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編集方針
当 社は、
「 地 域とともに、地 域 のために」
とい
うコーポレートスローガンのもと、さまざまな
活 動に取り組 ん でいます。本レポ ートでは、こ
れらの 活 動を「 経 営・経 済 」、
「 社 会 」、
「 環 境 」の
3つの側面に分けて整理し、皆さまとの双方向
コミュニケーションツー ルとなるように策 定し
ています。
●報告組織の範囲
沖縄電力株式会社および沖電グループ会社
（
マークで紹介）
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お客さまの多様なニーズにお応えする
（特集1）
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※一部対象期間外の情報についても報告しています。

●参考としたガイドライン
「GRIサステナビリティ・レポーティング・スタ
ンダード」
沖電グループの情報は下記でご覧いただけます。
アニュアルレポートの掲載場所は

株主・投資家のみなさまへ

2 私たちの社会

財務情報

パンフレット・資料のご案内

3 私たちの環境
地 域とともに 、地 域 のために
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【沖縄電力】
当社の会社概要に
ついて

【沖電グループ】
沖電グループ各社の
会社概要について

本レポートに掲載されている
「私たちの環境」は、
「環境行動レポート」の概要版となっています。より
詳細な環境関連データ・内容は、当社ホームページ
上の
「環境行動レポート」
にてご覧いただけます。
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表紙について
暮らしの中で様々に輝く電気のイメージと、
張り巡らされた情報のネットワークのイメー
ジを背景に、沖縄電力のイメージシーンを配
置し、地 域 の 暮らしとの 繋 がりや、住 み 良 い
暮らしを支える会社であることをイメージし
ています。

前回発行：2019年7月

当社の環境問題に対する取り組みについて

1

PPP：官民が連携して公共サービスの提供を行うスキーム。
PFI：民間の資金とノウハウを活用し公共サービスの提供
を民間主導で行うこと。

2
（電気・ガス・ESP・再エネ）
沖電グループの強みや事業
機会を活かした新たな事業
の展開を目指します。
グループ各社の既存サービ
スにAI、IoT等のIT技術を組
み合わせた付加価値サービ
ス創出を目指します。

ITソリューションサービス
の提供による収益の拡大
を目指します。

3

［建設業］

TEL.098-835-9893

［電気事業周辺関連事業］

［情報・通信事業］

［不動産業］

次回発行予定：2021年7月頃

お問い合わせ先

【環境行動レポート（Web版）
】

建設業・
不動産業等
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環境負荷の全体概況 ……………………………………
環境管理の充実 …………………………………………
地域環境保全の推進 ……………………………………
地球環境対策の推進 ……………………………………
循環型社会形成の推進 …………………………………
環境コミュニケーションの推進 ………………………

地 域 と と も に ︑地 域 の た め に

環境関連情報

沖縄電力の取り組み

お客さまのニーズに的確に対応で
きる付加価値の高いサービスの提
供を目指します。
官公庁におけるPPP/PFIニーズへ
の対応や都市開発への積極的な関
わりを通じグループ各社の総合力
を活かしたサービスの提供を目指
します。

電気事業に、
ガス供給事業、エネル
ギーサービスプロバイダ事業
（ESP）
、
再エネ事業等を加えた「総合エネル
ギー事業」
を沖電グループのコア事
業として、経済性や環境面等社会的
要請にお応えする最適なエネルギー
サービスの提供を目指します。

私たちの環境

◆「環境行動レポート」について

Webトップ

建設業・不動産業等

私たちの社会

広報・広告ツール

おきでんグループ

‒ Our Society ‒

お客さまとの関わり ……………………………………
地域社会との関わり ……………………………………
株主・投資家との関わり ………………………………
取引先との関わり ………………………………………
従業員との関わり ………………………………………

沖縄電力、沖電グループのパンフレット掲載場所は

会社情報

‒ Our Business ‒

会社情報

私たちの経営・経済

1 私たちの経営・経済

2019年度(2019年4月1日〜2020年3月31日)

Webトップ

Webトップ

当社CSRの取り組みとSDGｓのつながり ……………… 11

●報告対象期間

Webトップ

沖電グループは、電気とガスの両方を供給できる強みを最大限に活かした総合エネルギー事業をコア
に事業展開していくとともに、建設業、不動産業等の既存事業や新規事業については、グループ外から
の収益拡大に向けて着実に事業活動を推進していきます。また、基地返還跡地開発や都市開発等の分野
においては、グループの総力を結集し、各事業の強みを最大限に活かせるよう積極的な展開を図りま
す。更に、沖電グループの強みを活かせる総合エネルギー事業を中心に、域外・海外も視野に入れた事
業展開の検討を進めます。
また、各事業が相互に連携し合い持続的に発展できるよう、全体最適な経営を目指します。

沖縄電力株式会社 企画本部 企画部 経営企画グループ
〒901-2602
沖縄県浦添市牧港五丁目2番1号
TEL：098-877-2341 FAX：098-875-4537
E-mail：keieikikakuka@okiden.co.jp
Web：http://www.okiden.co.jp/index.html

［再エネ事業］

TEL.098-923-2212

［ガス供給事業・分散型電源事業］

TEL.098-943-6560

［エネルギーサービス事業］

TEL.098-955-8456

http://www.reoc.co.jp

［その他の事業］

TEL.070-5815-0939
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