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人口・世帯数･面積は人口・世帯数･面積は20122012年年1010月月11日現在日現在

県内総生産（実質）は県内総生産（実質）は20112011年度年度

観光収入は観光収入は20112011年度年度

（出所：沖縄県、国土地理院）（出所：沖縄県、国土地理院）

◇◇◇◇◇◇◇◇ 人口人口人口人口のののの約約約約人口人口人口人口のののの約約約約99割割割割はははは沖縄本島沖縄本島沖縄本島沖縄本島にににに集中集中集中集中しているしているしているしている。。。。割割割割はははは沖縄本島沖縄本島沖縄本島沖縄本島にににに集中集中集中集中しているしているしているしている。。。。

◇◇◇◇◇◇◇◇ 県内総生産全体県内総生産全体県内総生産全体県内総生産全体のののの約約約約県内総生産全体県内総生産全体県内総生産全体県内総生産全体のののの約約約約99割割割割をををを、、、、商業商業商業商業・・・・金融金融金融金融・サービス・サービス・サービス・サービス業等業等業等業等のののの第第第第割割割割をををを、、、、商業商業商業商業・・・・金融金融金融金融・サービス・サービス・サービス・サービス業等業等業等業等のののの第第第第33次産業次産業次産業次産業がががが占占占占めるめるめるめる。。。。次産業次産業次産業次産業がががが占占占占めるめるめるめる。。。。

Las PalmasLas PalmasLas PalmasLas Palmas (Canary Islands)(Canary Islands)(Canary Islands)(Canary Islands) 28゜6N28゜6N28゜6N28゜6N

DubaiDubaiDubaiDubai (UAE)(UAE)(UAE)(UAE) 25゜18N25゜18N25゜18N25゜18N

MiamiMiamiMiamiMiami (Florida,USA)(Florida,USA)(Florida,USA)(Florida,USA) 25゜46N25゜46N25゜46N25゜46N

同程度同程度同程度同程度のののの緯度緯度緯度緯度にににに位置位置位置位置するするするする世界世界世界世界のののの都市都市都市都市

人口人口 1,410,1381,410,138人人

世帯数世帯数 539,984539,984世帯世帯

面積面積 2,2762,276 ㎢㎢

気候気候 亜熱帯性気候亜熱帯性気候

位置位置 2626゜゚12N12N 127127゜゚41E41E

県内総生産県内総生産((実質実質) ) 44兆兆998998億円億円

観光収入観光収入 3,7833,783億円億円

波照間島波照間島



設立年月日設立年月日 19721972年年55月月1515日日

資本金資本金 7575億億88千千66百万円百万円

株主数株主数 8,2548,254名名

証券コード証券コード 95119511

供給区域供給区域 沖縄県沖縄県

お客さま数お客さま数
電灯電灯 7979万万 88千口千口
電力電力 66万万 口口
合計合計 8585万万99千口千口

電灯電灯 2828億億 5151百万百万kWhkWh

電力電力 4444億億 6363百万百万kWhkWh

沖縄県全域沖縄県全域沖縄県全域沖縄県全域をををを供給区域供給区域供給区域供給区域としとしとしとし沖縄県全域沖縄県全域沖縄県全域沖縄県全域をををを供給区域供給区域供給区域供給区域としとしとしとし、、、、、、、、東西東西東西東西東西東西東西東西11千千千千千千千千kmkm、、、、、、、、南北南北南北南北南北南北南北南北44百百百百百百百百kmkmのののの広大広大広大広大なななな海域海域海域海域にににに点在点在点在点在するするするする沖縄本島沖縄本島沖縄本島沖縄本島をををを含含含含むむむむのののの広大広大広大広大なななな海域海域海域海域にににに点在点在点在点在するするするする沖縄本島沖縄本島沖縄本島沖縄本島をををを含含含含むむむむ

3838のののの有人有人有人有人のののの島々島々島々島々にににに電力電力電力電力をををを供給供給供給供給のののの有人有人有人有人のののの島々島々島々島々にににに電力電力電力電力をををを供給供給供給供給。。。。。。。。他社他社他社他社とのとのとのとの送電線送電線送電線送電線のののの連系連系連系連系はなくはなくはなくはなく他社他社他社他社とのとのとのとの送電線送電線送電線送電線のののの連系連系連系連系はなくはなくはなくはなく、、、、、、、、当社単独当社単独当社単独当社単独のののの系統系統系統系統当社単独当社単独当社単独当社単独のののの系統系統系統系統。。。。。。。。

沖縄電力沖縄電力沖縄電力沖縄電力のののの概要概要概要概要沖縄電力沖縄電力沖縄電力沖縄電力のののの概要概要概要概要沖縄電力沖縄電力沖縄電力沖縄電力のののの概要概要概要概要沖縄電力沖縄電力沖縄電力沖縄電力のののの概要概要概要概要

総資産額総資産額
4,1504,150億億 88千千77百万円百万円 （単体）（単体）
4,3554,355億億 11千千55百万円百万円 （連結）（連結）

売上高売上高
1,5891,589億億 11千千11百万円百万円 （単体）（単体）
1,6641,664億億 33千千99百万円百万円 （連結）（連結）

従業員数従業員数 1,5401,540名名 （連結：（連結：2,5502,550名）名）

販売電力量販売電力量
電力電力 4444億億 6363百万百万kWhkWh

（うち特定規模需要（うち特定規模需要 1111億億 5656百万百万kWhkWh））
合計合計 7373億億 1414百万百万kWhkWh

供給設備供給設備

汽力汽力 55ヶ所ヶ所 171171万万 88千千kWkW

石油石油 （（22ヶ所）ヶ所） （（7171万万55千千kWkW））
石炭石炭 （（22ヶ所）ヶ所） （（7575万万22千千kWkW））
LNG         LNG         （（11ヶ所）ヶ所） （（2525万万11千千kWkW））

ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ 44ヶ所ヶ所 2929万万 11千千kWkW

内燃力内燃力 1313ヶ所ヶ所 1717万万33千千kWkW

20132013年年33月月3131日現在日現在
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格付会社格付会社格付会社格付会社格付会社格付会社格付会社格付会社 S&PS&P Moody’sMoody’s R&IR&I JCRJCR

格格格格格格格格 付付付付付付付付 AAAA－－ Aa3Aa3 AAAA＋＋ AAAAAA

格付取得状況格付取得状況格付取得状況格付取得状況格付取得状況格付取得状況格付取得状況格付取得状況

※※ 20132013年年33月月3131日現在の長期優先債務格付日現在の長期優先債務格付



（単位：百万円、倍）（単位：百万円、倍）

連連 結結 単単 体体 連単倍率連単倍率

H23H23

（実績）（実績）

H24H24

（実績）（実績）
増減率増減率

H23H23

（実績）（実績）

H24H24

（実績）（実績）
増減率増減率

H23H23

（実績）（実績）

H24H24

（実績）（実績）

売 上 高売 上 高 166,075166,075 166,439166,439 +0.2%+0.2% 157,886157,886 158,911158,911 +0.6%+0.6% 1.051.05 1.051.05

営 業 利 益営 業 利 益 12,76912,769 8,9698,969 △△29.8%29.8% 10,84410,844 7,0477,047 △△35.0%35.0% 1.181.18 1.271.27

経 常 利 益経 常 利 益 10,27310,273 6,3076,307 △△38.6%38.6% 8,0598,059 4,3094,309 △△46.5%46.5% 1.271.27 1.461.46

20122012年度決算年度決算年度決算年度決算のののの概要概要概要概要（（（（対前年度対前年度対前年度対前年度））））年度決算年度決算年度決算年度決算のののの概要概要概要概要（（（（対前年度対前年度対前年度対前年度））））20122012年度決算年度決算年度決算年度決算のののの概要概要概要概要（（（（対前年度対前年度対前年度対前年度））））年度決算年度決算年度決算年度決算のののの概要概要概要概要（（（（対前年度対前年度対前年度対前年度））））

連結連結連結連結・・・・単体単体単体単体ともにともにともにともに増収減益増収減益増収減益増収減益連結連結連結連結・・・・単体単体単体単体ともにともにともにともに増収減益増収減益増収減益増収減益（（（（連単連単連単連単ともにともにともにともに（（（（連単連単連単連単ともにともにともにともに22年連続年連続年連続年連続））））年連続年連続年連続年連続））））

当 期 純 利 益当 期 純 利 益 6,9566,956 4,3184,318 △△37.9%37.9% 5,0505,050 3,0983,098 △△38.7%38.7% 1.381.38 1.391.39

【【 費用費用 】】

�� 電気事業において電気事業において、、減価償却費減価償却費や燃料費や燃料費、、修繕費の増加修繕費の増加

【【 収益収益 】】

�� 電気事業において電気事業において、、燃料費調整制度等の影響による売上高の増加燃料費調整制度等の影響による売上高の増加

�� 連結子会社において連結子会社において、、外部向け売上高の外部向け売上高の減少減少
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（単位：百万円、倍）（単位：百万円、倍）

連連 結結 単単 体体 連単倍率連単倍率

H24H24

（実績）（実績）

H25H25
((見通し見通し))

増減率増減率

【【参考参考】】

H25H25上期上期

（見通し）（見通し）

H24H24

（実績）（実績）

H25H25
((見通し見通し))

増減率増減率

【【参考参考】】

H25H25上期上期

（見通し）（見通し）

H24H24

（実績）（実績）

H25H25
((見通し見通し))

売 上 高売 上 高 166,439166,439 182,400182,400 +9.6+9.6％％ 94,50094,500 158,911158,911 174,100174,100 +9.6%+9.6% 91,30091,300 1.051.05 1.051.05

営 業 利 益営 業 利 益 8,9698,969 8,6008,600 △△4.14.1％％ 7,4007,400 7,0477,047 7,0007,000 △△0.7%0.7% 7,1007,100 1.271.27 1.231.23

経 常 利 益経 常 利 益 6,3076,307 5,7005,700 △△9.69.6％％ 6,0006,000 4,3094,309 4,0004,000 △△7.2%7.2% 5,8005,800 1.461.46 1.431.43

20132013年度収支見通年度収支見通年度収支見通年度収支見通しししし年度収支見通年度収支見通年度収支見通年度収支見通しししし20132013年度収支見通年度収支見通年度収支見通年度収支見通しししし年度収支見通年度収支見通年度収支見通年度収支見通しししし

連結連結連結連結・・・・単体単体単体単体ともにともにともにともに増収減益増収減益増収減益増収減益連結連結連結連結・・・・単体単体単体単体ともにともにともにともに増収減益増収減益増収減益増収減益（（（（連結連結連結連結、、、、単体単体単体単体ともにともにともにともに（（（（連結連結連結連結、、、、単体単体単体単体ともにともにともにともに33年年年年年年年年連続連続連続連続連続連続連続連続））））））））

当期純利益当期純利益 4,3184,318 4,0004,000 △△7.47.4％％ 4,0004,000 3,0983,098 3,0003,000 △△3.2%3.2% 3,9003,900 1.391.39 1.331.33

�� 電気事業において電気事業において、、燃料費調整制度等の影響や販売電力量の増加等による燃料費調整制度等の影響や販売電力量の増加等による売上高売上高の増の増

�� 連結子会社において連結子会社において、、外部向け売上高の増外部向け売上高の増

�� 電気事業において電気事業において、、燃料費や減価償却費燃料費や減価償却費、、他社購入電力料の増他社購入電力料の増

【【 収益収益 】】

【【 費用費用 】】
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（（（（（（（（電灯電灯電灯電灯電灯電灯電灯電灯））））））））

•• お客さま口数の増があったもののお客さま口数の増があったものの、、台風や気温の影響によ台風や気温の影響によ

りり、、前年度を下回った前年度を下回った（（▲▲33..00%%））

（（（（（（（（電力電力電力電力電力電力電力電力））））））））

•• 業務用電力における新規お客さまなどの需要増があったも業務用電力における新規お客さまなどの需要増があったも

のののの、、台風や気温の影響により台風や気温の影響により、、前年度を下回った前年度を下回った。。

（（▲▲00..99%%））

（（（（（（（（合計合計合計合計合計合計合計合計））））））））

•• 以上により以上により、、全体としては全体としては7373億億11千千44百万百万kWhkWhとなりとなり、、前年前年

販売電力量販売電力量販売電力量販売電力量販売電力量販売電力量販売電力量販売電力量 （（（（（（（（20122012年度実績年度実績年度実績年度実績））））年度実績年度実績年度実績年度実績））））

（単位：百万（単位：百万kWhkWh、、%%））

20122012年度年度 20112011年度年度

実績実績
計画比計画比

対前年対前年

伸び率伸び率実績実績 計画計画

電 灯電 灯 2,8512,851 2,9882,988 2,9382,938 95.495.4 ▲▲3.03.0

電 力電 力 4,4634,463 4,5534,553 4,5024,502 98.098.0 ▲▲0.90.9

合合 計計 7,3147,314 7,5417,541 7,4407,440 97.097.0 ▲▲1.71.7

参
考
参
考

民生用需要民生用需要 6,0516,051 6,2386,238 6,1596,159 97.097.0 ▲▲1.81.8

産業用需要産業用需要 1,2631,263 1,3031,303 1,2811,281 96.996.9 ▲▲1.51.5

電力需要電力需要電力需要電力需要電力需要電力需要電力需要電力需要 （（（（（（（（20122012年度実績年度実績年度実績年度実績およびおよびおよびおよび年度実績年度実績年度実績年度実績およびおよびおよびおよび20132013年度見通年度見通年度見通年度見通しししし））））年度見通年度見通年度見通年度見通しししし））））電力需要電力需要電力需要電力需要電力需要電力需要電力需要電力需要 （（（（（（（（20122012年度実績年度実績年度実績年度実績およびおよびおよびおよび年度実績年度実績年度実績年度実績およびおよびおよびおよび20132013年度見通年度見通年度見通年度見通しししし））））年度見通年度見通年度見通年度見通しししし））））

•• 以上により以上により、、全体としては全体としては7373億億11千千44百万百万kWhkWhとなりとなり、、前年前年

度を下回った度を下回った（（▲▲11..77％％））

（（（（（（（（電灯電灯電灯電灯電灯電灯電灯電灯））））））））

•• お客さま数の増加やオール電化住宅の普及に加えお客さま数の増加やオール電化住宅の普及に加え、、台風台風

や気温の影響による前年度の需要低迷からの反動増が見や気温の影響による前年度の需要低迷からの反動増が見

込まれることから込まれることから、、前年度を上回る見通し前年度を上回る見通し（（44..11％％））

（（（（（（（（電力電力電力電力電力電力電力電力））））））））

•• 業務用電力におけるお客さま数の増加や大口電力の需要業務用電力におけるお客さま数の増加や大口電力の需要

増に加え増に加え、、電灯と同様に前年度の需要低迷からの反動増電灯と同様に前年度の需要低迷からの反動増

が見込まれることからが見込まれることから、、前年度を上回る見通し前年度を上回る見通し（（22..66％％））

（（（（（（（（合計合計合計合計合計合計合計合計））））））））

•• 以上により以上により、、全体としては全体としては7575億億44千千44百万ｋＷｈとなり百万ｋＷｈとなり、、前年前年

度を上回る見通し度を上回る見通し（（33..11％％））

参
考
参
考

大 口 電 力大 口 電 力
（（ 再 掲再 掲 ））

830830 868868 849849 95.795.7 ▲▲2.22.2

販売電力量販売電力量販売電力量販売電力量販売電力量販売電力量販売電力量販売電力量 （（（（（（（（20132013年度年度年度年度年度年度年度年度 見通見通見通見通しししし））））見通見通見通見通しししし））））
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（単位：百万（単位：百万kWhkWh、、%%））

20132013年度年度

（見通し）（見通し）

20122012年度年度

（実績）（実績）

対前年対前年

伸び率伸び率

電 灯電 灯 2,9682,968 2,8512,851 4.14.1

電 力電 力 4,5764,576 4,4634,463 2.62.6

合合 計計 7,5447,544 7,3147,314 3.13.1

参
考
参
考

民生用需要民生用需要 6,2536,253 6,0516,051 3.33.3

産業用需要産業用需要 1,2911,291 1,2631,263 2.22.2

大 口 電 力大 口 電 力

（（ 再 掲再 掲 ））
855855 830830 3.03.0



20112011
（実績）（実績）

20122012
（実績）（実績）

20132013
（想定）（想定）

20212021
（想定）（想定）

20222022
（想定）（想定）

年平均増加率年平均増加率

20012001--20112011 20112011--20222022

第第122122回回

EIEI想定想定

(2013(2013））

需要電力量需要電力量
(7,380)(7,380)
7,4407,440

(7,330)(7,330)
7,3147,314 7,5447,544 8,3248,324 8,4218,421

(0.9)(0.9)
0.80.8

(1.2)(1.2)
1.11.1

最大電力最大電力 （（1,3911,391））
1,3411,341

（（1,4091,409））
1,3731,373 1,4281,428 1,5521,552 1,5681,568

(0.3)(0.3)
▲▲0.40.4

(1.1)(1.1)
1.41.4

年負荷率年負荷率
(63.3)(63.3)
66.066.0

(62.1)(62.1)
63.663.6 63.163.1 64.064.0 64.164.1 －－ －－

需要電力量需要電力量
(7,380)(7,380)
7,4407,440 7,5417,541 7,6317,631 8,5978,597 －－

(1.3)(1.3)
1.31.3

(1.3)(1.3)
1.21.2

長期電力需要想定長期電力需要想定 （単位：百万（単位：百万kWhkWh、千、千kWkW、、%%））

電力需要電力需要電力需要電力需要（（（（長期見通長期見通長期見通長期見通しししし））））電力需要電力需要電力需要電力需要（（（（長期見通長期見通長期見通長期見通しししし））））電力需要電力需要電力需要電力需要（（（（長期見通長期見通長期見通長期見通しししし））））電力需要電力需要電力需要電力需要（（（（長期見通長期見通長期見通長期見通しししし））））

第第120120回回

EIEI想定想定

(2012(2012））

最大電力最大電力 （（1,3911,391））
1,3411,341 1,4301,430 1,4451,445 1,6081,608 －－

(0.4)(0.4)
0.40.4

(1.1)(1.1)
1.41.4

年負荷率年負荷率
(63.3)(63.3)
66.066.0 63.063.0 63.163.1 63.963.9 －－ －－ －－

20222022年度の需要電力量は年度の需要電力量は8484億億22千千11百万百万kWhkWh、、20112011年度からの年平均伸び率は年度からの年平均伸び率は1.1%1.1%（気温補正後（気温補正後1.2%1.2%））となる見通しである。となる見通しである。

【【需要が伸びる背景需要が伸びる背景】】

�� 民生用において、民生用において、人口の人口の伸び伸びに伴うに伴う一般家庭および一般家庭および商業施設（大型スーパーなど）の商業施設（大型スーパーなど）のお客さま数のお客さま数の増加、観光客の増加、観光客の
伸び伸びに伴うホテルの増加に伴うホテルの増加

�� 産業用において、産業用において、人口の人口の伸び伸びに伴に伴うう生活関連需要（食料品製造業や水道業）の生活関連需要（食料品製造業や水道業）の増加増加

注注1.1. (( ))は気温うるは気温うるうう補正後補正後
注注2.2. 第第120120回回EIEIのの20122012年度は想定値年度は想定値
注注3.3. 第第120120回回EIEIの年平均増加率は、の年平均増加率は、20002000--20102010およびおよび20102010--20212021
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設備投資計画設備投資計画設備投資計画設備投資計画（（（（電気事業電気事業電気事業電気事業設備投資計画設備投資計画設備投資計画設備投資計画（（（（電気事業電気事業電気事業電気事業ⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠ））））））））設備投資計画設備投資計画設備投資計画設備投資計画（（（（電気事業電気事業電気事業電気事業設備投資計画設備投資計画設備投資計画設備投資計画（（（（電気事業電気事業電気事業電気事業ⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠ））））））））
20122012

(H24)(H24)

20132013

(H25)(H25)

20142014

(H26)(H26)

20152015

(H27)(H27)

20182018

(H30)(H30)

20202020

(H32)(H32)

20172017

(H29)(H29)

20162016

(H28)(H28)

電
源
開
発

電
源
開
発

電
気
事
業

電
気
事
業

20212021

(H33)(H33)

20192019

(H31)(H31)

宮古第二宮古第二55号号

吉の浦火力吉の浦火力22

号号 2013/52013/5運開運開

西那覇友寄幹線西那覇友寄幹線

20222022

(H34)(H34)

石垣第二6号

吉の浦マルチ

ガスタービン発電所

�� 吉の浦火力発電所の設備投資吉の浦火力発電所の設備投資（（電源開発部分電源開発部分））についてについて

・・ 吉吉の浦火力の浦火力11,,22号機は約号機は約11,,000000億円の投資億円の投資規模規模

注注11）電源開発は、本島は）電源開発は、本島は20132013年度以降年度以降1010年間、離島は年間、離島は55年間に使用開始し、かつ出力が年間に使用開始し、かつ出力が11万万kWkW以上のものを記載している。以上のものを記載している。

注注22）流通設備は、使用電圧が）流通設備は、使用電圧が132kV132kV以上で、工事中、もしくは以上で、工事中、もしくは20132013年度以降年度以降1010年間に着工する予定のものを記載している。年間に着工する予定のものを記載している。
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そ
の
他

そ
の
他

粟国可倒式粟国可倒式
風力発電設備風力発電設備

友寄変電所友寄変電所
増設増設

友寄変電所友寄変電所
増設増設

渡口変電所渡口変電所
増設増設

大宜味風力大宜味風力



設備投資計画設備投資計画設備投資計画設備投資計画（（（（電気事業電気事業電気事業電気事業設備投資計画設備投資計画設備投資計画設備投資計画（（（（電気事業電気事業電気事業電気事業ⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ））））））））設備投資計画設備投資計画設備投資計画設備投資計画（（（（電気事業電気事業電気事業電気事業設備投資計画設備投資計画設備投資計画設備投資計画（（（（電気事業電気事業電気事業電気事業ⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ））））））））

20122012

（（H24 H24 ））
【【実績実績】】

20132013

（（H25H25））

20142014

（（H26H26））

20152015

（（H27)H27)

20162016

（（H28H28））

20172017

（（H29 H29 ））

20182018

（（H30 H30 ））

20192019

（（H31 H31 ））

20202020

（（H32H32））

20212021

（（H33H33））

20222022

（（H34H34））

需
給
バ
ラ
ン
ス

需
給
バ
ラ
ン
ス

最大電力最大電力 1,3731,373 1,4281,428 1,4391,439 1,4561,456 1,4731,473 1,4901,490 1,5071,507 1,5211,521 1,5371,537 1,5521,552 1,5681,568

供給力供給力 2,0822,082 2,2642,264 2,1552,155 2,1452,145 2,0942,094 2,1512,151 2,1612,161 2,1012,101 2,0612,061 2,0642,064 2,2092,209

供給予備力供給予備力 709709 836836 716716 689689 621621 661661 654654 580580 524524 512512 641641

供給予備率供給予備率 51.651.6 58.558.5 49.849.8 47.347.3 42.242.2 44.444.4 43.443.4 38.138.1 34.134.1 33.033.0 40.940.9

【【設備投資額設備投資額】】【【年度末設備構成比年度末設備構成比】】

【【最大電力需給バランス（最大電力需給バランス（88月）月）】】

【【発電電力量構成比発電電力量構成比】】

（単位：千（単位：千kWkW、、%%））

※※20122012年度は最大電力が年度は最大電力が77月に発生月に発生

(単位：億円）

・・吉の浦火力運開に伴い吉の浦火力運開に伴い、、20132013年度の供給予備率は年度の供給予備率は5858..55%%となるとなる。。
・・設備投資額は設備投資額は、、吉の浦火力吉の浦火力11号機運開の号機運開の20122012年度に年度に478478億円と億円と
ピークを迎えピークを迎え、、20132013年度では年度では347347億円となる億円となる。。
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73%
48% 50%

19%

17% 16%

6%
32% 31%

2% 3% 3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2012 2017 2022

石炭 石油 LNG 新ｴﾈ・その他

43% 38% 37%

47%
42% 42%

19% 19%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2012 2017 2022

石炭 石油 LNG 新ｴﾈ・その他

((年度年度))

250250万万万万万万万万kWkWkWkWkWkWkWkW 282282万万万万万万万万kWkWkWkWkWkWkWkW 286286万万万万万万万万kWkWkWkWkWkWkWkW 8,5618,561百万百万百万百万百万百万百万百万kWhkWhkWhkWhkWhkWhkWhkWh 9,0609,060百万百万百万百万百万百万百万百万kWhkWhkWhkWhkWhkWhkWhkWh 9,6159,615百万百万百万百万百万百万百万百万kWhkWhkWhkWhkWhkWhkWhkWh

((年度年度))
【【実績実績】】

αα％％ 11％％ 22％％

【【実績実績】】

※※11未満の数値については未満の数値についてはααと記載と記載

1010％％

(単位：億円）

2012 2013 2014

(H24) (H25) (H26)

（実績）

３６８ １４７ １１４

送 電 ２４ ５７ ４５

変 電 ２４ ４９ ４２

配 電 ４８ ７０ ８０

小 計 ９６ １７６ １６７

１５ ２４ １２

４７８ ３４７ ２９３

(注) 四捨五入の関係で合計値が合わないことがあります。

流

通

そ の 他

合 計

年 度

設 備 別

電 源



経営課題経営課題経営課題経営課題とととと解決解決解決解決にににに向向向向けたけたけたけた対応策対応策対応策対応策経営課題経営課題経営課題経営課題とととと解決解決解決解決にににに向向向向けたけたけたけた対応策対応策対応策対応策経営課題経営課題経営課題経営課題とととと解決解決解決解決にににに向向向向けたけたけたけた対応策対応策対応策対応策経営課題経営課題経営課題経営課題とととと解決解決解決解決にににに向向向向けたけたけたけた対応策対応策対応策対応策

中長期経営方針中長期経営方針中長期経営方針中長期経営方針 当社当社当社当社のののの課題課題課題課題 解決解決解決解決にににに向向向向けたけたけたけた対応策対応策対応策対応策

良質良質良質良質なななな電気電気電気電気のののの安定安定安定安定
供給供給供給供給をををを目指目指目指目指してしてしてして

長期的長期的長期的長期的なななな供給力供給力供給力供給力のののの確保確保確保確保・エネルギーセキュ・エネルギーセキュ・エネルギーセキュ・エネルギーセキュ
リティーのリティーのリティーのリティーの向上向上向上向上

・吉の浦火力発電所の着実な運用

・防災対策 ・燃料の安定調達 等

おおおお客客客客さまのさまのさまのさまの満足度向満足度向満足度向満足度向
上上上上をををを目指目指目指目指してしてしてして

本土並本土並本土並本土並みみみみ料金水準料金水準料金水準料金水準のののの確保確保確保確保 ・設備投資抑制 ・業務の更なる効率化 等

エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー政策見直政策見直政策見直政策見直しへのしへのしへのしへの対応対応対応対応 ・当社管内における電気事業のあり方の検討 等

社会社会社会社会・・・・地球環境地球環境地球環境地球環境とのとのとのとの
調和調和調和調和をををを目指目指目指目指してしてしてして

地球温暖化問題地球温暖化問題地球温暖化問題地球温暖化問題へのへのへのへの対応対応対応対応

・CO2排出量の少ないLNG火力（吉の浦火力発電所）の着実な運用

・既設火力発電所の効率的運用 ・バイオマス燃料の混焼運用

・メガソーラー実証試験の着実な取り組み

・可倒式風車等の導入 等

強固強固強固強固なななな収益基盤収益基盤収益基盤収益基盤のののの構築構築構築構築 ・全社を挙げた需要深耕への取り組み 等

適正利益水準適正利益水準適正利益水準適正利益水準のののの確確確確
保保保保をををを目指目指目指目指してしてしてして

強固強固強固強固なななな収益基盤収益基盤収益基盤収益基盤のののの構築構築構築構築 ・全社を挙げた需要深耕への取り組み 等

徹底徹底徹底徹底したコストしたコストしたコストしたコスト低低低低
減減減減・・・・業務効率化業務効率化業務効率化業務効率化

（（（（聖域聖域聖域聖域をををを設設設設けるこけるこけるこけるこ
となくとなくとなくとなく取取取取りりりり組組組組むむむむ））））

設備運用設備運用設備運用設備運用・・・・保全保全保全保全のののの
効率化効率化効率化効率化

・定検内容の精査と工期の短縮

・設計・数量・単価などの精査 等

燃料費低減燃料費低減燃料費低減燃料費低減へのへのへのへの対応対応対応対応
・調達ソース分散による安定調達およびC重油等のスポット購入

・亜瀝青炭の継続利用 等

離島運営離島運営離島運営離島運営のののの収支改善収支改善収支改善収支改善 ・既設再生可能エネルギー設備の利用率向上 等

強靭強靭強靭強靭でででで柔軟柔軟柔軟柔軟なななな財務財務財務財務
体質体質体質体質のののの構築構築構築構築

・合理的、効率的な業務の遂行 等

経営成果経営成果経営成果経営成果のののの有効活有効活有効活有効活
用用用用

株主還元株主還元株主還元株主還元・・・・配当政策配当政策配当政策配当政策
・「料金政策」「財務体質の改善」「成長分野への投資」との、バランスの取れた

フリーキャッシュフロー配分

グループグループグループグループ経営経営経営経営のののの強化強化強化強化
・経営基盤の強化

・沖電グループブランドの確立
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第第第第第第第第11ステージステージステージステージ（～（～（～（～ステージステージステージステージ（～（～（～（～20122012）））））））） 第第第第第第第第22ステージステージステージステージ（（（（ステージステージステージステージ（（（（20132013～）～）～）～）～）～）～）～）

概概概概概概概概

況況況況況況況況

�� 吉の浦火力建設本格化で設備投資負担増加吉の浦火力建設本格化で設備投資負担増加

�� 電力需要の伸びは鈍化傾向電力需要の伸びは鈍化傾向

�� 燃料価格高騰に伴い燃料価格高騰に伴い、、需給関連費用増加需給関連費用増加

�� 環境関連コストの増加環境関連コストの増加（（COCO22ｸﾚｼﾞｯﾄｸﾚｼﾞｯﾄ、、PCBPCB処理費用処理費用））

�� 設備投資負担大きく軽減設備投資負担大きく軽減

�� 人口増を背景に電力需要は増加人口増を背景に電力需要は増加、、ただしただし、、実績で実績で

は需要の伸びは鈍化傾向は需要の伸びは鈍化傾向

�� 減価償却費や燃料費増等により利益を圧迫減価償却費や燃料費増等により利益を圧迫

財務状況財務状況財務状況財務状況のののの見通見通見通見通しししし財務状況財務状況財務状況財務状況のののの見通見通見通見通しししし財務状況財務状況財務状況財務状況のののの見通見通見通見通しししし財務状況財務状況財務状況財務状況のののの見通見通見通見通しししし

吉吉吉吉のののの浦火力運転開始浦火力運転開始浦火力運転開始浦火力運転開始をををを境境境境としてとしてとしてとして、、、、第第第第吉吉吉吉のののの浦火力運転開始浦火力運転開始浦火力運転開始浦火力運転開始をををを境境境境としてとしてとしてとして、、、、第第第第11ステージステージステージステージ、、、、第第第第ステージステージステージステージ、、、、第第第第22ステージをステージをステージをステージを位置付位置付位置付位置付けけけけ。。。。ステージをステージをステージをステージを位置付位置付位置付位置付けけけけ。。。。

況況況況況況況況�� 環境関連コストの増加環境関連コストの増加（（COCO22ｸﾚｼﾞｯﾄｸﾚｼﾞｯﾄ、、PCBPCB処理費用処理費用））

�� 営業営業CFCF横這い横這い、、FCFFCFマイナスマイナス

�� 減価償却費や燃料費増等により利益を圧迫減価償却費や燃料費増等により利益を圧迫

�� 燃料価格は高水準で推移燃料価格は高水準で推移

�� 営業営業CFCFは安定的に推移は安定的に推移、、FCFFCF回復回復

課課課課課課課課

題題題題題題題題

�� 有利子負債の増加抑制有利子負債の増加抑制

�� 利益積み上げによる財務安定性強化利益積み上げによる財務安定性強化

�� 再生可能エネルギー導入への対応や環境コストの増大再生可能エネルギー導入への対応や環境コストの増大

�� 収支改善への取組み収支改善への取組み（（タスクフォース設置タスクフォース設置））

�� 資本効率向上への取り組み資本効率向上への取り組み

�� 収益性収益性・・効率性を意識した投資等の展開効率性を意識した投資等の展開

�� 株主還元の改善株主還元の改善

Ｃ
Ｆ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
Ｆ
使
途
使
途
使
途
使
途

Ｃ
Ｆ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
Ｆ
Ｃ
Ｆ
使
途
使
途
使
途
使
途

�� 吉の浦火力への設備投資を優先吉の浦火力への設備投資を優先

�� 安定配当を実施安定配当を実施

�� ステークホルダーへの還元ステークホルダーへの還元

�� 総合エネルギー事業の基盤強化総合エネルギー事業の基盤強化
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中期中期中期中期中期中期中期中期財務目標財務目標財務目標財務目標のののの財務目標財務目標財務目標財務目標のののの状況状況状況状況状況状況状況状況中期中期中期中期中期中期中期中期財務目標財務目標財務目標財務目標のののの財務目標財務目標財務目標財務目標のののの状況状況状況状況状況状況状況状況

20082008

(H20)(H20)

実績実績

20092009

(H21)(H21)

実績実績

20102010

(H22)(H22)

実績実績

20112011

(H23)(H23)

実績実績

20122012

(H24)(H24)

実績実績
財務目標の実績財務目標の実績

経常経常経常経常経常経常経常経常

利利利利利利利利 益益益益益益益益

連結連結連結連結連結連結連結連結
年平均年平均年平均年平均年平均年平均年平均年平均

110110億円以上億円以上億円以上億円以上億円以上億円以上億円以上億円以上
20082008～～～～～～～～1212

年度年度年度年度年度年度年度年度

107107億円億円億円億円億円億円億円億円 136136億円億円億円億円億円億円億円億円 110110億円億円億円億円億円億円億円億円 102102億円億円億円億円億円億円億円億円 6363億円億円億円億円億円億円億円億円 104104億円億円億円億円億円億円億円億円

単体単体単体単体単体単体単体単体
年平均年平均年平均年平均年平均年平均年平均年平均

100100億円以上億円以上億円以上億円以上億円以上億円以上億円以上億円以上
8888億円億円億円億円億円億円億円億円 113113億円億円億円億円億円億円億円億円 9292億円億円億円億円億円億円億円億円 8080億円億円億円億円億円億円億円億円 4343億円億円億円億円億円億円億円億円 8484億円億円億円億円億円億円億円億円

ＲＯＡＲＯＡＲＯＡＲＯＡＲＯＡＲＯＡＲＯＡＲＯＡ
（（（（営業利益営業利益営業利益営業利益÷÷÷÷

総資産総資産総資産総資産））））

連結連結連結連結連結連結連結連結 年平均年平均年平均年平均年平均年平均年平均年平均

3.5%3.5%以上以上以上以上以上以上以上以上

20082008～～～～～～～～1212

年度年度年度年度年度年度年度年度

3.8%3.8% 4.8%4.8% 3.8%3.8% 3.2%3.2% 2.1%2.1% 3.5%3.5%

単体単体単体単体単体単体単体単体 3.5%3.5% 4.3%4.3% 3.5%3.5% 2.9%2.9% 1.8%1.8% 3.2%3.2%

� 新新新新たなたなたなたな財務目標財務目標財務目標財務目標はははは、、、、電力電力電力電力システムシステムシステムシステム改革等改革等改革等改革等のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギー政策政策政策政策のののの動向動向動向動向およびおよびおよびおよび将来将来将来将来のののの収支状況等収支状況等収支状況等収支状況等、、、、今後今後今後今後のののの経営環境経営環境経営環境経営環境
をををを慎重慎重慎重慎重にににに見極見極見極見極めためためためた上上上上でででで、、、、設定項目設定項目設定項目設定項目、、、、設定水準等設定水準等設定水準等設定水準等をををを適切適切適切適切にににに判断判断判断判断。。。。

有利子有利子有利子有利子有利子有利子有利子有利子
負債残高負債残高負債残高負債残高負債残高負債残高負債残高負債残高

連結連結連結連結連結連結連結連結
2,6002,600億円億円億円億円億円億円億円億円

程度程度程度程度程度程度程度程度 20122012

年度末年度末年度末年度末年度末年度末年度末年度末

2,1442,144億円億円億円億円億円億円億円億円 2,0082,008億円億円億円億円億円億円億円億円 2,0832,083億円億円億円億円億円億円億円億円 2,1972,197億円億円億円億円億円億円億円億円 2,0942,094億円億円億円億円億円億円億円億円 2,0942,094億円億円億円億円億円億円億円億円

単体単体単体単体単体単体単体単体
2,5002,500億円億円億円億円億円億円億円億円

程度程度程度程度程度程度程度程度
2,0602,060億円億円億円億円億円億円億円億円 1,9871,987億円億円億円億円億円億円億円億円 2,0672,067億円億円億円億円億円億円億円億円 2,1742,174億円億円億円億円億円億円億円億円 2,0722,072億円億円億円億円億円億円億円億円 2,0722,072億円億円億円億円億円億円億円億円

自己資本自己資本自己資本自己資本自己資本自己資本自己資本自己資本
比比比比比比比比 率率率率率率率率

連結連結連結連結連結連結連結連結

30%30%程度程度程度程度程度程度程度程度
20122012

年度末年度末年度末年度末年度末年度末年度末年度末

30.2%30.2% 32.5%32.5% 32.6%32.6% 32.8%32.8% 31.1%31.1% 31.1%31.1%

単体単体単体単体単体単体単体単体 30.7%30.7% 32.1%32.1% 31.9%31.9% 31.9%31.9% 30.0%30.0% 30.0%30.0%
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※※※※有利子負債残高有利子負債残高有利子負債残高有利子負債残高にはにはにはには吉吉吉吉のののの浦火力浦火力浦火力浦火力LNG基地基地基地基地のリースのリースのリースのリース債務債務債務債務（（（（326億円億円億円億円））））はははは含含含含まれていないまれていないまれていないまれていない。。。。



キャッシュフローのキャッシュフローのキャッシュフローのキャッシュフローの見通見通見通見通しについてしについてしについてしについてキャッシュフローのキャッシュフローのキャッシュフローのキャッシュフローの見通見通見通見通しについてしについてしについてしについてキャッシュフローのキャッシュフローのキャッシュフローのキャッシュフローの見通見通見通見通しについてしについてしについてしについてキャッシュフローのキャッシュフローのキャッシュフローのキャッシュフローの見通見通見通見通しについてしについてしについてしについて

・・吉の浦火力発電所建設に係る設備投資の増加により投資吉の浦火力発電所建設に係る設備投資の増加により投資CFCFが増加し、が増加し、 20102010（（H22H22）年度）年度以以
降、フリーキャッシュフロー（降、フリーキャッシュフロー（FCFFCF））はマイナスはマイナス

・・吉の浦火力発電所吉の浦火力発電所運転開始後は、運転開始後は、設備投資額が大きく軽減されることから設備投資額が大きく軽減されることからFCFFCFは回復は回復に向に向
かうかう見込み見込み

■吉の浦火力■吉の浦火力 11号機号機 20122012年年1111月運開月運開
■吉の浦火力■吉の浦火力 22号機号機 20132013年年 55月運開月運開
■吉の浦火力■吉の浦火力 11号機号機 20122012年年1111月運開月運開
■吉の浦火力■吉の浦火力 22号機号機 20132013年年 55月運開月運開

2008

(H20)

2009

(H21)

2010

(H22)

2011

(H23)

2012

(H24)

2013

(H25)
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項項 目目 中中 期期 展展 望望

売上高売上高
電力需要実績において電力需要実績において、、伸びの鈍化がみられるものの伸びの鈍化がみられるものの、、人口増を背景とした需要の増加に伴い人口増を背景とした需要の増加に伴い、、売上高は売上高は

安定した推移が見込まれる安定した推移が見込まれる。。

人件費人件費 11,,500500人台体制を維持し人台体制を維持し、、概ね横這いで推移する見込み概ね横這いで推移する見込み。。

燃料費燃料費
燃料価格は引き続き高水準で推移燃料価格は引き続き高水準で推移。。燃料価格上昇リスクは継続的に潜在燃料価格上昇リスクは継続的に潜在。。

吉の浦火力発電所運開に伴う燃料構成変更により燃料費は増加する見込み吉の浦火力発電所運開に伴う燃料構成変更により燃料費は増加する見込み。。

各費目各費目各費目各費目のののの中期展望中期展望中期展望中期展望（（（（単体単体単体単体））））各費目各費目各費目各費目のののの中期展望中期展望中期展望中期展望（（（（単体単体単体単体））））各費目各費目各費目各費目のののの中期展望中期展望中期展望中期展望（（（（単体単体単体単体））））各費目各費目各費目各費目のののの中期展望中期展望中期展望中期展望（（（（単体単体単体単体））））

修繕費修繕費 設備の増加に伴う増嵩要因が見込まれるものの設備の増加に伴う増嵩要因が見込まれるものの、、徹底したコスト低減徹底したコスト低減･･業務効率化で費用低減に努める業務効率化で費用低減に努める。。

減価償却費減価償却費
吉の浦火力発電所運開に伴い一時的に大幅増加見込み吉の浦火力発電所運開に伴い一時的に大幅増加見込み。。

22号機運開時にピークを迎えるものの号機運開時にピークを迎えるものの、、20142014年度以降減少傾向となる見込み年度以降減少傾向となる見込み。。

他社購入電力料他社購入電力料
石炭価格の動向により変動石炭価格の動向により変動。。

風力風力・・太陽光などの再生可能エネルギー購入量増加太陽光などの再生可能エネルギー購入量増加。。

公租公課公租公課 特別措置継続を前提に概ね横這いで推移する見通し。特別措置継続を前提に概ね横這いで推移する見通し。

その他費用その他費用 概ね横這いで推移すると見込まれるものの概ね横這いで推移すると見込まれるものの、、徹底したコスト低減徹底したコスト低減･･業務効率化で費用低減に努める業務効率化で費用低減に努める。。
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項項 目目 中中 期期 展展 望望

建設業建設業 沖電工は沖電工は、、送配変電関連工事を中心に送配変電関連工事を中心に、、業績は安定して推移する見通し業績は安定して推移する見通し。。

沖設備は沖設備は、、管管・・電気設備工事や太陽光発電設備について提案活動を展開することにより電気設備工事や太陽光発電設備について提案活動を展開することにより、、業績は安定して業績は安定して

推移する見通し推移する見通し。。

沖縄エネテックは沖縄エネテックは、、エネルギー供給技術及び新エネルギー技術を活用しエネルギー供給技術及び新エネルギー技術を活用し、、提案型営業を強化することにより提案型営業を強化することにより、、

業績は安定して推移する見通し業績は安定して推移する見通し。。

連結子会社連結子会社連結子会社連結子会社のののの中期展望中期展望中期展望中期展望連結子会社連結子会社連結子会社連結子会社のののの中期展望中期展望中期展望中期展望連結子会社連結子会社連結子会社連結子会社のののの中期展望中期展望中期展望中期展望連結子会社連結子会社連結子会社連結子会社のののの中期展望中期展望中期展望中期展望

その他の事業その他の事業 沖電企業は沖電企業は、、離島発電所の増設離島発電所の増設・・改良工事改良工事、、メンテナンスに加えメンテナンスに加え、、リース事業リース事業、、損害保険代理店事業により損害保険代理店事業により

業績は安定して推移する見通し業績は安定して推移する見通し。。

沖縄プラント工業は沖縄プラント工業は、、吉の浦関連の一時的な売上増が落ち着いた後も業績は安定して推移する見通し吉の浦関連の一時的な売上増が落ち着いた後も業績は安定して推移する見通し。。

沖縄電機工業は沖縄電機工業は、、電力量計の売上電力量計の売上、、メンテナンス等によりメンテナンス等により、、業績は安定して推移する見通し業績は安定して推移する見通し。。

沖電グローバルシステムズ沖電グローバルシステムズ（（OGSOGS））の売上高はの売上高は、、概ね横這いで推移する見通し概ね横這いで推移する見通し。。

ファーストライディングテクノロジーファーストライディングテクノロジー（（FRTFRT））の売上高はの売上高は、、主力のｉ主力のｉDCDC事業を軸にして事業を軸にして、、堅調に推移する見込み堅調に推移する見込み。。

沖電開発は沖電開発は、、建物賃貸業務等が堅調に推移することにより建物賃貸業務等が堅調に推移することにより、、業績は安定して推移する見通し業績は安定して推移する見通し。。

沖縄新エネ開発は沖縄新エネ開発は、、「「再生可能エネルギー固定価格買取制度再生可能エネルギー固定価格買取制度」」の影響によりの影響により、、売上高売上高、、利益ともに大幅に増利益ともに大幅に増

加する見込み加する見込み。。

プログレッシブエナジープログレッシブエナジー（（PECPEC））はは、、自家発事業の契約満了に伴い自家発事業の契約満了に伴い、、売上高売上高、、利益ともに減少する見込み利益ともに減少する見込み。。
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電力需要電力需要
�� 人口増加等を背景とした需要の増加人口増加等を背景とした需要の増加

�� 民生用の比率が高く、景気変動の影響低い民生用の比率が高く、景気変動の影響低い

競争環境競争環境
�� 系統独立による電力間競争からの隔離系統独立による電力間競争からの隔離

�� 特定規模電気事業者との競合なし特定規模電気事業者との競合なし

�� 自家発事業者の進出は限定的自家発事業者の進出は限定的

（（PECPECによるグループからの需要離脱防止）によるグループからの需要離脱防止） ※※PECPECは、当社の子会社は、当社の子会社

優位性優位性優位性優位性優位性優位性優位性優位性

事業基盤事業基盤事業基盤事業基盤のののの特性特性特性特性事業基盤事業基盤事業基盤事業基盤のののの特性特性特性特性事業基盤事業基盤事業基盤事業基盤のののの特性特性特性特性事業基盤事業基盤事業基盤事業基盤のののの特性特性特性特性

電力設備電力設備
�� 単独系統のため、高い供給予備力が必要単独系統のため、高い供給予備力が必要

�� 化石燃料のみに頼る電源構成化石燃料のみに頼る電源構成

燃料燃料 �� 化石燃料のみであり、価格高騰による影響大化石燃料のみであり、価格高騰による影響大

離島離島 �� 高コスト構造のため、恒常的に赤字を計上高コスト構造のため、恒常的に赤字を計上

環境環境 �� 環境負荷の高い化石燃料に依存環境負荷の高い化石燃料に依存

不利性不利性不利性不利性不利性不利性不利性不利性
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１．安定供給の確保

２．電気料金を最大限
抑制

３．需要家の選択肢

目的目的目的目的 主主主主なななな制度改革制度改革制度改革制度改革

○2013 (H25)年4月、小売全面自由化や発送電分離等に関する方向性が示された「電力システムに関す
る改革方針」が閣議決定された。

小売全面自由化小売全面自由化小売全面自由化小売全面自由化

広域系統運用広域系統運用広域系統運用広域系統運用のののの拡大拡大拡大拡大

改革改革改革改革プログラムプログラムプログラムプログラム

電
力
電
力
電
力
電
力
シ
ス
テ
ム
に

シ
ス
テ
ム
に

シ
ス
テ
ム
に

シ
ス
テ
ム
に
関関関関
す
る
す
る
す
る
す
る

第第第第1111段階段階段階段階
（（（（2015201520152015 (H27)(H27)(H27)(H27)年目途年目途年目途年目途））））

広域系統運用機関広域系統運用機関広域系統運用機関広域系統運用機関のののの設立設立設立設立

第第第第3333段階段階段階段階 法的分離法的分離法的分離法的分離、、、、
小売全面自由化小売全面自由化小売全面自由化小売全面自由化

第第第第2222段階段階段階段階
（（（（2016201620162016 (H28)(H28)(H28)(H28)年目途年目途年目途年目途））））

小売全面自由化小売全面自由化小売全面自由化小売全面自由化
（（（（参入規制参入規制参入規制参入規制のののの撤廃撤廃撤廃撤廃））））

電力電力電力電力システムシステムシステムシステム改革改革改革改革にににに関関関関するするするする当社当社当社当社のののの考考考考ええええ方方方方電力電力電力電力システムシステムシステムシステム改革改革改革改革にににに関関関関するするするする当社当社当社当社のののの考考考考ええええ方方方方

３．需要家の選択肢
拡大 送配電部門送配電部門送配電部門送配電部門のののの中立化中立化中立化中立化

○当社は、本改革の趣旨を踏まえ、真真真真におにおにおにお客客客客さまさまさまさま利益利益利益利益につながるにつながるにつながるにつながる電力電力電力電力システムのシステムのシステムのシステムの実現実現実現実現に向けて、電気事業者電気事業者電気事業者電気事業者としてとしてとしてとして適適適適
切切切切にににに対応対応対応対応していくしていくしていくしていく。

○○○○発送電分離発送電分離発送電分離発送電分離についてはについてはについてはについては、、、、小規模独立系統という構造的不利性に起因する系統運用面の厳しさ等、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの特殊性特殊性特殊性特殊性をををを踏踏踏踏
まえたシステムまえたシステムまえたシステムまえたシステムとすることがとすることがとすることがとすることが望望望望ましいましいましいましいと認識している。

す
る
す
る
す
る
す
る
改
革
方
針

改
革
方
針

改
革
方
針

改
革
方
針

（（（（2018201820182018 (H30)(H30)(H30)(H30)年年年年～～～～
2020202020202020 (H32)(H32)(H32)(H32)年目途年目途年目途年目途））））

小売全面自由化小売全面自由化小売全面自由化小売全面自由化
（（（（料金規制料金規制料金規制料金規制のののの撤廃撤廃撤廃撤廃））））

沖
縄
沖
縄
沖
縄
沖
縄
のののの
方
向
性

方
向
性

方
向
性

方
向
性

� なおなおなおなお、、、、沖縄地域沖縄地域沖縄地域沖縄地域についてはについてはについてはについては、、、、地域地域地域地域のののの特殊性特殊性特殊性特殊性をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた制制制制
度度度度とするとするとするとする。。。。

＜参考＞電力システム改革専門委員会報告書（2013 (H25)年2月）において、沖縄については、「他の地域と同様に小売全面

自由化を原則として実施」、「発送電分離等その他の論点については、沖縄の特殊性も踏まえた制度とする」と整理
されている。
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本資料には、将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は本資料には、将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は

推測・予測に基づくものであり、確約や保証を与えるものではありません。推測・予測に基づくものであり、確約や保証を与えるものではありません。

将来の業績は、経営環境に関する前提条件の変化などに伴い、変化するこ将来の業績は、経営環境に関する前提条件の変化などに伴い、変化するこ

とにご留意ください。とにご留意ください。

本資料に関するお問合せ先本資料に関するお問合せ先

〒〒901901--26022602

沖縄県浦添市牧港五丁目沖縄県浦添市牧港五丁目22番番11号号

沖縄電力株式会社沖縄電力株式会社

経理部経理部 財務課財務課 IRIR担当担当

TEL TEL ：： 098098--877877--23412341

FAX FAX ：： 098098--879879--13171317

Email Email ：： ir@okiden.co.jpir@okiden.co.jp


