の迅
速な復旧対応を図る観点から、当社と四国電力送配電㈱
は、被害状況や復旧状況等を両社で一元的に把握できる
災害情報システムを導入しています。また、
• 四国の全自治体のほか、自衛隊や海上保安本部､民間企
　業と、災害時の情報共有・相互協力に係る協定を締結
• 他地域の送配電会社等と災害時連携計画を策定し、　
　災害時の相互連携の詳細を明確化したほか、送配電会
　社間の復旧資機材や工法を統一して、合同訓練を実施
するなど、災害に備えた事前の対応を強化しています。

　火力発電は、再生可能エネルギーが増加するなかで、バックアップ電源や調整電源としての役割が高まっていることから、
当社は、低炭素化・脱炭素化を図りながら活用していく方針です。2030年までの期間を低炭素化フェーズと位置づけ、経年
化した西条1号機を最新鋭の高効率な超々臨界圧機（USC）にリプレースしており、運転開始後は、木質バイオマスの混焼に
加えて新たに下水汚泥固形燃料化物（バイオマス）の混焼を行う予定です。また、2030年までに石炭火力での木質バイオマ
スの利用拡大やアンモニア混焼の導入を目指して、検討を進めています。
　なお、水素、CCUS等についても、技術面の確立や経済性の確保等の状況を踏まえて、火力発電所での導入の可能性につ
いて幅広く検討しています。

東南海・南海地震への対応
　東南海・南海地震の発生リスクの高まりを踏まえ、電力
系統のレジリエンスを高める観点から、電力系統の監視
制御を担う系統制御所システムの更新に合わせて、系統
制御所間でシステムを相互にバックアップする機能開発
を進めているほか、変電所機器類の嵩上げなどの浸水被
害対策にも取り組んでいます。

発電事業および送配電事業の事業基盤強化

　昨今の全国的な需給逼迫リスクの高まりを踏まえ、当社では、細心の注意を払って、火力発電の安定運転に取り組ん
でいます。各発電所において、日々の点検・巡視を丁寧に実施し、設備に異常の兆候が見られた場合には、休日の運用
停止に合わせて補修作業を早めに実施することで、トラブル停止を極力回避しており、 こうした取り組みの結果、2021
年度における当社の火力発電の計画外停止件数は、わずか3件にとどまっています。

　災害等による停電状況を迅速にお知らせできる
よう、LINEやHP等で停電情報を発信しています。
また、停電や送配電設備に関するお問い合わせ
については、電話のほか、24時間自動で対応す
るサービス「チャットボット」でも承っています。

このバナーから
チャットを起動できます

ホームページから LINEから

火力発電における低炭素化に向けた取り組み

火力発電所の低炭素化・脱炭素化の推進

送配電設備の最適化 災害時のレジリエンス強化

送配電設備の最適化、災害時のレジリエンス強化

新たな設備管理手法

関係機関との協定の概要①リスクの評価

②設備更新計画のイメージ

小

大

影
響
度

低 故障確率 高

★鉄塔Ｂ

★鉄塔Ｃ

★鉄塔Ａ

自治体

自衛隊、
海上保安本部等

民間企業 ・建設機械や仮設トイレ等のレンタル
・弁当や生活用品、被服・衛生用品の調達　等

・道路等の確保
・人員および資機材の輸送
※ 自衛隊、海上保安本部とは合同訓練を年１回実施

・電力復旧作業に向けて自治体が管理する道路の迅速な復旧
・電力復旧作業に必要な拠点、資材置場、駐車場等の確保
・緊急を要する復旧作業の許認可申請の口頭承諾　等

西条発電所新１号機の概要 西条発電所新１号機 完成予想図
新1号機 旧1号機 （廃止済）

1965年

15.6万kW

約38％

・石炭
・木質バイオマス

・石炭
・木質バイオマス
・下水汚泥固形燃料化物

2023年6月（予定）

50万kW定格出力

発電効率

運転開始

43％以上

燃料

低炭素化に向けたロードマップ

高効率石炭火力の活用

項目 2022年 2025年 ～2030年

高効率石炭火力活用

西条旧1号機廃止
▼

西条新1号機運転開始
▼

西条新1号機への下水汚泥固形燃料化物混焼開始
▼

リプレース工事

他社との協業可能性検討

混焼技術の導入検討、サプライチェーン検討

CO2分離回収、カーボンリサイクル技術の研究・導入検討

木質バイオマスの
利用拡大

アンモニア混焼

水素混焼
CCUS他の研究・導入

燃料受入貯蔵設備、
ボイラ等の発電設備の検討
燃料調達の安定性・

経済性確保に向けた検討

詳細検討 設計・製作、工事
混焼
開始

実行フェーズ実現可能性調査・検討フェーズ

 ＜高経年設備更新物量の増＞ ＜工事の平準化＞

・「設備故障の影響度×故障確率等」を定量的・複合的に勘案した結果、
　「鉄塔Ｃ」について、設備の更新・保全の優先順位が高いと判断

更新年度 更新年度

更
新
物
量

更
新
物
量

平準化

施工力

火力発電所の安定運転に向けた取り組み
LINEによる停電情報等の提供サービス
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事業活動による価値創造

　四国電力送配電㈱では、今後、高度経済成長期に建設し
た多数の設備で高経年化の進展が見込まれることから、新
たな設備管理手法として、設備が故障した場合の影響度と
故障確率から算定されるリスク量評価による対応の優先順
位に加え、施工力も加味した設備更新計画の策定に取り組
んでいます。
　また、送配電設備の老朽更新時期等を捉えて、需要およ
び再生可能エネルギー設備の連系動向を踏まえた送配電
設備の最適化に取り組むことで、設備効率の向上とコスト
抑制を図っています。

台風などへの対応
　台風などの自然災害が激甚化するなかで、災害時の迅
速な復旧対応を図る観点から、当社と四国電力送配電㈱
は、被害状況や復旧状況等を両社で一元的に把握できる
災害情報システムを導入しています。また、
• 四国の全自治体のほか、自衛隊や海上保安本部､民間企
　業と、災害時の情報共有・相互協力に係る協定を締結
• 他地域の送配電会社等と災害時連携計画を策定し、　
　災害時の相互連携の詳細を明確化したほか、送配電会
　社間の復旧資機材や工法を統一して、合同訓練を実施
するなど、災害に備えた事前の対応を強化しています。

　火力発電は、再生可能エネルギーが増加するなかで、バックアップ電源や調整電源としての役割が高まっていることから、
当社は、低炭素化・脱炭素化を図りながら活用していく方針です。2030年までの期間を低炭素化フェーズと位置づけ、経年
化した西条1号機を最新鋭の高効率な超々臨界圧機（USC）にリプレースしており、運転開始後は、木質バイオマスの混焼に
加えて新たに下水汚泥固形燃料化物（バイオマス）の混焼を行う予定です。また、2030年までに石炭火力での木質バイオマ
スの利用拡大やアンモニア混焼の導入を目指して、検討を進めています。
　なお、水素、CCUS等についても、技術面の確立や経済性の確保等の状況を踏まえて、火力発電所での導入の可能性につ
いて幅広く検討しています。

東南海・南海地震への対応
　東南海・南海地震の発生リスクの高まりを踏まえ、電力
系統のレジリエンスを高める観点から、電力系統の監視
制御を担う系統制御所システムの更新に合わせて、系統
制御所間でシステムを相互にバックアップする機能開発
を進めているほか、変電所機器類の嵩上げなどの浸水被
害対策にも取り組んでいます。

発電事業および送配電事業の事業基盤強化

　昨今の全国的な需給逼迫リスクの高まりを踏まえ、当社では、細心の注意を払って、火力発電の安定運転に取り組ん
でいます。各発電所において、日々の点検・巡視を丁寧に実施し、設備に異常の兆候が見られた場合には、休日の運用
停止に合わせて補修作業を早めに実施することで、トラブル停止を極力回避しており、 こうした取り組みの結果、2021
年度における当社の火力発電の計画外停止件数は、わずか3件にとどまっています。

　災害等による停電状況を迅速にお知らせできる
よう、LINEやHP等で停電情報を発信しています。
また、停電や送配電設備に関するお問い合わせ
については、電話のほか、24時間自動で対応す
るサービス「チャットボット」でも承っています。

このバナーから
チャットを起動できます

ホームページから LINEから

火力発電における低炭素化に向けた取り組み

火力発電所の低炭素化・脱炭素化の推進

送配電設備の最適化 災害時のレジリエンス強化

送配電設備の最適化、災害時のレジリエンス強化

新たな設備管理手法

関係機関との協定の概要①リスクの評価

②設備更新計画のイメージ

小

大

影
響
度

低 故障確率 高

★鉄塔Ｂ

★鉄塔Ｃ

★鉄塔Ａ

自治体

自衛隊、
海上保安本部等

民間企業 ・建設機械や仮設トイレ等のレンタル
・弁当や生活用品、被服・衛生用品の調達　等

・道路等の確保
・人員および資機材の輸送
※ 自衛隊、海上保安本部とは合同訓練を年１回実施

・電力復旧作業に向けて自治体が管理する道路の迅速な復旧
・電力復旧作業に必要な拠点、資材置場、駐車場等の確保
・緊急を要する復旧作業の許認可申請の口頭承諾　等

西条発電所新１号機の概要 西条発電所新１号機 完成予想図
新1号機 旧1号機 （廃止済）

1965年

15.6万kW

約38％

・石炭
・木質バイオマス

・石炭
・木質バイオマス
・下水汚泥固形燃料化物

2023年6月（予定）

50万kW定格出力

発電効率

運転開始

43％以上

燃料

低炭素化に向けたロードマップ

高効率石炭火力の活用

項目 2022年 2025年 ～2030年

高効率石炭火力活用

西条旧1号機廃止
▼

西条新1号機運転開始
▼

西条新1号機への下水汚泥固形燃料化物混焼開始
▼

リプレース工事

他社との協業可能性検討

混焼技術の導入検討、サプライチェーン検討

CO2分離回収、カーボンリサイクル技術の研究・導入検討

木質バイオマスの
利用拡大

アンモニア混焼

水素混焼
CCUS他の研究・導入

燃料受入貯蔵設備、
ボイラ等の発電設備の検討
燃料調達の安定性・

経済性確保に向けた検討

詳細検討 設計・製作、工事
混焼
開始

実行フェーズ実現可能性調査・検討フェーズ

 ＜高経年設備更新物量の増＞ ＜工事の平準化＞

・「設備故障の影響度×故障確率等」を定量的・複合的に勘案した結果、
　「鉄塔Ｃ」について、設備の更新・保全の優先順位が高いと判断

更新年度 更新年度

更
新
物
量

更
新
物
量

平準化

施工力

火力発電所の安定運転に向けた取り組み
LINEによる停電情報等の提供サービス
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発電事業および送配電事業の事業基盤強化

事業活動による価値創造

　各電源の発電コストや機動力等を勘案しつつ、電力需要
や太陽光発電等の需給状況、卸電力価格などを踏まえて、
需給運用の最経済化を追求していくことで、需給関連費の
低減を図っています。
※ AIを活用した電力需給運用の高度化・最適化

　国際情勢等を反映して化石燃料価格や卸電力市況が高
騰していることから、燃料調達においては、調達先のさらな
る分散化や調達方法の多様化等により、必要量の安定確保
を優先するとともに、早めの配船手配や高在庫運用などの
リスクマネジメントを強化しています。

資機材調達コストの低減
　資材部内に新たな常設組織として、資材部員と各事業部
員で構成する「調達ソリューションチーム」を2021年8月に
設置し、工事構想や概略設計の段階からコスト削減方法を
検討することで、さらなる資機材調達コストの低減に取り
組んでいます。

販売拠点の統廃合
　2022年3月に販売拠点の3営業所を上位の支店に統合
して4支店10営業所体制とする組織の大括り化を実施しま
した。上位支店が廃止した事業所のエリアをカバーするこ
とで総合的なサービスレベルを維持しながら、生産性の向
上を図っています。

需給運用の最経済化

安定的な燃料調達

継続的な経営効率化

最経済な需給運用と安定的な燃料調達、継続的な経営効率化 DX（デジタル・トランスフォーメーション）の推進

市場活用のイメージ

販売拠点（2022年3月）
取り組み事例

ＬＮＧ

石　炭

石　油
・主に国内取引で調達
・稼働増にも対応できるよう調達先を拡充

・信頼性の高い調達先との長期契約
・豪州現地子会社から銘柄を特定しないスペッ
ク炭を調達
・ロシアからの調達は、豪州やインドネシア等
から調達に振替 等

・所要量は長期契約に基づき安定的に調達
・市場動向等に応じてスポット調達を実施

※ 発電単価（限界費用）が自社火力aとbの間にある自社火力についても、個々の発電
　 単価（限界費用）と市場価格等を踏まえて売電/買電を実施

調達コストの低減に向けた検討の枠組み
DX推進のためのロードマップ

２０１8年３月

２０１９年３月

２０２２年３月

営業所数

15
13
10

合計

23
17
14

支店数

8

4
９拠点を
削減

営業所
支店

事業部門

✓変革意識の醸成
✓デジタルリテラシー向上
✓システム基盤の段階的整備

✓取り組みの継続・拡大による従業員
　パフォーマンス最大化 持続的な

企業価値
の創出✓パイロット

　部門における
　先行的な取り組み

✓パイロット
　部門における
　先行的な取り組み

✓サービスの多様化や高付加価値
　化による競争力強化
✓サービスの多様化や高付加価値
　化による競争力強化

✓革新的なサービスの提供✓革新的なサービスの提供

資材部門 調達担当者

各事業部

当年度案件を
中心にコスト
低減を検討

調達検討
WG
(既設)

情報共有

調達ｿﾘｭｰｼｮﾝﾁｰﾑ(新設)
（技術的知見）
各事業部員

（調達ノウハウ）
資材部員

自社火力aの発電
単価(限界費用)

自社火力bの発電
単価(限界費用)

0時

市
場
価
格

朝方 夕方 24時

買電して自社
火力と差替

発電余力が
あれば売電

P.34参照

　当社グループは、DXを「デジタルとデータを活用して、ビジネス全般を変革すること、すなわち既存事業の競争力強化や
新たな価値創造に必要となるビジネスモデル・プロセスや企業文化・従業員マインド等を変革すること」と定義づけ、2022
年3月に専任組織を設置して、全社的な取り組みを進めています。
　DXの推進にあたっては、まずは、2023年度末までを「フェーズ１」と位置づけ、DX推進のための環境整備を重点的に行っ
ています。また、ＤＸにつながる取り組みを実践する2024年度からの「フェーズ２」を見据えて、火力事業等をパイロット部門
に選定し、事業運営におけるDX実現に向けた具体的な取り組みの検討（下段の事例①の火力発電設備における異常の早期
発見など）を進めています。

持続的な企業価値創出に向けたDXの推進

ＤＸにつながる
取組実践

ＤＸ推進のため
の環境整備

既存事業既存事業

新規事業新規事業

事例①：火力発電設備における異常の早期発見 
　モーターやポンプ等の過熱による設備異常について
は、一部は温度検出器で監視しているものの、その他の
部分は巡視点検で把握しており、早期発見が課題となっ
ていました。
　 このため、赤外線カメラによる常時監視とＡＩによる熱
画像解析技術を組み合わせ、設備異常を早期に発見で
きる仕組みの導入を念頭に実証を進めています。

事例②：電力需給運用の高度化・最適化
　最経済な電力需給計画の立案には、電力需要や卸電
力市場価格、再生可能エネルギー発電量など各種変動
要因の影響を適切に評価することが重要となります。
　近年、FIT太陽光の増加や複数の新市場創設により、
電力需給計画の策定が複雑化していることから、2022
年7月からAI技術を活用した需給計画立案システムを導
入し、電力需給運用の高度化・最適化を図っています。

AIを活用したDX事例

フェーズ１(～2023年度） フェーズ2(2024年度～）

工事構想・概略設計
段階から調達コス
トの低減を検討

異常正常

AIで異常を判別

熱画像収集
異常検知を
出力

入力データ

電力需要

市場価格

気象情報

発電機の設備諸元等

シナリオ作成 発電計画策定 分析・評価

シナリオ1

シナリオ2

シナリオ3

発電計画A

発電計画B

発電計画C

シナリオの変動

シナリオの変動

シナリオの変動

分析・評価

分析・評価

分析・評価

採
用

赤外線カメラ
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発電事業および送配電事業の事業基盤強化

事業活動による価値創造

　各電源の発電コストや機動力等を勘案しつつ、電力需要
や太陽光発電等の需給状況、卸電力価格などを踏まえて、
需給運用の最経済化を追求していくことで、需給関連費の
低減を図っています。
※ AIを活用した電力需給運用の高度化・最適化

　国際情勢等を反映して化石燃料価格や卸電力市況が高
騰していることから、燃料調達においては、調達先のさらな
る分散化や調達方法の多様化等により、必要量の安定確保
を優先するとともに、早めの配船手配や高在庫運用などの
リスクマネジメントを強化しています。

資機材調達コストの低減
　資材部内に新たな常設組織として、資材部員と各事業部
員で構成する「調達ソリューションチーム」を2021年8月に
設置し、工事構想や概略設計の段階からコスト削減方法を
検討することで、さらなる資機材調達コストの低減に取り
組んでいます。

販売拠点の統廃合
　2022年3月に販売拠点の3営業所を上位の支店に統合
して4支店10営業所体制とする組織の大括り化を実施しま
した。上位支店が廃止した事業所のエリアをカバーするこ
とで総合的なサービスレベルを維持しながら、生産性の向
上を図っています。

需給運用の最経済化

安定的な燃料調達

継続的な経営効率化

最経済な需給運用と安定的な燃料調達、継続的な経営効率化 DX（デジタル・トランスフォーメーション）の推進

市場活用のイメージ

販売拠点（2022年3月）
取り組み事例

ＬＮＧ

石　炭

石　油
・主に国内取引で調達
・稼働増にも対応できるよう調達先を拡充

・信頼性の高い調達先との長期契約
・豪州現地子会社から銘柄を特定しないスペッ
ク炭を調達
・ロシアからの調達は、豪州やインドネシア等
から調達に振替 等

・所要量は長期契約に基づき安定的に調達
・市場動向等に応じてスポット調達を実施

※ 発電単価（限界費用）が自社火力aとbの間にある自社火力についても、個々の発電
　 単価（限界費用）と市場価格等を踏まえて売電/買電を実施

調達コストの低減に向けた検討の枠組み
DX推進のためのロードマップ

２０１8年３月

２０１９年３月

２０２２年３月

営業所数

15
13
10

合計

23
17
14

支店数

8

4
９拠点を
削減

営業所
支店

事業部門

✓変革意識の醸成
✓デジタルリテラシー向上
✓システム基盤の段階的整備

✓取り組みの継続・拡大による従業員
　パフォーマンス最大化 持続的な

企業価値
の創出✓パイロット

　部門における
　先行的な取り組み

✓パイロット
　部門における
　先行的な取り組み

✓サービスの多様化や高付加価値
　化による競争力強化
✓サービスの多様化や高付加価値
　化による競争力強化

✓革新的なサービスの提供✓革新的なサービスの提供

資材部門 調達担当者

各事業部

当年度案件を
中心にコスト
低減を検討

調達検討
WG
(既設)

情報共有

調達ｿﾘｭｰｼｮﾝﾁｰﾑ(新設)
（技術的知見）
各事業部員

（調達ノウハウ）
資材部員

自社火力aの発電
単価(限界費用)

自社火力bの発電
単価(限界費用)

0時

市
場
価
格

朝方 夕方 24時

買電して自社
火力と差替

発電余力が
あれば売電

P.34参照

　当社グループは、DXを「デジタルとデータを活用して、ビジネス全般を変革すること、すなわち既存事業の競争力強化や
新たな価値創造に必要となるビジネスモデル・プロセスや企業文化・従業員マインド等を変革すること」と定義づけ、2022
年3月に専任組織を設置して、全社的な取り組みを進めています。
　DXの推進にあたっては、まずは、2023年度末までを「フェーズ１」と位置づけ、DX推進のための環境整備を重点的に行っ
ています。また、ＤＸにつながる取り組みを実践する2024年度からの「フェーズ２」を見据えて、火力事業等をパイロット部門
に選定し、事業運営におけるDX実現に向けた具体的な取り組みの検討（下段の事例①の火力発電設備における異常の早期
発見など）を進めています。

持続的な企業価値創出に向けたDXの推進

ＤＸにつながる
取組実践

ＤＸ推進のため
の環境整備

既存事業既存事業

新規事業新規事業

事例①：火力発電設備における異常の早期発見 
　モーターやポンプ等の過熱による設備異常について
は、一部は温度検出器で監視しているものの、その他の
部分は巡視点検で把握しており、早期発見が課題となっ
ていました。
　 このため、赤外線カメラによる常時監視とＡＩによる熱
画像解析技術を組み合わせ、設備異常を早期に発見で
きる仕組みの導入を念頭に実証を進めています。

事例②：電力需給運用の高度化・最適化
　最経済な電力需給計画の立案には、電力需要や卸電
力市場価格、再生可能エネルギー発電量など各種変動
要因の影響を適切に評価することが重要となります。
　近年、FIT太陽光の増加や複数の新市場創設により、
電力需給計画の策定が複雑化していることから、2022
年7月からAI技術を活用した需給計画立案システムを導
入し、電力需給運用の高度化・最適化を図っています。

AIを活用したDX事例

フェーズ１(～2023年度） フェーズ2(2024年度～）

工事構想・概略設計
段階から調達コス
トの低減を検討

異常正常

AIで異常を判別

熱画像収集
異常検知を
出力

入力データ

電力需要

市場価格

気象情報

発電機の設備諸元等

シナリオ作成 発電計画策定 分析・評価

シナリオ1

シナリオ2

シナリオ3

発電計画A

発電計画B

発電計画C

シナリオの変動

シナリオの変動

シナリオの変動

分析・評価

分析・評価

分析・評価

採
用

赤外線カメラ
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小売販売

電力販売

電気事業（2）戦略的な電力販売

事業活動による価値創造

総販売電力量 

域内小売販売電力量 域外小売販売電力量 

（年度）2030
目標

2021
実績

2020
実績

280億kWh
305億kWh 300億kWh

※ 契約切替等の影響を最小限に留める

電化住宅の契約口数（万口）

20212019 202020182017

36
37

39
40

41
22%

25%

四国の全世帯数※に占める割合

※ 160万世帯（2018.10.1時点、総務省 「住宅・土地統計調査」）

（年度）

事業運営方針

目標

● 小売販売事業における多様な料金プランの設定や他企業商材とのセット販売拡充

● 小売販売事業における法人向けアカウント営業による関係性強化、コンサル営業の推進

● 相対取引と市場取引を組み合わせた卸販売の収益拡大

● 地域社会の脱炭素化支援、太陽光PPAの推進 

　燃料情勢の先行き等を見据えながら、適正な料金水準の確保を目指して、電力販売事
業を行っています。
　また、お客さまとの信頼関係や距離の近さという当社の強みを活かして、電化需要の
開拓や地域の脱炭素化支援を進めています。

（年度）2025
目標

2021
実績

2020
実績

214億kWh 218億kWh 210億kWh

（年度）2025
目標

2021
実績

2020
実績

5億kWh
7億kWh

10億kWh

P.36－38参照

多様な料金プランの設定
　個人を中心とした低圧のお客さま向けには、
・ライフスタイルやご利用ニーズに応じたプラン
・環境意識の高まりを踏まえたCO₂フリープラン
などの多様な選択肢をご提供することで、お客さま満足度
の向上を図っています。

他事業者との提携によるセット販売の拡充
　四国地域に強固な顧客基盤を有する企業と提携し、提携
先企業を通じて当社の電気と提携先の商材をセットで販売
することで、お客さまの獲得・つなぎ止めを図っています。
　提携の深化や提携先の拡大を通じて、セット販売の付加
価値を高めるととともに、さらなるサービスの導入を検討
していきます。

電化住宅の普及促進
　新築・リフォームを検討中のお客さまに、ハウスメーカー・
工務店等のサブユーザーと連携して、オール電化住宅の快
適性・利便性や経済性、カーボンニュートラル等の環境面
をアピールすることで、電化需要の掘り起こしを進めてい
ます。
　また、当社が提供する電気料金プランとグループ会社が提
供する電化機器とのセット割引等なども提供しています。
　こうした活動の結果、2021年度は、四国における新築戸
建住宅の約75％のお客さまに電化住宅を採用していただ
き、全世帯に占める電化住宅の割合は、約25％まで上昇し
ています。

＜CO2フリープラン＞

再エネPlus+
• 低圧の主契約に太陽光・水力・風力等に由来する非化石価値証
　書を活用したメニューをオプションとして付けたプラン

地域限定の水力100％プラン（徳島県、高知県）
• 徳島・高知県内の法人のお客さまを対象に、各県が運営する水
　力発電所で発電された再エネ100％の電気をお届けするプラン

+
主契約 オプション 電力使用に伴う

CO2排出量が
ゼロ！

再エネ
Plus＋

家庭/法人の
料金プラン

※1 当社指定の電気料金プランへの加入が条件
※2 電気調理器のみのリースは対象外

セット販売を導入している提携業種　（計13社）
業種

エネルギー系（計8社）

放送事業（計4社） ケーブルテレビ

光通信サービス、格安スマホ

・エコキュート等の電気給湯機や電気調理器（IH）の
リース※2

・ガス、石油 など

情報通信（１社）

セット商材※1

新築戸建の電化住宅採用比率の推移（％）

20212020201920182017 （年度）

73 73

76 76
75
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小売販売

電力販売

電気事業（2）戦略的な電力販売

事業活動による価値創造

総販売電力量 

域内小売販売電力量 域外小売販売電力量 

（年度）2030
目標

2021
実績

2020
実績

280億kWh
305億kWh 300億kWh

※ 契約切替等の影響を最小限に留める

電化住宅の契約口数（万口）

20212019 202020182017

36
37

39
40

41
22%

25%

四国の全世帯数※に占める割合

※ 160万世帯（2018.10.1時点、総務省 「住宅・土地統計調査」）

（年度）

事業運営方針

目標

● 小売販売事業における多様な料金プランの設定や他企業商材とのセット販売拡充

● 小売販売事業における法人向けアカウント営業による関係性強化、コンサル営業の推進

● 相対取引と市場取引を組み合わせた卸販売の収益拡大

● 地域社会の脱炭素化支援、太陽光PPAの推進 

　燃料情勢の先行き等を見据えながら、適正な料金水準の確保を目指して、電力販売事
業を行っています。
　また、お客さまとの信頼関係や距離の近さという当社の強みを活かして、電化需要の
開拓や地域の脱炭素化支援を進めています。

（年度）2025
目標

2021
実績

2020
実績

214億kWh 218億kWh 210億kWh

（年度）2025
目標

2021
実績

2020
実績

5億kWh
7億kWh

10億kWh

P.36－38参照

多様な料金プランの設定
　個人を中心とした低圧のお客さま向けには、
・ライフスタイルやご利用ニーズに応じたプラン
・環境意識の高まりを踏まえたCO₂フリープラン
などの多様な選択肢をご提供することで、お客さま満足度
の向上を図っています。

他事業者との提携によるセット販売の拡充
　四国地域に強固な顧客基盤を有する企業と提携し、提携
先企業を通じて当社の電気と提携先の商材をセットで販売
することで、お客さまの獲得・つなぎ止めを図っています。
　提携の深化や提携先の拡大を通じて、セット販売の付加
価値を高めるととともに、さらなるサービスの導入を検討
していきます。

電化住宅の普及促進
　新築・リフォームを検討中のお客さまに、ハウスメーカー・
工務店等のサブユーザーと連携して、オール電化住宅の快
適性・利便性や経済性、カーボンニュートラル等の環境面
をアピールすることで、電化需要の掘り起こしを進めてい
ます。
　また、当社が提供する電気料金プランとグループ会社が提
供する電化機器とのセット割引等なども提供しています。
　こうした活動の結果、2021年度は、四国における新築戸
建住宅の約75％のお客さまに電化住宅を採用していただ
き、全世帯に占める電化住宅の割合は、約25％まで上昇し
ています。

＜CO2フリープラン＞

再エネPlus+
• 低圧の主契約に太陽光・水力・風力等に由来する非化石価値証
　書を活用したメニューをオプションとして付けたプラン

地域限定の水力100％プラン（徳島県、高知県）
• 徳島・高知県内の法人のお客さまを対象に、各県が運営する水
　力発電所で発電された再エネ100％の電気をお届けするプラン

+
主契約 オプション 電力使用に伴う

CO2排出量が
ゼロ！

再エネ
Plus＋

家庭/法人の
料金プラン

※1 当社指定の電気料金プランへの加入が条件
※2 電気調理器のみのリースは対象外

セット販売を導入している提携業種　（計13社）
業種

エネルギー系（計8社）

放送事業（計4社） ケーブルテレビ

光通信サービス、格安スマホ

・エコキュート等の電気給湯機や電気調理器（IH）の
リース※2

・ガス、石油 など

情報通信（１社）

セット商材※1

新築戸建の電化住宅採用比率の推移（％）

20212020201920182017 （年度）

73 73

76 76
75
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提案件数
1,309件

（2021年度）

戦略的な電力販売

事業活動による価値創造

地域社会の脱炭素化支援、太陽光PPA

安全性・利便性に優れた電化厨房 お客さまへのソリューション提案状況

オンサイトPPA （導入事例）

主な脱炭素支援サービス

自治体向けコンサルの流れ

調理時間の短縮

火力が強く均質

人件費の抑制

調理のマニュアル化、
自動化が容易

火のない
安心感

お手入れが
簡単

光熱費が
安い

省エネ対策
55％

その他
23％

環境対策
5％

負荷平準化対策
4％

設備保全対策
13％

　事業者のニーズに応じた相対取引のほか、ベースロード市場やスポット市場、段階的に導入されている需給調整市場等の
取引を組み合わせ、収益の拡大を図っています。

卸販売

専任担当者によるアカウント営業
　一定規模以上の法人のお客さまに専任担当者を配置して、個別に営業を行うアカウント営業に力を入れています。
　専任担当者は、お客さまのニーズや電気のご使用状況等を踏まえて、料金提案や技術提案等をきめ細かく実施することで、
お客さまとの関係性強化などを進めています。
　また、専任担当者の配置が困難なお客さまには、四国エリアに強固な営業基盤を持つ提携事業者やダイレクトメール等を活
用して対応しています。　

業務用分野における電化需要の開拓
　熱源決定に影響力を有する設計事務所等のサブユーザ
ーへの電化提案や設計支援､エンドユーザーへのソリュー
ション活動を強化するなど、厨房・給湯の電化を中心とした
提案活動を継続的に実施しています。
　特に、熱需要の大きい医療・福祉施設や給食調理施設等
を対象に、電化による安全性・利便性を訴求することで、電
力需要の開拓を進めています。

産業用分野におけるエネルギーコンサル
　当社グループが保有する技術力・ノウハウ等を活用し､
産業用分野のお客さまに、
•電気への熱源転換による省エネルギーや低炭素化対策、
　コスト削減や生産性・品質の向上
•既設設備の環境対策や効率的な運用方法
など、専門性の高い多様なソリューションを提案すること
で、電力需要の開拓や関係性強化を図っています。

自治体等への脱炭素化支援コンサルの実施
　地域社会における脱炭素化機運が高まるなかで、当社グ
ループは、自治体や学校に対して、太陽光発電や蓄電池、省
エネ対策等のコンサル･ソリューションを実施しています｡
　また、複数の地元銀行と地域社会・地域企業のカーボン
ニュートラルに向けた取組支援に係る連携協定を締結し、
それぞれの商品・サービスと四国地域の強みを組み合わせ
て、地域社会の脱炭素化を支援しています。

太陽光PPA事業の推進
　2022年1月、高圧以上の法人・自治体向けに、太陽光発
電設備を設置・運用し､需要家に電力・環境価値を販売す
る太陽光PPA事業を推進するため、住友商事、シンガポー
ルのサンシープ・グループ※とともに、同事業を担う新会社
「Sun Trinity」を設立しました。　
　本事業では、当社・住友商事が有する電力事業の知見や
国内の幅広い事業基盤に加え、サンシープが有する世界トッ
プクラスの技術力や太陽光モジュールなどの調達力を組み
合わせることで、需要家に太陽光発電を活用した最適な再
エネ電力・環境価値を提供できる点が強みとなっています。
※ 東南アジアの屋根置き太陽光発電事業でトップシェアの会社

施設・運用改善への
支援

再エネ・蓄電池導入
支援

エネルギーサービス
提供

EV・充電設備導入、
電化支援

電気・LNG
供給

CO2フリーメニュー、
証書提供

地域における再エネ
導入ポテンシャル等の

調査支援

2050年を見据えた
地域再エネ導入目標の

策定支援

公共施設等へ
再エネ設備等の
導入支援

実
行

戦
略
策
定

・地域の脱炭素に向け
て再エネ導入を計画
的・段階的に進める
戦略策定を支援

・脱炭素化と災害時の
レジリエンスを高め
る分散型エネルギー
設備等の導入を支援

オンサイトPPA

オフサイトPPA

Sun Trinityが
お客さま構内に設置 電力需要 夜間など不足分は

当社が供給

電気の輸送 電力需要Sun Trinityが
郊外等に設置 夜間など不足分は

当社が供給

※ PPA事業における当社グループの役割：
    発電設備の保守管理、電気の輸送、電気の需給調整 など
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提案件数
1,309件

（2021年度）

戦略的な電力販売

事業活動による価値創造

地域社会の脱炭素化支援、太陽光PPA

安全性・利便性に優れた電化厨房 お客さまへのソリューション提案状況

オンサイトPPA （導入事例）

主な脱炭素支援サービス

自治体向けコンサルの流れ

調理時間の短縮

火力が強く均質

人件費の抑制

調理のマニュアル化、
自動化が容易

火のない
安心感

お手入れが
簡単

光熱費が
安い

省エネ対策
55％

その他
23％

環境対策
5％

負荷平準化対策
4％

設備保全対策
13％

　事業者のニーズに応じた相対取引のほか、ベースロード市場やスポット市場、段階的に導入されている需給調整市場等の
取引を組み合わせ、収益の拡大を図っています。

卸販売

専任担当者によるアカウント営業
　一定規模以上の法人のお客さまに専任担当者を配置して、個別に営業を行うアカウント営業に力を入れています。
　専任担当者は、お客さまのニーズや電気のご使用状況等を踏まえて、料金提案や技術提案等をきめ細かく実施することで、
お客さまとの関係性強化などを進めています。
　また、専任担当者の配置が困難なお客さまには、四国エリアに強固な営業基盤を持つ提携事業者やダイレクトメール等を活
用して対応しています。　

業務用分野における電化需要の開拓
　熱源決定に影響力を有する設計事務所等のサブユーザ
ーへの電化提案や設計支援､エンドユーザーへのソリュー
ション活動を強化するなど、厨房・給湯の電化を中心とした
提案活動を継続的に実施しています。
　特に、熱需要の大きい医療・福祉施設や給食調理施設等
を対象に、電化による安全性・利便性を訴求することで、電
力需要の開拓を進めています。

産業用分野におけるエネルギーコンサル
　当社グループが保有する技術力・ノウハウ等を活用し､
産業用分野のお客さまに、
•電気への熱源転換による省エネルギーや低炭素化対策、
　コスト削減や生産性・品質の向上
•既設設備の環境対策や効率的な運用方法
など、専門性の高い多様なソリューションを提案すること
で、電力需要の開拓や関係性強化を図っています。

自治体等への脱炭素化支援コンサルの実施
　地域社会における脱炭素化機運が高まるなかで、当社グ
ループは、自治体や学校に対して、太陽光発電や蓄電池、省
エネ対策等のコンサル･ソリューションを実施しています｡
　また、複数の地元銀行と地域社会・地域企業のカーボン
ニュートラルに向けた取組支援に係る連携協定を締結し、
それぞれの商品・サービスと四国地域の強みを組み合わせ
て、地域社会の脱炭素化を支援しています。

太陽光PPA事業の推進
　2022年1月、高圧以上の法人・自治体向けに、太陽光発
電設備を設置・運用し､需要家に電力・環境価値を販売す
る太陽光PPA事業を推進するため、住友商事、シンガポー
ルのサンシープ・グループ※とともに、同事業を担う新会社
「Sun Trinity」を設立しました。　
　本事業では、当社・住友商事が有する電力事業の知見や
国内の幅広い事業基盤に加え、サンシープが有する世界トッ
プクラスの技術力や太陽光モジュールなどの調達力を組み
合わせることで、需要家に太陽光発電を活用した最適な再
エネ電力・環境価値を提供できる点が強みとなっています。
※ 東南アジアの屋根置き太陽光発電事業でトップシェアの会社

施設・運用改善への
支援

再エネ・蓄電池導入
支援

エネルギーサービス
提供

EV・充電設備導入、
電化支援

電気・LNG
供給

CO2フリーメニュー、
証書提供

地域における再エネ
導入ポテンシャル等の

調査支援

2050年を見据えた
地域再エネ導入目標の

策定支援

公共施設等へ
再エネ設備等の
導入支援

実
行

戦
略
策
定

・地域の脱炭素に向け
て再エネ導入を計画
的・段階的に進める
戦略策定を支援

・脱炭素化と災害時の
レジリエンスを高め
る分散型エネルギー
設備等の導入を支援

オンサイトPPA

オフサイトPPA

Sun Trinityが
お客さま構内に設置 電力需要 夜間など不足分は

当社が供給

電気の輸送 電力需要Sun Trinityが
郊外等に設置 夜間など不足分は

当社が供給

※ PPA事業における当社グループの役割：
    発電設備の保守管理、電気の輸送、電気の需給調整 など
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P.40－43参照

国際事業

事業活動による価値創造

　国際事業を成長分野の一つと位置づけ、事業パートナーとの関係強化を通じて、長期電力販売契約が付帯する案件を基本
に新たな案件の獲得・開発を進めています。
　また、今後の事業拡大に向けて、ＩＰＰ※事業だけでなく、当社グループの技術・経験を活かすことができるLNG基地事業や地
域熱供給事業などの新たな分野への参画可能性についても検討しています。米国サウス・フィールド・エナジーガス火力 データセンターPowerico（サーバールーム）

2020
実績

国際事業（経常利益）

0億円

40億円

2025
目標

2021
実績

9億円

80億円

2030
目標

（年度）

国際事業における新たな案件の獲得・開発
情報通信事業におけるデータセンター・クラウド事業や個人向け通信事業の拡大
ガス販売事業、建設・エンジニアリング事業等における着実な利益の拡大
分散型エネルギー事業の展開

事業運営方針

●

●

●

●

目標
情報通信事業（経常利益）

69億円 80億円81億円
100億円

2020
実績

2025
目標

2021
実績

2030
目標

（年度）

71万kW※

150万kW

89万kW

200万kW

2020
実績

2025
目標

2021
実績

2030
目標

（年度）

電気事業以外の事業
国際事業、情報通信事業を中心とした成長事業の拡大

電気事業以外の事業については、今後の成長が特に期待できる国際事業、情報通信事業
を軸に事業領域・市場エリアの拡大を図っており、今後10年間で利益の大幅な積み増しを
目指しています。

国際事業（持分容量）

※ 持分容量のうち、運転開始済のものは約41万kW

※ 独立系発電事業者

その他事業［情報通信、国際以外］（経常利益）

72億円 70億円
92億円

80億円

2020
実績

2025
目標

2021
実績

2030
目標

（年度）

事業の参画状況

　2008年にカタールで最初のIPP事業に参画して以降、中東地域で
火力発電を中心に取り組んできました。近年は、リスク分散を図りつ
つ、アジア・欧米地域に事業エリアを広げるとともに、市場拡大が見
込まれる再生可能エネルギー案件の獲得にも注力しており、参画案
件の持分容量は、2021年度末で89万kWとなっています。
　今後は、持分容量を2025年度に150万kW、2030年度には200
万kW程度とする目標達成に向けて、獲得案件を積み上げていくこ
とで、利益の拡大を図っていきます。

事業ポートフォリオ

中東 アジア･欧米･その他

再エネ

火力

6万kW

32万kW51万kW

※ 数値は持分容量（2021年度末）

エリア
拡大

電源種
拡大

事業
エリア

電源
種別

主な事業の参画状況（2021年度末）

火力 再エネ

持分出力：83万kW
（うち2021年度末全面運開済：38万kW）

火力
持分出力：6万kW 
（うち全面運開済：3万kW）

再生可能エネルギー

オマーン国バルカ3/ソハール2ガス火力 米国エルセントロ太陽光

持分容量：各74.4万ｋW（当社持分：各5万ｋW ） 持分容量：2万ｋW（当社持分：0.3万ｋW ） 

国際事業特設サイト For the Next Generation
https://www.yonden.co.jp/corporate/yonden/international_activities/

WWWWWW
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P.40－43参照

国際事業

事業活動による価値創造

　国際事業を成長分野の一つと位置づけ、事業パートナーとの関係強化を通じて、長期電力販売契約が付帯する案件を基本
に新たな案件の獲得・開発を進めています。
　また、今後の事業拡大に向けて、ＩＰＰ※事業だけでなく、当社グループの技術・経験を活かすことができるLNG基地事業や地
域熱供給事業などの新たな分野への参画可能性についても検討しています。米国サウス・フィールド・エナジーガス火力 データセンターPowerico（サーバールーム）

2020
実績

国際事業（経常利益）

0億円

40億円

2025
目標

2021
実績

9億円

80億円

2030
目標

（年度）

国際事業における新たな案件の獲得・開発
情報通信事業におけるデータセンター・クラウド事業や個人向け通信事業の拡大
ガス販売事業、建設・エンジニアリング事業等における着実な利益の拡大
分散型エネルギー事業の展開

事業運営方針

●

●

●

●

目標
情報通信事業（経常利益）

69億円 80億円81億円
100億円

2020
実績

2025
目標

2021
実績

2030
目標

（年度）

71万kW※

150万kW

89万kW

200万kW

2020
実績

2025
目標

2021
実績

2030
目標

（年度）

電気事業以外の事業
国際事業、情報通信事業を中心とした成長事業の拡大

電気事業以外の事業については、今後の成長が特に期待できる国際事業、情報通信事業
を軸に事業領域・市場エリアの拡大を図っており、今後10年間で利益の大幅な積み増しを
目指しています。

国際事業（持分容量）

※ 持分容量のうち、運転開始済のものは約41万kW

※ 独立系発電事業者

その他事業［情報通信、国際以外］（経常利益）

72億円 70億円
92億円

80億円

2020
実績

2025
目標

2021
実績

2030
目標

（年度）

事業の参画状況

　2008年にカタールで最初のIPP事業に参画して以降、中東地域で
火力発電を中心に取り組んできました。近年は、リスク分散を図りつ
つ、アジア・欧米地域に事業エリアを広げるとともに、市場拡大が見
込まれる再生可能エネルギー案件の獲得にも注力しており、参画案
件の持分容量は、2021年度末で89万kWとなっています。
　今後は、持分容量を2025年度に150万kW、2030年度には200
万kW程度とする目標達成に向けて、獲得案件を積み上げていくこ
とで、利益の拡大を図っていきます。

事業ポートフォリオ

中東 アジア･欧米･その他

再エネ

火力

6万kW

32万kW51万kW

※ 数値は持分容量（2021年度末）

エリア
拡大

電源種
拡大

事業
エリア

電源
種別

主な事業の参画状況（2021年度末）

火力 再エネ

持分出力：83万kW
（うち2021年度末全面運開済：38万kW）

火力
持分出力：6万kW 
（うち全面運開済：3万kW）

再生可能エネルギー

オマーン国バルカ3/ソハール2ガス火力 米国エルセントロ太陽光

持分容量：各74.4万ｋW（当社持分：各5万ｋW ） 持分容量：2万ｋW（当社持分：0.3万ｋW ） 

国際事業特設サイト For the Next Generation
https://www.yonden.co.jp/corporate/yonden/international_activities/
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共創

協働

法人向けデータセンター「　　　　（パワリコ)」・
クラウド事業 個人向け光通信事業「　　　  （ピカラ光ねっと）」

データセンター事業の顧客属性（2021年度末）

共創の場「SoCoラボ」の開設　 建設中のサービス付き高齢者住宅
（完成予想図）

　 ㈱STNetでは、デジタル化やクラウド化の進展、DXニー
ズの高まり等を追い風に、ビジネスの基盤となる法人向け
データセンター・クラウド事業の拡大を進めています。
　香川県高松市に立地する西日本最大級のデータセン
ター「パワリコ」は、自然災害リスクの低い立地面の優位性、
信頼度の高いファシリティ、お客さまニーズに応じた提案
型の運用サービスを強みにしており、首都圏を中心に金融
機関や地方公共団体、製造、ＩＴ等のお客さまにご利用いた
だいています。
　また、パワリコでは、環境負荷軽減の観点から、2022年
4月より、使用電力量の約4割で再生可能エネルギー由来
の電力を活用しています。

　 ㈱STNetでは、需要密度の高い四国内の主要都市を
中心に個人向け光通信サービス「ピカラ光ねっと」を提供
しており、安定した通信環境と価格のバランスが支持され、
契約数を順調に伸ばしています。
　近年は、テレワークの定着や高画質映像コンテンツの普
及などにより、ご家庭においても超高速・大容量通信の
ニーズが高まっていることから、2022年7月より、最大通
信速度10Gbpsの超高速「ピカラ光ねっと10ギガプラン」
の提供を開始しました。個人向け光通信事業の市場ニー
ズには根強いものがあることから、協業するCATV会社等
と連携しながら、さらなる契約獲得を目指します。

　㈱STNetでは、お客さまのDXを支援する場として新
たに「SoCoラボ」を開設し、情報・通信の専門人材がお
客さまをサポートするため、デジタル技術を活用した解
決策のアイデアを提案しています。　
　同社は、新たな価値を提供できる共創パートナーとし
て、お客さまの課題解決を通じて、情報通信サービスの
需要を拡大していきます。

ピカラ光ねっとの契約数の推移
（万件）
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①本社所在地

※①②ともエンドユーザーの属性

②業種

首都圏
49％四国

38％

中京圏
6％

その他3％
関西圏4％

製造
15％

課題探求 解決策の
創出

解決策の
実行・修正 課題解決

＜SoCoラボのコンセプト＞

共に寄り添い、共に生み出す
価値創造空間

情報通信事業 ガス販売、建設・エンジニアリング事業など

ガス販売事業

　当社グループでは、ガス販売事業のほか、電力関連工事で培った建設・エンジニアリングの技術力を活用して、全国各地で
再生可能エネルギー関連施設の建設・運営をしているほか、官公庁・民間向けの設備工事等を受注しています。また、不動産
事業や商事業なども展開しています。

　当社グループは、電気事業で培った情報・通信の両分野に跨る技術・人材を強みとして、グループ会社の㈱STNetを中心に、
データセンター・クラウド事業や光通信事業等の拡大に取り組んでおり、ビジネスをサポートするICT基盤や、四国地域で快
適な暮らしを実現するサービスの提供を進めています。

国際事業、情報通信事業を中心とした
成長事業の拡大

事業活動による価値創造

　当社グループでは、 2050年のカーボンニュートラル
実現に向けた脱炭素へのトランジションを追い風に、四国
域内の石油・石炭による熱需要の燃料転換ニーズ等を発
掘し、液化天然ガス（LNG）の販売を進めています。
　事業拠点としては、坂出発電所に隣接する坂出LNG基
地のほか、東京ガス㈱の子会社等との共同事業である愛
媛県の新居浜LNG基地が、2022年3月に運転を開始し
たことで、ガス販売事業の基盤が強化されました。
　さらに、同年12月から始まる愛媛県の四国中央市にお
けるガス供給事業にも参画しており、四国地域の低炭素
化・脱炭素化に貢献していきます。

不動産事業

　グループ会社の四電ビジネス㈱が、当社の遊休地等の活用等を中
心に、オフィスや賃貸レジデンス､商業施設等の開発を進めています。
同社では、2023年にサービス付き高齢者住宅の開設を予定しており、
当社グループの信用力と介護事業のノウハウを活用して、お客さまに
選択していただける施設の提供を目指しています。
　また、首都圏においても、賃貸住宅開発を進めるなど、四国内外で
の不動産事業の拡大に取り組んでいます。

建設・エンジニアリング事業

　四電エンジニアリング㈱は、全国各地において風力や太
陽光発電などのＥＰＣ（設計・調達・建設）やＯ＆Ｍ（運転保
守）などの受注を拡大しており、至近では、新潟県阿賀野
市や愛知県知多市の太陽光発電事業に参画しています。
　㈱四電工は、Ｍ＆Ａを通じて首都圏や関西圏での事業基
盤をさらに固め、より積極的な受注獲得や事業領域の拡
大を図っています。
　㈱四電技術コンサルタントは、総合コンサルティング会
社の強みを活かし、官公庁の道路や河川構造物等の設計
を中心に四国域内で受注を拡大しています。

金融機関
28％

その他
24％

IT13％ 地方
公共団体
20％

新居浜LNG基地 事業参画した新潟県阿賀野市の太陽光発電所
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法人向けデータセンター「　　　　（パワリコ)」・
クラウド事業 個人向け光通信事業「　　　  （ピカラ光ねっと）」

データセンター事業の顧客属性（2021年度末）

共創の場「SoCoラボ」の開設　 建設中のサービス付き高齢者住宅
（完成予想図）
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の電力を活用しています。
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しており、安定した通信環境と価格のバランスが支持され、
契約数を順調に伸ばしています。
　近年は、テレワークの定着や高画質映像コンテンツの普
及などにより、ご家庭においても超高速・大容量通信の
ニーズが高まっていることから、2022年7月より、最大通
信速度10Gbpsの超高速「ピカラ光ねっと10ギガプラン」
の提供を開始しました。個人向け光通信事業の市場ニー
ズには根強いものがあることから、協業するCATV会社等
と連携しながら、さらなる契約獲得を目指します。

　㈱STNetでは、お客さまのDXを支援する場として新
たに「SoCoラボ」を開設し、情報・通信の専門人材がお
客さまをサポートするため、デジタル技術を活用した解
決策のアイデアを提案しています。　
　同社は、新たな価値を提供できる共創パートナーとし
て、お客さまの課題解決を通じて、情報通信サービスの
需要を拡大していきます。
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ガス販売事業

　当社グループでは、ガス販売事業のほか、電力関連工事で培った建設・エンジニアリングの技術力を活用して、全国各地で
再生可能エネルギー関連施設の建設・運営をしているほか、官公庁・民間向けの設備工事等を受注しています。また、不動産
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　当社グループは、電気事業で培った情報・通信の両分野に跨る技術・人材を強みとして、グループ会社の㈱STNetを中心に、
データセンター・クラウド事業や光通信事業等の拡大に取り組んでおり、ビジネスをサポートするICT基盤や、四国地域で快
適な暮らしを実現するサービスの提供を進めています。

国際事業、情報通信事業を中心とした
成長事業の拡大

事業活動による価値創造

　当社グループでは、 2050年のカーボンニュートラル
実現に向けた脱炭素へのトランジションを追い風に、四国
域内の石油・石炭による熱需要の燃料転換ニーズ等を発
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媛県の新居浜LNG基地が、2022年3月に運転を開始し
たことで、ガス販売事業の基盤が強化されました。
　さらに、同年12月から始まる愛媛県の四国中央市にお
けるガス供給事業にも参画しており、四国地域の低炭素
化・脱炭素化に貢献していきます。

不動産事業

　グループ会社の四電ビジネス㈱が、当社の遊休地等の活用等を中
心に、オフィスや賃貸レジデンス､商業施設等の開発を進めています。
同社では、2023年にサービス付き高齢者住宅の開設を予定しており、
当社グループの信用力と介護事業のノウハウを活用して、お客さまに
選択していただける施設の提供を目指しています。
　また、首都圏においても、賃貸住宅開発を進めるなど、四国内外で
の不動産事業の拡大に取り組んでいます。
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守）などの受注を拡大しており、至近では、新潟県阿賀野
市や愛知県知多市の太陽光発電事業に参画しています。
　㈱四電工は、Ｍ＆Ａを通じて首都圏や関西圏での事業基
盤をさらに固め、より積極的な受注獲得や事業領域の拡
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　㈱四電技術コンサルタントは、総合コンサルティング会
社の強みを活かし、官公庁の道路や河川構造物等の設計
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事業の展開イメージ事業展開の方針

　需要家側エネルギーリソースが拡大し、取引形態の
多様化が進んでいくものと見込まれることから、当社グ
ループのリソースと提携企業の技術・ノウハウを融合さ
せながら、段階的に事業の高度化を図っており、 最終
的にはエネルギー関連複合サービスの展開も念頭に、
分散型エネルギー事業に取り組んでいます。

分散型エネルギー事業

国際事業、情報通信事業を中心とした
成長事業の拡大

事業活動による価値創造

　当社グループでは、2050年カーボンニュートラルに向けて、「電気エネルギーのさらなる活用」を推進しています。これ
までの電化の推進はもとより、エネルギー利用の高度化・多様化の観点から、技術革新や社会・お客さまニーズの変化に伴
い拡大していく分散型エネルギーリソースに着目し、新たな事業やサービスの創出に取り組んでいます。

VPP・デジタル技術を活用したアグリゲーターイメージ

アグリゲーター（四国電力）

家庭用機器、蓄電池 自家発電、蓄電池生産設備 電気自動車

送配電事業者 小売電気事業者 再エネ発電事業者 需要家

サービス提供

監視制御

STEP1の事例：EVの普及拡大
　当社グループでは、法人・自治体のお客さまに「EV乗用
車、充電器をセットにしたリースサービス」や「EV充電に
CO₂フリー電気を供給するオプション」などをワンストップ
で提供しています。また、個人のお客さまに、既設マン
ションの駐車場の各区画に専用のEV充電設備と電気を
セットで提供するサービスの開始を予定しており、法人向
けにも順次、拡大していきます。
　なお、当社・四国電力送配電㈱では､業務用車両を2030
年度までに原則100％電動化する目標を掲げています。　

STEP2の事例：ＶＰＰ・デジタル技術の活用
　 IoT技術と太陽光や蓄電池・EV等の分散型エネルギー
リソース（以下、DER）を活用したVPP関連の知見蓄積を進
めています。
　 これまでの実証事業において、DERを活用した市場取
引等については技術的な目途を得ており、容量市場では、
既にDERを使った取引に参入しています。
　2022年度は、アグリゲーターライセンスを取得して、需
給調整市場への参入を検討しており、引き続き他社とも協
業しながら、活用可能なリソースを拡大していきます。

※ PV（太陽光発電）、EV（電気自動車）、VPP（仮想発電所）

分散型エネルギー事業に係る知見の蓄積等

STEP1
STEP2

STEP3

蓄電池・EVの拡大
・PV/EV＋蓄電池の
セット提供
・蓄電池利用の
最適化・高度化　等

VPP・デジタル技術活用
・アグリゲート事業
・電力需給の最適化
・Ｐ２Ｐ（お客さま間の
直接取引）　等

エネルギー関連
複合サービス提供
・エネルギーデータ活用
・プラットフォーム事業
・マイクログリッド　等

サステナビリティを高める事業経営
（ESGの取り組み）

■ 社長を委員長とする「サステナビリティ推進会議」のもとで、事業活動と連動性の高いESG課題を特定し、
　 社会的責任を果たしながら、持続的な価値創造を推進することにより、企業価値向上を目指していきます。

・P.45　サステナビリティを高める取り組み
・P.46　E ： 環境問題への対応
・P.53   S ： 地域共生活動の推進、従業員活力の維持・向上
・P.59   G ： コーポレートガバナンスの充実・強化

マンション向けEV充電器設置サービス

お客さま専用
普通充電器

マンション駐車場への
電力供給

充電器認証、
動作制御

個人認証、
充電指示等クラウド

サーバ

お客さまA

お客さまB

業務用車両※を2030年度までに100%電動化
※ 当社・四国電力送配電㈱の２社目標。円滑な業務運営に支障を来すおそれのある緊急・
　 工事用車両等を除く
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