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使命
わたしたちは人々の求めるエネルギーを不断に提供し、
日本と世界の持続可能な発展に貢献する

信条
誠実と誇りを、すべての企業活動の原点とする
環境との調和をはかり、地域の信頼に生きる
利益を成長の源泉とし、その成果を社会と共に分かち合う
自らをつねに磨き、知恵と技術のさきがけとなる
豊かな個性と情熱をひとつにし、明日に挑戦する

撮影／前川 彰一

荘川桜  しょうかわざくら
　御母衣湖畔中野展望台に立っている二本の

巨桜は、樹齢450余年といわれ、いずれもアズ

マヒガンザクラです。昭和34年、ダム建設中の

この地を訪れた初代総裁高碕達之助が、「水

没によってふるさとを失う人々の心のよすが

に」との思いから桜の移植を発案し、多くの関

係者の協力を得て世界に類を見ない大移植を

行いました。のちに、「荘川桜」と名付けられ、半

世紀にわたり当社が守り続けています。

ごあいさつ

代表取締役会長

代表取締役社長 社長執行役員

　当社は、約70年にわたり低廉かつ安定した電力を供

給するとともに全国で基幹送電線の建設・運用を行い、

わが国の経済発展と国民生活の向上に貢献してまいり

ました。

　また、世界各地で電源の開発や送変電設備に関する

コンサルティング事業を実施しており、これらの知見を

活かして発電事業のフィールドを海外でも積極的に広

げています。

　現在、パリ協定を踏まえ脱炭素社会を目指した動き

が拡大しているほか電力事業の自由化やデジタル技術

が進展するなど、エネルギーを取り巻く事業環境は変革の時代を迎えております。当社はそうした変化を捉え、これまで培ってきた

経験と技術力をもとにエネルギーの脱炭素化に取り組むとともに、最新技術の導入や新たな事業領域への挑戦など創意工夫を

重ね、グローバルに成長を続けてまいります。

　これからも、「人々の求めるエネルギーを不断に提供し、日本と世界の持続可能な発展に貢献する」というミッションの遂行に向け

全力で取り組んでまいります。
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　全国的な電力不足を克服するため、1952年7月に「電源開発促進法」が成立。
この法律にもとづいて同年9月に設立されたJ-POWERは、まず大規模水力発電の開発に取り組みました。
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佐久間ダム

J-POWERは、約70年にわたり、「エネルギー」と「環境」の2つの分野を中心として幅広く事業を展開してきました。    日本そして世界で培った技術と実績を活かし、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

1952 電源開発株式会社設立

1956 佐久間発電所運転開始

1959 田子倉発電所運転開始

1960 奥只見発電所運転開始

1961 御母衣発電所運転開始

1962 ペルー  タクナ水力発電計画

1963 若松火力発電所運転開始

1965 佐久間周波数変換所運転開始

1967 タイ  クワイヤNo.1（シーナカリン）水力発電計画

1967 磯子火力発電所・竹原火力発電所運転開始

1968 高砂火力発電所運転開始

大規模水力・国内炭火力開発・海外技術協力

　1970年代の二度にわたるオイルショック以降、エネルギー源の多様化が強く求められるなかで、J-POWERは国内初となる海外
炭を燃料とする大規模石炭火力発電所の建設に取り組むとともに、海外炭鉱の権益を取得し、安定的な燃料調達を実現しました。

1979 豪州  ブレアソール炭鉱の権益取得に関する覚書締結

1981 松島火力発電所運転開始

1982 佐久間第二発電所運転開始

1983 竹原火力発電所（3号機）運転開始

1986 石川石炭火力発電所運転開始

1988 下郷発電所（揚水式）運転開始

1990 フィリピン  マシンロック石炭火力発電計画

1990 松浦火力発電所運転開始

海外炭火力への取り組み

　ベース電源として石油火力のウエイトが高まり、原子力の開発が進むなかで、夏の電力ピークがますます先鋭化。
J-POWERは、ピーク対応策として、大規模揚水発電の開発と大容量送電線の建設を進めました。

沼原ダム（左）

1969 阪奈線（50万V）運転開始

1972 新豊根発電所（揚水式）運転開始

1973 沼原発電所（揚水式）運転開始

1975 鬼首地熱発電所運転開始

1978 奥清津発電所（揚水式）運転開始

1979 北本連系設備運転開始
 （函館・上北交直変換所運転開始）

1980 西地域連系線全線運転開始

大規模揚水発電・大容量送電線の建設

　J-POWERは、拡大し続ける電力需要をにらみ、発電効率向上や電力の安定供給に向けた取り組みに力を入れるととも
に、地球環境問題への関心の高まりや国際化の時代に対応した、幅広い活動を国内外で推し進めました。

新技術・海外事業の展開

J-POWER の沿革

松島火力発電所

ロイエット・もみ殻発電所

1992 中国　脱硫技術実証試験基本協定締結

1994 本四連系線運転開始

1996 奥清津第二発電所（揚水式）運転開始

1999 大牟田リサイクル発電㈱ ごみ固形化燃料発電事業会社設立

2000 本四連系線増設

2000 タイ　ロイエット・もみ殻発電所権益取得

2000 橘湾火力発電所運転開始

2000 苫前ウィンビラ発電所運転開始

2002 多目的石炭ガス製造技術パイロット試験開始
 （EAGLEプロジェクト）

　J-POWERは日本と世界の持続可能な発展に貢献すべく、海外での発電事業や大規模な風力発電所の開発等、事業を
多様に展開させていきました。

2003 「電源開発促進法」廃止

2004 東証一部上場により完全民営化

2005 フィリピン　CBK水力プロジェクト参画

2006 米国　テナスカ・フロンティア発電所権益取得

2007 郡山布引高原風力発電所運転開始

2007 タイ　カエンコイ２ガス火力発電所運転開始

2008 大間原子力発電所着工

2009 磯子火力発電所リプレース工事完了

2010 米国　オレンジ・グローブ発電所運転開始

民営化と新生「J-POWER」

郡山布引高原風力発電所

　エネルギーを取り巻く環境が大きく変化する中、J-POWERは再生可能エネルギーのさらなる拡大や石炭利用のゼロエ
ミッション化など、脱炭素化に向けた挑戦を続けていきます。

「エネルギーと環境の共生」に向けた挑戦

2011 宮崎ウッドペレット㈱木質ペレット製造工場竣工

2012 豪州　カライド酸素燃焼・CO2回収実証試験開始

2013 熊本市下水汚泥固形化燃料事業開始

2014 タイ　ノンセンガス火力発電所運転開始

2015 タイ　ウタイガス火力発電所運転開始

2016 このき谷発電所（中小水力）運転開始

2016 大崎クールジェン㈱で酸素吹IGCC実証試験開始

2017 由利本荘海岸風力発電所運転開始

2018 英国　洋上風力発電建設プロジェクト参画

2019 山葵沢地熱発電所運転開始山葵沢地熱発電所
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J-POWERグループは全国約100ヵ所の発電所で電気をつくり、亘長約2,400kmの送電線を通じて電気を 送っています。

発電設備（出力） 97ヵ所 17,438,528kW 【17,244,326kW】
　　水力発電所 61ヵ所 8,575,369kW 【8,575,369kW】
　　火力発電所 11ヵ所 8,340,420kW 【8,194,930kW】
　　風力発電所 22ヵ所 443,660kW 【439,160kW】
　　地熱発電所 1ヵ所 46,199kW 【23,100kW】
　　その他発電設備 2ヵ所  32,880kW 【11,767kW】
送電設備（亘長）  2,404.6km
　　交流送電線  2,137.4km
　　直流送電線  267.2km
変電設備（出力） 4ヵ所 4,301,000kVA
周波数変換所（出力） 1ヵ所 300,000kW
交直変換設備（出力） 4ヵ所 2,000,000kW
無線通信設備（回線亘長）  5,833km

石炭火力発電設備出力シェア

出典：「電気事業便覧」（電気事業連合会）、
「電力調査統計」（資源エネルギー庁）等より作成

（2019年3月末現在）
水力発電設備出力シェア

J-POWERグループの設備 （2019年6月30日現在）

（2019年3月末現在）

出典：電力調査統計（資源エネルギー庁）等より作成

国内風力発電設備出力シェア
（2019年3月末現在）

出典：「電力調査統計」（資源エネルギー庁）等より作成

※【  】は持分出力

J-POWERの日本での展開

J-POWER

17%
J-POWER

18%

J-POWER

14%

主な設備（2019年6月30日現在）

水力発電所
水力発電所（建設中・計画中）
火力発電所
火力発電所（建設中・計画中）
原子力発電所（建設中）
地熱発電所
地熱発電所（建設中・計画中）
風力発電所
風力発電所（建設中）
その他の発電設備
送電線
送電線（建設中・増強計画中）
変電所・変換所
変換所（計画中）
研究設備等

グリーンパワーくずまき風力
くずまき第二風力

黒谷

瀬棚臨海風力

島牧ウインドファーム 十勝幹線

大間幹線

函館（交直変換）

北本直流幹線

上北（交直変換）

大間原子力

東和

桧山高原風力
郡山布引高原風力下郷

七色
小森

糸魚川発電所
（他社共同事業）

東京臨海風力

新港

茅ヶ崎研究所

新豊根

田原臨海風力
田原風力

石廊崎風力

あわら北潟風力
只見幹線

佐久間
西幹線

御母衣
幹線

光ファイバー
芯線貸し事業

佐久間東幹線
名古屋

西東京 南川越

十津川第一

十津川第二

高砂火力

竹原火力新1号

阿南紀北
直流幹線

熊野幹線

阿南（交直変換）

魚梁瀬 紀北 
（交直変換）

本四連系線

早明浦
土佐発電所
（他社共同事業）

西地域
連系線

若松総合事業所・若松研究所

長崎鹿町ウィンドファーム
（他社共同事業）

大牟田リサイクル発電所
（他社共同事業）

阿蘇にしはら
ウィンドファーム阿蘇おぐにウィンドファーム

さらきとまないウィンドファーム

南大隅ウィンドファーム

楊貴妃の里ウィンドパーク

川内川第一
川内川第二

瀬戸石

新桂沢
桂沢

熊追

幌加

芽登第一
芽登第二
足寄
本別

札内川

熊牛

滝
只見
田子倉

破間川
末沢

黒又川第一
黒又川第二

大鳥

奥清津 大津岐奥清津第二

御母衣
御母衣第二
尾上郷

早木戸
水窪

船明

秋葉第二
秋葉第三

秋葉第一

佐久間第二

湯上
長野

尾鷲第一
尾鷲第二

西吉野
第一

西吉野第二

二又

長山

くったり

上ノ国ウインドファーム

胆沢
胆沢第一

南愛媛風力

大崎クールジェン（他社共同事業）

洋上風力発電システム実証研究

手取川第一

山葵沢地熱（他社共同事業）

金町浄水場コジェネレーション
（他社共同事業）

鹿島火力2号（他社共同事業）

西沖の山（仮称）
（他社共同事業）

このき谷

市原

大間風力

由利本荘海岸風力

橘湾火力
松浦火力

糠平

苫前ウィンビラ

仁賀保高原風力
にかほ第二風力

竹原火力

松島火力

奥只見・奥只見（維持流量）

石川石炭火力

鬼首地熱

沼原

佐久間周波数変換所

佐久間

磯子火力

池原

関門連系線

せたな大里ウインドファーム
（他社共同事業）

新佐久間周波数変換所（仮称）

上ノ国第二風力

安比地熱（他社共同事業）



佐久間ダム

7 8

J-POWERは、設立以来の水力発電をはじめ、地熱発電、風力発電、バイオマスなど、さまざまな再生
可能エネルギー事業を展開しています。再生可能エネルギーは「エネルギー基本計画」において、エネ
ルギー安全保障に寄与できる有望な国産のエネルギー源として位置づけられ、2050年までに「主力
電源化」を目指すとされています。
J-POWERは、再生可能エネルギーのトップランナーとして、2025年度までに100万kW規模の
新規開発（2017年度比）に取り組んでいます。

このき谷発電所

鬼首地熱発電所 完成予想図秋葉第一発電所　2号機回転子吊りこみ奥只見発電所

概要
　J-POWERは、1956年に運転を開始した佐
久間発電所（静岡県）に代表される大規模水力
発電所の開発を皮切りに、ピーク需要に対して出
力調整能力に優れた揚水発電所の開発等、60年
以上にわたって水力発電所の建設・運営を行っ
てきました。現在では全国約60ヵ所に総出力約
860万kWの水力発電設備を持ち、日本の全水
力発電設備の2割近いシェアを占めています。
　近年は、既存の設備の信頼性と効率の向上に
取り組むとともに、水力資源のさらなる活用に向
けて、さまざまな取り組みを行っています。

運転を開始した山葵沢地熱発電所

設備更新工事とさらなる開発
　J-POWERは、宮城県大崎市で1975年以降40年以上に
わたり鬼首地熱発電所の運転を続けてきました。この長期に
わたる運転実績と知見を活かして、現在、最新設備への更新
工事を実施しています。（2023年運転開始予定）
　また、岩手県八幡平市の安比地域で進められている地熱発
電所開発プロジェクトにも参画しています（三菱マテリアル
㈱、三菱瓦斯化学㈱と共同）。

大規模水力発電の開発
　J-POWERの水力発電所の特徴の一つが、発電所あたり
の設備出力が大きいことです。水量に恵まれた水系に建設し
た大規模な一般水力※1発電所と揚水※2発電所を主力とし
て、昼夜間・季節間での電力需要に対応した電源として日本
各地の電力供給に寄与しています。
　奥只見発電所（福島県）は、一般水力としては国内最大の
出力を誇っています。

発電所の一括更新
　J-POWERでは、高経年化した主要電気設備の更新を実
施し、既存の発電所の信頼性と効率の向上を図り、設備の維
持・運用を通して水力発電所の安定運転に努めています。
　秋葉第一発電所（静岡県）では、水車ランナ羽根形状を改
良することで、出力が46,250kWから47,200kWに増加
しました。現在、新桂沢発電所・熊追発電所（北海道）の建
設・改造工事や足寄発電所（北海道）の設備更新などを進め
ています。

中小水力発電所の開発
　J-POWERは、未利用水力資源を活用した中小水力発電
所の開発に積極的に取り組んでいます。
　くったり発電所（北海道）は、屈足ダムから放流している未
利用の河川維持流量を活用し、最大470kWを発電します。
　2016年12月には、九頭竜ダム貯水池と此ノ木谷注水口
の落差を利用して最大199kWの発電を行う、このき谷発電
所（福井県）が運転を開始しました。

水力発電

国内23年ぶりとなる大型地熱発電所
　地熱エネルギーは、天候に左右されず年間を通して安定的な発電が期待できる、純国産の再生可能エネルギーです。
　J-POWERは、三菱マテリアル㈱・三菱瓦斯化学㈱とともに湯沢地熱㈱を設立し、2019年5月に山葵沢地熱発電所（秋田
県）の運転を開始しました。46,199kWの発電出力を持ち、出力10,000kWを超える大規模地熱発電所として、国内では23
年ぶりの稼働となりました。

地熱発電

再生可能エネルギー

※１ 一般水力：河川や、河川をダムでせきとめて貯めた池の水を利用して発電する方法。
※２ 揚水：発電所の上下に池をつくり、電力需要が少ない時は余剰電力を用いて下から

上へ水を汲み上げる。電力需要が増えると上から下へ水を落として発電を行う。
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磯子火力発電所

にかほ第二風力発電所の建設風景 洋上風力発電のイメージ

陸上風力の新規開発
　J-POWERでは、風力発電所の新規開発を積極的に行っ
ています。2016年に運転を開始した南愛媛風力発電所（愛
媛県）は設備出力28,500kWを誇る四国最大の風力発電
所です。2017年には秋田県由利本荘市で設備出力
16,100kWの由利本荘海岸風力発電所が運転を開始しま
した。現在、せたな大里ウインドファーム（北海道）や、にかほ
第二風力発電所（秋田）、くずまき第二風力発電所（岩手
県）、上ノ国第二風力発電所（北海道）の新規建設工事を進
めているほか、既設設備の更新やさらなる新規開発の検討
も進めています。

洋上風力発電への挑戦
　洋上風力発電は、陸上に比べて風が強く安定している等
の利点から、日本でも本格導入が期待されています。
J-POWERは福岡県北九州市で大規模洋上風力発電事業の
実現に向けて取り組んでいます（九電みらいエナジー㈱、
㈱北拓、西部瓦斯㈱及び㈱九電工との共同）。さらに、英国の
北海沿岸で大規模な洋上風力発電所建設を目指すトライトン・
ノール洋上風力発電建設プロジェクトにも参画しており、技
術と知見の獲得を目指しています。

上ノ国ウインドファーム（北海道）

火力発電における発電電力量あたりSOx、NOx排出量の国際比較

乾式脱硫装置（磯子火力発電所新2号機）

出典
・排出量／OECD.StatExtract　発電量／IEA ELECTRICITY INFORMATION 2018 EDITION
・J-POWER・磯子は2017年度実績

概要
　J-POWERの石炭火力発電の歴史は1963年の若松
火力発電所（現若松総合事業所・若松研究所（福岡県））
に始まり、この半世紀以上にわたり、高効率化と環境保全
対策により石炭火力の環境負荷低減に努めてきました。
　2002年4月に新1号機、2009年7月に新2号機の運
転を開始した、神奈川県横浜市の磯子火力発電所では最
先端の石炭火力技術の導入により、世界最高水準の環境
保全対策と発電効率を実現しています。
　今後も、設備の適切なメンテナンスやリプレース、新規
建設を通じて、クリーンで高効率な石炭火力発電所を展
開してまいります。

石炭火力発電所の環境保全対策
　J-POWERの石炭火力発電所では、運転に伴う地域環境への影響を少なくするよう、最新の技術と知見により、大気汚染防
止、水質汚濁防止、騒音・振動防止等の環境保全対策を講じています。
　最新の磯子火力発電所新1・2号機では、乾式脱硫脱硝システム（乾脱：ReACT※）等を採用。これにより、大気汚染物質を
主要先進国の火力発電と比較して一桁低いレベルにまで抑え、世界トップレベルの環境性能を誇っています。この乾脱に関す
るエンジニアリング事業は、グループ会社のジェイパワー・エンテック（株）が行っています。
※ ReACT：Regenerative Activated Coke Technology

石炭は世界中に広く豊富に存在しており、供給が安定しています。二度の石油危機を経験した日本に
とって石炭は「エネルギーの安全保障」の観点から、バランスの取れたエネルギー構成を実現する重要
な資源です。世界でも、新興国をはじめエネルギー需要の拡大する国々の経済成長を安価な電力供給
で支える役割を果たします。
J-POWERは、半世紀以上にわたり石炭火力のリーディングカンパニーとして培った技術をもとに、
石炭利用の「ゼロエミッション化」に向けた技術開発を通じて、日本と世界の持続可能な発展に貢献
していきます。

アメリカ
（2016）

カナダ
（2016）

イギリス
（2016）

フランス
（2016）

ドイツ
（2016）

イタリア
（2016）

日本
（2016）

J-POWER磯子
（2017）

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0

（g/kWh）

0.0050.066

硫黄酸化物（SOx）

窒素酸化物（NOx）

ガス・石油・石炭火力平均 石炭火力

火力発電

石炭火力発電

概要
　J-POWERは、クリーンで再生可能なエ
ネルギー資源である風力を利用した風力発
電にいち早く取り組んできました。
　2000年の苫前ウィンビラ（北海道）の
運転開始以来、「ウィンドファーム」と呼ば
れる大規模な風力発電所の建設を進めて
います。2019年3月末現在で、国内22地
点に合計出力443,660kWの風力発電設
備を保有しており、国内の事業者としては
第2位の規模を誇っています。
　これまで発電所や送電線の建設・運転・
保守で培ったノウハウと技術を活用して、
風況調査から計画、建設さらに運転・保守
に至るまで一貫した実施体制を強みとした
事業展開を行っています。

風力発電

0.50.4
0.2

0.7

0.2
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石炭灰の有効利用
　石炭火力発電所の副産物である石炭灰は、セメント原料、コンクリート混和材等の土木建築材や肥料原料等としてリサイクル
しています。また、グループ会社の開発肥料（株）では石炭灰を利用した肥料の生産・販売を行っています。

究極の高効率石炭火力発電を目指して
　J-POWERは、CO2排出量の低減を目的とし、さら
なる石炭火力発電の高効率化を目指して、研究開発を
進めています。USCからさらに蒸気温度を向上させる
「先進的超々臨界圧（A-USC）※1」検討のほか、石炭を
可燃性ガスに変換して燃焼するガスタービン発電と排
熱を利用した蒸気タービン発電を組み合わせた「石炭
ガス化複合発電（IGCC）※2」、IGCCに燃料電池を組
み合わせた「石炭ガス化燃料電池複合発電（IGFC）※3」
といった次世代技術の開発に取り組んでいます。
　国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発
機構（NEDO）との共同研究事業として、2014年まで10年以上にわたり取り組んできたEAGLEプロジェクト（福岡県）では、
IGCCパイロット・プラント設備の試験運転とCO2分離・回収技術の研究開発を実施してきました。

新規プロジェクト

64.5万kW 日本製鉄（株） 2020年7月

   計画中 宇部興産（株） 計画中

発電所名 出力 共同事業者 営業運転開始予定

リプレース工事計画

竹原火力発電所新1号機
(広島県）

発電所名 出力 営業運転開始予定

新１号機完成後の竹原火力発電所（予想図）

最新設備の導入による低炭素化
　現在工事が進む竹原火力発電所新1号機（広島県）は、既設1・2号機を廃止し、同容量（60万kW）の最新鋭石炭火力発電
設備を建設（リプレース）する計画です。最新鋭の発電技術である超々臨界圧ボイラを採用することにより、国内最高水準の発
電効率を見込んでおり、石炭消費量の低減を通じ、CO2排出量を抑制、大幅な低炭素化を実現します。

バイオマス燃料の有効利用
　J-POWERは、石炭火力発電所での
石炭代替・補助燃料としてバイオマス
（生物資源）の有効利用に積極的に取り
組んでいます。CO2フリーのバイオマス
燃料を石炭火力で混焼することで、石炭
消費量を減らしてCO2排出量の削減を
図っています。
　福岡県では九州最大級の下水汚泥固
形燃料化施設を運営するほか、住友林業
㈱と共同で国内最大級となる国内林地
未利用木材等を活用した木質ペレットの
供給体制の確立も目指しています。
　また、石炭との混焼の他に福岡県大牟
田市において、一般廃棄物を圧縮成型し
たごみ固形化燃料（RDF※）を用いた高
効率廃棄物発電事業を行っているほか、
名古屋市鳴海清掃工場においては一般
廃棄物のガス化溶融発電事業に参画し
ています。
※RDF：Refuse Derived Fuel

石炭火力発電の高効率発電
　J-POWERの石炭火力発電所は、高
温・高圧で発電するための技術（超々臨
界圧：USC※）をいち早く導入し、高効率
運転の維持に努めてきました。磯子火力
発電所をはじめ、各時代の最先端技術を
採用することで、世界最高水準の熱効率
を達成しています。効率向上により、発
電電力量あたりのCO2排出量を削減す
ることができます。
　また、火力発電設備の熱効率は高経年
化により低下しますが、適切な設備更新
やメンテナンスにより、効率の低下を防
いでいます。熱効率の低下を防ぐことで
燃料使用量を増加させず、最終的には
CO2排出量の削減につながります。
※ USC：Ultra Super Critical

石炭と複数種類のバイオマス燃料を混焼する松浦火力発電所（長崎県）

石炭利用のゼロエミッション化への挑戦

各国の石炭火力発電の熱効率推移

出典 ： 
Ecofys International comparison of fossil power efficiency and CO2 intensity 2018から作成

発電端効率
（LHV,%）
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J-POWER磯子新1号
日本

ドイツ
英国・アイルランド

米国
豪州

中国
インド

バイオマス燃料の例

木質ペレット 下水汚泥低温炭化燃料 一般廃棄物炭化燃料

大崎クールジェンプロジェクト
　中国電力（株）と共同で大崎クールジェン（株）を設立し、IGCC・IGFC及びCO2分離・回収技術の商用化に向けた3段階の
実証事業（NEDO助成事業）に取り組んでいます。
　第1段階の酸素吹IGCC実証事業では、17万kW級実証プラントとして
世界最高水準の発電効率や目標を大幅に上回る負荷変化率を達成するな
ど、全ての試験項目で目標を達成しました。この成果は今後の石炭火力発電
に求められるCO2排出量の削減と、天候に左右される再生可能エネルギー
の出力変動に対応する負荷調整能力向上に大きく貢献することができます。
　現在、第2段階のCO2分離・回収型酸素吹IGCC実証事業に向けた試験
設備の建設を進めており、2019年度の実証試験開始を目指しています。
さらに2019年3月より燃料電池を組み込んだ第3段階のCO2分離・回収
型IGFC実証事業にも世界で初めて着手しています。

鹿島火力発電所2号機
(茨城県）
西沖の山発電所
(仮称、山口県）

60万kW               2020年6月

大崎クールジェン（株）（広島県）

60％

50％

40％

ボイラー 蒸気タービン

蒸気

石炭

微粉炭火力（USC、A-USC）

USC
A‒USC

IGCC

IGFC

送電端効率
（HHVベース）

ガス化炉

ガスタービン

蒸気タービン

石炭

可燃性ガス
石炭ガス化複合発電（IGCC）

ガス化炉

燃料電池

ガスタービン

蒸気タービン

石炭

可燃性ガス
石炭ガス化燃料電池複合発電（IGFC）

※1 A‒USC：Advanced Ultra Super Critical
※2 IGCC：Integrated Coal Gasification Combined Cycle
※3 IGFC：Integrated Coal Gasification Fuel Cell Combined Cycle



水素社会の実現に向けた取り組み
　J-POWERでは、水素社会の実現に貢献す
るために、高効率発電技術と燃料電池の組み
合わせたIGFCの実証化に向けて取り組むほ
か、CO2フリー水素のサプライチェーンの構
築・商用化も目指しています。オーストラリア
に未利用資源として豊富に存在する褐炭をガ
ス化して水素を製造し日本に輸送する実証試
験に参画しています。
　国内でIGCCに取り組んでいるJ-POWER
は、これまで蓄積したガス化技術を活かし、こ
の実証試験のうち、褐炭をガス化（NEDO助
成事業）し、製造された水素ガスの精製設備
の技術実証に取り組みます。製造段階でCCS技術を活用すれば、CO2フリーエネルギーとして利用することができ、資源の少
ない日本にとってエネルギー安全保障と地球温暖化対策の観点から有望な技術です。
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　J-POWERは2008年5月より、青森県下
北郡大間町において、大間原子力発電所の建
設工事を進めています。大間原子力発電所
は、所要の許認可を受けて計画を推進してき
ており、最新鋭の技術を適用した安全性・信
頼性の高い電力供給と、使用済み燃料を再処
理して得られるプルトニウムやウランを再利
用する原子燃料サイクルの一翼を担う重要な
発電所です。
　福島第一原子力発電所事故を受け策定され
た新規制基準に対応するため、2014年12月
16日、原子力規制委員会に原子炉設置変更許可申請を行いました。現在、審査に対応しています。また、運転訓練シミュレーター
を運転訓練・広報センターに設置し、運転操作の習熟と事故時の対応能力の向上を図るための教育・訓練に取り組んでいます。
　私たちは、原子力規制委員会による新規制基準はもとより、自主的な安全対策等を進め、一層の安全性向上を不断に追求
し、全社をあげて安全な原子力発電所づくりに取り組んでいきます。

運転訓練シミュレーター

改良型沸騰水型軽水炉（ABWR）
　大間原子力発電所に採用された改良型沸騰水型軽水炉
（ABWR※2）は、国、国内外のメーカー、電力会社が協力し、世界で
100基近い運転実績がある沸騰水型軽水炉（BWR※3）の建設・運転
経験に、最新の技術を取り入れ集大成した原子炉です。ABWRは以下
の点で優れています。

◎ 安全性・信頼性の向上
◎ 作業者が受ける放射線量の低減

◎ 放射性廃棄物の低減
◎ 運転性・操作性の向上

（大間原子力発電所建設計画に関する最新情報はホームページ www.jpower.co.jpをご覧ください）

原子力発電は、資源の少ない島国であるわが国にとってエネルギーの安定供給の観点から欠かすこ
とのできない重要なエネルギー源であり、地球温暖化問題への対応にも有効な電源です。
安全管理に万全を期すことで、有効なエネルギーとして利用できることから、今後もわが国の電源構
成において、一定の役割を担うことが期待されています。

建設中の大間原子力発電所

※2 ABWR：Advanced Boiling Water Reactor　
※3 BWR：Boiling Water Reactor

MOX燃料の利用
　大間原子力発電所では、原子力発電所（軽水炉）で従来から使用され
ているウラン燃料に加え、使用済燃料をリサイクルしてつくるMOX燃料
を、全炉心で利用すること（フルMOX）ができます。MOX燃料の割合を
段階的に増やして、最終的には全炉心でのMOX燃料による発電を目指
します。そのため、原子炉の基本仕様は従来の原子力発電所と同じです
が、以下の設備上の設計対応を行い、十分な安全性を確保しています。

◎ ほう酸水注入系の容量増加
◎ 制御棒の中性子吸収効果増強

◎ 主蒸気逃がし安全弁の容量増加
◎ MOX燃料自動検査装置の採用

大間原子力発電所を建設

大間原子力発電所建設計画概要

建設地点 青森県下北郡大間町

電気出力 138.3万kW

用地面積 約130万m2

炉　　型 改良型沸騰水型軽水炉（ABWR）

着　　工 2008年5月

運転開始 未定

燃　　料 濃縮ウランおよびウラン・プルトニウム
 混合酸化物（MOX※1）

※1 MOX：Mixed Oxide

CO2回収・貯留（CCS）技術の研究開発
　CO2回収・貯留（CCS）※1技術は、発電時に発生したCO2を地中へ閉じ込める方法です。
　J-POWERは、EAGLEプロジェクト及びオーストラリア・カライドプロジェクトの成果を踏まえ、CCS技術の研究開発を推進
しています。
※1 CCS：Carbon（Dioxide）Capture and Storage

原子力発電

CO2の利用方法として考えられる例CO2の有効利用の検討
　石炭火力の脱炭素に向けた取り組みの1つとして、排出さ
れるCO2を回収して資源として活用する「カーボンリサイク
ル」の検討にも着手しています。CO2は化学品や燃料、鉱物
等の素材・資源、作物の生育増進など、広く利用方法が検討
されています。
　J-POWERは中国電力㈱と共同で、大崎クールジェンで建
設しているCO2分離・回収設備の設備を用いて、今後、石炭
火力から回収したCO2を有効利用する実証に向けた検討を
進めていきます。

回収したCO2

鉱物固定 石油増進回収

人工光合成
地下微生物
による
メタン生成

生物固定 化学製品製造

褐炭ガス化設備のイメージ図
NEDO課題設定型産業技術開発費助成事業（2015～2020年度（予定））
「未利用褐炭由来水素大規模海上輸送サプライチェーン構築実証事業」

資料提供：HySTRA（一部豪州補助事業）

CCS技術の概念

CO2CO2

陸域地中貯留

大規模排出源大規模排出源

海域地中貯留

構造性キャップロック
（不透水層）

海上施設より圧入

分離・回収

地上施設より圧入

パイプライン輸送・船輸送

苫小牧でのCCS大規模実証事業（写真提供：日本CCS調査株式会社）
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佐久間周波数変換所（浜松市） 本四連系線（岡山県・香川県）

紀伊水道直流連系設備

西地域連系線

関門連系線

本四連系線

50Hz60Hz
周波数

北海道・
本州間電力連系設備

佐久間周波数変換所佐久間周波数変換所

日本の東西を繋ぐ佐久間周波数変換所
　日本の東西で異なる二つの周波数を相互に変換すること
により、電力の効率的運用を図るために設けられた世界初の
電気事業用周波数変換設備です（最大容量30万kW）。
　2016年6月、電力広域的運営推進機関によって「東京中
部間連系設備に係る広域系統整備計画」が策定され、現在
30万kWから60万kWへの増強計画を進めています。

日本の電気を一つにする送変電設備
　J-POWERは、各電力会社の事業エリア内にある
送電設備のみでなく、日本全国の地域間を相互に連
系する地域間連系設備を含め、総亘長約2,400㎞に
およぶ送電線と、4ヵ所の変電所、4ヵ所の交直変換
所、1ヵ所の周波数変換所を保有しており、日本全体
の電力系統の広域的な運用に貢献しています。
　特に、本州と北海道・四国・九州をそれぞれ繋ぐ地
域間連系設備、東日本50ヘルツと西日本60ヘルツ
の異なる周波数間の電力融通を日本で初めて可能に
した佐久間周波数変換所は、日本の電力の広域的な
運用を可能にする重要な設備です。

本州と四国を繋ぐ本四連系線
　本四連系線とは、瀬戸内海を横断する本四連絡橋に添架
している電圧50万ボルトの送電線です。
　本州・四国の基幹送電線と連結し、西日本における電気の
安定的な供給に貢献しています。

水環境・省エネインフラ事業
　J-POWERは、水環境事業として上水道分野でのPFI事
業にも取り組んでおり、これまでに寒川浄水場排水処理事業
（神奈川県）及び、ちば野菊の里浄水場排水処理事業（千葉
県）に参画しています。また、大学、病院等を対象とし、オン
サイト型の地下水浄水処理サービス事業を含めた最適なソ
リューションを提供しているほか、WOTA㈱への出資を通じ
て水処理分野の先端技術を獲得しながら、グローバルでの
新たなインフラビジネスの創出を目指します。
　省エネインフラ事業としては、これまで国内外での地域熱
供給のコンサルティングを実施してきた知見を活かし、日本
の電力会社としては初めて、アラブ首長国連邦（UAE）にお
いて地域冷房事業に参画しています。

さらなる成長に向けた挑戦
　電力自由化による市場競争が本格化するなか、事業環境や産業構造のさらなる変化を見据え、J-POWERはKDDI㈱や
㈱エナリス、鈴与商事㈱など当社にない強みを持つ企業と連携しながら、需要家のニーズに応える取り組みを積極的に進めて
います。
　また、VPP（仮想発電所※1）構築事業へも参画しており、エネルギー需給バランスの最適化を図るとともに、J-POWERが
提供する電力の付加価値向上を目指しています。さらに、デジタル技術を活用した設備運用・保守の効率化、先端技術や革新
的なアイデアを持つ国内外のスタートアップ企業とのネットワーク拡大などにも取り組んでいます。

※1 高度なエネルギーマネジメント技術により、蓄電池、発電設備や電気自動車（EV）等のエネルギーリソースを遠隔・統合制御し、あたかも１つの発電所のよう
に機能させること。

日本全体の電力系統の広域的な運用に貢献

多様なビジネス展開

　日本全国に点在するJ-POWER
の電力設備は、主にマイクロ波無線
と光ファイバーによる情報通信ネッ
トワークによって結ばれています。
この情報通信ネットワークは、送電
線保護システムや発電所遠方監視制
御システム等に利用され、電力設備
の安定運用を支えています。
　マイクロ波無線中継局は、発電所
や変電所等を結ぶ重要な設備です。
地震や台風等の災害においても通
信が途絶することのないよう、高い
信頼度を有しています。

小田野沢マイクロ無線中継局（青森県）

情報通信ネットワーク

通信、その他の事業送変電

簡易水道（徳島県）

J-POWERは電気事業法に定める送電事業の法的分離に対応し、送変電部門の一層の中立性を確保するために、2020年
4月1日よりJ-POWER100％子会社「電源開発送変電ネットワーク株式会社」に送電事業を承継する予定です。
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海外発電事業実績 （2019年6月30日現在）
営業運転中 36件
建設中・計画中 3件

実績のある国／地域 64ヵ国
国／地域別件数 359件

海外コンサルティング事業実績

炭鉱プロジェクト実績
実績のある国／地域 1ヵ国
保有する炭鉱権益 3件

ザヤツコボ風力発電
〔ポーランド、陸上風力〕

漢江（喜河水力発電）〔中国、水力〕

格盟国際能源有限公司※〔中国〕

漢江（蜀河水力発電）〔中国、水力〕

嘉恵（チアフイ）火力発電 〔台湾、ガスコンバインドサイクル〕
CBK （カラヤン水力発電）〔フィリピン、揚水〕

CBK （ボトカン水力発電）〔フィリピン、水力〕

CBK （カリラヤ水力発電）〔フィリピン、水力〕

ロイエット・もみ殻発電 〔タイ、籾殻〕

ノンケー・コジェネレーション
〔タイ、ガスコジェネレーション〕

ガルフ・コジェネレーション
〔タイ、ガスコジェネレーション〕

サムットプラカン・コジェネレーション
〔タイ、ガスコジェネレーション〕

ショーハム火力発電
〔米国、ジェット燃料シンプルサイクル〕エルウッド火力発電

〔米国、ガスシンプルサイクル〕

ジャクソン火力発電
〔米国、ガスコンバインドサイクル〕

グリーン・カントリー火力発電
〔米国、ガスコンバインドサイクル〕

テナスカ・フロンティア火力発電
〔米国、ガスコンバインドサイクル〕

フルヴァナ火力発電
〔米国、ガスコンバインドサイクル〕

バーチウッド火力発電
〔米国、石炭〕

エッジウッド火力発電
〔米国、ガスシンプルサイクル〕

パインローン火力発電
〔米国、ガスコンバインドサイクル〕

エクウス火力発電
〔米国、ガスシンプルサイクル〕

カエンコイ2ガス火力発電
〔タイ、ガスコンバインドサイクル〕

トライトン・ノール
洋上風力発電
〔英国・洋上風力〕

オレンジ・グローブ火力発電
〔米国、ガスシンプルサイクル〕

ラヨンNLLコジェネレーション
〔タイ、ガスコジェネレーション〕

チェチェンサオNNKコジェネレーション
〔タイ、ガスコジェネレーション〕

サラブリKP2コジェネレーション
〔タイ、ガスコジェネレーション〕

サラブリKP1コジェネレーション
〔タイ、ガスコジェネレーション〕

サラブリNK２コジェネレーション
〔タイ、ガスコジェネレーション〕

ノンセンガス火力発電
〔タイ、ガスコンバインドサイクル〕

ウタイガス火力発電〔タイ、ガスコンバインドサイクル〕

パトゥムタニCRNコジェネレーション
〔タイ、ガスコジェネレーション〕

賀州火力発電〔中国、石炭〕

サラブリTLCコジェネレーション
〔タイ、ガスコジェネレーション〕

※格盟国際能源有限公司は、発電会社14社を保有する電力会社

クレアモント（オーストラリア、炭鉱権益）

ナラブライ（オーストラリア、炭鉱権益）
モールス・クリーク（オーストラリア、炭鉱権益）

ラヨン・ガス火力発電
〔タイ、ガスコジェネレーション〕

ヤラ・バイオマス発電
〔タイ、ゴム木廃材〕

セントラルジャワ
〔インドネシア、石炭〕

ウェストモアランド火力発電
[米国、ガスコンバインドサイクル]

アジア  21ヵ国／地域
247件

北米  1ヵ国
1件

中南米  13ヵ国
49件

ヨーロッパ  14ヵ国
20件

中近東・アフリカ  15ヵ国
42件

発電設備（出力） 36ヵ所 21,775,970kW 【6,897,735kW】

　水力発電所 5ヵ所 1,178,000kW 【485,500kW】

　火力発電所 28ヵ所 20,519,770kW 【6,375,867kW】

　その他（風力・バイオマス） 3ヵ所 78,200kW 【36,368kW】

※【  】は持分出力

J-POWERグループの設備
（2019年6月30日現在）

J-POWERは国内での実績をもとに、海外でも半世紀以上にわたる取り組みを行っています。
「日本と世界の持続可能な発展に貢献する」という企業理念のもと、グローバルに事業を展開していきます。

J-POWERの世界での展開



タクモ水力増設計画（ベトナム）

アッパーコトマレ水力発電所（スリランカ）

ギソン火力発電所（ベトナム）

19 20

ウェストモアランド火力発電所（米国）ウタイガス火力発電所（タイ）

小学校での環境教育プログラムセントラルジャワ石炭火力IPPプロジェクト

1960年 電源開発促進法改正
 海外コンサルティング事業の開始

1962年 ペルー  タクナ水力発電計画
 商業ベースとして初のコンサルティング案件

1967年 タイ  シーナカリン水力発電計画

1969年 トルコ  ハッサンウールル水力発電計画

1971年 ペルー  リマ・チンボテ送電線計画
 大規模送電コンサルティング案件

1974年 フィリピン  火力発電計画
 初の火力発電コンサルティング案件

1982年 マレーシア  ポートクラン PhaseⅡ 火力発電計画
 大規模石炭火力コンサルティング案件

1984年 オーストリア  NOx低減技術供与計画
 欧州における環境対策案件

1985年 中国  天生橋水力発電・送電計画

1990年 タイ  ラムタコン揚水発電計画
 揚水発電コンサルティング案件
 インド  プルリア揚水発電計画

1994年 ベトナム  ハムトゥアン・ダミ水力発電計画
 インド  バクレシュワール火力発電計画

1996年 ペルー  ユンカン水力発電計画

1998年 ブータン  プナチャンチュ水力発電計画
 ミャンマー  ターサン水力発電計画

2001年 ベトナム  ダイニン水力発電計画

2003年 スリランカ  アッパーコトマレ水力発電計画

2006年 ベトナム  タクモ水力増設計画

2007年 インドネシア  省エネルギー普及促進調査
 省エネルギーに関するコンサルティング案件

2008年 ベトナム  ギソン火力発電計画

2015年 モンゴル  ウランバートル第4発電所最適化計画

2016年 ベトナム  超々臨界圧石炭火力発電計画

2017年 タイ　チュラポーン揚水発電計画

概要
　J-POWERは半世紀以上にわたり、世界各地で電源の開発および送変電設備等に関するコンサルティング事業を行ってい
ます。1962年に最初の案件を実施して以降、その数は、64ヵ国・地域で359件に達しています。
　コンサルティング事業の中核は、特定のプロジェクトに対する技術サービスの提供です。国際協力機構（JICA）や外国政府
機関、民間企業等の委託を受けて、基礎調査、フィージビリティ（実現可能性）調査、基本設計、実施設計および施工監理等の
事業を展開しています。

概要
　J-POWERは、これまで国内事業で培ってきた知見と技術力、そして海外コンサルティング事業で培われた経験・信用・ネッ
トワークを活かして、積極的に海外発電事業の発掘・開発に取り組んできました。2019年3月末現在で、6ヵ国・地域で36
件、合計出力約2,178万kW（持分出力で約690万kW）の設備を有しています。
　今後も、2025年度の海外持分出力1,000万kWの実現を目指して、アジアや米国で着実に事業を展開しながら、新市場の
開拓も積極的に図っていきます。

タイでの展開
　J-POWERは、コンサルティング事業の実績をもとに、タ
イでの発電事業に参画しています。主要電源となる大型のガ
ス火力発電所に加え、もみ殻を燃料とするバイオマス発電所
やガスコジェネレーション発電所も保有しています。
J-POWERが手がける発電プロジェクトは、16件に及び、タ
イにおける主要な発電事業者として電力安定供給に貢献し
ています。

米国での展開
　米国においては2006年の本格参入以来、既設発電所の部
分買収から自社での新規開発案件まで、米国電力市場で事業
の拡大を図り様々な知見を蓄積してまいりました。2018年
12月にはウェストモアランド火力発電所の営業運転が始まり、
米国でJ-POWERが手掛けるプロジェクトは11件、総出力約
543万kW（持分出力約202万kW）に達しました。また、
2019年6月には自社開発案件としてジャクソンガス火力発電
所（出力120万kW）の建設も決定しています。

インドネシア初の高効率石炭火力発電所
　J-POWERは、インドネシア中部ジャワ州バタン県において石炭火力発電所の建設を進めています（出力200万kW、
J-POWER、PT. ADARO POWER および伊藤忠商事㈱との共同事業）。商業運転開始後に同国の民間発電事業で最大規
模の石炭火力発電所となる本事業は、超々臨界圧（USC）の導入や適切な環境対策技術により、環境親和型高効率発電のモ
デルケースとなるものです。また、発電所立地地域では地域のニーズをふまえた多様なCSR活動を展開しています。インフラ
整備に加え、環境教育活動や起業支援・職業訓練など、地域社会が自立して発展を続けられる基盤づくりを目指しています。

海外コンサルティング事業の展開（主な案件）

海外発電事業海外コンサルティング事業



売上高・利益推移（連結）

資産の部 負債及び純資産の部

会社概要 役 員  （2019年6月26日現在）

21 22

電力量 69,356百万kWh

単位：百万円

固定負債
流動負債
　負債合計
株主資本
その他の包括利益累計額
非支配株主持分
　純資産合計　
合　　計

区分 　前連結会計年度 当連結会計年度区分 　前連結会計年度 当連結会計年度
単位：百万円

固定資産
　電気事業固定資産
　海外事業固定資産
　その他の固定資産
　固定資産仮勘定
　核燃料
　投資その他の資産
流動資産
合　　計

2,325,256
951,149
341,418
93,404
525,740
73,800
339,743
321,798

2,647,054

2,401,671
944,323
312,128
94,836
582,083
74,514
393,785
364,508

2,766,179

1,622,378
298,219

1,920,597
777,699
19,760
48,123
845,582

2,766,179

1,561,828
249,100

1,810,929
745,176
42,114
48,833
836,124

2,647,054

事業内容 電気事業

設　　立 1952年9月16日

 〒104-8165

本　　店 東京都中央区銀座6-15-1

 TEL：03-3546-2211

資 本 金 180,502百万円

従 業 員 2,445名 （2019年3月31日現在）

U  R  L www.jpower.co.jp

E -ma i l  webmaster@jpower.co.jp

代表取締役会長 北村　雅良
 
代表取締役社長 社長執行役員 渡部　肇史
 
代表取締役 副社長執行役員 村山　均
 内山　正人
 浦島　彰人
 
取締役 副社長執行役員 尾ノ井　芳樹
 南之園　弘巳
 
取締役 常務執行役員 杉山　弘泰
 筑田　英樹
 本田　亮
  菅野　等
 
取締役 梶谷　剛
 伊藤　友則
 ジョン ブカナン
 
常任監査役 福田　直利
 藤岡　博
 河谷　眞一
 
監査役 大塚　陸毅
 中西　清

電気事業
693,790百万円

海外事業
141,024百万円

その他事業
62,550百万円

合計
897,366
百万円 77%

16%

7%

区分 前連結会計年度   当連結会計年度
単位：百万円

営業収益
営業費用
（営業利益）
営業外収益
営業外費用
当期経常収益合計
当期経常費用合計
当期経常利益
特別損失
税金等調整前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期純利益
非支配株主に帰属する当期純利益
親会社株主に帰属する当期純利益

897,366
818,521
78,844
18,894
29,200
916,261
847,722
68,539

－
68,539
17,149
△3,947
55,337
9,084
46,252

856,252
751,916
104,336
29,113
30,974
885,366
782,890
102,476
3,389
99,086
20,124
△3,700
82,662
14,213
68,448

科目 前連結会計年度 当連結会計年度
単位：百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の期末残高

148,423
△170,432
74,622
△2,375
50,237
136,840
187,077

160,310
△109,635
△85,825
3,536

△31,614
168,454
136,840

■ J-POWER USA Development Co., Ltd. （米国）
■ J-POWER Generation （Thailand） Co., Ltd. （タイ）
■ 捷帕瓦電源開発諮詢（北京）有限公司 （中国）
■ J-POWER AUSTRALIA PTY. LTD. （オーストラリア）

東京都江東区

東京都千代田区

東京都中央区

東京都文京区

東京都千代田区

東京都港区

広島県竹原市

主要な業務内容

（株）JPビジネスサービス

（株）JPハイテック

（株）ジェイペック

開発電子技術（株）

（株）開発設計コンサルタント

ジェイパワー・エンテック（株）

開発肥料（株）

03-3642-9771
www.jpbs.co.jp

03-3237-2323 
www.jphytec.co.jp

03-3545-5252 
www.jpec.co.jp

厚生施設等の運営、ビル管理、総務・労務事務業務の受託、
コンピュータソフトウェアの開発等

水力発電・送変電設備に係る工事・技術開発・設計・
コンサルティング・保守調査等、用地補償業務、用地測量、
土木工事、一般建築、施工監理等

火力・原子力発電設備に係る工事・技術開発・設計・
コンサルティング・保守調査等、火力発電所の揚運炭、
フライアッシュ販売及び発電用石炭燃料の海上輸送等、
環境保全に関する調査・計画

建設コンサルタント業務、測量・地質調査、
電力施設・一般施設の設計・監理・調査・研究業務

大気・水質汚染物質除去設備のエンジニアリング事業等

石炭灰を利用した肥料の生産、販売等

電子応用設備、通信設備の施工、保守等
03-3816-8211 
www.kec.co.jp
　 
03-3255-6211 
www.jpde.co.jp
 
03-3434-7081 
www.jpower.co.jp/entech
　
0846-24-1601
www.jpsik.com

会社名 所在地 電話番号／ホームページ

売上高（百万円）

900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000

0

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0
2018年度2017年度2016年度

67,150

41,429

102,476

68,448 68,539

46,252

（百万円）

連結貸借対照表 （2019年3月31日現在）

連結損益計算書 （2018年4月1日～2019年3月31日）

連結売上高構成比（2018年度）

2016年度 2017年度 2018年度

744,402

897,366856,252

経常利益…　　 親会社株主に帰属する当期純利益…

連結キャッシュ・フロー計算書 （2018年4月1日～2019年3月31日） 販売電力量 （2018年度）

主なグループ会社（2019年4月1日現在）

主な海外現地法人（2019年4月1日現在）

会社データ財務情報



会社案内
CORPORATE BROCHURE

2019 -2020
〒104-8165　東京都中央区銀座6-15-1　TEL:03-3546-2211（代表）

www.jpower.co.jp

2019.10
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