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【発行登録追補書類番号】 29－関東１－１

【提出書類】 発行登録追補書類

【提出先】 沖縄総合事務局長

【提出日】 平成29年６月９日

【会社名】 沖縄電力株式会社

【英訳名】 The Okinawa Electric Power Company, Incorporated

【代表者の役職氏名】 取締役社長　　大嶺　滿

【本店の所在の場所】 沖縄県浦添市牧港五丁目２番１号

【電話番号】 098(877)2341（代表）

【事務連絡者氏名】 経理部財務課長　　松村　栄司

【最寄りの連絡場所】 沖縄県浦添市牧港五丁目２番１号

【電話番号】 098(877)2341（代表）

【事務連絡者氏名】 経理部財務課長　　松村　栄司

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債

【今回の募集金額】
 
10,000百万円  
 

【発行登録書の内容】

提出日 平成29年３月24日

効力発生日 平成29年４月１日

有効期限 平成31年３月31日

発行登録番号 29－関東１

発行予定額又は発行残高の上限（円） 発行予定額　30,000百万円

【これまでの募集実績】

（発行予定額を記載した場合）

番号 提出年月日 募集金額（円） 減額による訂正年月日 減額金額（円）

－ － － － －

実績合計額（円）
なし

（なし）
減額総額（円） なし

　（注）　実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段（　）書きは、発行価額の総額の合計額）に基づ

き算出した。

【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額） 　30,000百万円

（30,000百万円）

（注）　残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段

（　）書きは、発行価額の総額の合計額）に基づき算出

した。

（発行残高の上限を記載した場合）

該当事項なし

【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額）　－円

【安定操作に関する事項】 該当事項なし

【縦覧に供する場所】 沖縄電力株式会社　東京支社

（東京都港区南青山一丁目15番９号（第45興和ビル６階））

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

証券会員制法人福岡証券取引所

（福岡県福岡市中央区天神二丁目14番２号）
 

EDINET提出書類

沖縄電力株式会社(E04509)

発行登録追補書類（株券､社債券等）

1/9



第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行社債（短期社債を除く。）】

銘柄 沖縄電力株式会社第25回社債（一般担保付）

記名・無記名の別 －

券面総額又は振替社債の総額

（円）

金10,000百万円

各社債の金額（円） 100万円

発行価額の総額（円） 金10,000百万円

発行価格（円） 各社債の金額100円につき金100円

利率（％） 年0.250％

利払日 毎年６月25日及び12月25日

利息支払の方法 １．利息支払の方法及び期限

　　(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、平成29年

　　　　12月25日を第１回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後

　　　　毎年６月及び12月の各25日にその日までの前半か年分を支払う。

　　(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこ

　　　　れを繰り上げる。

　　(3) 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割を

　　　　もってこれを計算する。

　　(4) 償還期日後は利息をつけない。

２．利息の支払場所

　　別記（(注)「10．元利金の支払」）記載のとおり。

償還期限 平成39年６月25日

償還の方法 １．償還金額

　　各社債の金額100円につき金100円

２．償還の方法及び期限

　　(1) 本社債の元金は、平成39年６月25日にその総額を償還する。

　　(2) 償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰

　　　　り上げる。

　　(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄に定める

　　　　振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。

３．償還元金の支払場所

　　別記（(注)「10．元利金の支払」）記載のとおり。

募集の方法 一般募集

申込証拠金（円） 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証

拠金には利息をつけない。

申込期間 平成29年６月９日

申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

払込期日 平成29年６月16日

振替機関 株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

担保 電気事業法第27条の30に基づく一般担保

財務上の特約（担保提供制限） 該当条項なし（本社債は一般担保付であり、財務上の特約は付されていない。）

財務上の特約（その他の条項） 該当条項なし

（注）

１．信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

　　(1）株式会社格付投資情報センター（以下「Ｒ＆Ｉ」という。）

　　　　本社債について、当会社はＲ＆ＩからＡＡの信用格付を平成29年６月９日付で取得している。

　　　　Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履

　　　　行される確実性（信用力）に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の債務等の流動性リ

　　　　スク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではな

　　　　い。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、Ｒ＆Ｉ

　　　　は、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品
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　　　　性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。

　　　　Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性

　　　　等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することが

　　　　ある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を保留したり、取り下げたりすることがあ

　　　　る。

　　　　利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとＲ

　　　　＆Ｉが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。

　　　　本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ

　　　　(http://www.r-i.co.jp/jpn/)の「ニュースリリース/クレジットコメント」及び同コーナー右上の「一覧はこち

　　　　ら」をクリックして表示される「格付ニュース一覧」に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情に

　　　　より情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

　　　　Ｒ＆Ｉ：電話番号　03-6273-7471

　　(2）ムーディーズ・ジャパン株式会社（以下「ムーディーズ」という。）

　　　　本社債について、当会社はムーディーズからＡ１の信用格付を平成29年６月９日付で取得している。

　　ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務または債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての

　　　　ムーディーズの現時点の意見である。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に

　　　　履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産上の損失と定義してい

　　　　る。ムーディーズの信用格付は、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動性リスク及びその他のリスクについ

　　　　て言及するものではない。ムーディーズの信用格付は、投資または財務に関する助言を構成するものではなく、

　　　　特定の証券の購入、売却、または保有を推奨するものではない。ムーディーズは、いかなる形式または方法によ

　　　　っても、これらの格付もしくはその他の意見または情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への

　　　　適合性について、（明示的、黙示的を問わず）いかなる保証も行っていない。発行体または債務の信用リスク

　　　　は、発行体から入手した情報、または公開情報に基づき評価される。ムーディーズは、信用格付を付与する際に

　　　　用いる情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであるこ

　　　　とを確保するため、全ての必要な措置を講じている。しかし、ムーディーズは監査を行うものではなく、格付の

　　　　過程で受領した情報について常に独自に確認することはできない。ムーディーズは、必要と判断した場合に本格

　　　　付を変更することがある。また、ムーディーズは、資料、情報の不足や、その他の状況により、本格付を取り下

　　　　げることがある。

　　　　本社債の申込期間中に本社債に関してムーディーズが公表する情報へのリンク先は、ムーディーズのホームペー

　　　　ジ(http://www.moodys.co.jp/)の「当社格付に関する情報」の「レポート」コーナーの「プレスリリース － ム

　　　　ーディーズ・ジャパン」をクリックして表示される「格付情報：ムーディーズ・ジャパン株式会社」に掲載され

　　　　ている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連

　　　　絡先は以下のとおり。

　　　　ムーディーズ：電話番号　03-5408-4100

　　(3）S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社（以下「Ｓ＆Ｐ」という。）

　　　　本社債について、当会社はＳ＆ＰからＡ＋の信用格付を平成29年６月９日付で取得している。

　　　　Ｓ＆Ｐの信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関するＳ＆Ｐの現時点における意見であり、発

　　　　行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示す指標でも、信用力に対する保証でもない。またＳ＆Ｐの信

　　　　用格付は、証券の購入、売却もしくは保有を推奨するもの、または債務の市場流動性もしくは流通市場における

　　　　価格を示すものではない。

　　　　Ｓ＆Ｐは信用格付の安定性を格付分析の重要な要素として織り込んだうえで、信用格付を付与している。しかし

　　　　ながら、信用格付はさまざまな要因により変動する可能性があり、その要因には、発行体の業績や外部環境の変

　　　　化などが含まれる。

　　　　Ｓ＆Ｐは格付分析を行う際に、信頼しうると判断した情報源（発行体を含む）から提供された情報を利用してい

　　　　る。Ｓ＆Ｐは、当初の格付分析またはサーベイランスのプロセスにおいて発行体やその他の第三者から受け取っ

　　　　た情報について、監査、デュー・デリジェンス、または独自の検証を行っておらず、またその完全性や正確性を

　　　　立証する義務を負っていない。Ｓ＆Ｐに提供された情報に、不正確な情報もしくは情報の欠落、またはその両方

　　　　が含まれる可能性があり、実際に含まれる場合にはそれらが格付分析に影響を与えるおそれがある。

　　　　Ｓ＆Ｐでは、本信用格付の分析に関し、格付意見に達するのに必要な水準を満たす品質の情報が十分に備わって

　　　　いると考えている。しかしながら、Ｓ＆Ｐによる発行体格付または個別債務格付の付与をもって、Ｓ＆Ｐが格付

　　　　付与に際して利用した情報、または当該信用格付もしくは関連情報の利用により得た結果について、その正確

　　　　性、完全性または適時性が保証されると見なすべきではない。

　　　　本社債の申込期間中に本社債に関してＳ＆Ｐが公表する情報へのリンク先は、Ｓ＆Ｐのホームページ

　　　　（http://www.standardandpoors.co.jp）の「ライブラリ・規制関連」の「信用格付けの概要（S&Pグローバル・

　　　　レーティング・ジャパン株式会社）」（http://www.standardandpoors.co.jp/pcr）に掲載されている。

　　　　なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以
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　　　　下のとおり。

　　　　Ｓ＆Ｐ：電話番号　03-4550-8000

２．社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用

　　本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」という。）第66条第２号の定

　　めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第２項に定める

　　場合を除き、社債券を発行することができない。

３．期限の利益喪失に関する特約

　　当会社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。

　　(1）当会社が別記「償還の方法」欄第２項第（１）号及び第（２）号または別記「利息支払の方法」欄第１項第(１)

　　　　号ないし第(３)号の規定に違背したとき。

　　(2）当会社が本（注）４ないし本（注）６及び本（注）８の規定に違背し、社債管理者の指定する１か月を下回らな

　　　　い期間内にその履行または補正をしないとき。

　　(3）当会社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができな

　　　　いとき。

　　(4）当会社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当会社以外の社債またはその他の

　　　　借入金債務に対して当会社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすること

　　　　ができないとき。ただし、当該債務の合計額（邦貨換算後）が10億円を超えない場合は、この限りではない。

　　(5）当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において

　　　　解散（合併の場合を除く。）の決議を行ったとき。

　　(6）当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受

　　　　けたとき。

　　(7）当会社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売（公売を含む。）の申立てを受け、または滞納処

　　　　分を受けたとき、またはその他の事由により当会社の信用を害損する事実が生じたときで、社債管理者が本社債

　　　　の存続を不適当であると認めたとき。

４．社債管理者への通知

　　当会社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。

　　(1）事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。

　　(2）重要な資産の上に担保権を設定するとき。

　　(3）事業の全部または重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。

　　(4）資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転（いずれも会社法におい

　　　　て定義され、または定められるものをいう。）をしようとするとき。

５．社債管理者の調査権限

　　(1）社債管理者は、本社債の社債管理委託契約証書の定めに従い社債管理者の権限を行使し、または義務を履行する

　　　　ために必要であると認めたときは、当会社並びに当会社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書

　　　　類等に関する資料または報告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができる。

　　(2）前号の場合で、社債管理者が当会社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当会社は、これに協

　　　　力する。

６．社債管理者への事業概況等の報告

　　(1）当会社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当（会社法第454

　　　　条第５項に定める中間配当を含む。）については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当会社が、会社法

　　　　第441条第１項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。

　　(2）当会社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類の写しを、当該事業年度終了後３

　　　　か月以内に、四半期報告書の写しを当該各期間経過後45日以内に社債管理者に提出する。金融商品取引法第24条

　　　　の４の２に定める確認書及び金融商品取引法第24条の４の４に定める内部統制報告書についても上記各書類の取

　　　　扱いに準ずる。また、当会社が金融商品取引法に基づき作成する臨時報告書または訂正報告書を財務局長等に提

　　　　出した場合には遅滞なくこれを社債管理者に提出する。

　　(3）当会社は、前号に定める報告書及び確認書について金融商品取引法第27条の30の３に基づく電子開示手続を行う

　　　　場合には、電子開示手続を行った旨を社債管理者へ通知することにより、前２号に規定する書面の提出を省略す

　　　　ることができる。

７．債権者の異議手続における社債管理者の権限

　　会社法第740条第２項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第１項に掲げる債権者の

　　異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。

８．社債権者に通知する場合の公告の方法

　　本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令または契約に別段の定めがあるときを除き、当会社の定款所定

　　の電子公告（ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当会社

　　の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各１種以上の新聞紙。重複するものがあるときはこれ
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　　を省略することができる。）または社債管理者が認めるその他の方法によりこれを行う。また、社債管理者が社債権

　　者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所定の公告方法によりこれを行う。

９．社債権者集会の招集

　　(1）本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債（以下「本種類の社債」と総称する。）

　　　　の社債権者集会は当会社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の３週間前までに社債

　　　　権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本（注）８に定める方法により公告する。

　　(2）本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。

　　(3）本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当会社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)

　　　　の10分の１以上に当たる社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第１項及び第３項に定める書面を社債管

　　　　理者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当会社または社債管理者に

　　　　提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。

10．元利金の支払

　　本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則に従って

　　支払われる。

11．発行代理人及び支払代理人

　　株式会社みずほ銀行
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２【社債の引受け及び社債管理の委託】

（１）【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所
引受金額
（百万円）

引受けの条件

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 6,400
１．引受人は、本社債の

　　全額につき、共同し

　　て引受ならびに募集

　　の取扱を行い、応募

　　額がその全額に達し

　　ない場合には残額を

　　引受ける。

２．本社債の引受手数料

　　は各社債の金額100

　　円につき金30銭とす

る。

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 1,200

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
証券株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 1,200

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 600

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 600

計 － 10,000 －

 

（２）【社債管理の委託】

社債管理者の名称 住所 委託の条件

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目５番５号  本社債の社債管理手数料については、

株式会社琉球銀行 沖縄県那覇市久茂地一丁目11番１号  社債管理者に期中において年間14万円

株式会社沖縄銀行 沖縄県那覇市久茂地三丁目10番１号  を支払うこととしている。

 

３【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（百万円） 発行諸費用の概算額（百万円） 差引手取概算額（百万円）

10,000 34 9,966

 

（２）【手取金の使途】

　上記差引手取概算額9,966百万円は、平成29年度設備投資予定額23,477百万円、平成29年度長期借入金返済

予定額11,782百万円及び平成29年度社債償還予定額15,000百万円の一部として充当する予定である。

 

第２【売出要項】
　該当事項なし

 

第３【第三者割当の場合の特記事項】
　該当事項なし

 

第４【その他の記載事項】
　該当事項なし

 

第二部【公開買付けに関する情報】
　該当事項なし
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第三部【参照情報】

第１【参照書類】
　会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照

すること。

 

１【有価証券報告書及びその添付書類】

　事業年度　第44期（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）　平成28年６月30日関東財務局長に提出

 

２【四半期報告書又は半期報告書】

　事業年度　第45期第１四半期（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）　平成28年８月10日関東財務局長

に提出

　事業年度　第45期第２四半期（自　平成28年７月１日　至　平成28年９月30日）　平成28年11月９日関東財務局長

に提出

　事業年度　第45期第３四半期（自　平成28年10月１日　至　平成28年12月31日）　平成29年２月９日関東財務局長

に提出

 

３【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（平成29年６月９日）までに、金融商品取引法第24条の５

第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を平成28年７月４

日に関東財務局長に提出

 

第２【参照書類の補完情報】
　以下の内容は、上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書（以下「有価証券報告書等」とい

う。）に記載された「対処すべき課題」及び「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発

行登録追補書類提出日（平成29年６月９日）までの間において生じた変更その他の事由を反映し、その全文を一括して

記載したものであります。

　当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は以下に記載した事項を除き、本発

行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はありません。また当該将来に関する事項については、その達成

を保証するものではありません。

 

 

「対処すべき課題」

 

　文中の将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在において当社グループが判断したものである。

 

(1)当社グループの目指すべき姿及び経営の基本的方向性

　当社グループは、「総合エネルギー事業をコアとして、ビジネス・生活サポートを通した新しい価値の創造を目指

し、地域に生き、共に発展する一体感のある企業グループ」を目指していく。経営の基本的方向性として、「お客さま

のニーズを探求し、満足度の向上に尽くす」「地域社会の良き企業市民として社会的責任を果たす」「人を育み、人を

大切にする」「効率的事業運営と戦略的投資を通じて持続的成長を図る」の４つを位置付けている。

 

(2)中長期的な経営戦略

　グループの中心である電気事業においては、電力システム改革を契機に、沖縄県内においても新電力が参入し、本格

的な競争時代を迎えている。

　このような状況の下、当社グループの目指すべき姿の実現に向け、『沖電グループの中長期成長戦略』を策定し、

様々な経営課題の解決や財務目標の達成に向け、グループ一丸となって果敢に挑戦していく。

 

(3)目標とする経営指標

　当社グループは、平成28年４月に策定した『沖電グループの中長期成長戦略』において、収益性及び資本効率の向上

に係る財務目標を、以下のとおり設定している。

 

 

 

 

 

EDINET提出書類

沖縄電力株式会社(E04509)

発行登録追補書類（株券､社債券等）

7/9



 

 平成32年度 平成37年度

経　常　利　益 90億円以上 120億円以上

ROE[自己資本当期純利益率] ※ 4％以上 5％以上

自　己　資　本　比　率 30％台維持 30％台維持

　※ROE ＝ 親会社株主に帰属する当期純利益 ÷ 自己資本〔期首・期末平均〕

 

(4)経営環境及び対処すべき課題

　電力需要については、省エネの進展等により当社電力需要の伸びの鈍化が見込まれる一方、大規模都市開発計画など

で新たなエネルギー需要が期待される。地場の企業としてこれまで成熟させてきた当社グループの強みを最大限に活か

し、総合エネルギーサービスの積極的な展開およびオール電化の強力な推進により、電気とガスの更なる販売拡大を

図っていく。

　コスト面においては、これまでの既成概念にとらわれない抜本的なコスト低減策や業務効率化策を検討・実施してい

く。

　地球温暖化対策については、国のエネルギーミックス決定を踏まえ、ＣＯ２排出抑制目標の達成に向けて電気事業全

体で取り組んでいくこととしている。当社において最も有力な手段である液化天然ガス（ＬＮＧ）を燃料とした吉の浦

火力発電所の着実な運用を通して、低炭素社会の実現に向けて取り組んでいく。

　台風時における早期復旧に向けた対策や、地震・津波等の自然災害に強い設備形成など、防災・減災意識を高めた事

業運営および設備管理を徹底し、災害対策の強化に取り組んでいく。

　無事故無災害に向けた取り組みは、企業が事業活動を行う上で最も基本的な責務として、最大限の努力をもって徹底

されるべきものである。「安全」は経営の根幹であり、最優先事項であることを強く認識し、グループ・協力会社一体

となって、安全文化の浸透や安全管理の徹底に努めるとともに、当たり前のことを一つひとつ丁寧に積み重ね、エネル

ギーの安定供給という使命を果たしていく。

　また、従業員の健康を確保し、仕事と生活の調和を図るため、長時間労働の防止等、適正な労働時間管理にも徹底し

て取り組んでいく。

　電気事業以外の事業は、グループ社員一人ひとりが、果たすべき使命と役割を強く認識し、当社グループのコア事業

である総合エネルギー事業に取り組んでいくとともに、各事業の自律的な発展に向けて、グループ外売上の拡大および

収益性、資本効率の向上に資する施策の検討について取り組んでいく。また、これまでの既成概念にとらわれない抜本

的なコスト低減や業務効率化に取り組んでいく。

 

 

「事業等のリスク」

 

　当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性のある主なリスクには、以下のようなものがある。

　なお、文中における将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在において当社グループが判断したものであ

る。

 

(1)電気事業制度改革について

　平成28年４月より、沖縄地域についても本土と同様、小売全面自由化が実施されている。なお、平成32年４月には送

配電部門の一層の中立化を図るための法的分離が予定されているが、当社は小売電気事業、発電事業を営むことができ

る「認可一般送配電事業者」に位置付けられることで、引き続き発送電一貫体制を維持することになる。

　これら電力システム改革の動向により、当社グループの業績は影響を受ける可能性がある。

 

(2)環境問題への対応について

　当社は環境問題を経営の最重要課題の一つに位置付け、これまで様々な取り組みを行っており、今後とも、低炭素社

会の実現に取り組んでいく。

　今後環境規制の強化などの動向によっては、当社グループの業績は影響を受ける可能性がある。

 

(3)電気事業以外の事業について

　当社グループは、電気事業を核として建設業、IT関連事業、不動産業、ガス供給事業、再エネ事業等の事業を展開し

ている。

　当社グループの業績は、他事業者との競合の進展など事業環境の変化により、影響を受ける可能性がある。
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(4)販売電力量の変動について

　当社グループの中核事業である電気事業において、販売電力量は気象状況（気温や台風等）や景気動向、省エネル

ギーの進展、他業者との競争状況などによって変動することから、当社グループの業績はそれらの状況により影響を受

ける可能性がある。

 

(5)燃料価格の変動について

　当社グループの電気事業における主要な火力燃料は、石炭・重油・ＬＮＧであるため、燃料価格及び外国為替相場等

の動向によって燃料費は変動する。

　燃料価格及び外国為替相場の変動を電気料金へ反映させる「燃料費調整制度」があるが、燃料価格等が著しく変動し

た場合には、当社グループの業績は影響を受ける可能性がある。

 

(6)金融市場の動向について

　当社グループの有利子負債残高は、平成29年３月末時点で1,797億円であり、今後の市場金利動向や格付けの変更に

よる調達金利の変動により、当社グループの業績は影響を受ける可能性がある。

　ただし、有利子負債残高の大部分を固定金利で調達していることから、金利変動による業績への影響は限定的と考え

られる。

　また、当社グループの退職給付費用及び債務は、割引率など数理計算上で設定される前提条件や年金資産の長期期待

運用収益率に基づいて算出されている。割引率や運用利回りの変動により、当社グループの業績は影響を受ける可能性

がある。

 

(7)沖縄振興特別措置法等に基づく特別措置について

　当社は、沖縄振興特別措置法により、沖縄における電気の安定的かつ適正な供給を確保するため、資金の確保等に関

する特別措置を受けており、これと併せて、沖縄振興開発金融公庫法、同業務方法書等に基づき同公庫から最優遇金利

による融資を受けている。

　また、当社は、税法上の特別措置（固定資産税の軽減、石炭およびＬＮＧに係わる石油石炭税の免除）を受けている

が、これによる特別措置額は、お客さまに還元されている。

　当該制度が撤廃された場合、当社グループの業績は影響を受ける可能性がある。

 

(8)自然災害・トラブルの発生について

　当社グループは、お客さまに電力を安定的に供給するため、設備の点検・修繕を計画的に実施し、設備の信頼性維

持・向上に努めている。

　しかしながら、大規模な地震・津波・台風等の自然災害や設備事故等のトラブルが発生した場合には、当社グループ

の業績は影響を受ける可能性がある。

 

(9)個人情報の流出について

　当社グループが事業を行うために取得・管理しているお客さまの個人情報については、充分な対策を講じているが、

万が一、外部流出により問題が発生した場合には、当社グループの業績は影響を受ける可能性がある。

 

第３【参照書類を縦覧に供している場所】
沖縄電力株式会社　本店

（沖縄県浦添市牧港五丁目２番１号）

沖縄電力株式会社　東京支社

（東京都港区南青山一丁目15番９号（第45興和ビル６階））

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

証券会員制法人福岡証券取引所

（福岡県福岡市中央区天神二丁目14番２号）

 

第四部【保証会社等の情報】
　該当事項なし
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