
C o n t e n t s

ご挨拶
中部電力グループ新ブランドのご紹介
各カンパニー等の取り組み
株主さま施設見学会レポート
2020年3月期 第2四半期連結決算ハイライト

株主のみなさまへ

2019年11月



中部電力グループ 企業理念

中部電力グループは、
くらしに欠かせないエネルギーをお届けし、
社会の発展に貢献します。

　株主のみなさまにおかれましては、当社事業に
対し日頃から格別のご理解とご支援を賜り、誠に
ありがとうございます。

発販分離型の事業モデルと安定供給
　当社は、各事業部門がそれぞれのお客さま、事
業パートナー、事業活動エリアと向き合うことで、
サービスの水準の向上や自律的な事業拡大を図
るため、送配電部門、販売部門を分社化すること
を決定いたしました。
　しかしながら、いかなる事業環境・事業体制に
おいても、「くらしに欠かせないエネルギーをお届
けし、社会の発展に貢献する」という当社グループ
の使命が変わることはありません。
　本年7月、分社化後の新社名・ロゴ、コーポレー
トスローガンを公表させていただきました。

中部電力グループ新ブランドのご紹介
新社名・シンボルマーク

　分社化後の新社名には、持株会社・送配電事業
会社・販売事業会社ともに「中部電力」という名前
を引き継ぐことといたしました。これは、分社化し
ても、総力を結集してお客さまや社会の期待を超
えていくという意志を反映したものです。
　本号では、この新社名等についてご紹介をさせ
ていただきます。

年間配当は50円を予定
　こうした中で、配当については、安定的な配当
の継続を基本としながら、利益の成長を踏まえた
還元に努め、連結配当性向30％以上を目指すこと
とし、中間配当は25円、年間配当は1株あたり50
円を予定しております。

　株主のみなさまには引き続きご理解・ご支援を
いただきたくよろしくお願い申しあげます。

2019年11月
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代表取締役会長
代表取締役社長
社長執行役員

社名

中部地域の皆さまに育てられた
「中部電力」の名前を引き継ぎました。

シンボルマーク

日本の中心に位置する当社が、新た
な価値を世界に向け、光のように広
げたいという思いを込めています。

社名

「パワー」は電力、「グリッド」は送配
電網を意味し新時代の安定供給に
挑戦する意志を込めています。

シンボルマーク

中部の「C」をモチーフにエネル
ギーの安定供給を通じ、中部地域の
皆さまと、さらなる成長を遂げたい
という思いを込めています。

社名

お客さまの暮らしやビジネスを輝
かせる「未来図」を、お客さまと一緒
に描きたいという思いを込めてい
ます。

エネルギー事業で培った使命感や技術力、提案力などをもとに、
人と人、人と社会、技術と技術をつなぎ、結び合わせることで、人
の可能性と未来をひらいていきたいという思いを込めています。

中部電力株式会社
送配電事業

中部電力パワーグリッド株式会社
販売事業

中部電力ミライズ株式会社

新コーポレートスローガン



「一歩先を行く総合エネルギー企業グループ」を目指して

中部エリア以外でも積極的な開発を実施 フリーポートLNGプロジェクトにおけるLNG生産開始

電力ネットワークカンパニー　

再生可能エネルギーカンパニー

販売カンパニー　

株式会社 JERA

　本年5月31日に、岩手県宮古市において「宮古くざかいソーラーパーク」が営業運転を開始いたしました。また、本年8月に
は、鳥取県米子市でバイオマス発電所の建設工事に着手しております。
　今後も、再生可能エネルギーを主力電源の一つと位置づけ、中部エリア内外を問わず、地元自治体や周辺地域の皆さまの
ご理解とご協力をいただきながら、開発を進めてまいります。

　フリーポートLNGプロジェクトは、米国テキサス州において天然ガスの液化加工を行う事業です。
　JERAは、本プロジェクトの運営会社の持分を25％取得しており、商業運転開始後は、年間約232万トンのLNGを受け
入れる予定です。
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宮古くざかいソーラーパーク 四日市バイオマス発電所
フリーポートLNGプロジェクト液化設備の外観（FLNG Development社提供）

各カンパニー等の取り組み

宮古くざかいソーラーパーク
（営業運転開始）

清内路水力発電所
（建設中）

あつみ風力発電所
（建設工事着手準備中）

秋田港 ・ 能代港洋上風力発電所
（開発可能性調査）

米子バイオマス発電所
（建設工事着手）

四日市バイオマス発電所
（建設中）

神栖バイオマス発電所
（開発計画決定）

フリーポートLNG基地
（テキサス州フリーポート市）

テキサス州

中部エリア内外の主な新規開発案件
（2019年9月末時点）

多様化する
お客さまのニーズ「コト」

● エネルギーのムダを調査
● 利用設備の運用改善を提案

● 品質や生産性向上と省エネの両立
● お客さまの生産ラインを作り込む提案

「○っと」ちゅうでん
エネルギーを含むすべての「モノ」を組み合わせて「コト」を提供

飲食店、商業施設、オフィスの
お客さま向けのエネルギー見える化サービス

ビジネス向けトータルエネルギーソリューション

エネルギー
効率向上 省CO2

コスト
削減

作業環境
向上

安全性
向上

生産性
向上

品質・歩留り
改善

設備管理
省力化

EPC
（設計・調達・施工）

O&M
（運用・保守）

エネルギー
（電気・ガス） 最適運用＋

＋

IoTを活用してもっと便利に

など

ま る

各種設備の運転状況のレポート作成、
改善提案などを行うサービス

コンプレッサ（今回提供開始） 電気設備 ボイラ 燃焼炉 など

「『○
ま る

っと』ちゅうでん」によるトータルエネルギーソリューションサービス
　エネルギーコストの削減をはじめ、お客さまのビジネス全般の課題解決に貢献するトータルエネルギーソリューショ
ンサービスを展開しています。「『○っと』ちゅうでん」では、設備の設計・施工から運用・保守までを当社が提供し、多様
化・高度化するお客さまのニーズにワンストップでお応えしています。

台風19号による停電等の復旧作業
　本年10月12日の台風19号の影響により、広範囲の停電が発生し、ご不便・ご迷惑をおかけしました。ドローンを用いた現場
確認等、昨年の台風21号および24号の経験を生かし、グループ一丸となって復旧作業に取り組みました。今後も早期の停電
復旧に努めてまいります。

夜を徹しての復旧作業〈長野県内〉

台風により倒れた樹木の撤去〈長野県内〉 ドローンで撮影した当社被害設備〈長野県内〉
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配当状況

株式関係業務における
マイナンバーの利用

株式に関するマイナンバー制度のご注意！

税務署等に提出する配当金等に関する支払調書等には、所得税法に基づき

マイナンバーを記載する必要がございます。

2020年3月期 第2四半期連結決算ハイライト 2019年4月1日～9月30日

売上高

第2四半期 億円5,723兆1

2016 2017 2018

（億円）
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30,000

2015 2016 2017 20182015

第2四半期 通期 通期予想 第2四半期 通期 通期予想

経常利益

第2四半期 億円1,435
（億円）

（年度）
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2019（年度）

30,500

15,723 1,637

873 942

2,104

1,214 1,129 

2019

1,435

1,850

燃料費調整額の増加などから、前年同期に比べ848億円の増収。
期ずれ差損が期ずれ差益に転じたことなどから、前年同期に比べ493億円
の増益。

より詳しい決算情報は、こちらからご覧ください➡

配当金の推移（円）

2017 2018 （年度）

中間 期末 期末予想

15

20
25

20

2019

25

25

株主還元に関する考え方および配当予想
● 電力の安全・安定的な供給のための設備投資を継続的に進

めつつ、成長分野への投資を推進することで、持続的な成長

を目指し、企業価値の向上に努めてまいります。
● 株主還元については、重要な使命と認識し、安定的な配当の

継続を基本としながら、利益の成長を踏まえた還元に努め、

連結配当性向30％以上を目指してまいります。
● この考え方に基づき、2019年度の配当予想については、1株

につき年間50円を予定しております。

　株式・投資信託等の売却代金や配当金等の支払いを受ける場合には、所得税法に基づき証券会社へのマイナン
バーの提供が義務付けられています。
　2015年12月31日以前に証券口座を開設した株主さまで、証券会社へのマイナンバーの提供がすんでいない方
は、2022年1月1日以後、最初に株式の売却代金や配当等の支払いを受ける時までに証券会社へのマイナンバーの
提供が必要ですので、証券会社へのご連絡をお願いします。

　株主さま施設見学会は、例年多くの株主さまよりご好評をいただいております。今年度は、浜
岡原子力発電所・火力発電所・水力発電所の見学会や、お子さま向け見学会等、全24コースを
ご用意させていただき、多くの株主さまにご参加いただきました。
　今後も、株主さまに参加してよかったと言っていただける見学会を企画してまいります。

株 主 さ ま 施 設 見 学 会 レ ポ ー ト

納屋橋から名古屋港まで堀川を船で移動。当社の歴史・事業と堀川とのかかわりを説明

でんきの科学館（名古屋市伏見）で
様々な科学実験を実施

長良川水力発電所（岐阜県美濃市）を見学

【株主さまの声】
歴史のある建物を
大事に使っていると知り
感心しました。

【株主さまの声】
堀川と中電のつながりは意外で、
勉強になりました。

【株主さまの声】
子供と一緒に電気のことを、
とても楽しく学べました。
有意義な一日でした。

【株主さまの声】
施設案内のスタッフの
熱心な説明に感心しました。

浜岡原子力館で実寸大防波壁模型や原子炉模型を見学



〒461-8680 名古屋市東区東新町1番地
TEL：052-951-8211（代表） TEL：052-973-2148（法務室）〈平日9：00～17：00(12：00～13：00を除く)〉

※ QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

株式に関するお手続きのご案内

　単元未満株式については証券市場で売買することができま
せんが、当社に対して買取請求または買増請求をしていただく
ことができます。

　株券電子化（2009年1月）の実施により、それまで証券会社の
口座にお預けにならなかった株式は、当社が三菱UFJ信託銀行
に開設した「特別口座」で管理しています。特別口座の株式は
証券市場で売買することができません。証券会社の口座に移
管することをお奨めします。

単元未満株式（100株に満たない株式）を
ご所有の株主さまへ 特別口座に株式をご所有の株主さまへ

ご所有の株式の一部または全部が、「特別口座」で管理さ
れている場合があります。

(注)単元未満株式の買取請求・買増請求については、特別口座のままでお手続きできます。

例1  株主さまが20株をご所有の場合

例2  株主さまが90株をご所有の場合

ご存じですか？〈配当金の口座振替制度のご案内〉

中部電力に対して20株を買い取るように請求することができます。

中部電力に対して10株を売り渡す（100株とする）ように
請求することができます。

配当金を郵便局の窓口で
お受け取りの場合 配当金の振込指定の場合

● 受け取りを忘れる
　リスクがあります。
● 郵便局へ出向く手間が
　かかります。

● ご指定いただいた口座に確実に振り込まれる
ため、配当金のお支払開始日に安全かつ確
実に配当金をお受け取りいただけます。

お手続きに関するお問い合わせ先
■証券会社に口座をお持ちの株主さま
　お取引のある証券会社に
　お問い合わせください。
■特別口座で管理されている株主さま
　三菱 UFJ信託銀行証券代行部に
　お問い合わせください。

株主さま

20株

株主さま

100株 +10株

お問い合わせ先 単元未満株式の買取請求・買増請求、特別口座から証券口座への株式の振替、未受領の配当金等

三菱UFJ信託銀行 証券代行部　通話料無料　0120-232-711　　受付時間  9：00～17：00（土・日・祝除く）

表紙写真 ： 新規サービスの検討（販売カンパニー）

電力・ガスの小売全面自由化以降、厳しさを増す競争環境のもと、皆さまに当社を引き続きお選びいただくため、安定・安価

なエネルギーをお届けすることに加え、これまで築きあげてきたお客さまとの「つながり」や「信頼関係」を礎として「デジタ

ル化」の最新技術を活用し、多様化するお客さまニーズにお応えしていきます。

【 配当金計算書 】

第９6期（ 自
至

ご所有株式数 (2019.9.30 現在 )　  1 株当りの中間配当金

５０２ 25  円株

同封の配当金計算書の「ご所有株
式数」をご確認ください。お取引の
ある証券会社での保有数と相違す
る場合は、特別口座に記録されて
いる可能性があります。

C o n t e n t s
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