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『東京電力グループ中長期成長宣言 2020ビジョン』の策定について 

 

 
当社は、このたび、新たな東京電力グループの中期経営方針、『東京電力グループ中長期成長宣言 

2020ビジョン』(以下『2020ビジョン』)を策定いたしました。 

 

昨今、少子高齢化・人口減少や産業構造の転換といった社会の構造変化に加え、省エネルギー技

術の進展や地球温暖化問題、アジアを中心としたエネルギー消費の増大等、エネルギー・環境を巡

る情勢も大きく変わりつつあります。 

東京電力グループは、こうした経営環境の変化に的確に対応するとともに、これまで築き上げて

きた事業活動を掘り下げ、さらには幅広く展開する好機と捉え、将来の成長・発展に向けて、より

前向きな経営を進めたいと考え、このたび、前回の「経営ビジョン2010」から６年ぶりとなる『2020 

ビジョン』を策定し、新たなスタートを切ることといたしました。 

 

『2020 ビジョン』は、｢エネルギーの最適サービスを通じてゆたかで快適な環境の実現に貢献し

ます｣という「経営理念」のもと、『2020 ビジョン』において進む経営の方向性を、「社会の信頼を

大切にする」、「未来を切り拓く」、「人と技術が活きる」の３つの「経営指針」として掲げておりま

す。 

さらに、成長実現のための具体的なアクションプランとして「７つのバリューアッププラン｣を定

めるとともに、ビジョン実現を支える財務戦略や、事業・財務両面の数値目標である「2020ターゲ

ット」を提示しております。 

 

東京電力グループは、これからも、社会・地域のみなさまからの信頼を基本に、低廉で環境に優

しい電気を安定的にお届けするとともに、お客さまにご満足いただけるエネルギー・サービスを提

供し続けます。 

同時に、私たちはとどまることなく前進を重ね、新たな社会・環境貢献を追求してまいります。

すなわち、発電から電気をご使用いただくところまで、エネルギーチェーンのさまざまな場面にお

いて低炭素化を積極的かつ一体的に進めるとともに、海外においても、これまで国内の電気事業で

培った人材や技術を活かし、効率のよい環境性に優れたエネルギー利用を拡げてまいります。 

これらの取り組みを企業収益と両立させることで持続的成長を実現し、その成果を社会のみなさ

まと共有していきたいと考えております。 
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目　次
　東京電力グループの中期経営方針である｢経営ビジョン2010｣を策定後、6年が経過しました。

この間、電力自由化の進展といった厳しい競争環境のもと、ビジョン達成に向け、企業体質の

強化、サービスの向上等にグループ一丸となって取り組んできました。

　そうした中、平成19年7月16日、多くの被害をもたらした新潟県中越沖地震により、柏崎刈羽

原子力発電所の全号機が停止し、当社は、安定供給、収支および環境対応等の面で、創業以来

の危機的な状況に直面しました。

　私たちは、このような事態に際し、危機克服に全力で取り組むとともに、災害に強い原子力発電所

づくり、立地地域のみなさまとの信頼関係の強化、さらには徹底した業務改善を定着させる

こと等により、一層強靭な事業基盤の構築に努めてきました。困難な道を乗り越える過程で

学んだ多くの知見を貴重な財産として、これからの経営に活かしていきたいと考えています。

　一方、世の中に目を転じると、少子高齢化・人口減少や産業構造の転換といった社会の構造変化

に加え、省エネルギー技術の進展や、地球温暖化問題、アジアを中心としたエネルギー消費の

増大、化石燃料価格の大幅な変動等、エネルギー・環境を巡る情勢も大きく変わりつつあります。

　こうした変化は、東京電力グループの経営にさまざまなインパクトをもたらすことも予想され

ますが、単に変化に対応するだけでなく、これまで築き上げてきた事業活動を一層掘り下げる、

さらには幅広く展開する好機ととらえ、将来の成長・発展に向けて、より前向きな経営を進めたい

と考えています。

　このような認識の下、東京電力グループは、次の10年に向けた｢中長期成長宣言 2020ビジョン｣

を策定し、新たなスタートを切ることとしました。

　東京電力グループは、これからも、社会・地域のみなさまからの信頼を基本に、エネルギー

セキュリティを確保しつつ、低廉で環境に優しい電気を、安定的にお届けするとともに、お客

さまにご満足いただけるエネルギー・サービスを提供し続けます。

　さらに、私たちは、それにとどまることなく前進を積み重ねていきます。新たな社会・環境

貢献、新たな付加価値を追求する、すなわち、発電からお客さまに電気をご使用いただくところ

まで、エネルギーチェーンのさまざまな場面における低炭素化に積極的かつ一体的に取り組む

とともに、海外においても、これまで国内の電気事業で培った人材･技術を活かし、効率のよい

低炭素なエネルギー利用を拡げていきます。そして、これらを企業収益と両立させることによって、

グループの持続的な成長を実現し、その成果を社会のみなさまと分かち合いたいと考えています。

　東京電力グループは、新たなビジョンを実現することによって、これからの時代にふさわしい、

ゆたかで快適な未来を切り拓いていきます。

平成 22 年 9月

【2020ビジョンの体系図】

東京電力株式会社 取締役社長

はじめに
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経営
理念

2020ビジョン
における経営指針
（企業像）

7 つのバリューアップ plan
財務戦略 /2020ターゲット

第 1 の指針

第 2 の指針

第 3 の指針

各年度経営計画へ展開

行動原則

企業行動憲章

2020年の電気事業のイメージ図

　低廉で安定的な電気を中心としたエネルギー・サービスを、
これからも提供するとともに、「低炭素時代をリードする」という

新たな社会・環境貢献、新たな付加価値を追求していきたい、という思いを込め、
新しいコーポレートスローガンを制定しました。



東京電力グループ 中長期成長宣言 2020ビジョン

東京電力グループは、3つの指針に沿って、低廉で安定的な  電気を中心としたエネルギー・サービスをこれからも提供するとともに、

｢低炭素時代をリードする｣という新たな社会･  環境貢献を追求し、それを企業収益と両立させることにより、持続的に成長していきます

｢経営指針｣は、｢経営理念｣実現に向け、2020ビジョンにおいて　 進む経営の方向性を示したものです。

「行動原則」は、私たち東京電力グループの従業員一人ひとりが、   日々の業務の中で常に心がけるべき原則を示したものです。

第１の
指針

第2の
指針

第3の
指針

7 つのバリューアップ plan

財務戦略

2020ターゲット

社会の信頼を大切にする
社会のみなさまからの信頼が企業活動の基本です

未来を切り拓く
電気で低炭素な未来を切り拓きます

行動原則 感じる
お客さまの心、設備の声を敏感に感じとる

考える
相手を思いやり、何ができるか深く考える

実践する
決めたら、責任を持ってすぐに実践する

エネルギーの最適サービスを通じて　ゆたかで快適な環境の実現に貢献します

人と技術が活きる
人の活躍・連携が仕事を動かします

3 4

●電気を安定的にお届けすることが、私たちの社会的な使命と考えます。その上で、お客さまに喜ばれるサービス品質の向上をはかります。
●｢安全最優先｣の意識を徹底し､｢世界トップレベルの安全な会社｣を目指します。
●お客さまや地域社会のみなさま、株主・投資家のみなさま、ビジネスパートナー、従業員等、社会の多くのみなさまと対話を重ねます。
●社会の一員として、あらゆる局面において、「企業行動憲章」に則って行動します。

●従業員の主体的な活躍と連携がグループの持続的成長の原動力となる｢『人』本位の
　経営｣を展開します。同時に、 仕事の付加価値を高める業務革新を進め、仕事を改善・
　改革し続ける｢強い現場｣を実現します。
●低炭素化・安定供給等を支える技術の開発・活用に取り組みます。

●原子力発電の着実な推進をはじめ、電気を “つくる”側の低炭素化を進めます。
●あらゆる分野で電化をおすすめし、“つかう”側の低炭素化をサポートします。 
●“つくる”と“つかう”を“つなぐ”電力ネットワークをさらにスマートにするとともに、
    新たなビジネスの可能性を検討します。

●グループの強みを発揮できる事業を展開し、海外にも積極的に事業の｢場｣を拡げます。
●これらの取り組みを着実に進めるため、さらなる効率化に挑戦します。 

電気事業の深耕

｢場｣の拡がり

東京電力グループが持続的成長を実現するために、今後、特に　注力していく取り組みを7つの ｢バリューアップplan｣ として定めました。

ゼロ･エミッション電源を積極的に導入する
－電気を“つくる”側の取り組み－

あらゆる分野で電化をおすすめする
－電気を“つかう”側ヘの働きかけ－

電力ネットワークをさらにスマートにする
－“つくる”と“つかう”を“つなぐ”取り組み－

事業の｢場」を
拡げる

業務効率を
改善し続ける

人が活躍・連携する強い現場
をつくりあげる

事業戦略における数値目標

財務戦略における数値目標

次代を見据えた技術を
つみあげる

財務戦略

2020ターゲット

基本的な考え方　～積極的な投資　による持続的成長の実現～

コーポレートスローガン

バリューアップplan 1～5

バリューアップplan 6・7

経営
理念

●非化石エネルギー発電電力量比率 
　2020年度 50％以上  

●国内外の再生可能エネルギー導入量  
　2010～20年度累計 国内40万kW、海外175万kW

●電化開拓量  2011～15年度累計 100億kWh
   (2011～20年度累計 300億kWh)

●国内電気事業以外の成長事業の経常利益　
　2015年度 700億円（うち海外事業で半分程度）、
　2020年度 1,200億円（うち海外事業で2/3程度）

●営業キャッシュフロー 2011～20年度累計 12兆円以上

●ROA 2015年度 4.0％以上、2020年度 4.5％以上

●D/Eレシオ 2015年度  2.0程度、2020年度 1.5程度

2020ビジョンにおける

経営指針（企業像）
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● ｢経営理念｣は、｢私たち東京電力グループが、世の中に存在し、
 　企業活動を行うのは何のためか｣という存在意義を示したものです。

● ｢ゆたかで快適な環境｣とは、｢便利でくらしやすいだけでなく、
　 心豊かで、自然とも調和した持続可能な社会｣と考えています。

● 私たち東京電力グループは、お客さまや社会のニーズを先取りした、
　 電気を中心とするさまざまなサービスをお届けすることで、
　 そうした環境の実現に向け貢献していきます。

● ｢行動原則｣は、私たち東京電力グループの従業員一人ひとりが、
 　日々の業務の中で常に心がけるべき原則を示したものです。

● この原則のもと、お客さまへお届けする私たちのサービス品質を、
　 よりよいものへと改善していきます。

エネルギーの最適サービスを通じて
ゆたかで快適な環境の実現に貢献します

感じる

考える

実践する

お客さまの心、設備の声を敏感に感じとる

相手を思いやり、何ができるか深く考える

決めたら、責任を持ってすぐに実践する

東京電力グループは、3つの指針に沿って、低廉で安定的な電気を中心とした
エネルギー・サービスをこれからも提供するとともに、

｢低炭素時代をリードする｣という新たな社会･環境貢献を追求し、
それを企業収益と両立させることにより、持続的に成長していきます

●従業員の主体的な活躍と連携がグループの
　持続的成長の原動力となる｢『人』本位の経営｣
　を展開します。同時に、仕事の付加価値を高め
　る業務革新を進め、仕事を改善・改革し続け
　る｢強い現場｣を実現します。  

●低炭素化・安定供給等を支える技術の開発・
　活用に取り組みます。    

人の活躍・連携が仕事を動かします
人と技術が活きる

● ｢経営指針｣は､ ｢経営理念｣実現に向け､ ｢2020ビジョン｣において進む経営の方向性を示したものです｡

第1の指針

第2の指針

第3の指針

社会のみなさまからの信頼が、私たちの企業活動の基本です。
これからも変わることのない基本指針として、第1に ｢社会の信頼を大切にする｣を掲げます。

第3に、信頼と成長の基盤となる指針として、｢人と技術が活きる｣を掲げます。

● ｢社会の信頼を大切にする｣経営、｢未来を切り拓く｣経営、｢人と技術が活きる｣経営を実践することで、
　 お客さまをはじめステークホルダーのみなさまの満足を高めていきます。

今、地球温暖化問題やアジアを中心としたエネルギー消費の増大等、エネルギーを巡る
情勢は大きく変わりつつあります。
そうした中、“つくる” から“つかう” まで、エネルギーチェーンのさまざまな場面での低炭素化と
海外における効率のよい低炭素なエネルギー利用の推進という新たな社会･環境貢献を追求
しつつ､企業として持続的に成長するための指針として、第2に ｢未来を切り拓く｣ を掲げます。

3

経営理念 経営指針

行動原則

社会の信頼を大切にする
社会のみなさまからの信頼が企業活動の基本です

●電気を安定的にお届けすることが、私たちの
　社会的な使命と考えます。その上で、お客さま
　に喜ばれるサービス品質の向上をはかります。

●｢安全最優先｣の意識を徹底し､ ｢世界トップ
　レベルの安全な会社｣を目指します。

●お客さまや地域社会のみなさま、株主・投資家
　のみなさま、ビジネスパートナー、従業員等、
　社会の多くのみなさまと対話を重ねます。

●社会の一員として、あらゆる局面において、
　「企業行動憲章」（→P22）に則って行動します。

1

●原子力発電の着実な推進をはじめ、電気を“つくる”
　側の低炭素化を進めます。

●あらゆる分野で電化をおすすめし、“つかう”側の
　低炭素化をサポートします。

●“つくる”と“つかう”を“つなぐ”電力ネットワークを
　さらにスマートにするとともに、新たなビジネスの
　可能性を検討します。

●グループの強みを発揮できる事業を展開し、海外にも
　積極的に事業の｢場｣を拡げます。

●これらの取り組みを着実に進めるため、さらなる
　効率化に挑戦します。 　

電気で低炭素な未来を切り拓きます
未来を切り拓く

電気事業の深耕

2

｢場｣の拡がり

バリューアップplan 1～5

バリューアップplan 6・7


