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見通しに関する注意事項
　本レポートには、四国電力株式会社およびグループ会社の過去と現在の事実だけ

ではなく、業績見通しなどの将来の予測に関する記述が含まれています。こうした記

述は、記述した時点で入手可能な情報に基づいた仮定や判断であり、潜在的なリス

クや不確実性が含まれています。そのため、経営環境など前提条件の変化などに伴

い修正する可能性があります。読者の皆さまには、以上をご了承いただきますようお

願い申し上げます。

編集方針

　ステークホルダーの皆さまに、四国電力グループの企業活動をご

理解いただくうえでは、財務活動とCSR*1活動を統合的にお示しする

ことが重要との認識のもと、2013年度から、これまで別の冊子として

発行してまいりました「アニュアルレポート」と「CSRレポート」を統合

し、「よんでんグループアニュアルレポート」として発行することといた

しました。

　なお、環境保全に関するデータ等の詳細な内容については、本レ

ポートに掲載されていないものも含め、当社ホームページ上でご覧

いただけます。

報告期間

2012年度の活動実績をもとに作成しています。なお、一部、発行まで

の最新の情報についても掲載しています。

報告範囲

四国電力株式会社およびグループ会社

（詳細はP55「グループ会社」をご参照ください。）

参考としたガイドライン

GRI*2「サステナビリティ･リポーティング･ガイドライン（第3版）」

環境省「環境報告ガイドライン（2012年版）」

発行時期

毎年8月末発行

お問い合わせ先

四国電力株式会社

総合企画室 経営企画部 企画グループ

〒760-8573　香川県高松市丸の内2番5号

TEL：087-821-5061（代表）　FAX：087-825-3018

E-Mail：ir@yonden.co.jp

*1  CSR：Corporate Social Responsibilityの略で、一般に「企業の社会的責任」と訳されています。
*2  GRI： Global Reporting Initiativeの略で、持続可能性報告書の国際的なガイドラインを立案し、 

 普及させることを目的としたオランダに本部を置く国際非営利団体。企業、非営利団体、 
 会計士団体、投資機関、労働組合など多様な関係者が参画し、1997年秋から活動しています。
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日本

四国

四国地域

総面積　

18,793km²

人口
393万人

四国電力（2013年3月31日現在）

お客さま口数
287万口
総販売電力量
284億kWh

発電所
65ヵ所
変換所
1ヵ所
送電線（回線延長）
6,374km

変電所
208ヵ所
配電線（電線延長）
166,299km
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暮らしを支える
マルチユーティリティー企業グループを目指して
　私たち四国電力グループは、四国地域を事業基盤とし、1951年の創立以来、電気事業を中核として、 

「低廉で良質な電気を安定的にお届けすることで、地域の発展に貢献する」という基本的使命の達成に向けて取り 

組むとともに、幅広い事業活動を通じて、四国地域の生活・文化向上のお役に立てるよう努めています。
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 財務ハイライト
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私たちよんでんグループは、お客さまや地域の皆さまの「しあわせのチカラになりたい。」との想いを社員一人ひとり

がこれからもしっかり共有し、「暮らしを支えるマルチユーティリティー企業グループ」として、快適・安全・安心な 

暮らしと地域の発展に貢献できるよう、取り組んでまいります。
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私たちは、四国地域を基盤に、お客さまから最も信頼されるパートナーとして、

エネルギーから情報通信、ビジネス・生活サポートまで、多様なサービスを 

ワンストップで提供できる企業グループへの変革・成長を目指します。

「暮らしを支えるマルチユーティリティー企業グループ」

総合エネルギー分野

3つの事業分野

情報通信分野 ビジネス・生活サポート分野

環境適合 地域共生 未来創造

四国電力グループは、エネルギーを中心として、人々の生活に関わる様々なサービスを、

高い品質で提供し続けることにより、快適・安全・安心な暮らしと地域の発展に貢献します。

よんでんグループの使命・存在意義

よんでんグループの目指す将来像

よんでんグループビジョンを実現するための「3つの挑戦」

1   「電気」を中心とした低炭素なエネルギー社会実現への貢献

 ①  時代に適合する電源ベストミックスの追求と安全・安定運用

 ② 信頼の電力ネットワークの形成

 ③  生活・産業における「電化シフト」のさらなる推進

2   電気事業以外における付加価値創出への絶えざる挑戦

3   次代を切り拓く人財基盤の強化

よんでんグループビジョンを実現していく上で重視する「3つの視点」

 よんでんグループビジョン 
 ～しあわせのチカラになりたい。～
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四国電力では、CSR活動を推進していくうえでの基本方針を示した「よんでんグループ行動憲章」を制定し、よんでん

グループが重点的に取り組むCSR活動を「7つの柱」として位置付けています。
ホームページ「CSRへの取り組み」

トップ 会社情報 CSRへの取り組み

　私たちよんでんグループは、地域と共に生き、地域と共に歩み、地域と共に栄えるとの基本精神のもと、事業活動に深く係わり、これを支

えていただいている全ての皆さまとの信頼関係をより強固なものとし、広く社会に対する責任を果たしていくことが、企業グループとして成

長・発展し続けるために必要不可欠であると考えます。

　よんでんグループの役員および従業員は、法令を遵守し、企業倫理を徹底するとともに、透明性が高く開かれた事業活動を遂行すること

を基本に、以下の基準に則り行動することにより、社会からのご期待に応え、一層信頼される企業づくりに全力を尽くします。

お客さまと共に

◎  お客さまのご満足を第一に、社会に有用な商品およびサービ

スを、安全性に十分配慮して、誠実に提供いたします。

◎  特に電気の供給に当たっては、電気事業者としての社会的使

命のもと、良質で安価な電気エネルギーを、安全かつ安定的に

お届けします。

株主・投資家の皆さまと共に

◎  長期的かつ継続的な企業価値の向上を目指し、健全かつ透明

な事業活動を行います。

◎  株主・投資家の皆さまに対し、積極的かつ正確な情報開示を行

います。

取引先の皆さまと共に

◎  全ての取引先の皆さまが、対等の立場にある良きパートナー

であることを認識し、公正にして自由な取引を行います。

従業員と共に

◎ 個々の従業員の人格と個性を尊重します。

◎  安全で働きやすい職場環境を確保し、明朗にして自由闊達な

企業風土をつくります。

社会と共に

◎ 社会の一員として、地域社会の発展のために貢献します。

◎ 政治・行政とは、健全かつ正常な関係を維持します。

◎  市民社会に脅威を与える反社会的勢力とは、断固として対決

します。

地球と共に

◎  環境保全の重要性を認識し、全ての事業活動において環境負

荷の抑制に努めます。

よんでんグループ行動憲章

 よんでんグループのCSR活動方針

CSR活動の7つの柱
四国電力は、重点的に取り組むCSR活動を 

「7つの柱」として位置付け、グループ一丸となって、 

柱ごとにPDCA（計画・実行・評価・次年度への反映） 

サイクルに沿って、効果的にCSR活動を推進しています。

従業員活力の 

維持・向上

電力の 

安定供給の遂行

開かれた 

経営の実践

CSR活動の7つの柱

コンプライアンス

の推進

環境保全 

活動の推進

お客さま 

志向の徹底

地域共生 

活動の推進



　よんでんグループでは、「CSRアクションプラン」（活動計画）を策定し、それに則って取り組みを進めるとともに、

本レポートへの掲載を通じてステークホルダーの皆さまに広くお伝えすることとしています。

　また、多様なコミュニケーション機会を通じて頂いた、貴重なご意見やご要望なども参考にしながら、取り組みの 

進捗状況を確認するとともに、その結果を次年度のアクションプランへ反映することで、さらなるCSR活動の充実に

つなげていくこととしています。

活動項目 2012年度の主な実施事項 2013年度の計画・目標

電力の安定供給の遂行

設備の合理的形成と

安定・効率的運用

○伊方発電所における安全対策および新たな知見を踏まえた追加的な対策の実施

○坂出発電所2号機リプレース計画を着実に推進
○ 電力需給逼迫時における火力発電所の定検繰り延べ、発電設備の的確な運用管理等に
より安定供給確保

○電力ネットワークの供給信頼度維持に向けた高経年化対策を着実に実施

○伊方発電所における、新安全基準を踏まえた安全性向上対策の着実な実施

○坂出発電所2号機リプレース工事における安全・品質管理の徹底
○伊方発電所の再稼働状況に応じた電力の安定供給への取り組みの展開

○電力ネットワークの高経年化対策、適切な保守管理等による安定供給基盤の維持・強化

○太陽光・風力発電などの系統連系への取り組みの適切な実施

技術の維持･継承 ○社員教育・研修等やOJTを通じた技術継承を実施 ○若年層に対する現場技術教育の集中実施による早期戦力化と現場技術力の維持・強化

防災対策

事故停電の未然防止･早期復旧

○東南海・南海地震に備えた追加対策を検討・実施

○劣化設備の更新、巡視・点検の的確な実施による事故停電時間のさらなる短縮

○東南海・南海地震に備えた対策の継続実施

○配電設備の経年劣化対策工事の適切な実施と保守技術力の向上

コンプライアンスの推進
コンプライアンスの推進

○全従業員を対象としたe-ラーニングおよび各種教育の実施
○「よんでんグループコンプライアンス推進協議会」開催などによる、グループ大での

コンプライアンス意識の徹底

○社会環境の変化を踏まえたコンプライアンス教育等の実施

○グループ全体でのコンプライアンスのさらなる推進

個人情報保護の徹底

情報セキュリティの確保

○ 全従業員を対象としたe-ラーニングおよび各種教育の実施、全社への注意喚起 による
個人情報適正管理の徹底

○グループ大での情報セキュリティ向上に向けた実施計画の策定

○e-ラーニングおよび各種教育、全社への注意喚起による個人情報適正管理の徹底
○業務委託先における個人情報管理状況の再確認

○グループ会社を含めた情報セキュリティ向上に向けた施策を着実に推進

環境保全活動の推進 地球温暖化対策の推進 ○CO₂排出原単位削減目標の達成に向けた施策の実施 ○エネルギー・環境政策等の動向を踏まえた今後のCO2排出抑制への取り組みの検討・実施

地域環境保全の推進
○環境諸規制への適切な対応

○環境諸規制への適切な対応
○坂出発電所2号機リプレース計画に伴う環境アセスメントの実施

循環型社会形成の推進 ○石炭灰の有効利用、撤去資材のリサイクル等の廃棄物有効利用施策の推進 ○廃棄物有効利用の推進

環境管理の推進 ○環境講演会、廃棄物管理研修などの環境教育の実施 ○環境教育の効率的・効果的な実施

社会とのコミュニケーションの推進 ○グループ環境月間行事等さまざまな環境コミュニケーション活動の実施 ○環境コミュニケーション活動の効率的・効果的な実施

開かれた経営の実践 コーポレートガバナンスの

充実・強化

○業務セルフチェックの実施

○リスク管理の適切な推進

○業務セルフチェックの継続実施

○リスク管理の適切な推進

情報開示の徹底
○伊方発電所原子力関係情報等の積極的公開の実施

○ネガティブ情報を含む積極的な情報開示の実施

○伊方発電所原子力関係情報等の積極的公開の継続実施

○ネガティブ情報を含む積極的な情報開示の推進

IR活動を通じた企業価値の向上
○会社説明会の開催

○投資家・アナリスト向け情報開示の実施

○会社説明会・発電所等の施設見学会の開催

○投資家・アナリスト向け情報開示の実施

お客さま志向の徹底

お客さま志向の徹底

○お客さまの課題解決に向けたソリューション提案活動の積極的展開

○お客さまへの「電気の上手な使い方」のPRを通じたサポート活動の展開
○CS（顧客満足度）向上活動を活性化させるための実践研修の継続実施
○光サービス「ピカラ」の契約者数が14万件を突破

○CS（顧客満足度）向上に向けた各種サポート活動の展開
○エネルギー利用に関する幅広いニーズを汲み取った提案・コンサルティング活動の推進

○グループ全体でのピカラ光サービスの積極展開

○「ビジネス・生活サポート」分野での取り組みを着実に推進

従業員活力の維持・向上
従業員の多様性の尊重

○「女性活躍促進懇談会」の開催等、女性社員のキャリア形成に対する従業員の意識向上 
  施策の実施
○シニア社員（65歳までの継続雇用者）の雇用実績：188人（年度末時点）

○女性活躍促進の取り組みの継続・強化、女性管理者の育成配置の推進

○シニア社員の積極的な活用

働きやすい職場環境づくり
○長時間勤務の削減、適正な労働時間管理に向けた取り組みの実施

○従業員のワーク・ライフ・バランスの推進に向けた取り組みの実施
○長時間勤務の削減に向けた取り組みの継続

良好な労使関係の構築 ○労使一体となった諸課題への対応に向けた労使協議・情報交換の充実 ○労使協議の充実や情報交換を通じた労使の信頼関係の維持・向上

人材育成の積極的な推進 ○階層別教育やビジネスリーダー教育等を計画どおり実施 ○自律型人材の育成を目指した教育研修の体系的な実施

労働安全衛生の徹底
○グループ全体での安全諸活動の積極的推進

○特定検診・特定保健指導をグループ全体で実施

○グループ全体での安全諸活動の積極的推進

○保健指導をはじめとする健康の保持・増進への取り組みの実施

地域共生活動の推進
地域振興活動の積極展開

○自治体と連携した企業誘致活動

○産学官連携の推進

○交流人口拡大への支援

○地域活性化に資する諸活動の実施

地域共生活動の推進
○各事業所における地域共生活動の実施

○ふれあい行事の実施
○各事業所における地域共生活動の継続実施

次世代層への支援 ○次世代層へのエネルギー教育の実施 ○次世代層へのエネルギー教育の継続実施
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活動項目 2012年度の主な実施事項 2013年度の計画・目標

電力の安定供給の遂行

設備の合理的形成と

安定・効率的運用

○伊方発電所における安全対策および新たな知見を踏まえた追加的な対策の実施

○坂出発電所2号機リプレース計画を着実に推進
○ 電力需給逼迫時における火力発電所の定検繰り延べ、発電設備の的確な運用管理等に
より安定供給確保

○電力ネットワークの供給信頼度維持に向けた高経年化対策を着実に実施

○伊方発電所における、新安全基準を踏まえた安全性向上対策の着実な実施

○坂出発電所2号機リプレース工事における安全・品質管理の徹底
○伊方発電所の再稼働状況に応じた電力の安定供給への取り組みの展開

○電力ネットワークの高経年化対策、適切な保守管理等による安定供給基盤の維持・強化

○太陽光・風力発電などの系統連系への取り組みの適切な実施

技術の維持･継承 ○社員教育・研修等やOJTを通じた技術継承を実施 ○若年層に対する現場技術教育の集中実施による早期戦力化と現場技術力の維持・強化

防災対策

事故停電の未然防止･早期復旧

○東南海・南海地震に備えた追加対策を検討・実施

○劣化設備の更新、巡視・点検の的確な実施による事故停電時間のさらなる短縮

○東南海・南海地震に備えた対策の継続実施

○配電設備の経年劣化対策工事の適切な実施と保守技術力の向上

コンプライアンスの推進
コンプライアンスの推進

○全従業員を対象としたe-ラーニングおよび各種教育の実施
○「よんでんグループコンプライアンス推進協議会」開催などによる、グループ大での

コンプライアンス意識の徹底

○社会環境の変化を踏まえたコンプライアンス教育等の実施

○グループ全体でのコンプライアンスのさらなる推進

個人情報保護の徹底

情報セキュリティの確保

○ 全従業員を対象としたe-ラーニングおよび各種教育の実施、全社への注意喚起 による
個人情報適正管理の徹底

○グループ大での情報セキュリティ向上に向けた実施計画の策定

○e-ラーニングおよび各種教育、全社への注意喚起による個人情報適正管理の徹底
○業務委託先における個人情報管理状況の再確認

○グループ会社を含めた情報セキュリティ向上に向けた施策を着実に推進

環境保全活動の推進 地球温暖化対策の推進 ○CO₂排出原単位削減目標の達成に向けた施策の実施 ○エネルギー・環境政策等の動向を踏まえた今後のCO2排出抑制への取り組みの検討・実施

地域環境保全の推進
○環境諸規制への適切な対応

○環境諸規制への適切な対応
○坂出発電所2号機リプレース計画に伴う環境アセスメントの実施

循環型社会形成の推進 ○石炭灰の有効利用、撤去資材のリサイクル等の廃棄物有効利用施策の推進 ○廃棄物有効利用の推進

環境管理の推進 ○環境講演会、廃棄物管理研修などの環境教育の実施 ○環境教育の効率的・効果的な実施

社会とのコミュニケーションの推進 ○グループ環境月間行事等さまざまな環境コミュニケーション活動の実施 ○環境コミュニケーション活動の効率的・効果的な実施

開かれた経営の実践 コーポレートガバナンスの

充実・強化

○業務セルフチェックの実施

○リスク管理の適切な推進

○業務セルフチェックの継続実施

○リスク管理の適切な推進

情報開示の徹底
○伊方発電所原子力関係情報等の積極的公開の実施

○ネガティブ情報を含む積極的な情報開示の実施

○伊方発電所原子力関係情報等の積極的公開の継続実施

○ネガティブ情報を含む積極的な情報開示の推進

IR活動を通じた企業価値の向上
○会社説明会の開催

○投資家・アナリスト向け情報開示の実施

○会社説明会・発電所等の施設見学会の開催

○投資家・アナリスト向け情報開示の実施

お客さま志向の徹底

お客さま志向の徹底

○お客さまの課題解決に向けたソリューション提案活動の積極的展開

○お客さまへの「電気の上手な使い方」のPRを通じたサポート活動の展開
○CS（顧客満足度）向上活動を活性化させるための実践研修の継続実施
○光サービス「ピカラ」の契約者数が14万件を突破

○CS（顧客満足度）向上に向けた各種サポート活動の展開
○エネルギー利用に関する幅広いニーズを汲み取った提案・コンサルティング活動の推進

○グループ全体でのピカラ光サービスの積極展開

○「ビジネス・生活サポート」分野での取り組みを着実に推進

従業員活力の維持・向上
従業員の多様性の尊重

○「女性活躍促進懇談会」の開催等、女性社員のキャリア形成に対する従業員の意識向上 
  施策の実施
○シニア社員（65歳までの継続雇用者）の雇用実績：188人（年度末時点）

○女性活躍促進の取り組みの継続・強化、女性管理者の育成配置の推進

○シニア社員の積極的な活用

働きやすい職場環境づくり
○長時間勤務の削減、適正な労働時間管理に向けた取り組みの実施

○従業員のワーク・ライフ・バランスの推進に向けた取り組みの実施
○長時間勤務の削減に向けた取り組みの継続

良好な労使関係の構築 ○労使一体となった諸課題への対応に向けた労使協議・情報交換の充実 ○労使協議の充実や情報交換を通じた労使の信頼関係の維持・向上

人材育成の積極的な推進 ○階層別教育やビジネスリーダー教育等を計画どおり実施 ○自律型人材の育成を目指した教育研修の体系的な実施

労働安全衛生の徹底
○グループ全体での安全諸活動の積極的推進

○特定検診・特定保健指導をグループ全体で実施

○グループ全体での安全諸活動の積極的推進

○保健指導をはじめとする健康の保持・増進への取り組みの実施

地域共生活動の推進
地域振興活動の積極展開

○自治体と連携した企業誘致活動

○産学官連携の推進

○交流人口拡大への支援

○地域活性化に資する諸活動の実施

地域共生活動の推進
○各事業所における地域共生活動の実施

○ふれあい行事の実施
○各事業所における地域共生活動の継続実施

次世代層への支援 ○次世代層へのエネルギー教育の実施 ○次世代層へのエネルギー教育の継続実施
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 社長メッセージ



　よんでんグループは、「低廉で良質な電気を安定的にお届けす

ることで、地域の発展に貢献する」ことを基本的使命として取り

組んでおります。こうした中、電気事業を巡る環境は福島での原

子力事故を契機に大きく変化し、当社においても、伊方発電所全

号機の停止に伴う電力需給の逼迫、さらには代替火力燃料費負

担の増加による収支・財務状況の悪化など、極めて厳しい経営状

況が続いております。

　こうした厳しい状況を乗り切るため、当社では経営効率化を

強力に進めてまいりましたが、伊方発電所の長期停止による影

響はあまりに大きく、電力の安定供給にも支障をきたしかねない

ことから、2013年2月20日、経済産業大臣に対し、「最後の手

段」と位置付けてきた電気料金の値上げ申請を行い、8月6日、 

認可を受けました。新料金には、最大限の効率化努力を織り込ん

でいますが、今後とも、あらゆる手段を講じ、さらなる経営合理

化・効率化に取り組んでまいります。

　同時に、電力需給の安定確保と経営基盤の安定化には、伊方

発電所の早期再稼働が必要不可欠であります。当社では、伊方3

号機について、新規制基準の適合性評価結果を取りまとめ、

2013年7月8日、国に適合性確認に係る申請を行いました。現

在、国の安全審査が行われていますが、引き続き、真摯に対応し、

速やかに新規制基準に適合しているとの評価をいただけるよう

最善を尽くすとともに、安全対策や安全審査の状況等について、

地域の皆さまに丁寧に説明し、ご理解を得られるよう全力で取

り組んでまいります。

　また、中長期を見据えたエネルギー政策の見直しや電気事業

制度改革の具体的検討が進められており、こうした変化にも先

見的に対応していかなければならないものと考えております。

　以上を踏まえ、2013年度は「直面する経営課題の克服」と「持

続可能な事業基盤づくり」を経営の重点課題と位置付け、グルー

プの総力を挙げてその実現に取り組んでまいります。

　皆さまにおかれましては、引き続き、よんでんグループの事業

に対して、なお一層のご理解とご支援を賜りますよう、お願い申

し上げます。

　最後になりますが、よんでんグループの事業活動をご理解いた

だくうえでは、財務活動とCSR活動を統合的にご説明することが

重要との認識のもと、これまで別の冊子として発行してまいりま

した「アニュアルレポート」と「CSRレポート」を統合し、「よんでん

グループ アニュアルレポート」として発行することといたしました。

　本レポートの発行を通じて、皆さまとのコミュニケーションを

さらに深めてまいりたいと考えておりますので、是非ご一読いた

だきますようお願い申し上げます。

2013年8月

取締役社長
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「直面する経営課題の克服」と「持続可能な事業基盤づくり」を

経営の重点課題と位置付け、グループの総力を挙げて

その実現に取り組んでまいります。



Q 振り返ってみて、2012年度はどのような年でしたか。

伊方発電所全号機の停止という非常事態が長期化する中で、電力需給の逼迫や需給関連費の負担増加に伴う期間損益

および財務状況の大幅な悪化など、かつて経験したことのない様々な課題に直面し、その対応に奔走し続けた1年でした。

　原子力発電所の長期停止に伴い、全国的に電力需給が逼迫す

る中、当社においても、伊方発電所の運転再開時期が見通せず、

供給力不足の懸念は深刻なものとなりました。このため、供給面

では、火力発電所の法定点検の繰り延べや一般企業からの余剰

電力購入などの対策を講じるとともに、需要面でも、お客さまへ

の節電のお願いのほか、夏の需要期には節電実績に応じて料金

を割引く料金メニューの導入や万が一の事態に備えて計画停電

の具体的スキームを構築するなど、あらゆる需給対策を講じる

ことで、電力需給の安定化に全力を尽くしました。

　同時に、こうした諸対策に伴う費用の増嵩に対応するため、経

営全般にわたる合理化・効率化を推進してまいりましたが、伊方

発電所の長期停止による影響はあまりに大きく、業績について

も大変厳しい1年となりました。

　売上高は、前年を上回る節電影響や融通送電量の減なども

あって、前年度比5.1%減の5,617億円となる一方で、営業費用

は停止した原子力発電を代替する火力燃料費や購入電力料の

大幅増などにより、前年度比4.4%増の6,121億円となり、この

結果、当期純損益は過去最大の428億円の赤字となりました。

　このような状況を踏まえ、誠に遺憾ではございますが、株主の

皆さまに対しては、創業初年度の1951年以来、61年振りに年間

を通じて配当を見送らせていただくとともに、お客さまに対し 

ては、電力の安定供給を確保する観点から、電気料金の値上げを

お願いすることといたしました。

　2013年度は、早期に伊方3号機の再稼働を実現することで、

電力需給および財務基盤の安定化を図ることが、最大かつ最優

先の課題であると認識しています。

A 
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 社長インタビュー

取締役社長

千葉 昭



電気事業は大きな変化の渦中にありますが、引き続き、

「低廉で良質な電気を安定的にお届けすることで、

地域の発展に貢献する」という基本的使命を果たしてまいります。

Q 今後の収支改善に向けた取り組みについて、教えてください。

伊方発電所全号機の停止に伴い需給関連費が大幅に増加している中で収支改善を図っていくためには、やはり伊方発電

所の再稼働が最も重要です。このため、当社では、その早期実現に全力を尽くすとともに、あらゆる費用や支出について、

コスト低減や業務効率の改善を徹底し、経営の一層の合理化・効率化に取り組んでまいります。

　2012年度は、伊方発電所全号機の停止に伴う代替火力燃料

費や購入電力料といった需給関連費の負担増が年間1,000億

円を大きく上回るレベルに達する中、経営合理化・効率化に取り

組んでまいりました。

　しかしながら、需給関連費の増加分全てを吸収することはで

きず、このままでは電力の安定供給に支障をきたしかねないこと

から、さらなる効率化の推進と、伊方3号機の2013年7月再稼

働を料金原価算定の前提として、お客さまに電気料金の値上げ

をお願いすることといたしました。

　この中で、効率化については、人件費や修繕費、諸経費などを

中心に大幅なコスト削減を図ることとしています。当社にとって

非常に高いハードルではありますが、資材調達における競争発注

比率の拡大など、グループの総力を挙げてあらゆる手段を講じ、

達成してまいりたいと考えております。

　また、伊方3号機については、新たな規制基準の施行により、よ

うやく再稼働への具体的な手続きに入ることができました。今

後、国の審査に真摯に対応し、速やかに新規制基準に適合してい

るとの評価をいただけるよう、最善を尽くしてまいります。

　このように、当面の対応としては「効率化」「料金改定」、そして

｢伊方3号機の再稼働｣を着実に進め、期間損益の早期黒字化を

達成するとともに、引き続き、伊方発電所1、2号機の再稼働に 

ついても準備を進め、収支および財務状況の抜本的な改善を

図ってまいりたいと考えております。

A 
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電気料金の値上げ認可の概要

値上げ率・単価

値上げ率 値上げ単価

規制部門 7.80% 1.59円 /kWh

自由化部門 14.72% 1.93円 /kWh

平均 11.15% 1.80円 /kWh

前提諸元 
（2013～15年度平均）

販売電力量 （億kWh） 275

原油価格 *2 （$/バレル） 114

為替レート*2 （円 /ドル） 80

原子力利用率 *3 （%） 33.8

事業報酬率 （%） 2.9

経費対象人員 （人） 6,184

*1   公租公課＋原子力バックエンド費用＋その他経費等
*2  原油価格・為替レートは、申請時期の直近3ヵ月の貿易統計価格（2012年10～ 12月の
平均値）を参照

*3  原子力利用率は、伊方3号機の再稼働を2013年7月とした値

認可原価
（17.89円 /kWh）
0
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280
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その他 *1
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「暮らしを支えるマルチユーティリティー企業グループ」への

変革・成長を目指し、様々な分野で、

将来の成長基盤となる新たな付加価値の創出に取り組んでまいります。

Q 原子力発電所の新規制基準が施行されましたが、伊方発電所の安全対策の進捗状況や再稼働の見通しに 

ついて教えてください。

当社では、福島での原子力事故を踏まえ、事故発生直後から国の指示に基づく安全対策を講じるとともに、外部電源の 

多様化など当社独自の対策も継続的に実施し、伊方発電所の安全性・信頼性の向上に取り組んでいます。今後も、「安全

対策に終わりはない」との認識のもと、新規制基準への適合はもとより、新たな知見が得られた場合には、迅速かつ的確

に対策を講じ、さらなる安全性・信頼性の向上に向け、不断の取り組みを進めてまいる所存です。

　当社にとって最大の使命は、低廉で良質な電気を安定的にお

客さまにお届けすることであり、これを達成するためには、安全

の確保を大前提に、引き続き原子力を一定レベル活用していく

ことが不可欠と考えています。

　このため、当社では、伊方発電所のさらなる安全性・信頼性の

向上に全力を尽くしているところであり、事故発生直後から、国

の指示に基づく安全対策はもとより、外部電源の多様化や耐震

裕度2倍確保対策など、当社独自の対策にも継続的に取り組む

とともに、放射性物質の放出抑制対策など、新規制基準で求めら

れると想定された安全対策についても、可能な限り先取りして

実施してまいりました。この結果、伊方3号機については、新規制

基準への適合に必要と考えられる安全対策を全て終え、国に対

して、2013年7月8日に適合性確認に係る申請を行いました。

　現在、原子力規制委員会において、新規制基準を満たしている

かどうかの審査が行われています。前例のないことでもあり、 

審査期間等を見通すことは困難ですが、適切かつ迅速な審査対

応を心がけ、速やかに新規制基準に適合しているとの評価をい

ただけるよう、最善を尽くしてまいります。

　また、再稼働にあたっては、地域の皆さまのご理解が必要不可

欠です。当社はこれまでも、「伊方方式」と呼ばれる情報開示や、

伊方発電所から20km圏内の地域の皆さまに対する｢訪問対話

活動｣など、独自の取り組みを積極的に行ってまいりました。今

後も、伊方発電所の安全対策や安全審査の状況等について地域

の皆さまに丁寧に説明し、ご理解をいただけるよう努めてまい

ります。

　なお、伊方1、2号機についても、順次、再稼動を進めていく考

えであり、一日も早く新規制基準への適合性確認に係る申請を

行えるよう、適切に対応してまいります。
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Q 今後、電力システム改革が段階的に進められる方向となっていますが、どのように対応していく考えですか。

今後の競争環境は激しさを増すものと考えられますが、どのような事業環境になろうとも、「低廉で良質な電気を安定的

にお届けすることで、地域の発展に貢献する」という当社の基本的使命は不変であるとの認識のもと、引き続き、お客さま

から選択され続ける企業であるために、サービスの充実や競争力の向上に取り組んでまいります。

　電力システム改革は、今後、①広域系統運用機関の創設、②小

売分野における全面自由化、③送配電部門の一層の中立化など

の改革が段階的に進められていく方針が示されております。

　ただし、これらの目的は、「低廉で安定的な電力供給」を目指し

て、真にお客さま利益の向上につながる電力システムを実現す

ることであり、当社の基本的使命は何ら変わるものではないと

受け止めております。

　いずれにせよ、どのような事業環境になろうとも、当社がお客

さまから選択され続ける企業であるために、今後も、新たなサー

ビスの展開やさらなる競争力の向上に着実かつ先見的に取り

組んでまいりたいと考えております。

　電力は社会基盤を支えるものであり、万が一にも、これらの改

革が失敗すれば、安定供給が損なわれ、経済活動や国民生活に

重大な影響が生じる懸念もあります。改革にあたっては、各段階

において、技術的課題への対応や電気事業者の資金調達環境等

について、専門家や事業者の意見を踏まえた十分な検証を行い、

その過程で問題が生じていれば柔軟に見直すなど、ステップ・ 

バイ・ステップで丁寧かつ現実的な対応をお願いしたいと考えて

おり、当社としても、電力実務を担う事業者としての立場から、引

き続き、制度の詳細設計に積極的に協力していく所存です。

Q 今後の成長に向けた取り組みについて、教えてください。

当社グループでは、グループの総合力を最大限に発揮し、「暮らしを支えるマルチユーティリティー企業グループ」への 

変革・成長を目指し、様々な分野で、将来の成長基盤となる新たな付加価値の創出に取り組んでまいります。

　当社グループは、四国地域を基盤とする企業グループであり、

これまで脈々と培ってきた地域のお客さまとの強い信頼関係と

ブランド力を活かし、総合エネルギーから情報通信、ビジネス・

生活サポートに至る各分野で、多様なサービスをワンストップで

提供することを目指しています。

　そうした目標の実現に向け、総合エネルギー分野では、多様化

するお客さまニーズに合わせてLNG販売を行っているほか、海

外では、カタール国およびオマーン国での発電事業や、アジアの

A 
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途上国を中心に省エネルギー等に関するコンサルティング事業

に取り組んでいます。また、情報通信分野では、大容量・高速の光

通信事業を展開するとともに、情報化社会の進展に伴うデータ

保管量の増大やデータ保管場所の分散化によるリスク管理など

の観点から、近年ニーズの高まっているデータセンター事業にも

積極的に取り組んでおり、2013年12月からのサービス開始を

目指して、災害リスクの比較的少ない香川県に国内最大級の

データセンターを建設しています。さらに、ビジネス・生活サポー

ト分野では、グループの信用力や技術力を活かして、介護事業や

PFI事業などに取り組んでおり、四国地域における高齢化の進展

を踏まえた有料老人ホームの運営や、給食センターや学校校舎

などの公共施設の整備事業を行っています。

　今後も、新たな事業分野の開拓や、情報通信技術を活用した新

たなエネルギーサービスの開発など、成長が期待される分野の

発掘と経営資源の重点投入を進めてまいります。

　また、当社グループが将来にわたり、持続的な成長・発展を遂

げるためのベースとして、企業倫理や法令遵守の徹底などコン

プライアンスの推進や環境保全といったCSR活動についても積

極的に取り組み、引き続き、地域社会やステークホルダーの皆さ

まから、信頼され、評価・選択される企業グループを目指して 

まいります。

Q 今後の株主還元について、どのように考えていますか。

当社は、「安定的な配当の実施」を株主還元の基本と考えており、復配の時期やレベルについては、業績水準や財務状況、

中長期的な事業環境などを総合的に勘案して判断してまいります。

　当社は、安定的な配当の実施を株主還元の基本とし、業績水

準や財務状況、中長期的な事業環境などを総合的に勘案し、判

断することとしております。

　足元においては、伊方発電所の長期停止に伴い大変厳しい収

支状況にあることなどから、2013年度中間期の配当については

見送り、通期は未定とさせていただいておりますが、当社としては

可能な限り早期の復配を実現してまいりたいと考えております。

　その実現に向け、まずは継続的な利益の確保が見通せる経営

状況に回復させなければなりません。また、20%程度にまで低

下している自己資本比率についても、徐々に上積みを図っていく

必要があります。こういった点を総合的に勘案しつつ、今後の株

主還元を検討してまいりたいと考えております。

　株主・投資家の皆さまには、中長期的な視点から当社の将来

をご覧いただき、引き続き、変わらぬご理解とご支援を賜ります

よう、お願い申し上げます。

A 
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こちらのセクションでは、四国電力グループの事業活動をご紹介するとともに、「CSR活動の7つの柱」との

関わりを統合的にお伝えしていきます。

よんでんグループの使命は、「エネルギーを中心として、人々の生活に関わる様々な 

サービスを、高い品質で提供し続けることにより、快適・安全・安心な暮らしの実現と 

地域の発展に貢献する」ことであり、事業活動そのものがCSR活動であるとの認識のもと、 

経営を推進しています。
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 事業活動

16 電気事業

18 　原子力発電

22 　火力発電

23 　再生可能エネルギー

24 　電力ネットワーク

25 　お客さま志向の営業活動

26 新たな付加価値創出への挑戦

従業員活力の 

維持・向上

電力の 

安定供給の遂行

コンプライアンス

の推進

環境保全 

活動の推進

開かれた 

経営の実践

CSR活動の7つの柱

地域共生 

活動の推進

お客さま 

志向の徹底



高知支店

中村支店

宇和島支店

新居浜支店

松山支店

池田支店

奈半利川

広野
蔭平

阿波井川
国府

鳴門

大川高松
香川

麻

北松山

松山
松山

壬生川

西条 1・2

川内

西条
東予

三島

松尾川第二

坂出1・2・3・4本四連系線
［電源開発（株）］

阿南紀北直流幹線
［関西電力（株）電源開発（株）］

鳴門淡路線
［関西電力（株）］讃岐

室戸

阿南変換所

阿南 1・2・3・4
橘湾松尾川第一

本川

平山
分水第一

大渡
面河第三

柳谷

大洲
伊方 1・2・3

広見

高知

高松支店
本店

徳島支店

自社設備

 水力発電所（2万kW以上）
 火力発電所
 原子力発電所
 太陽光発電所
 風力発電所

   送電線（50万V）

   送電線（18万7千V）
 変電所（50万V）
 変電所（18万7千V）
 交直変換所
 本店
 支店

他社設備

   送電線（50万V）

   送電線（18万7千V）

■ 火力
 26,592百万kWh（85.9%）
 ■ 石炭 ： 16,400百万kWh（53.0%）
 ■ 石油等：   7,795百万kWh（25.2%）
 ■ LNG ：   2,397百万kWh（7.7%）

■ 火力
 4,961千kW（58.7%）
 ■ 石炭 ： 2,270千kW（26.8%）
 ■ 石油等： 2,045千kW（24.2%）
 ■ LNG ： 646千kW（7.6%）

■ 新エネルギー
 662百万kWh
 （2.1%）

■ 原子力
 2,022千kW
 （23.9%）

■ 新エネルギー
 2千kW
 （0.0%）

30,959
百万kWh

8,455
千kW

■ 水力
 3,706百万kWh
 （12.0%）

■ 水力
 1,470千kW
 （17.4%）

　エネルギー資源に乏しい我が国が、将来にわたりエネルギーを安定的

に確保していくためには、電気事業においても、エネルギー政策の基本目

標である3E（安定供給、環境適合、経済効率）を実現していくことが極め

て重要です。

　当社では、特定の燃料に頼らないバランスのよい電源構成と、需要変動

に応じて各電源の特性を踏まえた効率的な需給運用に努めることで、低廉

で安定的な電力供給を実現しています。

主要事業場・自社設備

水力発電所 58ヵ所  1,142千kW

火力発電所 4ヵ所  3,797千kW

原子力発電所 1ヵ所  2,022千kW

太陽光発電所 1ヵ所  2.0千kW

風力発電所 1ヵ所  0.3千kW

合計 65ヵ所  6,963千kW

送電線 （電線路こう長）  3,396 km

（回線延長）  6,374 km

変電所 208ヵ所  20,827千kVA

変換所 1ヵ所  1,400 千kW

配電線 （電線路こう長）  45,338 km*

（電線延長）  166,299 km

* 併架部分を除く （2013年3月31日現在）

発受電電力量構成 発受電設備容量

電気事業

 事業活動
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25 　お客さま志向の営業活動



電力の安定供給を支える電源構成

　エネルギー自給率が4%と極めて低い我が国は、化石燃料の価

格高騰や特定の国・地域への調達依存などのリスクを抱えていま

す。また、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーにつ

いては、発電量が天候などの自然条件に左右されやすく、技術面、

コスト面で不確実性があります。

　こうした状況を踏まえると、将来にわたりエネルギーを安定的

に確保していくためには、エネルギー政策の基本目標である3E 

（安定供給、環境適合、経済効率）をバランスよく実現していくこ

とが極めて重要です。

　当社では、燃料の選択肢を多様化した電源開発を進めてきた結

果、2012年度末の発受電設備容量は、原子力、石炭、石油がそれ

ぞれ25%前後、LNGが8%、水力が17%となり、バランスの良い

電源構成になっています。現在、福島の原子力事故の影響により、

伊方発電所は全号機停止していますが、当社としては、引き続き、

安定供給、環境適合、経済効率を実現していくためには、安全確

保を大前提に、経済的で安定的に発電できる原子力発電を一定

の割合で活用していくことが不可欠と考えています。

　今後の大型電源の開発については、東日本大震災前から計画し

てきた坂出2号機のLNGリプレースを2016年の運転開始に向け

て進めていきますが、それ以降の開発については、エネルギー政

策や電気事業制度の帰結を慎重に見極めながら、具体的な検討

を進めてまいります。

効率的な需給運用

　電気は、一般的には貯蔵できないことから、常に需要と供給を

一致させる必要があります。このため、電力需要の変動に合わせ

て運転方法や経済性などの特徴が異なる各電源をバランスよく

組み合わせ、効率的に電気を供給することとしています。

　例えば、年間で最も電力消費量の多い夏場では、経済的で安定

した発電ができる原子力と自流式水力を中心に発電し、不足分

は発電出力が柔軟に上げ下げできる火力で対応しています。さら

に、昼間の電力消費がピークになる時間帯では、機動性が高いこ

とから素早く発電できる貯水池式・揚水式水力を活用すること

で、安定的に電力を供給しています。

　また、年間の需給運用については、電力需要の少ない春・秋を中

心に発電設備の定期点検などを実施することで、突発的な事故等

が発生しても電力の安定供給に支障がないよう配慮しています。

発受電電力量構成比の推移

% 

1日の電気の作り方（夏季）

揚水式水力 夜間の電気で上池に汲み上げた水を昼間に放水して発電
貯水池式水力 貯水池を設け、必要に応じて発電
自流式水力 川の流れを水路に引き込み発電

18 241250 （時）

揚水式水力

貯水池式水力

自流式水力

①ピーク部分

②変動が
　大きい部分

③ベース部分

石油火力

LNG火力

石炭火力

原子力

①  ピーク部分は、素早く発
電を開始できる揚水式
水力と貯水池式水力で。

②  変動が大きい部分は、発
電量が柔軟に調整でき
るLNG、石油火力で。

③  ベース部分は、経済的で
安定して発電できる原
子力、自流式水力、石炭
火力で。

1973年
第一次

オイルショック
（石油中心の構成）

1994年
伊方3号運転開始

▼
原子力比率上昇

2000年
橘湾石炭火力
運転開始
▼

石炭比率上昇
2011年
伊方発電所
の順次停止
▼

原子力比率低下

2012年
伊方発電所
の全号機停止

▼
原子力比率ゼロ
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福島第一原子力発電所の事故を踏まえた伊方発電所の安全対策

対策Ⅰ 浸水を防ぐために
　安全上重要な機器を設置している

建物の入口扉を水密扉へ取り替えた

ほか、配管が貫通している部分等の

水密性を高めるため、防水シール施

工しています。

対策Ⅱ 電源を確保するために
　伊方発電所には、従来から電力を供給できる送電線が7回線、

緊急時の非常用ディーゼル発電機が各号機に2台ずつ配備され

ています。

　福島の事故を踏まえ、海抜32mの高台に4台の空冷式非常

用発電装置（総容量7,300kVA）を配備するとともに、海抜95m

の変電所から新たに配電線を2回線敷設しました。さらに、

2015年度までに、非常用ガスタービン発電機や既存の外部電

源受電設備が使用できない場合に備えて非常用外部電源受電

設備を設置する予定です。

対策Ⅲ 安定的に冷却するために
　伊方発電所では、従来から冷却水を供給するポンプ車や 

配管、ポンプの動力源の多様化を行っています。

　福島の事故を踏まえ、淡水タンクや海から給水できるポンプ

車のほか、海水ポンプモーターや水中ポンプ、蒸気発生器代替

注水ポンプなどを配備しました。

対策Ⅳ 地震の揺れに備えて 
　安全上重要な主要機器（右頁図参照）については、基準地震

動の2倍程度の耐震裕度があることを確認し、対策が必要なも

のは実施しています。3号機は既に対応を終了しており、1、2号

機についても2015年度までの完了を目指しています。

伊方発電所の安全性向上と早期再稼働に向けた取り組み

　当社にとって最大の使命は、低廉で良質な電気を安定的にお

客さまにお届けすることであり、これを達成するためには、安全

の確保を大前提に、東日本大震災以前には四国の電気の約4割

を担ってきた原子力を、引き続き一定レベル活用していくことが

不可欠と考えています。

　このため、当社では、原子力規制委員会が定めた新たな規制基

準への適合など、伊方発電所のさらなる安全性・信頼性の向上に

取り組むとともに、こうした取り組みについて地域の皆さまにご

説明し、ご理解をいただくことにより、早期の再稼働を目指してま

いります。

T O P I C

　原子力発電は、燃料となるウランの産出国が政情の安定した

複数国に分散しているため、資源確保の観点から供給安定性に

優れています。

　また、発電時にCO2などを排出せず、経済性にも優れている

ことから、低廉で良質な電気を安定供給し、かつ低炭素社会を

実現するうえでも重要な役割を占めています。

伊方発電所

原子力発電

大型水密扉

 事業活動
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津波の予想

*1 満潮時の水位（海抜＋1.6m）に津波による水位上昇を加算したもの
*2 3号機の値。1、2号機は評価中。（瀬戸内海側にある伊方発電所への影響は少ない）

最大規模の地震 地震の規模
津波による
水位上昇*1

発電所の 
敷地高

敷地前面海域断層群による
地震（震源地：瀬戸内海） 

M7.8 海抜＋約4.3m
海抜 

＋10.0m南海トラフ巨大地震
 （震源地：太平洋）

M9.0 海抜＋約2.4m*2

耐震対策前 耐震対策後

耐震性向上工事



対策Ⅴ 重大事故に備えて 
　福島の事故を踏まえ、たとえ原子炉内の燃料が

損傷する重大事故が発生した場合でも、その影響

を緩和できるよう、格納容器に溜まった水素を処

理する装置を設置したほか、放射性物質の放出を

抑制するための放水砲の配備等を実施していま

す。さらに、2015年度までに、原子炉格納容器内

の圧力が異常に上昇した場合でも、放射性物質を

ろ過しながら、一定の空気を抜くことができるフィ

ルタ付ベント設備を設置する予定です。 

対策Ⅵ 訓練の実施 
　非常時の様々な場面を想定した訓練に取り組み、夜間を

はじめ厳しい環境下でも、確実な電源確保等が実施できる

ことを確認しています。こうした訓練につきましては、今後

も継続的に取り組んでまいります。

水

変電所

伊方発電所

海抜10m

海抜32m

海水
ポンプ

水密扉・防水
シール施工 

海抜95m

ポンプ車 淡水タンク

可搬型消防ポンプ

空冷式非常用発電装置

放水砲

緊急時対策所（免震構造）

送電線（7回線）非常用
ディーゼル発電機 

海

配電線（2回線）

主要設備の配置図

制御棒

燃料
放水口

復水器

タービン

水

一次冷却材ポンプ

発電機

蒸気

取水口
（海水）

原子炉
容器

蒸気発生器
加圧器

原子炉
補助建屋

余熱除去
設備配管

余熱除去
ポンプ

原子炉格納容器

安全上重要な主要機器

フィルタ付
ベント設備

放射性物
質を低減

排気

格納容器内の放射性物質を
フィルタで吸着した後、排気

水素と酸素が
反応して水蒸気
となることで
水素を低減

上
昇
流

上
昇
流

給気口

排気口排気口

水素 空気 蒸気

触媒
プレート
触媒
プレート

蒸気

水素処理装置

安全上重要な主要機器およびフィルタ付ベント設備、水素処理装置
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新規制基準の考え方
　従来の基準は、地震や津波などの自然災害等に対する設計基準のみでしたが、

新規制基準では、これらの基準を大幅に強化したうえで、テロなどの外部事象に

起因する事故について想定するとともに、燃料の損傷など重大な事故に至った場

合でも、影響を最小限に留めるための対策が求められています。

　当社では、伊方3号機について、これまでに実施した安全対策などの有効性を総

合的に評価した結果、新規制基準に即して、安全性を十分確保できているものと判

断し、国に対し、新規制基準への適合性確認に係る申請を行っています。

自然現象に対する考慮
火災に対する考慮
信頼性に対する考慮
電源の信頼性
冷却設備の性能

その他の設備の性能
耐震・耐津波性能

炉心損傷に至らない状態を想定
した設計上の基準（設計基準）：
単一の機器の故障のみを想定等

従来の基準

放射性物質の拡散抑制強化

意図的な航空機衝突への対応

格納容器破損防止対策

炉心損傷防止対策（複数の機器の故障を想定）

自然現象に対する考慮

火災に対する考慮

信頼性に対する考慮

電源の信頼性

冷却設備の性能

その他の設備の性能

耐震・耐津波性能

新規制基準

*  2013年2月6日 第27回原子力規制委員会「発電用軽水型原子炉施設に係る新安全基準案について」の 
資料から作成

（
シ
ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト
対
策
） 

強
化

強
化

強
化

新基準で求められる主な事項 伊方発電所における主な対策 対策の状況

　浸水を防ぐために
基準津波の想定と評価

・津波は敷地高さを越えないことを確認 完了
・水密扉防水シール施工 完了

　電源を確保するために 電気の供給機能の強化

・空冷式非常用発電装置（4台） 完了
・配電線（2ルート） 完了
・非常用ガスタービン発電機 2015年度完了予定（3号機）
・非常用外部電源受電設備 2015年度完了予定（3号機）
・号機間電源融通ライン 完了
・重油タンク（97klタンクを3基） 完了

　安定的に冷却するために 原子炉・使用済燃料プールの冷却機能の強化

・ポンプ車（9台） 完了（3号機）
・可搬型消防ポンプ（8台） 完了
・水中ポンプ（30台） 完了
・海水ポンプモーター予備品（3台） 完了
・蒸気発生器代替注水ポンプ 完了（3号機）
・海水供給配管 完了（3号機）
・補助給水タンクから燃料取替用水タンクへの水補給配管 完了（3号機）
・ポンプ用冷却水配管 完了（3号機）
・軽油タンク（36klタンクを2基） 完了

　地震の揺れに備えて
・敷地内の活断層の調査と評価
・設備の耐震性向上

・敷地内に活断層はないことを評価 完了
・耐震裕度2倍の確保 完了（3号機）
・耐震性向上 2013年度完了予定

　重大事故に備えて

・緊急時対策所の整備
・水素爆発防止
・放射性物質の拡散防止
・通信連絡機能の強化

・緊急時対策所 完了
・水素処理装置（5台） 完了（3号機）
・放水砲（2台） 完了（3号機）
・フィルタ付ベント設備 2015年度完了予定（3号機）
・代替格納容器スプレイポンプ 完了（3号機）
・通信手段の多様化 完了
・ホイールローダ（2台） 完了
・高放射線防護服 完了
・特定重大事故等対処施設（緊急時制御室等） 5年の猶予期間内に完了予定

　訓練の実施

・すべての交流喪失を想定したシミュレータ訓練
・各対策の実地訓練、総合訓練
・訓練継続による習熟度向上

対策Ⅳ

対策Ⅴ

対策Ⅵ

対策Ⅲ

対策Ⅱ

対策Ⅰ

新規制基準に対応した対策

当社独自のより一層安全性を高める対策



伊方1、2号機の主な予防保全工事

運転管理および保全の適正化

　伊方発電所では、24時間体制で設備の運転状況を監視し、定期的

なパトロールを行うとともに、約1年（13ヵ月）に1回、発電所の運

転を止めて、法律で定められている「定期検査」を実施しています。

　また、点検・保全にあたっては、各機器の機能喪失がプラントに

及ぼす影響度や使用頻度、設置環境、故障履歴等を分析して保全

方法・点検周期を策定し、保全作業の合理化を図る「信頼性重視

保全」や、各機器の振動、潤滑油等から運転状況を監視し、異常兆

候を早期に発見して監視強化

や分解点検などの保全作業を

行う「状態監視保全」を導入す

るなど、科学的合理性に基づ

き、点検頻度の最適化を進め

ています。

長期を見据えた予防保全の推進と40年運転規制への対応

　伊方発電所では、長期にわたって安全で安定的な運転が継続

できるよう、国内外の運転経験やトラブル事例から得た最新の知

見に基づき、点検や大規模な改良工事などの予防保全対策を計

画的に進め、設備の健全性保持に努めています。運転開始から

30年以上経過した1、2号機では、これまでに、「蒸気発生器」「原

子炉炉内構造物」「原子炉容器上蓋」「低圧タービン」などの重要

機器の取り替えや中央制御盤の総合デジタル化工事などを実施

してまいりました。

　2012年に改正された原子炉等規制法では、40年を経過した

原子炉についても、20年を超えない期間で運転延長が認められ

ることとなっています。当社としては、新規制基準への適合を進

め、さらなる安全性の向上を図っていくことはもとより、引き続

き、最新の知見や技術を迅速に反映していくことにより、できる限

 2  原子炉容器上蓋取り替え  3  原子炉炉内構造物取り替え

運転員によるパトロール

 1  蒸気発生器取り替え

制御棒 水

一次冷却材
ポンプ

原子炉
容器

蒸気発生器

加圧器

原子炉格納容器

 1 2

 3

り長期にわたって伊方発電所を有効に活用していきたいと考え

ています。

運転員、保修員への徹底した教育訓練

　当社では、伊方発電所の運転員、保修員に徹底した教育訓練を

継続的に実施しており、人の面からの安全対策にも力を入れてい

ます。松山市にある原子力保安研修所には、伊方発電所の実物と

同じ設備を設置しており、通常の操作はもちろん、模擬的に再現

される故障や事故の状況に合わせて最適な行動がとれるよう、

一つ一つ手順を確認しながら訓練を重ねることで、技術や知識の

向上を図るとともに、冷静な状況判断や的確な対応操作を養い、

チームワークを育んでいます。また、同施設では、設備や運転に係

る安全研究なども行っています。

情報公開の徹底

　伊方発電所では、原子力トラブルなどに係る徹底した情報公開

を進めています。「正常な状態以外の全ての事象」を地元自治体

の愛媛県と伊方町に直ちに通報連絡することとしており、県は、

通報事象の軽重に応じて取り扱いを3区分した公表要領を制定

し、当社もそれに沿って対外公表しています。こうした迅速で透

明性の高い情報公開の取り組みは「伊方方式」と呼ばれ、全国の

先進事例となっています。なお、2013年6月に伊方3号機の燃料

集合体への付着物に係る通報連絡遅れが発生したことを踏ま

え、当社では、通報連絡に関する体制の強化や責任の明確化を図

実際の中央制御室と同じ仕様の 
シミュレーター室での運転訓練

訓練用に発電所の様々な状態を 
模擬設定するインストラクター

原子炉容器上蓋の開放・復旧訓練 一次冷却材ポンプの分解・組立訓練

愛媛県の公表要領の概要
A区分（国への報告を要するトラブルなど）：直ちに公表
B区分（放射線管理区域内における設備の異常など）：48時間以内に公表
C区分（A、B区分以外のもの）：毎月10日に前月分を公表

安全協定に基づく愛媛県・伊方町への通報状況

年度 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

A区分 5 3 5 7 9 5 7 2 9 4 2 1

B区分 6 10 11 8 7 5 11 5 8 11 5 2

C区分 29 33 30 35 23 23 30 26 30 29 26 18

合計 40 46 46 50 39 33 48 33 47 44 33 21

 事業活動
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　当社では、社長をトップとする品質保証体制の

もとで、原子力本部長を管理責任者として原子力

事業の品質保証活動を実施しており、運転管理、

保守管理、放射線管理、建設工事等について、計

画、実施、評価、改善のPDCAサイクルを回し、継

続的に改善を図っています。

　また、考査室原子力監査担当部長は、原子力事

業部門を客観的立場から統制する目的で内部監

査を実施しており、必要に応じて監査結果に基づ

く提言や原子力事業部門への助言・勧告などを行

い、是正措置のフォローアップを実施しています。

原子力事業における品質保証体制

資材部長
連係

報告

報告

監査計画
結果報告

指導指導

指導

内部監査

原子力発電事業における品質保証体制（四国電力）

伊方
発電所長

原子力保安
研修所長

土木建築
部長

原子燃料
部長

原子力部長

周辺モニタリングポストの増設

　福島での原子力事故を踏まえ、2012年4月に周辺モニタリン

グポストを既設の9基に加えて7基追加設置いたしました。この

結果、これまでよりも広域で放射

線量率の状況を確認することが

可能となっており、地元の皆さま

により一層ご安心いただけるも

のと考えています。

周辺モニタリングポスト

訪問対話活動

る観点から伊方発電所に通報連絡統括監を配備するなどの対策

を講じ、再発防止に万全を期しています。また、2011年6月以降

は、直ちに公表が必要なA区分事象の通報先を愛媛県下の全市

町、香川県、徳島県、高知県にも順次拡大しました。

伊方発電所周辺自治体との覚書締結

　伊方発電所周辺地域の皆さまに、より一層安心していただける

よう、2012年9月、愛媛県ならびに八幡浜市、大洲市、西予市の

3市と「伊方発電所の安全確保等に関する覚書」を締結いたしま

した。これは、安全協定に定めている緊急時や異常時の連絡等

を、3市に適用拡大したものであり、当社が、立地県・立地町以外

の自治体と初めて伊方発電所

の安全確保等に関して締結し

た覚書です。これにより、地元

自治体との連係がさらに密接

となり、地域と一体になった事

業運営を進めていくことがで

きるものと考えております。

伊方発電所周辺地域の放射線測定

　伊方発電所では、周辺地域への発電所による影響のないことを

確認するため、保安規定や愛媛県、伊方町との安全協定等に基づき

放射線量率の測定や放射性物質の分析・測定などを行っています。

愛媛県ならびに伊方発電所周辺3市との
覚書締結

　その中でも、敷地境界付近に設置しているモニタリングポスト

（4ヵ所）、モニタリングステーション（1ヵ所）および発電所周辺

地域に設置している周辺モニタリングポスト（16ヵ所）にて環境

の放射線量率を連続測定しており、測定結果は、リアルタイムで当

社ホームページに掲載しているほか、愛媛県や伊方町にもデータ

を伝送し、地域の皆さまにご安心いただいています。

立地地域の皆さまへの理解活動

　当社では、1988年以降、従業員が伊方発電所周辺の伊方町お

よび八幡浜市の全2万戸を一軒ずつ訪問し、伊方発電所の安全性

に対する取り組み状況などをご説明するとともに、様々なご意見

を直接伺う、対話活動を実施しています。

　2011年度からは、原子力発電の安全性に対する関心の高まり

を考慮して、訪問範囲を伊方発電所から半径20km圏内に拡大し

て実施することといたしました。今後とも、こうした立地地域の皆

さまとの対話活動を続けてまいります。
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訪問エリア

伊方町

大洲市

西予市

20km圏内

伊方発電所

八幡浜市

10km圏内

訪問戸数  全2.8万戸

考査室
原子力監査担当部長
（管理責任者）

原子力本部長
（管理責任者）

社長（トップマネジメント）



　火力発電は、安定した供給力が見込め、電力需要の変化に応じた

発電量の調整が容易なことから、電力の安定供給に不可欠な役割を

果たしています。

　当社では、燃料種別ごとの特徴を踏まえて、石炭はベース電源、

LNGはベース・ミドル電源、石油はピーク電源として活用しています。

伊方発電所の停止に伴う火力発電所の高稼働

　伊方発電所の全台停止に伴う代替電源として、2012年度は、

火力発電所が電力を安定的に供給するうえで、非常に大きな役割

を果たしました。夏や冬の電力需要期には、不足する供給力を確

保するために、事前に中間点検を実施し設備の健全性を確認し

たうえで定期検査を繰り延べるなどの対応を行い、全てのユニッ

トを活用いたしました。さらに、需給逼迫時には、一部の火力発電

所において、供給力を上積みするための増出力運転を行い、安定

供給を確保いたしました。

安全運転・設備保全への取り組み

　高稼働が続く火力発電の安定運転への取り組みとして、運転監

視・パトロールを大幅に強化して、事故の未然防止を図るととも

に、訓練シミュレータを利用して事故を想定した訓練を実施する

など、日頃より運転技術の向上に努めています。

　また、設備保全への取り組みとして、実機を利用した保守研修

などによる現場技術力の維持・

向上に努めるとともに、設備

の重要度に応じた適切かつ効

率的な設備保全を行うことで、

設備の信頼性の確保を図って

います。

坂出発電所の計画的なLNG導入

　当社では、環境適合性に優れたLNG発電の導入を積極的に進

めています。主に石油を発電燃料としている坂出発電所において

は、これまで、設備更新に合わせて、4号機をLNGへ燃料転換する

とともに、1号機を発電効率の高いLNGコンバインドサイクルへ

リプレースいたしました。

　現在、2号機についても、LNGコンバインドサイクルへのリプ

レースを予定しており、2013年2月に環境アセスメント手続きを

終えました。今後、2013年9月の工事着工、2016年8月の運転

開始を目指して、着実に計画

を進めてまいります。なお、2

号機のLNG化が完了すれば、

坂出発電所は4基のうち3基

がLNG発電設備となり、設備

容量は93.5万kWまで増加し

ます。

安定的・経済的な燃料調達

　当社では、石油、LNG、石炭のどの燃料にも過度に依存しない

よう、「燃料のベストミックス」に努めるとともに、信頼度の高い

調達先との長期契約や、調達国の分散化、調達方法の多様化など

により、燃料の安定的・経済的な調達に取り組んでいます。また、

伊方発電所の全台停止に伴う石油火力の稼働増の影響で、原重

油の消費量が大幅に増加して

いることに対応するため、阿

南発電所に夜間荷役設備を設

置して、原重油の受け入れ機

能を強化するなどの対策を講

じています。

当社最大の石炭火力 橘湾発電所

火力発電

蒸気タービンの開放点検

石炭荷揚げ作業

坂出発電所新2号機完成予想図
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　再生可能エネルギーによる発電は、エネルギー自給率の向上や

CO2の排出抑制に寄与することから、自社開発やお客さま設備から

の電力購入など、グループ一体となって利用促進に取り組んでいます。

水力発電

　水力発電は、貴重な純国産の再生可能エネルギーであるだけ

でなく、長期的なコストの安定性に優れており、急激な負荷変動

に対する調整機能やピーク発電機能を有するなど、需給運用上で

重要な役割を果たしています。

　当社では、大切な水資源の有効活用に向け、設備巡視や定期点

検などきめ細かな保守管理を行うなど、トラブルの未然防止に努

めることで水力発電の安定運転を図るとともに、設備更新時に

合わせて水車の取り替えを実施するなど、高効率化を推進してい

ます。また、将来にわたり安定供給を確保するため、長寿命化、自

然災害リスク低減などに軸足を置いた設備保全にも取り組んで

おり、2012年度は、面河第三ダム（愛媛県）において大型ダムゲー

トの修繕工事を行うとともに、

本川発電所（高知県）や面河第

一発電所（愛媛県）などにおい

てオーバーホール*を実施し

ました。
 
*  水車・発電機のトラブルを未然に防止する 
 ため、定期的に分解点検を行い、老朽部品 
 を取り替える作業

太陽光発電・風力発電

　太陽光や風力による発電には、天候などの自然状況に大きく左

右されやすく、発電量の確保が難しいなど、導入拡大に伴う様々

な課題があるものの、クリーンな発電方式として期待が集まって

います。太陽光については、当社松山太陽光発電所を2020年度に

約4.3千kWまで増強する計画としているほか、グループ会社にお

いても、自治体の公募案件などを利用した太陽光発電事業への参

入や設備工事・保守管理などを受注しています。風力については、

グループ会社を中心に合計5.4万kWの設備を保有しています。

　また、当社は、お客さまが設置した太陽光・風力発電設備から

電力購入を継続的に実施しており、2012年度末の契約容量は、

太陽光が約32万kW、風力は約12万kWまで増加しています。

風力発電の導入拡大に向けて

　当社では、四国地域における風力発電のさらなる導入拡大を

目指して、様々な取り組みを進めています。具体的には、地域間連

系線を活用して、当社から需要規模の大きい関西電力、中部電力へ

電力を最大20万kW送電し、出力調整が容易な火力の発電比率を

高めることで受入可能量の拡大を図っているほか、発電実績等の

最新の知見を踏まえた技術的検討を進め、風力発電の受入可能容

量を従来の25万kWから60万kW程度に拡大しています。

松山太陽光発電所

再生可能エネルギー

当社グループの太陽光・風力発電設備

事業主体 所在地 出力

太陽光
四国電力
（松山太陽光発電所）

愛媛県 2,042kW

四電工 高知県 2,480kW*

風力

四国電力
（室戸風力発電所）

高知県 300kW

三崎ウィンド・パワー 愛媛県 20,000kW
大川原ウインドファーム 徳島県 19,500kW
頴娃（えい）風力発電 鹿児島県 14,000kW

* 2013年12月運転開始予定

大型ダムゲートの修繕工事を行った面河
第三ダム
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■ 太陽光設備契約容量　■ 風力設備契約容量
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四国から最大20万kWを融通送電

四国管内の風力連系枠が
約20万kW拡大

>>>>>

他電力への融通を活用した導入拡大スキーム

関西電力、中部電力
が電力を受電



電源との一体運営による効率的な設備形成、運用

　50万V送電線は、大量の電気を効率的に送ることができること

から、当社の基幹系統として重要な役割を果たしています。設備

形成にあたっては、これまでの電源開発に合わせて行い、四国西

端の伊方発電所から東端の橘湾発電所に至る約280kmを結ん

でいます。また、中国電力、関西電力ともつながっており、緊急時

には本州から電力送電を受けることも可能です。

　今後は、供給信頼度の維持・向上を図りつつ、さらなる効率化

を実現していくことが重要な課題であり、更新期を迎える電力

ネットワーク設備の計画的な保全と、送配電ロスのさらなる低減

を目指していきます。また、再生可能エネルギーの導入拡大に伴

う電力系統への影響についても詳細な分析を行い、電力系統の

安定化対策について検討を進めています。

供給信頼度の向上対策

　情報化社会の進展に伴い、電気は生活や生産のあらゆる分野

で重要な役割を担っております。

　このため、電力ネットワークの供給信頼度対策として、送変電

設備では、送電線の多回線化や変圧器の複バンク化などの多重

化を行うとともに、事故が発生した場合でもその影響を限定でき

スマートメーターの導入に向けた取り組み

　スマートメーターは、料金メニューの多様化などによるお客さまサービスの 

向上や業務の効率化などの効果に加え、将来的には電力消費の見える化など 

による需要のピークカットや省エネ対策など、電力需給対策の役割も期待され

ています。

　当社では、特別高圧・高圧大口のお客さまには既に導入しており、小口高圧の

お客さまには今後4年間で導入する予定です。また、低圧のお客さまについては、

現在、香川県高松市内のお客さま約1,000戸を対象に、当社業務への適用検証

やシステム対応等の実証試験を進めています。今後、これらの試験で得られた課

題の解決を図り、2014年後半から、本格的に導入を開始していく予定です。

　電力ネットワークは、発電された電気をお客さまへ効率良く、安定

的にお届けするうえで重要な役割を果たしています。

　四国域内の電力ネットワークは、送電線約6,400km、変電所約

200ヵ所、配電線約16万6千kmから構成されており、電源と一体で

計画的かつ効率的に形成・運用されています。

送電線の保守

電力ネットワーク

るように、系統保護装置の高度化を進めています。配電設備につ

いては、適切な保守・点検と作業停電の減少対策により、欧米に

比べて格段に短い停電時間を実現するとともに、全事業所に総

合的な配電系統自動化システムを導入することで、台風などで停

電が発生した場合には、「停電範囲を可能な限り縮小して送電す

る」という操作が短時間で自動的に実行される仕組みを整えて

います。

当社が実証試験で使用している
スマートメーター
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*  四国電力は2012年度、イタリア、カリフォルニア、オーストラリアは2011年、韓国、フランス、 
ニューヨークは2010年までの5年間平均。

出典：海外電気事業統計2012ほか

お客さま1軒あたりの年間事故停電時間の国際比較（5年間平均*）
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*  2011年度より、電化等に関する提案を、その他から省エネルギー対策に整理したことから、2010年
度以前のデータも同様に変更している。

お客さまのニーズに応えるコンサルティング活動

　当社グループでは、エネルギーの利用に関するお客さまの様々な

技術的課題に対して、グループ内の技術力やノウハウを活用し、より

良い解決策を提案する「技術ソリューション活動」を推進しています。

　オフィスビルや学校・福祉施設、店舗などにおいては、お客さま

が抱える省エネ・省コストなどの課題や悩みに対して、効率的な

電気の使い方や電化による解決策をご提案しています。エネル

ギー効率の高い電気式ヒートポンプ空調・給湯や電化厨房など

の業務用電化システムは、省エネ・省コスト・省CO2はもとより、

「安心・快適・清潔」といった電気式ならではのメリットを実感で

きることから、お客さまにご好評をいただいています。

　また、工場などにおいては、設備の省エネ診断による運用改善

や機器の取り替えによる設備効率改善のほか、工場内のエネル

ギーロスを把握し、生産プロセスにおけるエネルギーの最適利

用や環境対策を提案するなど、最新技術や省エネ機器を活用し

た幅広いコンサルティングを行っています。

　こうした技術ソリューション活動において、2012年度は約

2,070件の提案を行い、4割に相当する約870件が採用されまし

た。このうち、約430件については、設備工事を当社グループが

受注し、受注額の合計は約24億円となっています。

　当社グループでは、こうした取り組みを通じてお客さま満足の

向上を図るとともに、グループの収益拡大にもつなげています。

　安心・快適で環境にも優しい電気は、幅広い分野で様々な用途に

利用できます。

　当社グループでは、省エネ化、省コスト化などお客さまの様々な

ニーズにお応えできるよう、グループ会社が一体となって、技術的な

提案や最適な料金メニューの提案などを行っています。

技術ソリューション活動

お客さま志向の営業活動

住宅分野におけるニーズの高まり

　調理や給湯、冷暖房など、ご家庭の全ての熱源を電気で賄う

オール電化住宅は、火を使わないという安全性や快適性などか

ら、幅広い層のお客さまにご支持をいただいています。なかでも、

ヒートポンプ技術を用いて大気熱でお湯を沸かすエコキュート

は、エネルギー消費効率が高く、省エネやCO2排出量の抑制にも

つながることから、環境面でのメリットも高く評価されています。

　2012年度には、新たに2.2万戸でオール電化住宅を採用して

いただき（新設戸建住宅に占めるオール電化採用率は約70%）、

累計の電化住宅戸数は約27万件まで増加しています。

お客さまの声を活かしたサービスの向上

　電気に関する各種お申し込みやご相談など、年間約74万件に

のぼるお客さまからのお電話に対し、専門スタッフによる質の高

い対応を効率的に行うため、徳島、高知、松山、高松の四国電力 

各支店に「集中受付センター」を設置しています。また、各セン

ターに日々寄せられる様々な

ご意見・ご要望を共有・分析す

ることにより、さらなるサービ

ス向上や業務改善につなげて

います。

集中受付センター
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技術サポート活動の状況*
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■ 新築（単年度）　■ 既築（単年度）　　 契約口数（累計）（右軸）

0

20

40

60

0

100

200

300
272

22

10

12

年度
20122010 201120092008200720062005200420032002

オール電化住宅の普及状況

千件 千件 



総合エネルギー分野

　総合エネルギー分野では、電気事業で培ってきた当社グループ

の技術やノウハウ、人材などの経営資源を有効に活用し、LNG販

売事業や海外でのコンサルティング、発電事業などに取り組んで

います。

LNG販売事業

　坂出発電所へのLNG導入に伴い建設したLNG基地の営業運

転に合わせて、2010年から四国ガス（株）への卸供給を開始する

とともに、四国内に工場を所有するお客さまへの販売を本格化し

ています。熱需要の多いお客さまをターゲットに営業活動を展開

してきた結果、2012年度の売上高は約95億円、販売量は約12

万トンを達成しました。今後とも、LNGの環境優位性を訴求し、販

路の拡大を目指していきます。

海外コンサルティング事業

　電力設備や、省エネルギーに関する調査、再生可能エネルギー

の活用・普及に関する調査・実証など、アジアの途上国を中心に

実施するコンサルティング業

務について、（独法）国際協力

機構（JICA）や（独法）新エネ

ルギー・産業技術総合開発機

構（NEDO）などから受託し、実

施しています。2012年度末まで

　当社グループでは、グループの総合力を最大限に発揮し、

「暮らしを支えるマルチユーティリティー企業グループ」への

変革・成長を目指し、総合エネルギー、情報通信、ビジネス・

生活サポートの各分野で、将来の成長基盤となる新たな 

付加価値の創出に取り組んでいます。

新たな付加価値創出への挑戦

に32ヵ国、71件を受注しており、こうした取り組みを通じて、途上

国のインフラ整備や環境保全に貢献しています。

海外発電事業

　電力需要の伸びが著しい中東・東南アジアを中心に有望案件

の獲得に努めてきた結果、カタール国およびオマーン国におい

て、計3件の海外 IPPプロジェクトに参画しています。カタール国

ラスラファンCプロジェクトは、2011年4月より順調に営業運転

を継続しています。オマーン国のバルカ3・ソハール2プロジェク

トについても、2013年4月に営業運転を開始しました。今後は、

両プロジェクトからの安定した収益の確保に努めるとともに、 

中長期的視点から新規案件の開拓にも取り組んでまいります。

現地での打ち合わせの様子

 事業活動
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カタール国 オマーン国

プロジェクト名 ラスラファンC バルカ3 ソハール2

事業内容
発電・造水プラントの
新設･運営、電力・水の販売

発電プラントの
新設･運営、電力の販売

発電設備 273万kW 各74.4万kW

造水設備 29万トン／日 ―

当社出資比率 5% 11% 11%

総事業費 約39億米ドル 約17億米ドル

営業運転開始時期 2011年4月 2013年4月

海外発電事業の概要

総合エネルギー分野

情報通信分野 ビジネス・生活サポート分野

3つの事業分野

マスカット

バルカ
ソハール

イラン

パキスタン
ラスラファン

ドーハカタール

オマーン

UAE
サウジアラビア

発電設備

プロジェクト位置図

バルカ3

坂出LNG株式会社が運営
（四国電力出資比率70%）

ローリーで輸送

ガス導管を通して送出

お客さま
（一般の工場等）

四国ガス

四国電力 
坂出発電所

坂出LNG基地

LNG販売のイメージ



情報通信分野
　　

　情報通信分野では、経済のグローバル化やお客さまニーズの

多様化・高度化が進む中で、通信のブロードバンド化や情報シス

テムの高度化をはじめとする技術の進歩やサービスの融合が急

速に進展しています。当社グループでは、（株）STNetを中心に、

これまで培ってきた技術や人材、光ファイバー設備などの経営資

源を有効に活用しながら、情報システムから通信サービス、ケー

ブルテレビ事業まで、お客さまが事業や生活を営むうえで必要な

IT基盤をワンストップで提供しています。

光通信事業

　情報通信事業の中核となる大容量・高速の光通信サービス「ピ

カラ光サービス」については、四国域内のケーブルテレビ会社と

協業し、四国の四県都を中心にインターネット・IP電話・多チャン

ネル放送の3つをワンストップで提供することで顧客獲得を進め

ており、四国域内で約1/4のシェアを占めています。2012年度

は、契約数約14万件、売上高約106億円となりました。今後も、

さらに契約数の拡大を目指してまいります。

データセンター事業

　情報化社会の進展に伴い、データ保管量の増大やデータ保管

場所の分散化によるリスク管理などのニーズが高まっているこ

とから、自然災害が比較的少ない香川県高松市に、最新の設備と

万全のセキュリティ対策を施した西日本最大級のデータセンター

（延べ床面積3.6万m2、収容数3,000ラック超）を建設し、事業の

拡充を計画しています。2013年12月からサービス開始の予定

で、システム開発分野からプラットフォーム分野、通信分野まで一

社で提供できるという他社にない強みを最大限活かし、単なる

データセンター設備の提供だ

けでなく、管理・運用・メンテ

ナンスなどのシステムマネジ

メントサービスまで、お客さま

にとって便利で信頼性の高い

ワンストップサービスの提供

を目指します。

ビジネス・生活サポート分野

　ビジネス・生活サポート分野では、四国地域における当社グ

ループのブランド力を活用し、介護事業や自治体関連事業など、

地域の皆さまの暮らしに密着したサービスを展開しています。

介護事業

　高齢化の進展に伴い介護施設へのニーズが高まる中で、グルー

プ会社の（株）よんでんライフケアが介護付き有料老人ホームを

運営しています。介護専門職員が24時間常駐しているほか、当社

グループへの安心感、信頼感もあって好評を博しており、2012年

3月には、松山市、高松市に続き3ヵ所目となる施設を高知市に 

開設しています。これらの施設

では、ご自宅と変わらない生

活を楽しんでいただけるよう、

自由に外出・外泊ができるほ

か、趣向をこらした各種イベン

トの開催など、開放感ある明

るい雰囲気の施設運営を行っ

ています。

自治体関連事業

　公共施設の整備事業において、資金調達から設計・建設・施設

の維持管理・運営までを一括して請け負うPFI事業に取り組んで

おり、給食センターなど4件の事業を行っています。また、指定管

理者制度を活用して、四国内で8つの公共施設の管理・運営を受

託しています。

PFI事業への取り組み

自治体 事業内容 受託会社

宇多津町 宇多津新給食センター整備運営事業

（株）四電工
徳島県

徳島県立農林水産総合技術支援センター

整備運営事業

徳島市 徳島市立高等学校校舎整備運営事業

大洲市 大洲市学校給食センター整備運営事業

2012年3月開設の「アミーユよんでん高知」

新高松データセンター完成イメージ図
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ピカラ光サービスの契約口数の推移（累計）

万口 

0

5

10

15

20

2010 2011 2012200920082007200620052004
年度末

1414

インターネット
ピカラ光ねっと

ピカラ光でんわ

多チャンネル放送／
提携CATV

光ファイバー

ケーブルテレビ事業者
（ケーブルメディア四国（株）、
（株）ケーブルテレビ徳島など）

ピカラ光サービスのイメージ



「事業活動」でお伝えしてきたCSR活動に加え、 

「CSR活動の7つの柱」に基づき取り組んでいる活動についてご報告します。

よんでんグループは、法令遵守はもとより、環境保全や地域貢献など様々な事業活動

において社会的責任を果たし、皆さまとの信頼関係の構築に努めてまいります。
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従業員活力の 

維持・向上

電力の 

安定供給の遂行

コンプライアンス

の推進

環境保全 

活動の推進

開かれた 

経営の実践

CSR活動の7つの柱

お客さま 

志向の徹底

地域共生 

活動の推進

29 コンプライアンスの推進

30 環境保全活動の推進

34 開かれた経営の実践

35 従業員活力の維持・向上

38 地域共生活動の推進

40 VOICE

 CSR活動



コンプライアンスの推進
（法令遵守・企業倫理の徹底）
コンプライアンス推進体制

　グループ各社に「コンプライアンス推進委員会」を設置すると

ともに、「よんでんグループコンプライアンス推進協議会」を設置

し、グループ全体でコンプライアンスの推進に取り組んでいます。

　また、役員および従業員がコンプライアンスの推進を図るため

の具体的事項を定めた｢コンプライアンスガイドライン｣を制定

し、周知･徹底を図っています。

従業員への教育の徹底

・委員会事務局による事業所巡回教育

・全従業員を対象としたe-ラーニングによる研修

・集合教育の機会を活用したコンプライアンス教育

などにより、従業員へのコンプライアンス意識の浸透・定着に努

めています。

「コンプライアンス相談窓口」の設置

　「コンプライアンス相談窓口」を、社内および社外の弁護士事務

所に設け、法令や企業倫理に反する行為について、社内外からの

相談を受け付けており、いずれも適切に対応しました。

（2012年度相談件数：5件）

個人情報保護の徹底

管理体制の確立と従業員教育

　個人情報保護の全社的な取り組みを検討、推進する「個人情報

保護推進委員会」を設置し、各種社内規程の整備などを行うこと

により、お客さま情報をはじめとする、個人情報の適正管理の徹

底を図っています。

　また、内部監査部門による監査を定期的に実施し、経営層がそ

の結果について報告を受けています。

　さらに、各種研修での個人情報保護教育や注意喚起の周知な

どにより、従業員への教育を徹底しています。

「個人情報保護に関する基本方針」の公表

　「個人情報保護に関する基本方針」を制定し、個人情報の利用

目的などを公表するとともに、「個人情報相談窓口」を設置して、

社外の皆さまからのご意見、ご質問を受け付けています。

ホームページ「個人情報保護への取り組み」

トップ 会社情報 四国電力の取り組み―個人情報保護への取り組み

情報管理の徹底

　情報管理が事業運営上の重要な課題であると捉え、グループ大で

の情報セキュリティを確保するための推進体制を整備するとともに、

「よんでんグループ情報システムセキュリティ指針」を制定するなど、

様々な取り組みを行っています。

　個人情報を含む大量の情報をコンピューター処理しており、万が

一、情報流出や改ざん、システムの停止などがあると多大な影響を

及ぼすことから、セキュリティ確保のためのシステム的な様々な対策

を講じるほか、従業員へのセキュリティ意識の徹底を図っています。

ホームページ「コンプライアンスへの取り組み」

トップ 会社情報 四国電力の取り組み―コンプライアンスへの取り組み

情報管理対策
物理的対策
・コンピューターなどを設置している専用のセンターに、防災対策および防犯対策を実施

技術的対策
・個人認証やコンピューターウイルス対策、データの暗号化、不正アクセスの監視・遮断

人的対策
・「情報システムセキュリティ管理要領」などによるセキュリティの確保
・セキュリティの確保の重要性やパソコン利用上の注意事項に関する教育・周知
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よんでんグループでは、皆さまとの信頼の絆を今後より一層強め、
企業価値を高めていくために、法令の遵守や企業倫理の徹底など、
従業員一人ひとりが遵法意識を高く持ち、社会の要請に応えてまいります。

コンプライアンスの推進

コンプライアンス相談窓口の概要（四国電力の例）

コンプライアンス
推進委員会

・相談内容の事実確認
・必要があれば是正措置や再発防止策を講じる 等

報告

（原則として顕名）

当社またはグループにおける法令 
違反行為・企業倫理に反する行為 
（一般的な要望は対象外）

社内窓口

社外窓口
（弁護士事務所）

相談窓口

電話・ファックス・郵送

専用イントラネット・インターネット

郵送

〈相談者〉

よんでんグループ 
従業員

社外の方



よんでんグループ環境方針
　　

　よんでんグループは、環境保全を経営の重要課題と捉え、「よん

でんグループ環境方針」のもと、グループを挙げて環境保全活動

を推進しています。

事業活動と環境のかかわり（四国電力、2012年度）

　発電所では、発電用燃料など多くの資源を投入（インプット）し、電力を生み出す（アウトプット）とともに、CO2や廃棄物などを排出
（アウトプット）しています。四国電力では、これらによる環境への影響を極力低減するよう、様々な取り組みを行っています。

環境保全活動の推進体制
　　

　よんでんグループ各社が参加する「よんでんグループ環境会

議」を定期的に開催し、環境保全計画や実施状況の報告･審議を

通じて、グループ一体となって取り組み内容のさらなるレベル

アップに努めています。

　四国電力では、社長を委員長とするCSR推進会議のもと、環境

委員会が中心となって、環境保全活動を推進しています。

 CSR活動
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よんでんグループでは、地球のため、未来のため、あらゆる事業分野において
環境負荷の継続的低減を図り、環境保全活動に積極的に取り組んでいます。

環境保全活動の推進

ホームページ「環境問題への取り組み」

環境行動指針

具体的な取り組み内容

環境基本方針
環境保全に対する

よんでんグループの基本的な理念

よんでんグループ環境方針（2004年11月制定、2011年4月改正）

• 地球温暖化対策の推進
• 省エネルギー・負荷平準化の推進
• 地域環境保全の推進
• 循環型社会形成の推進
• グリーン購入・エコオフィスの推進

• 環境管理の推進

• 社会とのコミュニケーションの推進

あらゆる事業分野において環境 
負荷の継続的低減をはかります

環境基本方針1

社会とのコミュニケーションを 
推進します

環境基本方針3

環境管理を推進します

環境基本方針2

環境基本方針3

環境基本方針2

OUTPUT  アウトプット事業活動

おくる つかう

OUTPUT
アウトプット

お客さま
（家庭など）

販売電力量

27,410
百万kWh

（再掲）
当社オフィス

電気使用量

23
百万kWh

揚水用電力量

▲89
百万kWh

送・配電ロス

▲1,591
百万kWh

自社消費

▲1,511
百万kWh

配
電
線

変
電
所

送
電
線

原子力発電発生電力量

0 百万kWh

原子力発電所

火力発電発生電力量

17,545 百万kWh

火力発電所

水力発電発生電力量

2,348 百万kWh

水力発電所

新エネルギー発電発生電力量

11 百万kWh

新エネルギー *3

つくる

*1 使用したウラン重量
*2  火力・原子力発電所で使用したプラント 用水、生活用水などの合計
*3  西条火力発電所における木質バイオマス混焼発電、松山太陽光発電、室戸風力発電
*4 京都メカニズムクレジット反映後
*5  全ての再資源品目における再資源化率
*6  「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」

227 万 t

排水

CO₂ 1,918/1,798*4 万 t-CO₂

SOx 7 千 t

NOx 9 千 t

大気への排出

大気への排出（キシレンなど） 7 t
水域への排出（ヒドラジンなど） 0.5 t

PRTR法*6対象化学物質

産業廃棄物・副産物など

再資源品目、再資源化率

再資源化率　99.4 %*5

放射性固体廃棄物 3,219 本
（ドラム缶相当）

石炭灰

269 千 t

重原油灰

3 千 t

石こう

153 千 t

セメント原料
など

99.7 %

セメント製造用
助燃材など

97.0 %

石こうボード
原料など

100 %

他社からの
購入電力量

10,697
百万kWh

電気の流れ： 物質の流れ：

0 t
原子燃料*1

石炭 286 万 t

重油 102 万kl

原油 27 万kl

天然ガス 4 億m³N

コークス炉ガス 7 億m³N

木質バイオマス 7 千 t

火力発電用燃料

420 万 t

水*2

石灰 82 千 t
（炭酸カルシウム、消石灰）

アンモニア 4 千 t

その他 4 千 t
（塩酸、硫酸、苛性ソーダ、ヒドラジンなど）

環境保全用資材など

INPUT  インプット

推進体制（四国電力）

環境委員会 委員長：環境担当役員

本店  
関係各部

責任者：各部長
（環境部長は全社的な調整を実施）

支店・ 
発電所など

責任者： 
各事業所の長

考査室（内部監査部門）

委員長：社長CSR推進会議

トップ エネルギー・環境 環境問題への取り組み



地球温暖化対策の推進
　　

　四国電力では、「2008～ 2012年度平均のCO2排出原単位を

0.326kg-CO2/kWh（1990年度比20%減）程度まで低減」とい

う目標を設定し、「電力供給サイドの対策」および「電力需要サイ

ドの対策」を推進するとともに、京都メカニズムクレジットの活用

などこれらの対策を補完する取り組みも実施し、CO2の排出削減

に取り組んできました。

　2012年度は、2011年度と同様、伊方発電所の長期停止に伴

い、火力発電所の稼働が増加したことにより、CO2排出量は

1,798万 t、CO2排出原単位は0.656kg-CO2/kWh（いずれもクレ

ジット反映後）となりました。

　また、2008～2012年度の5ヵ年平均では、CO2排出量は

1,209万 t、CO2排出原単位は0.428kg-CO2/kWh（いずれもクレ

ジット反映後）となりました。

環境保全の目標と実績（四国電力）

*  5ヵ年平均のCO2排出量およびCO2排出原単位は、今後、国連の審査手続き等により遅れて発行 
されるクレジットを追加して反映するため、数値が改善する可能性があります。
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環境基本方針・

環境行動指針
環境指標

環境管理目標 実績 環境管理目標

単位 2012年度 2012年度 評価 2013年度

地球温暖化対策

の推進

C02排出原単位 
（C02排出量）

kg-C02/kWh 
（万 t）

0.326*1 0.700/0.656*2 
（1,918/1,798*2）

安全確保を大前提とした

伊方発電所の早期再稼働

を目指すとともに、事業活

動の各分野における需給

両面の取り組みを通じて

C02の排出抑制に努める。

ゼロ・エミッション電源比率*3 % 50以上 14

原子力発電の設備利用率 % 85*4 0.0

火力発電所の熱効率 % 38以上 39.3 38以上

送・配電ロス率 % 極力低減 5.5 極力低減

蓄熱システム等の普及開発量 千kW（累計） 300程度 327 360程度

オフィスの電気使用量
千kWh 

（前年度比）
対前年度比 
▲1%

23,409 
（▲16%）

対前年度比 
▲1%

低公害車導入率*5 % 極力向上 87 極力向上

太陽光発電契約電力 kW（累計） 購入拡大 322,174 購入拡大

風力発電契約電力 kW（累計） 購入拡大 123,350 購入拡大

SF6ガス回収率 % 極力向上 99.5 極力向上

地域環境保全 
の推進

SOx排出原単位 g/kWh 0.5 0.4 0.5

NOx排出原単位 g/kWh 0.5 0.5 0.5

循環型社会形成 
の推進

廃棄物の有効利用率 % 99程度 99.4 99程度

石炭灰の有効利用率 % 99 99.7 99

グリーン購入率（事務用品） % 85以上 92 85以上

*1 2008～ 2012年度の5ヵ年平均を0.326kg-CO2/kWh（1990年度比20%減）程度まで低減
*2 京都メカニズムクレジットを反映した数値
*3 自社需要に応じた発電電力量（受電含み）のうち、CO2を排出しない非化石電源（原子力、再生可能エネルギー）の割合
*4 2011～ 2015年度の5ヵ年平均　*5 電気自動車、プラグインハイブリッド車を含む

0
年度

2012 5ヵ年平均2010 2011200920081990

■ CO₂排出量（クレジット反映後）　■ 販売電力量　

　 CO₂排出原単位（クレジット反映前）　　  CO₂排出原単位（クレジット反映後［2008年度から］）　
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販売電力量（千万kWh）、CO₂排出量（万 t） CO₂排出原単位（kg-CO₂/kWh） 

CO₂排出原単位
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電力供給サイドの対策

～火力発電所における熱効率の維持・向上～

　火力発電所の熱効率*を向上させることにより、石炭、石油、

LNG（液化天然ガス）などの化石燃料使用量を減らし、CO2排出

量を抑制できます。

　また、化石燃料の中で、LNGは、硫黄酸化物やばいじんが発生

せず、窒素酸化物の排出量も少ないうえ、石炭・石油に比べCO2

排出量が少ないという優れた特性を持っています。

　四国電力では、既存の火力発電設備を高効率のLNGコンバ

インドサイクル発電設備に更新することにより熱効率の向上を図

るとともに、日頃の適切な機器の点検・補修や運転管理により熱

効率の維持に努めています。
 
* 熱エネルギーが電気エネルギーに変わる割合

電力需要サイドの対策

～ヒートポンプ蓄熱式空調システムなどの普及拡大～

　ヒートポンプ蓄熱式空調システムは、安価な夜間電力を利用

し、夏は冷水や氷、冬は温水を作って蓄熱槽に蓄え、昼間にその

熱を取り出して空調を行います。

　蓄熱槽を活用することで空調負荷の変動に左右されず効率の

良い一定の運転が可能になることに加え、夜間の涼しい外気を

利用して冷熱をつくるため、ヒートポンプの効率をさらに高くす

ることができます。また、電力需要を昼間から夜間に移行するこ

とで、電力消費ピークを引き下げることができます。

　このため、お客さまへの無駄のない上手な電気の使い方に関

するコンサルティング活動に合わせ、ヒートポンプ蓄熱式空調シ

ステムなどの普及活動を行っています。

　さらに、四国電力では、都市の再開発に合わせ、従来は建物ごと

に設置していた空調の熱源機器を1ヵ所（熱供給基地）に集め、こ

こで作った冷・温水を各建物に供給する「地域熱供給」にも取り

組んでおり、現在、高松市内の3地区で実施しています。

　熱源の集中化や、地下水・海水などの持つ温度差エネルギーの

活用により、大きな省エネ効果が得られます。

地域環境保全の推進

大気汚染・水質汚濁などの防止

　四国電力では、火力発電所における化石燃料の燃焼に伴い排

出される硫黄酸化物（SOx）や窒素酸化物（NOx）の大気中への排

出を抑制するために、脱硫、脱硝装置を設置しており、排出原単位

は、主要先進国と比較しても優れた水準にあります。

　また、火力･原子力発電所から発生する排水は、排水処理装置

で浄化するとともに、タービンを回した後の蒸気を冷却するため

の海水は、海底近くの冷たい海水を取水し、周辺の海水との温度

差を小さくして放流しています。

　これらの状況については、継続的に監視を行い、測定結果を自

治体に報告しています。

放射線管理・放射性廃棄物管理

　四国電力では、伊方発電所の建物の内外および周辺地域の放

射線を連続測定・監視し、異常のないことを確認しています。

　一方、伊方発電所で発生する放射性廃棄物には、気体、液体、固

体状のものがあります。

　それらのうち、液体状の廃棄物は、蒸発装置やフィルターなど

で処理し、処理後に残った濃縮液はドラム缶に詰めて発電所内で

安全に保管するなど、それぞれの種類に応じた方法で、環境に影

響を及ぼさないよう処理しています。

　また、これらのドラム缶は青森県六ヶ所村の低レベル放射性廃

棄物埋設センターへ計画的に搬出し、埋設処分しています。

ホームページ「原子力情報」

トップ エネルギー・環境 原子力情報 ― 伊方発電所
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0 4321

四国電力
（2012年度）

ドイツ
（2005年）

イギリス
（2005年）

アメリカ
（2005年）

フランス
（2005年）

■ SOx　■ NOx

四国電力を
1とした場合の
各国の比率1.7倍

1.5倍

3.3倍
2.7倍

7.9倍
2.3倍

7.4倍
6.2倍

主要先進国のSOx・NOx排出原単位 

出典：海外…電気事業連合会「環境とエネルギー」

g/kWh

37

38

39

40

年度
20122010 201120092008

火力発電所熱効率（四国電力、発電端）

% 

* サンポート高松地区の地域熱供給システムの概念図（温水供給の例）

海水取水管

高松港旅客
ターミナルビル

海

JRホテル
クレメント高松

高松サンポート
合同庁舎

地域熱供給のしくみ 高松
シンボルタワー

放水
海水

取水

ポンプ

ポンプ

蓄熱槽

海水熱交換器

地域配管

地域熱供給基地
（地下2階）

海水取水管
ヒートポンプ



生物多様性に配慮した事業活動

　四国電力では、発電所敷地内の緑化に取り組むなど、地域の自

然環境や周辺景観との調和に努めています。

　また、伊方発電所3号機の敷地造成工事では、海面埋立により

天然藻場の一部が消滅するこ

とが予想されたため、建設工

事で発生する岩石を用いて代

替藻場を造成した結果、現在

は周辺の天然藻場と同様の植

生が確認されています。

地域と協働した森林保全活動

　四国電力では、地元自治体などと協働して、手入れがされてい

ない森林を間伐や植樹により整備しています。

　高知県の「環境先進企業との協働の森づくり事業」に賛同し、

「四万十よんでんの森」と名づけた協定林（四万十町）において、環

境教育・森林学習や、森林保全活動を実施し、地元の学校や住民

の方々との交流を深めています。

　また、香川県の「フォレストマッチング推進事業」に参加し、香

川県五色台の協定林で、従業

員およびその家族がボラン

ティアによる下草刈りや植樹

を行い、「香川・よんでん五色

の森」として整備しています。

循環型社会形成の推進

　よんでんグループ各社において、事業活動に伴う廃棄物の発生

量抑制および有効利用の拡大に取り組んでいます。

　四国電力が排出する廃棄物には、石炭火力発電所から発生す

る石炭灰のほか、石こうや金属くず、重原油灰などがあり、それぞ

れリサイクルなどの取り組みを実施し、高い有効利用率となって

います。

伊方発電所前面海域の代替藻場

「四万十よんでんの森」での植樹活動 
（中村支店）

石炭灰の有効利用

　石炭灰は、セメント原料、コンクリート混和材および土壌改良

材などとして、これまでほぼ全量を有効利用しています。

　また、天然粒状材（砕石、海砂など）の代替として、石炭灰に水

とセメントなどを攪拌・混合させ粒状化した「灰テックビーズ」を

開発し、利用促進を図っています。

環境管理の推進

環境管理システムの充実

　四国電力では、全ての事業所でEMSを構築し、具体的な計画の

策定・実施・確認・見直しを通じて、環境保全活動の継続的改善

を推進しています。

社会とのコミュニケーションの推進

　地域の皆さまとの交流活動や各種刊行物の発行などを通じて、

よんでんグループの環境保全活動や、環境保全の大切さについて

ご理解いただけるよう努めています。

環境月間での取り組み

　毎年6月を「環境月間」として、四国各地で環境に関するイベン

トなどを展開しています。

　四国電力では、「できることからひとつずつ。未来のために、 

四国のために。」を2013年度

のテーマに掲げ、清掃活動や、

環境ポスター展など、環境保

全を呼びかける行事を実施し

ました。

環境ポスター展 
（ヨンデンプラザ・サンポート）
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*  表中の数値は四国電力が排出事業者となる廃棄物について集計したものです。ただし、廃コンク
リート柱（がれき類）、絶縁カバー等（廃プラスチック類）などについては、グループ会社が排出事業
者となりますが、電気事業に密接に係わりがあるため含めています。

発生量（t） 有効利用量（t） 有効利用率（%）

石炭灰 268,662 267,890 99.7

石こう 152,789 152,789 100.0

がれき類 14,181 14,180 99.9

金属くず 3,019 3,016 99.9

重原油灰 3,004 2,913 97.0

汚泥 2,639 982 37.2

廃プラスチック類 110 54 49.1

その他 1,586 1,347 84.9

合計 445,990 443,171 99.4

廃棄物などの発生量および有効利用量（四国電力、2012年度）

年度
20122010 201120092008

■ 発生量　■ 有効利用量　　  有効利用率（右軸）
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株主・投資家の皆さま

タイムリーかつ透明性の高い情報提供の実践

　四国電力では、様々なツールを用いて、株主・投資家の皆さまへ

のタイムリーかつ透明性の高い情報提供に努めています。

　情報提供にあたっては、公平性・速報性の観点からホームペー

ジを積極的に活用するとともに、目指すべき経営の方向性やグ

ループビジョンの実現に向けた取り組みなどを取りまとめた各

種報告書を発行するなど、内容の充実・強化を図っています。

　また、希望される株主・投資家の皆さまに対し、タイムリーに IR

関連の情報を電子メールでお知らせする「IRメール配信サービ

ス」も行っています。

コミュニケーション活動の充実・強化

　四国電力では、アナリストや機関投資家の皆さまを対象に、決

算発表などのタイミングに合わせた代表取締役による会社説明

会を東京で開催するとともに、四国内個人投資家向け説明会を

定期的に開催するなど、株主・投資家の皆さまとの双方向コミュ

ニケーションの充実に努めています。

　また、当社に対するご理解をより一層深めていただくため、発

電所など施設の見学会を定期的に実施しています。

お客さま・地域の皆さま

電力アドバイザーとの懇談会

　四国電力では、地域のオピニオン層の方々にアドバイザーに

なっていただく「電力アドバイザー制度」を設け、各事業所での懇

談会や発電所の見学会などを通じて、ご意見やご要望を直接いた

だいています。

　また、社長をはじめとする経営層が、地域の各界の皆さまと直

接対話を行う「お客さま懇談会」を毎年開催し、貴重なご意見を

いただいています。

広報誌「ライト＆ライフ」の発行

　四国電力では、広報誌「ライト&ライフ」を

隔月発行し、よんでんグループの取り組みに

ついて皆さまにご理解を深めていただくと

ともに、四国の歴史や文化、伝統産業、さら

には地域の活性化に向けた新たな取り組み

などについても積極的にご紹介しています。

ホームページ「ライト&ライフ」

トップ 会社情報 広報・広告ライブラリー ― 広報誌「ライト＆ライフ」

取引先の皆さま

CSRに係わる調達活動

　四国電力では、「グリーン購入ガイドライン」を策定し、事務用品

や電力用資機材について環境に配慮した商品の提案をいただくこ

とで、取引先の皆さまと協働して環境負荷の低減を図っています。

　また、ホームページでは主な調達資材や相談窓口などの情報

を提供するとともに、「取引先さまへのお願い」を掲載し、取引先

の皆さまにも、CSRに留意した企業活動の実践に努めていただく

ようお願いしています。

ホームページ「資材調達情報」

トップ ビジネスサポート 四国電力とのビジネス―資材調達情報

従業員

情報共有の促進

　グループ情報誌「YONDEN GROUP」を

定期的に発行、グループ社員全員に配付し、

グループ内の情報共有およびグループの一

体感の醸成を図っています。

　また、グループ会社は各社ごとに社内報を

発行しており、このうち四国電力では、社内報

「YONDENてらす」を毎月発行し、従業員間の

コミュニケーションの充実に努めています。
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よんでんグループでは、「株主・投資家の皆さま」「お客さま・地域の皆さま」
「取引先の皆さま」「従業員」をはじめとしたステークホルダーの皆さまとの
積極的なコミュニケーションに努めています。

開かれた経営の実践



従業員の人格と多様性の尊重

ダイバーシティ（多様性）の推進

　従業員の多様な価値観や生活スタイルを尊重しながら、能力と

意欲のある者については、性別を問わず、広く上位職位への門戸

を開く、活躍の舞台を整えています。

人権教育

　同和問題をはじめ、個人情報保護の促進、セクシュアル・ハラス

メント、パワー・ハラスメントの防止などを中心テーマに、様々な

人権問題に対する正しい理解と認識を全従業員に浸透させるた

め、四国電力では「人権教育推進委員会」を設置しています。

　この「人権教育推進委員会」では、毎年、人権教育方針を定め、そ

れに基づき、各職場で集合研修をはじめ、職場研究会や講演会など

を積極的に開催・活用するなど、人権意識の啓発に積極的に取り

組んでいます。

　また、「よんでんグループ人

権啓発推進連絡会」を設置し、

グループ各社と人権問題に関

する情報交換などを行ってい

ます。

従業員の頑張りに応える公正な評価制度

　業績貢献度に加え、業務遂行過程での能力発揮度を適正に評

価する「人事評定制度」を設けています。

　また、四国電力では、顕著な業績発揮や発明・考案を行った従

業員を対象に年1回表彰を行うとともに、現場第一線で働く従業

員の地道な取り組みや、社会貢献活動などを事業所単位でタイム

リーに顕彰する「褒める制度」を導入しています。

障がい者および高齢者の雇用促進

　四国電力の障がい者の雇用率は2.05%（94人、2012年度末）

と、法定雇用率（2.0%）を上回っています。今後も、障がい者の自

立と社会参加を応援していきます。

　また、2006年4月から、定年退職予定者のうち希望する者全

員を段階的に65歳まで継続雇用する制度（シニア社員制度）を導

入しています。

雇用データ（四国電力）

従業員数*
平均年齢（歳）

平均勤続年数
（年）（人） （%）

男子 4,384 91.9 43.0 21.7

女子 388 8.1 40.6 19.9

合計 4,772 100.0 42.8 21.6

*従業員数は、有価証券報告書に記載（2013年3月31日現在）

障がい者の雇用（四国電力）

年度末 2008 2009 2010 2011 2012

雇用率（%） 2.03 1.98 1.97 2.05 2.05

シニア社員の雇用状況（四国電力）

年度末 2009 2010 2011 2012
2013 
（予定）

在籍数（人） 106 141 171 188 250程度

社内人権教育
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よんでんグループでは、従業員が「やりがい」や「充実感」をもって積極的かつ創造的に
仕事に取り組むことができるよう、従業員一人ひとりの人格や多様性を尊重し、
風通しの良い活力ある職場環境の整備に取り組んでいます。

従業員活力の維持･向上

従業員活力の 
維持・向上

「やりがい」や「充実感」を
もって積極的・創造的に 
仕事に取り組める 
職場環境の整備

ダイバーシティの推進に向けた取り組み（四国電力）

多様な意識・ 
価値観の尊重

・女性従業員の活躍促進
・専門職制度

ワーク･ライフ 
バランス支援

・  育児・介護両立支援
制度の充実
・地域限定勤務制度

挑戦意欲の向上

・グループ人材公募制度
・社内ベンチャー制度



働きやすい職場環境づくり

女性活躍推進に向けた取り組み

　四国電力では、女性社員の「さらなる活躍・能力発揮」と「仕事

と家庭の両立」を支援するため、2010年3月に人事労務部内に

設置された女性活躍推進チームが中心となり、女性社員のキャリ

ア形成支援やこれを支える職場風土の醸成について、積極的な取

り組みを展開しています。

　2012年度には、主任クラス

の女性社員を対象に女性リー

ダー育成セミナーを開催する

など、女性管理職育成に向け

た取り組みも行っています。

子育て支援制度

　四国電力では、男女を問わず、子育てを行う従業員が仕事と家

庭の両立を図れるよう、育児休職制度や子育て時間を確保する

施策に加え、育児休職者と上司とのコミュニケーションをサポー

トする復職支援システムの導入など、

支援の充実を図っています。これらの

取り組みが認められ、2012年5月に

は、香川労働局より次世代育成支援対

策推進法に基づく「子育て支援に取り

組む企業」として2回目となる認定を

受け、認定マーク「くるみん」を取得す

ることができました。

出産・育児に関する主な支援制度（四国電力）

産前（6週間）から 
産後（8週間）まで

○産前産後休暇
○出産休暇
　（配偶者の出産時、年休とは別に5日間の特別休暇を付与）
○出生時「次世代出生祝金」支給

満2歳まで
○育児休職
　（満2歳未満の子を養育する従業員）

満3歳まで
○時間外労働の免除
　（満3歳未満の子を養育する従業員）

小学校卒業まで

○子育て支援フレキシブル勤務
　（所定勤務時間を10分単位で繰上・繰下）
○育児短時間勤務
　（1日最高2時間所定勤務時間を短縮）
○子の看護休暇
　（年間15日を限度に看護休暇を付与）
○繰延休暇
　（子の傷病看護や学校行事参加時に利用）

2012年度主な出産・育児支援制度利用実績（四国電力）

出産休暇 167名

育児休職
 24名

（女性の取得率100%）

子育て支援フレキシブル勤務  13名

育児短時間勤務  32名

子の看護休暇   4名

繰延休暇
（子の看護や学校行事参加等）

105名

セクシュアル・ハラスメント、

パワー・ハラスメント防止に向けた対応

　四国電力では、全従業員を対象としたe-ラーニングを活用して、

セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント防止のための

教育を行うとともに、「職場におけるハラスメントに関する相談

（苦情を含む）窓口」を設置し、相談者のプライバシーを保護しつ

つ、公平・公正な対応を行っています。

労働時間の適正管理

　不払い残業の防止に向け、労働時間を適正に把握するための

システムを導入するなど、労使一体となって労働時間の適正管理

を推進しています。

　今後は、さらなる業務の効率化による労働時間の削減および

有給休暇の計画的な取得に向けて、積極的に取り組んでいきます。

良好な労使関係の構築

　四国電力では、経営層と労働組合役員が、経営計画など重要課

題について協議・意見交換を行う場として「中央労使協議会」を

開催しているほか、各事業所レベルでも積極的に労使間のコミュ

ニケーションを図っています。

　また、グループ各社の経営層と組合役員が参加する「よんでん

グループ労使懇談会」を開催し、グループ大の経営諸課題に対す

る労使の認識共有にも努めています。

認定マーク「くるみん」

女性リーダー育成セミナー

 CSR活動
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■ 年間総実労働時間　　 時間外勤務実績（人／月）
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総実労働時間と時間外実績の推移（四国電力）
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労働安全衛生の徹底

安全衛生の管理推進体制

　各事業所に安全衛生に関わる管理者*を置き、安全・健康の管

理を推進するとともに、一定規模以上の事業所には、会社側、組

合側双方の選出委員などから構成される「安全委員会」「衛生委

員会」を設置し、安全向上や衛生推進のための施策などについて

審議しています。

* 安全管理者、安全運転管理者、衛生管理者、産業医など。

安全管理の取り組み

　グループ全体での災害ゼロの達成を目指して、「よんでんグ

ループ安全推進委員会」を設置し、グループ会社・協力会社も含

めた安全推進体制の強化に取り組んでいます。

　また毎年7月1日から10日間を「よんでんグループ安全強調旬

間」とし、安全パトロールや講演会をはじめ各種の安全行事を実施

するなど、グループ一体となった安全意識の高揚を図っています。

よんでんグループの業務上休業災害発生件数（2012年度）

四国電力 請負・委託* 合計

作業 3  7 10

交通 0  5  5

合計 3 12 15

* 請負･委託の災害件数は、四国電力からの発注･委託業務での発生件数。

衛生管理の取り組み

　定期健康診断によるヘルスチェックを中心に、心と体の健康の

保持・増進対策を推進しています。

　定期健康診断では、最新の医学的知見を反映した自動判定シ

ステムにより従業員の健康状態を解析し、きめ細かな保健指導に

活用しています。メンタルヘルス対策では、従業員によるセルフ

チェックが可能なストレス診断システムを導入するとともに、グ

ループ会社を含めた従業員とその家族の悩みや不安を解消する

ため、カウンセラーによる相談体制を整備しています。

人材育成の積極的な推進

教育体系の整備

　四国電力では、厳しさを増す経営環境のもとで、将来にわたり

持続的成長を遂げるために、教育研修を体系的に実施することによ

り、現場力の維持・継承および未来を拓く人材の育成に努めています。

　当社の教育体系では、従業員の意欲とニーズを尊重し、本人の自

己啓発と仕事を通じたOJTを基礎に、様々な集合教育を効果的に

組み合わせて教育施策を推進しています。集合教育のひとつである

「よんでんグループオープンセミナー」は、グループ従業員も参加

し、グループ各社の教育施策を効果的に補完・支援しています。

　また、従業員一人ひとりが、職業人としてのキャリアビジョン

（仕事を軸にした生き方の将来像）をもって、やりがいと使命感を

感じながら、仕事や能力開発に取り組んでいけるよう、「キャリア

デザイン研修」を実施しています。

水力・変電・送電部門の技術教育

階層別教育

新入社員教育

情報通信部門の技術教育

37よんでんグループ アニュアルレポート 2013

年度
20122010 201120092008

■ 運輸業・郵便業　■ サービス業　■ 製造業　■ 電気・ガス業　

　 全産業　　  四国電力　
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災害発生率の他業界との比較（度数率）

人  

度数率：100万延実労働時間当たりの労災死傷者数
出典：業種別災害発生率は厚生労働省「労働災害動向調査」

教育体系

OJT 日常教育 業務改善活動

自己啓発 e-ラーニング 通信教育

業務教育 部門教育訓練

課題別教育

キャリアデザイン研修

よんでんグループオープンセミナー
マネジメント
スキル研修

ビジネス
スキル研修

階層別教育 ビジネスリーダー教育

管理者教育
一般社員教育

（新入社員教育を含む）

国内外派遣教育

対象者 管理者 一般社員

電力技術
研修



交流人口の拡大

　四国電力では、四国の多様な歴史文化遺産に気軽に触れ親しむ

環境を整備し、その価値を高める「歴史文化道事業」を、四国経済

連合会や四国地方整備局、四国4県などとともに推進しています。

　また、四国4県と民間企業が一体となった四国の広域観光推進

組織「四国ツーリズム創造機構」に積極的に参画するなど、四国

の交流人口拡大に協力しています。

従業員の社会活動支援

従業員ボランティア休職・休暇制度、裁判員休暇制度

　四国電力では、青年海外協力隊や、国・地方公共団体が運営す

る社会奉仕活動などに長期間にわたり参加する従業員に対し、

1994年度から「ボランティア休職制度」を導入しています。また、

年次有給休暇とは別に、年間最大7日の休暇を取得できる「ボ

ランティア休暇制度」（2002年度～）や、裁判員制度に基づき、裁

判員候補者・裁判員となって裁判所に出頭する従業員を対象に、

「特別休暇制度」（2008年度～）を導入しています。

社会的貢献に対する表彰

　社会福祉活動や交通安全・防犯等の事故防止活動など、日頃の

社会的貢献が評価され、地域から表彰をいただいています。　　

　このうち四国電力徳島支店では、阿南電力センターの従業員が、

阿南市辰巳町の堤防から海へ

転落した男性を発見し救助し

たことに対し、阿南警察署長よ

り感謝状をいただきました。

（四国電力2012年度表彰実

績：事業所8ヵ所、個人13人）。

地域振興活動の積極展開

企業誘致活動

　四国電力では、四国の工業用地に関わる各種データを紹介し

たPR冊子「四国の工業用地のご案内」を発行するとともに、ホー

ムページで四国の工業用地を紹介しています。

　また、四国の魅力や最新のプロジェクトなどを紹介した「ルネサン

ス四国」を発行し、四国出身の経営者をはじめ、全国の企業に送付す

るなど、立地先としての四国への関心を高めることに努めています。

　さらに、四国総合研究所では、新たな事業分野への進出に取り

組む企業などへのサポートとして、研究室を低廉な料金で貸し出

すインキュベーション事業にも取り組んでいます。

芸術・文化の振興支援

　四国電力は、四国地域における芸術・文化の向上への協力を通

じて、真に豊かでゆとりのある地域社会の実現に貢献することを

念願し、「よんでん文化振興財団」を1991年に設立しました。

　同財団では、芸術家を志す

四国出身の学生への奨学援助

をはじめ、四国にゆかりのあ

る優れた芸術家に対する顕彰

や、奨学生による「ふるさと

コンサート」「美術展」の開催、

演奏家の派遣助成などの事業

を継続的に行っています。

四国の工業用地のご案内 ルネサンス四国

「よんでん文化振興財団」の奨学生による
「ふるさとコンサート」
ホームページ「よんでん文化振興財団」
http://wwwa.pikara.ne.jp/yonden-f/

ホームページ「工業用地ナビ」

トップ ビジネスサポート 四国の工業用地のご案内

ホームページ「地域情報誌 ルネサンス四国」

トップ 会社情報 広報・広告ライブラリー―地域情報誌「ルネサンス四国」

ホームページ「インキュベータルーム」

トップ ビジネスサポート 四国電力とのビジネス―インキュベータルームの利用

歴史文化道事業
四国各地の観光ボランティアガイドの
活動を支援しています

徳島県美馬市の脇町うだつの町並みガイド

警察署から感謝状を受け取る従業員

 CSR活動
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よんでんグループでは、「地域と共に生き、地域と共に歩み、地域と共に栄える」
との基本精神のもと、事業基盤を置く四国地域の活性化への支援・協力に
積極的に取り組んでいます。

地域共生活動の推進



社会とのコミュニケーションの
積極的な推進

よんでんグループふれあい旬間

　よんでんグループでは、地域のお客さまとの対話活動を通じ、

グループ大でのCSRへの取り組みや事業活動について、ご理解を

深めていただくとともに、グループへの親近感や信頼感の醸成を

図ることを目的として、毎年10月に「よんでんグループふれあい

旬間」をグループ一体となって実施しています。

　2012年度は、「暮らしへ 未来へ 笑顔を届ける よんでんグルー

プ」をキャッチフレーズに、10月20日から31日までの12日間、

よんでんグループ各社ならびに四国電気保安協会が協力し、四国

各地で社会奉仕活動や地域のお客さまとのふれあい活動など、

様々な行事を実施しました。

ふれあい旬間の取り組み内容（2012年度）

区分 回数・箇所等 参加者等

社会奉仕活動

自治体への防犯街路灯・海抜表示板の寄贈 919ヵ所 －

文化財や福祉施設等の電気設備点検 134ヵ所

約3,100名一人暮らしのお年寄り宅の電気設備点検 56戸

地域清掃活動・樹木伐採、植樹等 242ヵ所

各種イベント

施設見学（発電所・工場・研究施設等） 47回 約1,600名

科学体験イベント・出前エネルギー授業の開催 56回 約12,300名

スポーツ教室・コンサート等 67回 約8,800名

お客さま訪問等 181ヵ所 約700名

次世代層への支援

エネルギー教育

　四国電力では、次代を担う子どもたちがエネルギー・環境問題

を認識し、問題解決に向けた取り組みにつなげていただくことを

目的に、出前エネルギー授業を2002年度から実施しています。

　こうした取り組みは、教育関係者のみならず、地域の皆さまに

も広く知られる活動となってきており、これまでの参加者の累計

は20万人を超えています。

　また、新『学習指導要領』の実施に合わせて、小・中学校版の「エ

ネルギー教育用指導解説書」を制作し、四国地域の学校などに寄

贈するとともに、当社ホームページの次世代層向けエネルギー学

習支援サイト「キッズミュージアム」の充実を図るなど、子どもたち

が自発的にエネルギー・環境教育を受けることができるようサ

ポートしています。

出前エネルギー授業の実績
（四国電力）

年度 2012 累計*

回数 595 5,834

人数 17,306 205,737

* 2002年度～ 2012年度の累計

ホームページ「キッズミュージアム」

トップ 暮らしのサポート キッズコーナー―キッズミュージアム

ホームページ「エネルギー学習支援サイト」

トップ 暮らしのサポート キッズコーナー―エネルギー学習支援

インターンシップの実施

　四国電力では、学生の職業意識の醸成と電気事業に対する理

解促進を図るため、大学（院）・高専などを対象にインターンシッ

プを実施しています。

　このほか、中学校・高校から

要請があった場合にも、イン

ターンシップや職場見学を実

施しています。

（2012年度受入実績176名）

インターンシップ受入実績［大学（院）･高専］（四国電力）

年度 2008 2009 2010 2011 2012

人数 35 35 52 50 82

中学校版のエネ
ルギー教育用
指導解説書

次世代層向けエネルギー学習支援サイト

総合研修所での実習風景

出前エネルギー授業

お遍路さんへの接待（徳島支店） カーブミラー清掃（池田支店）

樹木伐採と清掃活動（高知支店） 省エネクッキング講座（松山支店）

小学生対象のスポーツ教室（宇和島支店）「寛永通宝」砂ざらえ（高松支店）
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経済的な運用に努めつつ、
良質な電気をお届けする

　中央給電指令所では24時間交替制で、時々刻々と変化する電

気の使用量に合わせ、発電量と電気の流れをコントロールして

います。良質な電気を安定的にお届けするため、季節・曜日・天

候等をもとに電力需要を正確に予測し、経済性を考慮しつつ、電

気の流れを総合的に管理しています。

　万一の停電の際には、迅速・的確な復旧操作が必要となる

ため、日常業務や訓練等を通じ、高度で専門的な技術・技能を

修得し、さらに磨きをかけるよう努めています。

　2012年度は東日本大震災の影響で伊方発電所が停止し、通

期で供給余力が乏しく厳しい運用となりましたが、火力発電所等

と緊密に連携し、設備の異常兆候に迅速に対応することで、大き

なトラブルもなく安定供給が遂行できました。今後も経済的な

運用に努めつつ、良質な電気をお届けしたいと思います。

法律上の問題がないかを慎重に判断すると
ともに、社会規範を加味して柔軟に考える

　私は、各部門から寄せられる法律相談や契約書審査等の業務

を通じて、コンプライアンスの推進に取り組んでいます。

　業務にあたっては、単に問い合わせのあった内容に答えるだ

けでなく、各事案の背景を把握したうえ、法的にみてリスクが

潜んでいる点を洗い出し、各種法令や判例の調査結果を踏まえ

て対応策の検討を行うよう心がけています。

　このとき、相談された事案に法律上の問題がないかを慎重に

判断することはもちろんですが、対応策の検討においては、社会

規範を加味して「どうするべきか」を柔軟に考えることで、よん

でんグループが社会から一層信頼される存在となれるよう努め

ていきたいと思っています。

知識や技術を活かし、
伊方発電所の安全・安定運転に貢献する

　私は、モニタリングポストなどの設置、点検等の管理を行う放

射線計測器管理業務を担当しています。福島第一原子力発電所

の事故以降、放射線に対するお客さまの意識や関心が高くなっ

ている中、放射線量等の正確な情報はもとより、より一層、丁寧

で迅速な情報公開が必要になっていると感じています。

　周辺モニタリングポストの追加設置については、より多くのお

客さまに確認していただけるような場所に設置するとともに、

万が一の場合に備え、データ伝送や電源を多重化する等の対策

を講じています。

　これまでに得られた知識や技術を活かし、今後も伊方発電所

の安全・安定運転に貢献していきたいと考えています。

「環境アセスメント」を確実に実施し、
地域の環境保全に取り組む

　当社では、地域の環境保全推進の一環として、発電所の建設

工事等に際して「環境アセスメント」を実施し、その結果を環境

保全対策に反映しています。

　私は、坂出発電所の2号機更新に伴う環境アセスメントで、大

気環境への影響評価を担当しました。影響評価に際しては、坂出

発電所周辺の様々な気象条件に応じた予測手法を用い、煙突の

高さや窒素酸化物等の排出量を変化させることで、どの程度環

境への負荷が低減できるかを検証・評価しました。この結果につ

いては、説明会を開催して地元の皆さまにご説明するとともに、

国の審査を経て2013年2月に環境アセスメント手続きを完了し

ています。

　今後は、検討した対策の確実な実施等を通じて、地域の環境

保全に取り組んでいきたいと思います。

電力輸送本部
系統運用部
中央給電指令所　当直員

新名 武史

総務部
法務グループ

谷藤 早紀

総合企画室
環境部
環境保全グループ

長山 慎也

原子力本部　伊方発電所　
放射線・化学管理課

宇都宮 健二
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コンプライアンス
の推進

電力の
安定供給の遂行

電力の
安定供給の遂行

環境保全
活動の推進

 VOICE 
 四国電力社員のCSR活動に対する日々の取り組み状況について生の声をお届けします。



株主・投資家の皆さまのニーズに
お応えできる情報発信に努める

　当社の持続的な成長と地域発展への取り組みは、株主・投資

家の皆さまをはじめとする全てのステークホルダーのご理解と

信頼のうえに成り立つものであるとの認識のもと、「よんでんIR

基本方針」を定め、積極的な IR活動に努めています。

　IR活動にあたっては、その時々の局面において株主・投資家

の皆さまの関心事項や求められている情報は何かを考え、ご要

望にお応えするにはどういった内容の情報発信が必要かを検討

し、対応するよう努めています。

　また、IR活動を通じていただいた貴重なご意見やご要望につ

いては、関係各部門の業務運営にも活かしてもらえるよう、社内

におけるコミュニケーションの充実を図っています。

必要な制度を利用しながら、
仕事と家庭の両立を図る

　我が家では、2012年に3人目の子どもが誕生しました。その

際、約5ヵ月間「子育て支援フレキシブル勤務」制度を利用し、

毎朝、長女を幼稚園に送り届けてから出社していました。

　この間、私は1日の合計勤務時間は変えず、始業と終業時刻を、

それぞれ通常より50分遅らせることにしていました。このため、

子どもと過ごす時間が確保でき、妻の負担も軽減することができ

ました。

　また、職場の上司や同僚もこの制度の利用について理解を示

してくれましたので、とても感謝しています。

　これからも、家庭の状況に合わせ、必要な制度を利用しなが

ら、子育てにも積極的に関わっていきたいと思っています。

お客さまから信頼されるパートナーで
あり続けられる提案活動を目指す

　技術ソリューション課では、節電や省エネ、設備保全対策な

ど、お客さまのエネルギー利用に関する幅広いニーズに対応し

た提案活動を展開しています。

　2012年夏は電力不足のため、数値目標を伴う節電をお願い

することとなり、こうした内容へのご相談を多数いただきまし

た。その際、個々のお客さまにとって最適な設備の運用改善や

高効率機器への更新提案となるよう、分かりやすい説明を心が

けました。また、工場等の従業員の方々に、省エネ・節電対策を

講習会形式でご紹介させていただいた際には、当社がご不便を

おかけするにもかかわらず、「早速、従業員全員で実践してみま

す」といった胸が熱くなる嬉しいお言葉もいただきました。

　今後も、お客さまから信頼されるパートナーであり続けられ

るよう活動を続けていきたいと思っています。

お遍路さんへのお接待を通じて、
四国ならではの文化を受け継いでいく

　徳島支店では、2008年度より、よんでんグループふれあい旬

間行事の一環として、四国霊場一番札所「霊山寺」で、近隣の保

育園児と一緒にお遍路さんへのお接待を実施しています。お接

待とは、巡礼中のお遍路さんを地元の方がお茶やお菓子などで

もてなすことをいいます。「お茶を“一福”さしあげる」は、正しく

は“一服”ですが、お接待で使われるこの「一福」は、さしあげる

側といただく側の双方に福が訪れるという意味で、私は、この文

字が好きです。子どもたちが手馴れた様子でお遍路さんに「一福

さしあげる」光景を見て、四国ならではのお接待の文化に触れて

もらえることを嬉しく感じるとともに、今後もこのようなふれあ

い行事を通じ、子どもたちが他人を思いやる気持ちや、おもてな

しの心を受け継いでいくお手伝いができればと思っています。

高知支店　電力部
土木建築課

藤井 良平

徳島支店　営業部
営業提案センター
住生活サービス課

大津 美恵子

総合企画室
経営企画部
企画グループ

小川 竜司

高知支店　営業部
営業提案センター　
技術ソリューション課

綾田 守美子
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開かれた
経営の実践

お客さま
志向の徹底

地域共生
活動の推進

従業員活力の
維持・向上



コーポレート・ガバナンス

　四国電力は、取締役・監査役制度のもと、業務執行ならびに経営の

監督体制の強化に努めています。

　こうしたガバナンス体制のもとで、迅速かつ的確な意思決定に基

づく透明度の高い経営を行うとともに、法令遵守・企業倫理を徹底

した事業運営を推進することで、企業価値の最大化に努めてまい 

ります。

ホームページ「業務の適正を確保するための体制」

トップ 会社情報 四国電力の取り組み―業務の適正を確保するための体制

株主総会

取締役・取締役会

コンプライアンス相談窓口

グループ会社

代表取締役

常務会
（重要事項の審議）

各種専門委員会
（CSR推進会議など）

監査 会計監査

監
査
役
・
監
査
役
会

監
査
役
室

考
査
室

会
計
監
査
人

選任・解任

選任・解任選任・解任

連係

監査
連係

統制

報告

指示

内
部
監
査

ガバナンス体制図（四国電力）

選定・解職・監督

報告

報告

指示

報告

指示

 コーポレート・ガバナンス 
 

取締役

業務執行部門

取締役会・常務会

　四国電力では、取締役会を重要な業務執行に関する意思決定や

取締役の職務執行を監督する機関と位置付けています。取締役

会は、原則、毎月1回開催し、独立役員である社外取締役1名を含

む13名の取締役が、経営に関する重要事項の決議や報告を行っ

ています。

　また、取締役会への付議事項やそれ以外の重要事項について

は、役付取締役に常任監査役を加えた常務会を原則、週1回開催

することで、迅速かつ的確な経営を推進しています。

考査室（内部監査部門）

　考査室は、年度の基本方針・計画であるグループ経営計画を軸

としたマネジメントサイクルの実施状況を監査しています。

　また、各職位の責任・権限に基づく適正な意思決定や効率的な

業務運営について、監査を実施しています。

監査役

　監査役は、独立役員である社外監査役3名を含む5名が、監査

役会で定めた監査方針・計画等に基づき、取締役会などの重要会

議への出席や代表取締役との定期的な意見交換、重要書類の閲

覧・調査などを行い、取締役の職務執行における適法性に主眼を

置いた監査を実施しています。

　また、考査室が実施した内部監査結果などを聴取するととも

に、会計監査人、関係会社の監査役と定期的に意見交換などを行

い、監査の精度や実効性を高めています。
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当社情報

子会社情報

情報管理責任者 

（開示情報に関連する） 業務の主管部長

広報部長
（情報取扱責任者）

東京証券取引所 
（TDnetによる適時開示）

その他の情報公開 
（記者会見等）

総務部長
（開示情報に該当するかどうか判断）

照会

情報管理責任者 
（事業企画部長）

連絡 開示

内部統制への取り組み

　役員、従業員が日々の業務を適正かつ効率的に実施するため

のプロセスである内部統制を有効に機能させるためには、健全

な企業風土の醸成のほか、責任と権限の明確化やリスクに応じ

た管理体制の構築などが必要で、そうした仕組みの運用状況を

定期的にチェックし、改善していくことが不可欠です。

　四国電力では、社会からの信頼を得ることの重要性を認識し、

適法・適正で効率的な事業活動を遂行するため、内部統制の基本

方針となる「業務の適正を確保するための体制」を取締役会で 

決議し、この方針に則って適正な事業運営に努めています。また、

役員、従業員への理解浸透を図ることで、内部統制の一層の充実

に取り組んでいます。

リスク管理への取り組み

　四国電力は、リスク管理の重要性を強く認識して事業運営を 

進めており、リスク管理の基本的事項や行動原則などを定めた

「リスク管理規程」を制定しています。

　経営に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクについては、毎

年、経営陣がチェック・アンド・レビューを実施し、次年度の経営

計画に反映することで、リスクの発生防止と低減に努めています。

　また、全社横断的なリスクについては、必要に応じて専門委員

会を設置し、総合的な判断のもとで適切に対処するとともに、自

然災害などの非常事態においても被害の最小化と早期復旧が図

れるように個別の規程を整備し、管理体制を明確化しています。

　また、危機情報が速やかに集まる窓口として、総務部内に「危機

ホットライン」を設置するなど、全従業員の危機管理意識の徹底

や適切な情報共有に努めているほか、危機発生時の体制・役割を

明確化して、被害の最小化と早期復旧を図っています。

会社情報の適時開示への取り組み

　四国電力では、有価証券上場規程に基づく会社情報の開示に

係る事項を定めた「会社情報適時開示要領」を制定し、株主・投資

家等の皆さまへ迅速、正確かつ公平な情報公開に努めています。

開示情報が発生した場合、業務の主管部長（情報管理責任者）は、

直ちに情報取扱責任者である広報部長に連絡し、記載事項の詳

細を協議のうえ、東京証券取引所の運営する適時開示情報伝達

システム（TDNet）による適時開示を行います。

　なお、当社では、適時開示事項以外でも、株主・投資家等の皆さ

まに有用と考えられる情報については、記者会見や報道機関へ

の資料配布等で積極的に公開しています。また、公平性・速報性

の観点からホームページを積極的に活用するとともに、希望され

る皆さまには IRメールの配信サービスなども行っています。

　また、アナリストや機関投資家の皆さまには、経営計画や決算

の公表に合わせて会社説明会を開催しているほか、個人投資家

の皆さまには、定期的に事業説明会や施設見学会を開催して 

います。
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適時開示体制図（四国電力）



取締役会長（代表取締役）

常盤 百樹
取締役社長（代表取締役）

千葉 昭

常任監査役

河合 幹夫

取締役副社長（代表取締役）

柿木 一髙
原子力本部長

常務取締役

谷川 進
原子力本部副本部長

常務取締役

佐伯 勇人
広報部・総務部・立地部・
東京支社担当

常務取締役

宮内 義憲
秘書部・人事労務部・総合研修所・
総合健康開発センター担当

常務取締役

新井 裕史
経理部・資材部担当

監査役

地紙 俊彦

取締役副社長（代表取締役）

家髙 順一
総合企画室長

常務取締役

末澤 等
情報通信部・土木建築部担当

常務取締役

溝渕 俊寛
火力本部長

常務取締役

和田 弘道
お客さま本部長

監査役（社外）

麻生 俊介

取締役副社長（代表取締役）

山地 幸司
電力輸送本部長

取締役（社外）

竹﨑 克彦

監査役（社外）

西山 昌男
監査役（社外）

小川 英治

 取締役および監査役
 （2013年6月26日現在）

　取締役

　監査役
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 主なコミュニケーション方法一覧
 本誌以外に次のようなコミュニケーション手段を提供しています。
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主なコミュニケーション手段

主なコミュニケーションツール

冊子等 その他

お客さま・ 
地域の皆さま

○ グループ一体となった 
ソリューションサービス

○集中受付センター、窓口

○電気の検針、訪問活動

○電力アドバイザー会議

○お客さま懇談会

○ ふれあい施設 
（ヨンデンプラザなど）

○施設見学会（発電所など）

○ ふれあい活動（清掃活動や 
ふれあいコンサートなど）

○地域イベントなどへの参加

○原子力広報活動・訪問対話活動

○住民意識調査などのアンケート

○Y ONDEN GROUP（グループ会社紹介パンフレット）
○  YONDEN NOW（会社概要パンフレット）
○ライト＆ライフ（広報誌）

○ルネサンス四国（地域情報誌）

○四国の工業用地のご案内

○ 電化住宅のご案内、原子力発電の理解促進などの
各種パンフレット

○ よんでんグループ 
各社ホームページ

○ 四国TODAY 
（会社概要紹介ビデオ）

○テレビCM

取引先の皆さま ○お取引 ○資材調達情報の窓口公開
○ よんでんグループ 
各社ホームページ

株主・投資家の皆さま

○株主総会

○個人投資家の皆さまへの説明会

○ アナリスト・機関投資家の 
皆さまへの説明会

○発電所などの施設見学会

○決算短信

○有価証券報告書

○ファクトブック

○株主のみなさまへ（報告書）

○会社説明会資料

○ よんでんグループ 
各社ホームページ

○メール配信サービス

環境 
コミュニケーション

○環境懇話会

○出前エネルギー授業

○植樹・植林活動

○地域清掃活動

○  Let’s ECO LIFE! 
（環境保全活動紹介パンフレット）

○ 北極で最後の一頭になった 
白クマからキミへ 
（子ども向け小冊子）

○ よんでんグループ 
各社ホームページ

従業員

○経営層による職場巡回

○従業員意識調査

○ 労使懇談会、組合による 
職場懇談会

○職場レクリエーション活動

○ ライフプランやメンタルヘルス
などの各種相談

○  YONDEN GROUP（グループ情報誌）
○  YONDENてらす（社内情報誌）

○ よんでんグループ 
各社ホームページ

ライト＆ライフ

YONDEN GROUPYONDENてらす

YONDEN NOW

Let’s ECO LIFE！



第三者意見を受けて

　板倉教授には、香川大学大学院において地域活性化のための調査・

研究ならびに地域の発展を支えるリーダーの養成に取り組んでおら

れる立場から、本レポートに対する貴重なご意見を賜り、誠にありがと

うございました。

　今回のレポートは、従来、主に投資家向けに経営課題や事業概況を

お知らせしていたアニュアルレポートと、地域の皆さまなど広く一般向

けのCSRレポートを統合する形で、「四国電力の経営にはCSR活動が

組み込まれ、事業活動とCSR活動が一体で進められている」ことをお

伝えする目的で制作しております。紙面構成にあたっては、写真や図

表、従業員の声などの活用により、読者の皆さまに読みやすく、興味を

もってもらえる紙面作りを心掛けたところですが、板倉教授にもその

点を評価いただきました。

　一方、事業活動に関連し、伊方発電所の安全対策や経済効率、ある

いは再生可能エネルギーの特徴等についての説明を充実することが

重要とのご意見を頂戴しており、今後、伊方発電所の安全対策等読者

が知りたい情報を丁寧に分かり易くご説明してまいります。

　また、地域との共生は、当社グループが存続・発展するうえで欠かせ

ない重要な視点であり、ご指摘のように「よんでんグループにしかでき

ない」情報の発信を通じて、地域の皆様に興味や親しみを感じていた

だけるよう心がけてまいります。

　「電力アドバイザー制度」や「お客さま懇談会」については、外部との

対話を通じたPDCAのツールとして高い評価をいただいております。

当社としては、こうした取り組みの状況・成果について、本レポートで

ご紹介するとともに、今後とも、ステークホルダーとの緊密な対話を図

り、開かれた経営、皆さまから信頼・評価される企業グループを目指し

てまいります。

「環境保全活動の推進」

「プラスを増やす」積極的な活動

　温暖化が進み、局地的な大雨などの異常気象が珍しくなくなっ

たここ数年、効率化や信頼度向上のためにISO14001やエコ

アクション21の認証を目指す企業が絶えないなど、企業の環境

への関心はかつてなく高まっています。

　本アニュアルレポートの「環境保全活動の推進」では、CO2・

SOx・NOxの排出について数字やグラフで表されています。

「マイナスを抑える」のは大きなエネルギーを扱う電力事業者と

して当然の責任となりますが、それと並行して、森林保全・緑化と

いった「プラスを増やす」積極的な活動を進めている点が評価で

きます。特に、香川県五色台の「フォレストマッチング推進事業」に

おける森の整備は、地域と共に歩む事業者ならではの活動と

いえます。

「事業活動」

安全対策や経済効率を分かりやすく伝える工夫を

　冒頭の経営トップのインタビューで言及がありました伊方原子

力発電所の3号機再稼働申請に関しては、四国地域のみならず

社会全体の注目を集めているため、安全対策や経済効率を分か

りやすく伝えることが求められます。「VOICE」のコーナーで、各部

門の従業員の生き生きとした取り組みが紹介されていますが、発

電所の現場で働く従業員の様子はおひとりやおふたりではなく、

もっと伝えても良いでしょう。より多くの紙面を再生可能エネル

ギーの説明に割いて、例えば、安定供給といった視点から太陽光

発電や風力発電への理解を深めてもらうことも重要です。

　よんでんグループにしかできない、地域の生活に密着した情報

の提供もCSR報告書に不可欠です。「新たな付加価値創出への

挑戦」で、自然災害が比較的少ない香川県高松市で西日本最大級

のデータセンター事業を展開する計画に触れていますが、こう

した地域の特性を活かした雇用につながる話題は関心を持って

読まれることでしょう。また、一案として、電気自動車の充電設備

の四国内普及に向けての情報発信があれば、地域の人々にとって

電力事業者がより身近に感じられます。

「開かれた経営の実践」

外部との双方向のコミュニケーションを

　「開かれた経営の実践」によると、四国電力は「電力アドバイ

ザー制度」や「お客さま懇談会」によって、外部の意見や要望を

受け止める機会を設けています。ステークホルダーと対話をして

PDCAサイクルを機能させるための装置として歓迎します。様々な

立場のステークホルダーからの意見の紹介や、それらに対する

回答など、双方向のコミュニケーションが今後のCSR報告書に

期待されます。

四国電力株式会社
取締役副社長

家
いえたか じゅんいち

髙順一
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 第三者意見 
   「よんでんグループ アニュアルレポート2013」～ CSR関連箇所～を読んで

1962年生まれ。マサチューセッツ工科大学経営大学院修士課程、東京
大学大学院先端学際工学専攻博士課程修了。

著書：『デジタル時代の組織設計』（白桃書房）、『経営学講義』（勁草書房）。

香川大学 大学院
地域マネジメント研究科
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（百万円） （千米ドル*1）

    2002年度     2003年度     2004年度     2005年度     2006年度     2007年度     2008年度     2009年度     2010年度     2011年度       2012年度          2012年度
経営成績
営業収益 ¥  584,743 ¥  561,891 ¥  576,263 ¥  567,410 ¥  579,042 ¥  618,106 ¥  635,132 ¥  545,393 ¥  592,123 ¥  592,142 ¥  561,783 $ 5,976,414 
　電気事業営業収益 529,531 508,212 522,216 514,653 520,497 550,392 569,464 486,442 519,807 528,401 487,012 5,180,978 
　その他事業営業収益 55,212 53,679 54,046 52,757 58,545 67,713 65,668 58,951 72,315 63,741 74,771 795,436 
営業費用 515,677 501,905 515,450 514,231 518,835 563,831 580,850 502,969 532,100 586,352 612,121 6,511,925 
　電気事業営業費用 460,566 449,209 459,693 461,799 463,141 499,984 519,930 449,979 465,390 528,258 543,797 5,785,074 
　その他事業営業費用 55,111 52,696 55,756 52,431 55,693 63,846 60,920 52,990 66,709 58,094 68,324 726,851
営業利益 69,066 59,986 60,812 53,179 60,207 54,275 54,282 42,424 60,022 5,789 (50,337) (535,500)
事業利益 *2 67,562 60,750 61,949 53,917 62,975 58,302 57,902 46,002 57,925 7,777 (47,538) (505,723)
税金等調整前当期純利益 40,500 40,018 41,853 42,593 43,232 44,668 46,510 35,766 39,175 (3,675) (59,415) (632,074)
当期純利益 25,654 27,417 26,901 27,650 28,259 26,431 29,104 22,079 23,646 (9,357) (42,886) (456,234)

財政状態
総資産 1,445,041 1,405,629 1,363,119 1,459,552 1,435,821 1,420,775 1,405,671 1,383,190 1,379,859 1,375,197 1,385,440 14,738,723 
純資産 *3 372,259 379,224 386,599 393,460 390,203 373,988 381,004 360,156 351,384 326,815 285,201 3,034,053 
有利子負債 776,542 729,174 653,258 752,013 727,148 712,195 690,553 686,742 657,836 671,800 734,684 7,815,787 

キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 155,541 142,514 158,299 (4,817) 125,553 127,140 125,488 126,793 145,608 81,605 15,781 167,882 
投資活動によるキャッシュ・フロー (69,383) (68,539) (60,667) (66,347) (70,619) (76,549) (82,661) (82,990) (89,364) (75,074) (66,245) (704,734)
財務活動によるキャッシュ・フロー (88,364) (74,108) (98,505) 72,337 (56,524) (51,282) (41,961) (43,093) (57,566) (3,893) 56,651 602,670 
現金及び現金同等物の期末残高 6,314 6,749 6,412 7,584 5,993 5,301 6,166 6,876 5,526 8,164 14,351 152,670 

1株当たり情報 （円） （米ドル*1）

当期純利益 ¥   96 ¥  105 ¥  105 ¥  110 ¥  117 ¥  113 ¥  128 ¥  100 ¥  111 ¥  (45) ¥ (208) $(2.21)
配当金 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60 ̶ ̶
純資産 1,413 1,479 1,537 1,601 1,636 1,627 1,681 1,668 1,684 1,586 1,384 14.72 

財務指標 （%）

売上高営業利益率 11.8 10.7 10.6 9.4 10.4 8.8 8.5 7.8 10.1 1.0 (9.0)
総資産利益率（ROA）*4 4.6 4.3 4.5 3.8 4.4 4.1 4.1 3.3 4.2 0.6 (3.4)
自己資本当期純利益率（ROE）*5 6.9 7.3 7.0 7.1 7.2 6.9 7.7 6.0 6.6 (2.8) (14.0)
自己資本比率 25.7 26.9 28.3 26.9 27.1 26.3 27.1 26.0 25.4 23.7 20.6 
総還元性向 *6 88.5 80.8 82.4 84.0 85.7 94.5 85.6 109.9 108.3 ̶ ̶
配当性向 52.1 47.6 47.5 45.4 42.8 44.1 39.2 50.1 53.9 ̶ ̶
*1 期末レート1$＝94円で換算
*2 事業利益＝経常利益＋支払利息 
*3  2005年度以前についても、2006年度から適用された「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第5号） 

 および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号）に準じて記載
*4 事業利益／総資産
*5 当期純利益／期中平均自己資本
*6  （自己株式消却額＋配当）／当期純利益

（百万kWh）

    2002年度     2003年度     2004年度     2005年度     2006年度     2007年度     2008年度     2009年度     2010年度     2011年度       2012年度
総販売電力量 34,227 33,691 35,444 35,000 35,148 37,137 34,828 30,942 34,223 32,652 28,437 
　電灯 8,934 8,858 9,172 9,410 9,326 9,651 9,565 9,464 10,130 9,793 9,625 
　電力 17,314 17,415 18,039 18,558 18,835 19,618 19,136 18,032 18,970 18,651 17,785 
　融通等 7,979 7,418 8,233 7,032 6,987 7,868 6,127 3,446 5,123 4,208 1,027 

発受電電力量 38,143 37,462 39,205 38,698 38,799 40,897 38,456 34,420 37,761 35,838 30,959 
　水力 3,279 3,814 4,276 2,578 3,592 2,549 3,252 2,661 3,277 3,611 3,706 
　原子力 15,564 15,076 13,713 15,210 14,704 15,415 14,970 14,102 16,104 6,698 ̶
　石炭 14,288 14,223 14,802 15,582 15,328 16,472 15,298 13,900 13,597 17,395 16,400 
　石油・ガス 4,979 4,286 6,333 5,211 5,003 6,181 4,649 3,208 2,497 5,398 7,795 
　LNG ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 196 1,819 2,235 2,397 
　新エネルギー *7 33 63 81 117 172 280 287 353 467 502 662 

（千口）

お客さま口数 2,867 2,871 2,874 2,871 2,875 2,863 2,859 2,861 2,869 2,872 2,872 
　電灯 2,400 2,414 2,426 2,431 2,444 2,442 2,449 2,461 2,478 2,490 2,499 
　電力 466 457 448 440 431 421 410 400 391 382 373 

（%）

原子力設備利用率 87.9 84.9 77.4 85.9 83.0 86.8 84.5 79.6 90.9 37.7 ̶
（人）

従業員数 5,274 4,872 4,892 4,433 4,432 4,445 4,474 4,549 4,556 4,570 4,772*8 
*7 新エネルギーには太陽光、風力、廃棄物、バイオマスを整理
*8 従業員数については、2012年度から、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づく継続雇用者数を含む

電気事業主要データ

 11ヵ年財務サマリー
 四国電力株式会社および連結決算対象会社
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（百万円） （千米ドル*1）

    2002年度     2003年度     2004年度     2005年度     2006年度     2007年度     2008年度     2009年度     2010年度     2011年度       2012年度          2012年度
経営成績
営業収益 ¥  584,743 ¥  561,891 ¥  576,263 ¥  567,410 ¥  579,042 ¥  618,106 ¥  635,132 ¥  545,393 ¥  592,123 ¥  592,142 ¥  561,783 $ 5,976,414 
　電気事業営業収益 529,531 508,212 522,216 514,653 520,497 550,392 569,464 486,442 519,807 528,401 487,012 5,180,978 
　その他事業営業収益 55,212 53,679 54,046 52,757 58,545 67,713 65,668 58,951 72,315 63,741 74,771 795,436 
営業費用 515,677 501,905 515,450 514,231 518,835 563,831 580,850 502,969 532,100 586,352 612,121 6,511,925 
　電気事業営業費用 460,566 449,209 459,693 461,799 463,141 499,984 519,930 449,979 465,390 528,258 543,797 5,785,074 
　その他事業営業費用 55,111 52,696 55,756 52,431 55,693 63,846 60,920 52,990 66,709 58,094 68,324 726,851
営業利益 69,066 59,986 60,812 53,179 60,207 54,275 54,282 42,424 60,022 5,789 (50,337) (535,500)
事業利益 *2 67,562 60,750 61,949 53,917 62,975 58,302 57,902 46,002 57,925 7,777 (47,538) (505,723)
税金等調整前当期純利益 40,500 40,018 41,853 42,593 43,232 44,668 46,510 35,766 39,175 (3,675) (59,415) (632,074)
当期純利益 25,654 27,417 26,901 27,650 28,259 26,431 29,104 22,079 23,646 (9,357) (42,886) (456,234)

財政状態
総資産 1,445,041 1,405,629 1,363,119 1,459,552 1,435,821 1,420,775 1,405,671 1,383,190 1,379,859 1,375,197 1,385,440 14,738,723 
純資産 *3 372,259 379,224 386,599 393,460 390,203 373,988 381,004 360,156 351,384 326,815 285,201 3,034,053 
有利子負債 776,542 729,174 653,258 752,013 727,148 712,195 690,553 686,742 657,836 671,800 734,684 7,815,787 

キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 155,541 142,514 158,299 (4,817) 125,553 127,140 125,488 126,793 145,608 81,605 15,781 167,882 
投資活動によるキャッシュ・フロー (69,383) (68,539) (60,667) (66,347) (70,619) (76,549) (82,661) (82,990) (89,364) (75,074) (66,245) (704,734)
財務活動によるキャッシュ・フロー (88,364) (74,108) (98,505) 72,337 (56,524) (51,282) (41,961) (43,093) (57,566) (3,893) 56,651 602,670 
現金及び現金同等物の期末残高 6,314 6,749 6,412 7,584 5,993 5,301 6,166 6,876 5,526 8,164 14,351 152,670 

1株当たり情報 （円） （米ドル*1）

当期純利益 ¥   96 ¥  105 ¥  105 ¥  110 ¥  117 ¥  113 ¥  128 ¥  100 ¥  111 ¥  (45) ¥ (208) $(2.21)
配当金 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60 ̶ ̶
純資産 1,413 1,479 1,537 1,601 1,636 1,627 1,681 1,668 1,684 1,586 1,384 14.72 

財務指標 （%）

売上高営業利益率 11.8 10.7 10.6 9.4 10.4 8.8 8.5 7.8 10.1 1.0 (9.0)
総資産利益率（ROA）*4 4.6 4.3 4.5 3.8 4.4 4.1 4.1 3.3 4.2 0.6 (3.4)
自己資本当期純利益率（ROE）*5 6.9 7.3 7.0 7.1 7.2 6.9 7.7 6.0 6.6 (2.8) (14.0)
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総還元性向 *6 88.5 80.8 82.4 84.0 85.7 94.5 85.6 109.9 108.3 ̶ ̶
配当性向 52.1 47.6 47.5 45.4 42.8 44.1 39.2 50.1 53.9 ̶ ̶
*1 期末レート1$＝94円で換算
*2 事業利益＝経常利益＋支払利息 
*3  2005年度以前についても、2006年度から適用された「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第5号） 

 および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号）に準じて記載
*4 事業利益／総資産
*5 当期純利益／期中平均自己資本
*6  （自己株式消却額＋配当）／当期純利益

（百万kWh）

    2002年度     2003年度     2004年度     2005年度     2006年度     2007年度     2008年度     2009年度     2010年度     2011年度       2012年度
総販売電力量 34,227 33,691 35,444 35,000 35,148 37,137 34,828 30,942 34,223 32,652 28,437 
　電灯 8,934 8,858 9,172 9,410 9,326 9,651 9,565 9,464 10,130 9,793 9,625 
　電力 17,314 17,415 18,039 18,558 18,835 19,618 19,136 18,032 18,970 18,651 17,785 
　融通等 7,979 7,418 8,233 7,032 6,987 7,868 6,127 3,446 5,123 4,208 1,027 

発受電電力量 38,143 37,462 39,205 38,698 38,799 40,897 38,456 34,420 37,761 35,838 30,959 
　水力 3,279 3,814 4,276 2,578 3,592 2,549 3,252 2,661 3,277 3,611 3,706 
　原子力 15,564 15,076 13,713 15,210 14,704 15,415 14,970 14,102 16,104 6,698 ̶
　石炭 14,288 14,223 14,802 15,582 15,328 16,472 15,298 13,900 13,597 17,395 16,400 
　石油・ガス 4,979 4,286 6,333 5,211 5,003 6,181 4,649 3,208 2,497 5,398 7,795 
　LNG ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 196 1,819 2,235 2,397 
　新エネルギー *7 33 63 81 117 172 280 287 353 467 502 662 

（千口）

お客さま口数 2,867 2,871 2,874 2,871 2,875 2,863 2,859 2,861 2,869 2,872 2,872 
　電灯 2,400 2,414 2,426 2,431 2,444 2,442 2,449 2,461 2,478 2,490 2,499 
　電力 466 457 448 440 431 421 410 400 391 382 373 

（%）

原子力設備利用率 87.9 84.9 77.4 85.9 83.0 86.8 84.5 79.6 90.9 37.7 ̶
（人）

従業員数 5,274 4,872 4,892 4,433 4,432 4,445 4,474 4,549 4,556 4,570 4,772*8 
*7 新エネルギーには太陽光、風力、廃棄物、バイオマスを整理
*8 従業員数については、2012年度から、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づく継続雇用者数を含む



 経営成績（2012年4月1日～ 2013年3月31日）

電力需要

　電灯電力需要は、前年度に比べ3.6%減の274億10百万kWh

となりました。

　このうち、電灯は、前年度を上回る節電影響などから1.7%減、

産業用の大口電力は、生産活動の弱含みなどから6.7%減となり

ました。

　また、電力他社への融通送電等は､ 前年度に比べ75.6%減の

10億27百万kWhとなりました。

　この結果、総販売電力量は、前年度に比べ12.9%減の284億

37百万kWhとなりました。

電力供給

　水力発受電電力量は、前年度を上回る豊水となったことなどか

ら、2.6%増の37億6百万kWhとなりました。

　また、原子力発電電力量は、伊方発電所の全台停止によりゼロ

となりました。

　この結果、火力発受電電力量は、前年度に比べ6.2%増の265

億92百万kWhとなりました。

業績

　営業収益（売上高）は、電灯電力需要や融通送電量の減などに

より、前年度に比べ304億円（5.1%）減収の5,617億円となりま

した。

　一方、営業費用については、経営全般にわたる費用削減に努め

たものの、伊方発電所の停止に伴う火力発受電量の増などから

需給関連費（燃料費＋購入電力料）が大幅に増加したため、前年

度に比べ258億円（4.4%）増加の6,121億円となりました。

　この結果、営業損益は、503億円の損失（前年度は57億円の利

益）となり、支払利息など営業外損益を差引き後の経常損益は、

570億円の損失（前年度は18億円の損失）、法人税などを差引き

後の当期純損益は、428億円の損失（前年度は93億円の損失）と

なりました。
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 財政状況および成績の状況（連結）



キャッシュ・フロー

　営業キャッシュ・フローは、経常損失となったものの、減価償却

による回収などにより、157億円の収入となりました。

　投資キャッシュ・フローは、事業用資産の維持・更新投資など

により、662億円の支出となりました。

　この結果、営業キャッシュ・フローから投資キャッシュ・フロー

を差引き後のフリー・キャッシュ・フローは、504億円の支出とな

りました。

　フリー・キャッシュ・フローの支出と配当金の支払いに充てる

ため、社債・借入金を調達したことから、財務キャッシュ・フロー

は566億円の収入となり、手元資金が61億円増加しました。

 財政状態

　資産は、事業用資産が減価償却の進捗等により減少したもの

の、繰延税金資産や長期投資が増加したことなどから、前年度末

に比べ103億円増加の1兆3,854億円となりました。

　また、負債は、社債・借入金が増加したため、前年度末に比べ

519億円増加の1兆1,002億円となりました。

　一方、純資産は、当期純損失の計上や配当金の支払いなどによ

り、前年度末に比べ416億円減少の2,852億円となりました。
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 利益配分

　当社では、安定的な配当の実施を株主還元の基本とし、業績水

準や財務状況、中長期的な事業環境などを総合勘案して決定す

ることとしています。また、会社法第454条第5項に規定する中間

配当をすることができる旨を定款に定め、中間と期末の年2回配

当を基本的な方針としており、中間については取締役会、期末に

ついては株主総会で決定しています。

　2012年度の配当については、伊方発電所の全台停止に伴う需

給関連費（燃料費＋購入電力料）の増大により、当事業年度に大

幅な当期純損失を計上するとともに、伊方発電所の再稼働時期

をはじめとして、当面、不透明な事業環境が続くものと予想される

ことから、誠に遺憾ながら、見送ることとさせていただきました。

 その他

設備投資

　電気事業については、福島での原子力事故を踏まえた伊方発

電所の追加安全対策工事や送電・変電設備等の供給信頼度を維

持するための設備更新工事などを実施し、合計（内部取引消去

前）で531億円となりました。

　また、その他の事業については、光通信サービス関連工事や

データセンター建設工事などを実施し、合計（内部取引消去前）で

122億円となりました。

　これらの結果、当連結会計年度の設備投資額（内部取引消去

後）は、639億円となりました。

研究開発

　当社グループは、技術力・競争力の向上を目的として、（株）四

国総合研究所を中心に、電力の供給・利用などの研究開発に取り

組んでいます。

　2012年度におけるグループ全体の研究開発費は50億円であ

り、これは主に電気事業に係るものです。

 次期の見通し（2013年4月1日～ 2014年3月31日）

電力需要

　電灯電力需要は、前年度並みの274億kWh程度と想定して 

います。

　一方、電力他社への融通送電が減少することから、総販売電力

量は、前年度に比べ0.7%減の283億kWh程度と想定しています。

業績

　売上高は、電気料金の値上げや燃料費調整額の増などにより、

前年度に比べ約680億円増収の6,300億円程度を見込んでいます。

　なお、損益予想については、伊方発電所3号機の再稼働時期を

見通すことが難しい状況にあることから、未定としております。

（次期の見通しについては、2013年8月6日公表の内容）
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* 2011年度および 2012年度は当期純損失となったため、配当性向および総還元性向は

 表示しておりません。
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　当社グループの財政状態、経営成績およびキャッシュ・フロー

に影響を及ぼす可能性のある主なリスクには以下のようなもの

があります。

　なお、文中における将来に関する事項は、本資料の発表日現在

において判断したものです。

経済環境に係るリスク

経済・社会情勢、天候

　当社グループの連結売上高の約9割を占める電気事業におい

て、販売電力量は、経済・社会情勢や天候による影響を受ける可

能性があります。特に冷夏・暖冬となった場合、当社グループの業

績は影響を受ける可能性があります。

火力発電用燃料価格の変動

　火力発電用燃料である原油、石炭などの価格は、国際市況や為

替相場の動向等により変動しますが、燃料価格および為替相場の

変動を電気料金に反映させる「燃料費調整制度」により、当社グ

ループの業績への影響は限定的であると考えています。

　ただし、燃料価格や為替相場が著しく変動した場合、当社グ

ループの業績は影響を受ける可能性があります。

金利変動

　当社グループの有利子負債残高は、2012年度末で7,346億円

となっており、今後の金利変動により、当社グループの業績は影

響を受ける可能性があります。

　ただし、当社グループの有利子負債残高の大半は、固定金利に

基づく長期資金であること等から、金利変動による当社グループ

の業績への影響は限定的であると考えています。

電気事業を取り巻く環境変化に係るリスク

エネルギー政策や電気事業制度の変更

　現在、政府において、今後のエネルギー需給に関する基本方針

や施策等を定める「エネルギー基本計画」の見直し検討が進めら

れています。また、電気事業制度に関しては、広域系統運用の拡大

や小売全面自由化、さらには送配電部門の中立性の一層の確保

策など電力システムの改革方針が示されています。 

　こうした政策や制度の見直しに伴い、当社グループの業績は影

響を受ける可能性があります。

原子力規制の変更および原子燃料サイクルに係る費用等の変動 

　当社グループは、東京電力福島第一原子力発電所での重大事

故を踏まえ、原子力発電所における「緊急安全対策」や「シビアア

クシデント対策」の実施に加え、外部電源の多様化など当社独自

の対策も継続的に実施し、安全性・信頼性の向上に取り組んでお

りますが、新規制基準への適合性確認に係る国の審査の動向や

今後の原子力発電を巡る規制の内容によっては、原子力発電所

の停止に伴う代替火力燃料費の増加や安全対策費用の増加など

により、当社グループの業績は影響を受ける可能性があります。

　使用済燃料の再処理や放射性廃棄物の処分など原子燃料サイ

クルに係る費用や、原子力発電施設の解体費用については、国が

定める制度措置等により不確実性が低減されていますが、今後、

制度措置の見直しなどによる将来費用の見積額の変動、再処理

施設等の稼働状況などにより、当社グループの業績は影響を受け

る可能性があります。

環境規制の強化

　電気事業においては、原子力発電やLNG火力発電の導入など

を通じて温室効果ガスの削減をはかっていますが、今後、低炭素

社会の実現に向けて環境規制が強化された場合、当社グループ

の業績は影響を受ける可能性があります。

事業活動に係るリスク

設備・操業のトラブル

　電気事業を中心とする当社グループでは、高品質のサービスを

提供するため、設備の保守・点検を着実に実施しています。また、

災害リスクを検討し、最新の知見を反映した設備の安全性確保

対策を適宜、適切に実施しています。しかしながら、大規模な地

震・津波・台風等の自然災害のほか、故障、事故等により、設備の

損傷や操業トラブルが発生した場合、当社グループの業績は影響

を受ける可能性があります。

電気事業以外の事業

　電気事業以外の事業については、その将来性や収益性を吟味

しながら進めていますが、市場環境の急速な悪化等により、当初

見込んでいた収益を確保できない可能性があります。

情報の管理

　当社グループが保有するお客さま情報をはじめ、業務上取扱う

重要情報については、情報管理のルール・体制・システムを整備

するとともに、従業員に教育を実施するなど、厳正な管理に努め

ていますが、こうした情報が社外へ漏洩した場合、当社グループ

の業績は影響を受ける可能性があります。
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株主総会

　　監査役
　　監査役会

　　監査役室

取締役会

　 会　長
　 社　長
　 副社長
　 　　　常務取締役

幹部会

 東京支社

 支店

 総務部

 営業部

  電力部

  営業所

組織図

常務会

総合企画室

経営企画部

事業企画部

環　境　部

火力本部

火　力　部

燃　料　部

阿南火力事業所

阿南発電所、橘湾発電所

西条発電所、坂出発電所

原子力本部

原 子 力 部

原子燃料部

原子力保安研修所

伊方発電所

電力輸送本部

系統運用部

送 変 電 部

水　力　部

お客さま本部

営　業　部

営業開発部

配　電　部

総合研修所

総合健康開発センター

経　理　部

資　材　部

人事労務部

秘　書　部

広　報　部

総　務　部

立　地　部

東京支社

支店

総務部

営業部

電力部

営業所

考査室

考 査 担 当

原子力監査担当

情報通信部

土木建築部

 企業情報  
 （2013年3月31日現在）
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会社名 設立 主な事業内容

電 気 事 業 土佐発電（株） 2003 電力の卸供給

情 報 通 信

（株）STNet * 1984 FTTH等の電気通信サービス、情報システムサービス

（株）ケーブルメディア四国 1995 有線テレビ放送、電気通信

ケーブルテレビ徳島（株） 1987 有線テレビ放送、電気通信

製 造

四国計測工業（株）* 1951 自動計測器・情報伝送装置等の製造販売

テクノ・サクセス（株） 1990 送配電機器の製造販売

四変テック（株） 1946 変圧器等電気機器の製造販売

エコ・テック（株） 1992 環境保護素材の開発・製造・販売

建 設

四電エンジニアリング（株）* 1970 電力関連設備工事の調査・設計・施工

（株）四電技術コンサルタント* 1982 土木建築工事の設計・施工、工事監理

（株）四電工* 1963 電力関連設備の工事

研 究 開 発 （株）四国総合研究所* 1987 電気事業等に関連する技術の研究開発

不 動 産
エネルギー
サ ー ビ ス
そ の 他

四電ビジネス（株）* 1961 不動産業、広告業、サービス事業

四電エナジーサービス（株）* 1971 電気給湯器・空調機器の販売・エンジニアリング

（株）よんでんライフケア 2002 高齢者向け介護施設の運営

四国航空（株） 1956 航空業、旅行代理店業

伊方サービス（株） 1995 地域開発、伊方発電所の管理サービス

（株）よんでんメディアワークス 2001 ビデオ制作等メディア関連業務

坂出LNG（株）* 2004 LNG基地の建設・運営、LNGの貯蔵・払出し等

橘火力港湾サービス（株） 1998 橘湾発電所用石炭に関する港湾サービス

三崎ウィンド・パワー（株） 2004 風力発電

（株）大川原ウインドファーム 2006 風力発電

頴娃風力発電（株） 2006 風力発電

（株）宇多津給食サービス 2006 学校給食施設の運営管理等

（株）徳島市高PFIサービス 2007 徳島市立高等学校の校舎整備、維持管理等

SEP International Netherlands B.V. 2011 海外事業への出資および融資（海外事業投資統括子会社）

* 連結決算対象会社（このうち、（株）四電工は持分法適用会社）。

グループ会社
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1951年（昭和26年） 5月 四国電力創立（現在の10電力体制がスタート）

1963年（昭和38年） 7月 当社初の火力　阿南発電所1号機12.5万kW　運転開始

1965年（昭和40年） 11月 西条発電所1号機15.6万kW　運転開始 
（1965年度を境に、認可最大出力で火力発電が水力発電を上回る（火主水従へ））

1968年（昭和43年） 7月 最大電力100万kW　突破

1971年（昭和46年） 7月 日本初の複合発電方式（ガスタービンと蒸気タービン）を採用した坂出発電所1号機19.5万kW　運転開始

1972年（昭和47年） 8月 最大電力200万kW　突破（1972年度の販売電力量100億kWh　突破）

1973年（昭和48年） 4月 坂出発電所3号機45万kW　運転開始

10月 第一次オイルショックの発生

1977年（昭和52年） 8月 最大電力300万kW　突破

9月 当社初の原子力　伊方発電所1号機56.6万kW　運転開始

1979年（昭和54年） 第二次オイルショックの発生

1982年（昭和57年） 3月 伊方発電所2号機56.6万kW　運転開始

6月 本川揚水発電所1号機30万kW　運転開始

1988年（昭和63年） 10月 伊方発電所周辺の約2万戸を対象に、訪問対話活動を開始（以降、継続的に毎年秋に実施）

1990年（平成2年） 7月 最大電力400万kW　突破（1990年度の販売電力量200億kWh　突破）

1994年（平成6年） 7月 最大電力500万kW　突破

12月 伊方発電所3号機89万kW　運転開始、総出力202.2万kWの原子力発電所となる

1999年（平成11年） 12月 伊方発電所において、迅速かつ透明性の高い情報公開（通称、伊方方式）を導入

2000年（平成12年） 3月 特別高圧の小売自由化がスタート

6月 橘湾発電所70万kW　運転開始

2001年（平成13年） 1月 自己株式の取得・消却を開始（10月には金庫株を活用した自己株式消却を開始）

3月 集中受付センター　運用開始

2004年（平成16年） 3月 「2010年よんでんグループビジョン」公表

10月 （株）STNetが個人向け光通信事業「ピカラ光サービス」開始

2005年（平成17年） 4月 高圧以上の小売自由化がスタート

2008年（平成20年） 7月 初の海外 IPP事業となるカタール国「ラスラファンC発電・造水プロジェクト」に参画

8月 最大電力598万kWを記録

2010年（平成22年） 3月 当社初のLNG基地が完成。坂出発電所4号機35万kWのLNG化が完了し、運転開始

伊方発電所3号機でプルサーマル発電開始

8月 坂出発電所1号機29.6万kWのLNG化が完了し、運転開始

12月 松山太陽光発電所第一期増設（2,042kW）

2011年（平成23年） 2月 新たな「よんでんグループビジョン」公表

3月 東日本大震災、福島での原子力事故発生

2012年（平成24年） 1月 伊方発電所の全号機が停止

2月 冬季の最大電力522万kWを記録

2013年（平成25年） 2月 電気料金の値上げ申請を実施
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販売電力量、最大電力の推移　

億kWh 万kW

 沿革



北海道
395名
（0.4%）

東北
648名
（0.7%）

中部・北陸
8,270名
（8.6%）

関東
18,093名
（18.9%）

近畿
15,400名
（16.1%）

中国
3,257名
（3.4%）

九州*
1,966名
（2.1%）

四国
47,345名
（49.5%）

外国
321名
（0.3%）* 沖縄県を含む
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商号 四国電力株式会社

URL http://www.yonden.co.jp/

本店所在地 〒760-8573　香川県高松市丸の内2番5号

設立年月日 1951年5月1日

資本金 1,455億5,192万1,500円

発行可能株式総数 772,956,066株

発行済株式総数 223,086,202株

株主数 95,695名

上場証券取引所 東京証券取引所

株主名簿管理人 〒100-8233　東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

 三井住友信託銀行株式会社

会計監査人 有限責任監査法人トーマツ

事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで

株主総会 毎年6月

大株主の状況（上位10社）

会社概要

株式情報

株主名
所有株式数
（千株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数

日本生命保険相互会社 9,254 4.1%

株式会社伊予銀行 8,851 4.0%

株式会社百十四銀行 8,846 4.0%

住友共同電力株式会社 7,062 3.2%

高知県 6,230 2.8%

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 5,015 2.2%

四国電力従業員持株会 4,899 2.2%

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 4,568 2.0%

明治安田生命保険相互会社 4,001 1.8%

株式会社四国銀行 2,749 1.2%

株価推移・出来高（月間ベース）

円 百万株

株主分布（地域別）　

株式分布（所有者別）

 

　 株価　■ 出来高（右軸）　
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年度
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■ 金融機関
 70,368千株
 （31.6%）

■ 証券会社
 1,195千株
 （0.5%）

■ その他の法人
 19,103千株
 （8.6%）

■ 外国人
 22,051千株
 （9.9%） 

■ 個人・その他
 88,608千株
 （39.7%）

■ 自己株式
 15,483千株
 （6.9%）

■ 地方公共団体等
 6,278千株
 （2.8%）

株式数

223,086千株

 会社概要と株式情報 
 （2013年3月31日現在）
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