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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 2,870,229 ― △124,528 ― △164,474 ― △109,366 ―

20年3月期第2四半期 2,677,128 2.8 268,292 △21.3 213,987 △25.5 21,223 △88.0

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 △81.07 ―

20年3月期第2四半期 15.73 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第2四半期 13,678,917 2,531,362 18.2 1,845.04
20年3月期 13,679,055 2,695,455 19.4 1,967.03

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  2,488,996百万円 20年3月期  2,653,762百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 35.00 ― 30.00 65.00
21年3月期 ― 30.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 30.00 60.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 6,030,000 10.0 △235,000 ― △325,000 ― △220,000 ― △163.08

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務情報等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、 
  実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準 
  適用指針第14号）を適用しております。また、当社の連結財務諸表は「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令 
  第64号）に準拠し「電気事業会計規則」（昭和40年通商産業省令第57号）に準じて作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  1,352,867,531株 20年3月期  1,352,867,531株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  3,847,844株 20年3月期  3,746,488株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  1,349,078,075株 20年3月期第2四半期  1,349,176,765株
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1株当たり当期純
利益

　　 　　　　　　百万円 　　　　　　　％　　　　　　　 　　　百万円　　　　　　　　　％　　　　　　　　　 　百万円　　　　　　　　　％　　　　　　　　　　 百万円　　　　　　　　　％　　　　   　　　　　　　 円 銭　　

通期 5,770,000 10.4 △ 280,000 △ 380,000 △ 250,000 △ 185.15

     （注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無　有

(参考) 個別業績予想

平成21年3月期の個別業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日）
(％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
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【定性的情報・財務諸表等】 
１．連結経営成績に関する定性的情報 

平成 20 年度第２四半期の売上高は、2兆 8,702 億円（単独では 2兆 7,468 億円）、経常

損益は、1,644 億円の損失（単独では 1,961 億円の損失）、四半期純損益は、1,093 億円

の損失（単独では 1,284 億円の損失）となりました。 

  

  販売電力量は、1,479 億 kWh となりました。 

内訳としては、電灯は 455 億 kWh、電力は 63億 kWh、特定規模需要は 961億 kWh となり

ました。 

 

  収入面では、電気事業において、電気料収入は 2 兆 5,821 億円となりました。これに

地帯間販売電力料や他社販売電力料などを加えた売上高は、2兆 8,702 億円（単独では 2

兆 7,468 億円）、経常収益は、2兆 9,092 億円（単独では 2兆 7,675 億円）となりました。 

 

一方、支出面では、経常費用は、3兆 737 億円（単独では 2兆 9,637 億円）となりまし

た。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期末の資産は、前年度末に比べ１億円減少し、13 兆 6,789 億円となりまし

た。これは、売掛金が増加したものの、減価償却の進行により電気事業固定資産が減少し

たことなどによるものです。 

当第２四半期末の負債は、前年度末に比べ 1,639 億円増加し、11 兆 1,475 億円となり

ました。これは、有利子負債残高が増加したことなどによるものです。 

 当第２四半期末の純資産は、前年度末に比べ 1,640 億円減少し、2兆 5,313 億円となり

ました。これは、四半期純損失を計上したことにより利益剰余金が減少したことなどによ

るものです。この結果、自己資本比率は前年度末の 19.4％から 18.2％に低下しました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成 20 年度の販売電力量については、７～９月の気温が概ね平年を上回って推移した

ことによる冷房需要の増加などにより、平成 20 年７月に公表した想定値（2,962 億 kWh）

を上回る 2,967 億 kWh（前年度比 0.2％減）を見込んでおります。 
 

売上高については、電気事業において、販売電力量が増加するものの、燃料費調整額の

特別措置の影響などにより、前回公表した想定値（連結：6 兆 500 億円程度、単独：5 兆

8,000 億円程度）を連結で 6兆 300 億円程度、単独で 5兆 7,700 億円程度に変更い
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たしました。 
 

一方、費用面では、電気事業において、原油価格の下落などにより、燃料費の減少が見

込まれます。 
 

これらにより、経常損益は、前回公表した想定値（損失として、連結：4,250 億円程度、

単独：4,800 億円程度）を変更し、損失として、連結で 3,250 億円程度、単独で 3,800

億円程度になるものと見込んでおります。 

また、当期純損益は、前回公表した想定値（損失として、連結：2,800 億円程度、単独：

3,100 億円程度）を変更し、損失として、連結で 2,200 億円程度、単独で 2,500億円程度

になるものと考えております。 
 
 

＜連結＞ 

売 上 高  6 兆  300 億円程度（前回発表予想：6兆  500億円程度） 
 経 常 損 益     △3,250 億円程度（前回発表予想：  △4,250 億円程度） 

 当 期純損益     △2,200 億円程度（前回発表予想：  △2,800 億円程度） 

 

＜単独＞ 

 売 上 高   5 兆 7,700 億円程度（前回発表予想：5兆 8,000 億円程度） 

 経 常 損 益     △3,800 億円程度（前回発表予想：  △4,800 億円程度） 

 当 期純損益     △2,500 億円程度（前回発表予想：  △3,100 億円程度） 

 
（注）通期の収支見通しについては、柏崎刈羽原子力発電所の運転計画について、依然と

してお示しできる状況にないことから、前回同様、今年度内は全号機停止している

ことを前提として算定しております。 
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〔主要諸元表（単独）〕 

 20年度 

（今回見通し） 

20年度 

（前回見通し） 

販 売 電 力 量 

（対前年度増減） 

2,967億kWh 

（0.2％減） 

2,962億kWh 

（0.4％減） 

原 油 価 格 (全 日 本 CI F ) 110㌦／ﾊﾞｰﾚﾙ程度 125㌦／ﾊﾞｰﾚﾙ程度 

為替レート（ｲﾝﾀｰﾊﾞﾝｸ） 106円／㌦ 程度 105円／㌦ 程度 

原 子 力 設 備 利 用 率 44％程度(注) 43％程度(注) 

出 水 率 100％程度 100％程度 

 
(注) 柏崎刈羽原子力発電所が今年度内において全号機停止していることを前提とした試算値。 

 
 

４．その他 

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

   該当事項はありません。 

 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

   該当事項はありません。 

 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12号）及

び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号）を

適用しております。また、当社の連結財務諸表は「四半期連結財務諸表の用語、様式及

び作成方法に関する規則」（平成 19 年内閣府令第 64 号、以下「四半期連結財務諸表規

則」という）に準拠し「電気事業会計規則」（昭和 40 年通商産業省令第 57 号）に準じ

て作成しております。 
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（重要な資産の評価基準及び評価方法の変更） 

たな卸資産 

たな卸資産は、主として、総平均法による原価法によっていましたが、第１四半期連

結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成 18年

７月５日）が適用されたことに伴い、収益性の低下に基づく簿価切下げを行う総平均法

による原価法により算定しております。なお、この会計基準の適用に伴う当第２四半期

連結累計期間の影響は軽微であります。 

 

（重要なリース取引の処理方法の変更） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース

取引は、従来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっていましたが、「リ

ース取引に関する会計基準」（企業会計基準第 13号 平成 19 年３月 30日改正）及び「リ

ース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 16 号 平成 19 年３

月 30 日改正）が平成 20 年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸

表から適用できることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間から同会計基準及

び同適用指針を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

この会計基準及び適用指針の適用に伴う当第２四半期連結累計期間の影響は軽微で

あります。 

なお、リース取引開始日が当連結会計年度開始前のリース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に

関する当面の取扱い」（実務対応報告第 18号 平成 18 年５月 17日）が適用されたこと

に伴い、連結上必要な調整を行うこととしております。 

なお、同取扱いの適用により連結上調整が必要となる重要な項目はないことから、調

整を行っておりません。このため、この取扱いの適用による当第２四半期連結累計期間

の影響はありません。 
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５．四半期連結財務諸表  
（１）四半期連結貸借対照表 

   

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

固定資産 12,603,958 12,697,550 

電気事業固定資産 8,222,745 8,351,375 

水力発電設備 780,381 800,542 

汽力発電設備 1,122,278 1,113,932 

原子力発電設備 659,116 676,701 

送電設備 2,317,279 2,370,923 

変電設備 915,515 941,022 

配電設備 2,224,491 2,243,397 

業務設備 178,709 180,547 

その他の電気事業固定資産 24,972 24,306 

その他の固定資産 540,642 532,584 

固定資産仮勘定 634,442 659,639 

建設仮勘定及び除却仮勘定 634,442 659,639 

核燃料 914,350 921,845 

装荷核燃料 145,696 152,736 

加工中等核燃料 768,653 769,108 

投資その他の資産 2,291,776 2,232,104 

長期投資 624,020 646,386 

使用済燃料再処理等積立金 529,144 517,942 

繰延税金資産 534,755 461,737 

その他 604,463 606,570 

貸倒引当金（貸方） △607 △531 

流動資産 1,074,959 981,505 

現金及び預金 174,560 154,625 

受取手形及び売掛金 480,540 388,705 

たな卸資産 269,943 182,181 

繰延税金資産 35,386 34,760 

その他 118,121 224,242 

貸倒引当金（貸方） △3,593 △3,010 

合計 13,678,917 13,679,055 
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成20年３月31日) 

負債及び純資産の部   

固定負債 8,857,618 8,602,627 

社債 4,837,652 4,697,415 

長期借入金 1,593,165 1,458,826 

退職給付引当金 420,797 430,930 

使用済燃料再処理等引当金 1,240,903 1,243,524 

使用済燃料再処理等準備引当金 23,959 20,524 

原子力発電施設解体引当金 482,218 475,170 

災害損失引当金 149,718 164,528 

その他 109,201 111,707 

流動負債 2,272,630 2,363,566 

1年以内に期限到来の固定負債 783,686 847,180 

短期借入金 385,088 382,223 

支払手形及び買掛金 418,075 390,726 

未払税金 59,378 58,216 

子会社事業整理損失引当金 1,600 1,600 

その他 624,800 683,618 

特別法上の引当金 17,305 17,406 

渇水準備引当金 17,305 17,406 

負債合計 11,147,555 10,983,600 

株主資本 2,476,026 2,626,188 

資本金 676,434 676,434 

資本剰余金 19,135 19,126 

利益剰余金 1,787,942 1,937,814 

自己株式 △7,486 △7,187 

評価・換算差額等 12,970 27,574 

その他有価証券評価差額金 28,400 37,527 

繰延ヘッジ損益 △10,731 △12,895 

土地再評価差額金 △3,651 △3,647 

為替換算調整勘定 △1,046 6,589 

少数株主持分 42,365 41,692 

純資産合計 2,531,362 2,695,455 

合計 13,678,917 13,679,055 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 
          

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(平成20年４月１日から 
 平成20年９月30日まで) 

営業収益 2,870,229 

電気事業営業収益 2,709,044 

その他事業営業収益 161,185 

営業費用 2,994,757 

電気事業営業費用 2,844,276 

その他事業営業費用 150,480 

営業損失（△） △124,528 

営業外収益 39,061 

受取配当金 6,355 

受取利息 10,806 

持分法による投資利益 11,230 

その他 10,668 

営業外費用 79,007 

支払利息 69,805 

その他 9,201 

四半期経常収益合計 2,909,290 

四半期経常費用合計 3,073,765 

経常損失（△） △164,474 

渇水準備金引当又は取崩し △100 

渇水準備引当金取崩し（貸方） △100 

税金等調整前四半期純損失（△） △164,373 

法人税、住民税及び事業税 10,079 

法人税等調整額 △67,478 

法人税等合計 △57,399 

少数株主利益 2,392 

四半期純損失（△） △109,366 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書  
      

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(平成20年４月１日から 
 平成20年９月30日まで) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △164,373 

減価償却費 381,786 

核燃料減損額 16,689 

固定資産除却損 10,048 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10,132 

使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） △2,621 

使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減
少）

3,434 

原子力発電施設解体引当金の増減額（△は減少） 7,048 

災害損失引当金の増減額（△は減少） △14,784 

受取利息及び受取配当金 △17,162 

支払利息 69,805 

使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） △11,202 

長期前払費用の増減額（△は増加） 12,743 

売上債権の増減額（△は増加） △92,167 

たな卸資産の増減額（△は増加） △94,587 

仕入債務の増減額（△は減少） 45,148 

その他 △12,023 

小計 127,651 

利息及び配当金の受取額 16,012 

利息の支払額 △70,604 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 81,643 

営業活動によるキャッシュ・フロー 154,702 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

固定資産の取得による支出 △326,692 

工事負担金等受入による収入 4,952 

投融資による支出 △6,216 

投融資の回収による収入 1,523 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△702 

その他 △5,985 

投資活動によるキャッシュ・フロー △333,120 
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（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(平成20年４月１日から 
 平成20年９月30日まで) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

社債の発行による収入 458,684 

社債の償還による支出 △386,610 

長期借入れによる収入 264,305 

長期借入金の返済による支出 △124,950 

短期借入れによる収入 460,861 

短期借入金の返済による支出 △457,615 

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 870,000 

コマーシャル・ペーパーの償還による支出 △850,000 

配当金の支払額 △40,435 

その他 △1,168 

財務活動によるキャッシュ・フロー 193,072 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,380 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 13,274 

現金及び現金同等物の期首残高 125,147 

現金及び現金同等物の四半期末残高 138,422 
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 　 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基

　準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、当社の連結財務諸表は「四半期連結財務諸表

　規則」に準拠し「電気事業会計規則」（昭和40年通商産業省令第57号）に準じて作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

    該当事項はありません。

（５）セグメント情報

 １．事業の種類別セグメント情報

   当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで） （単位：百万円）

売　　　上　　　高

 （１）外部顧客に対する売上高  2,709,044  21,501  104,608  26,698  8,376  2,870,229 －              2,870,229

 2,709,326  43,287  200,242  65,252  8,870  3,026,980 △  156,750  2,870,229

△ 138,570   1,948   5,701   3,521   1,399 △ 125,999  1,471 △ 124,528 

(注) １．事業区分の方法

　　　　 事業活動における業務の種類を勘案して区分しております。

　　 ２．各区分に属する主要な製品の名称又は事業の内容等

　電気事業 　電気の供給

　情報通信事業 　電気通信事業、コンピュータ機器による情報処理、コンピュータのソフトウェアの開発及び保守、有線テレビジョン放送事業、

　コンピュータ・電気通信設備等の設置場所賃貸及び保守・管理・運営

　エネルギー・環境事業 　ガス供給事業、エネルギー設備サービス事業、発電設備等の補修工事、環境保全設備等の運転・保守、送電・変電設備等の保守、

　　 　配電設備の設計・保守、原油及び石油製品の販売、電力量計の修理・調整、熱供給事業、貨物自動車運送事業　　

  住環境・生活関連事業 　不動産の賃貸借・管理、展示館・ショウルーム等の運営・管理

　海外事業 　海外コンサルティング事業、海外事業への投資、海外における発電事業　

 ２．所在地別セグメント情報

   当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）

 　  全セグメントの売上高の合計に占める本邦の割合が90％超であるため、四半期連結財務諸表規則第15条第２項に基づき

 　その記載を省略しております。

 ３．海外売上高

　 当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）

　   海外売上高の合計は、連結売上高の10％未満であるため、四半期連結財務諸表規則第15条第３項に基づきその記載を省

　 略しております。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

    該当事項はありません。

事　　　業　　　の　　　内　　　容

 95,634 －              156,750 38,553 281  493

電気事業

 156,750

情報通信事業 海外事業 消去又は全社計
エネルギ－・

環境事業

△

連　　結
住環境・

生活関連事業

事　業　区　分

計

 （２）セグメント間の内部売上高
　　　又は振替高

 21,786

営業利益又は営業損失(△)
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「参考資料」
　１．連結
 　（１）前中間連結損益計算書
　　　　　　　

電気事業営業収益

その他事業営業収益

電気事業営業費用

その他事業営業費用

受取配当金

受取利息

子会社株式売却益 2,865

その他

支払利息

持分法による投資損失

その他

渇水準備引当金取崩し（貸方）

175,145

財産偶発損 419

災害特別損失 161,083

関係会社支援損 13,642

（単位：百万円）

　　　　(平成19年４月１日から

2,677,128

2,525,676

151,451

 　　　　平成19年９月30日まで)

2,408,835

2,270,076

268,292

27,606

8,946

7,346

2,555

8,447

△2,669

81,912

72,349

7,006

2,704,735

21,223

　　　　　前中間連結会計期間

138,759

41,510

25,270

△6,785

1,803

2,490,747

213,987

△2,669

中間経常収益合計

中間経常費用合計

中間経常利益

中間純利益

法人税、住民税及び事業税

渇水準備金引当又は取崩し

税金等調整前中間純利益

法人税等調整額

少数株主利益

特別損失

営業収益

営業費用

営業利益

営業外収益

営業外費用
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 （２）前中間連結キャッシュ・フロー計算書　

営業活動によるキャッシュ・フロー

 　税金等調整前中間純利益

 　減価償却費

　 核燃料減損額

　 固定資産除却損

　 退職給付引当金の増減額（△は減少）

　 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少）

　 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減

　 少）

　 原子力発電施設解体引当金の増減額（△は減少）

　 災害損失引当金の増減額（△は減少）

　 受取利息及び受取配当金

　 支払利息

　 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加）

　 長期前払費用の増減額（△は増加）

　 売上債権の増減額（△は増加）

　 仕入債務の増減額（△は減少）

　 その他

　 小計

　 利息及び配当金の受取額

　 利息の支払額

　 法人税等の支払額

　 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

　 固定資産の取得による支出

　 工事負担金等受入による収入

　 投融資による支出

　 投融資の回収による収入

 　連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

 　支出

 　連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

　 収入

 　連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による

 　支出

 　連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による

　 収入

　 その他

　 投資活動によるキャッシュ・フロー

（単位：百万円）

　　　　前中間連結会計期間
　　　(平成19年４月１日から
　　　 平成19年９月30日まで)

41,510

385,713

19,416

8,770

△20,600

△35,466

6,738

2,110

160,950

△16,293

72,349

△12,408

△109,488

△70,887

93,360

10,325

349,778

△317,376

536,102

13,602

△73,370

△126,556

37,129

△314,674

3,895

△47,350

4,779

△630

2,391

△830

3,316
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財務活動によるキャッシュ・フロー

　 社債の発行による収入

　 社債の償還による支出

　 長期借入れによる収入

　 長期借入金の返済による支出

　 短期借入れによる収入

　 短期借入金の返済による支出

　 コマーシャル・ペーパーの発行による収入

　 コマーシャル・ペーパーの償還による支出

　 配当金の支払額

　 その他

　 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 113,926

現金及び現金同等物の中間期末残高 166,007

△53,849

△1,091

1,662

52,080

（単位：百万円）

　　　(平成19年４月１日から
　　　　前中間連結会計期間

15,314

△460,580

882,000

△812,000

△404,210

113,591

△111,284

463,967

　　　 平成19年９月30日まで)

398,773
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　１．事業の種類別セグメント情報

   前中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで） （単位：百万円）

 （１）外部顧客に対する売上高  2,525,676  46,411  65,994  29,343  9,702  2,677,128 －              2,677,128

 2,525,975  69,105  166,706  69,292  10,116  2,841,196 △ 164,067  2,677,128

 2,279,581  68,675  158,359  61,714  6,718  2,575,049 △ 166,213  2,408,835

  246,393   430   8,346   7,578   3,397   266,146   2,146   268,292

（注）１．事業区分の方法

　　　　　事業活動における業務の種類を勘案して区分している。

　　　２．各区分に属する主要な製品の名称又は事業の内容等

　電気事業 　電気の供給

　情報通信事業 　電気通信事業、コンピュータ機器による情報処理、コンピュータのソフトウェアの開発及び保守、有線テレビジョン放送事業、

　コンピュータ・電気通信設備等の設置場所賃貸及び保守・管理・運営

　エネルギー・環境事業 　ガス供給事業、発電設備等の補修工事、環境保全設備等の運転・保守、送電・変電設備等の保守、配電設備の設計・保守、

　　 　原油及び石油製品の販売、電力量計の修理・調整、熱供給事業、貨物自動車運送事業　　

  住環境・生活関連事業 　不動産の賃貸借・管理、展示館・ショウルーム等の運営・管理

　海外事業 　海外コンサルティング事業、海外事業への投資、海外における発電事業　

　２．所在地別セグメント情報

    前中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）

      全セグメントの売上高の合計に占める本邦の割合が90％超であるため、中間連結財務諸表規則第14条第２項に

 　 基づきその記載を省略している。

　３．海外売上高

    前中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）

      海外売上高の合計は、連結売上高の10％未満であるため、中間連結財務諸表規則第14条第３項に基づきその記

    載を省略している。

 39,948 22,694  100,711

事　業　区　分 事　　　業　　　の　　　内　　　容

売 上 高

 （２）セグメント間の内部売上高
　　　又は振替高

営 業 利 益

－             

計

営 業 費 用

 413 △ 164,067  164,067 298

（３）セグメント情報

連　　結
住環境・

生活関連事業
電気事業 情報通信事業 海外事業 消去又は全社計

エネルギ－・
環境事業
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２．個別

（１）四半期貸借対照表

（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末 前事業年度末
（平成20年９月30日） （平成20年３月31日）

資産の部

固定資産 12,119,589 12,249,631

電気事業固定資産 8,288,320 8,416,028

水力発電設備 770,953 791,421

汽力発電設備 1,125,012 1,116,570

原子力発電設備 662,151 679,484

内燃力発電設備 11,000 11,551

送電設備 2,328,137 2,381,690

変電設備 922,681 948,429

配電設備 2,275,411 2,293,329

業務設備 178,975 180,766

貸付設備 13,996 12,785

附帯事業固定資産 70,739 71,151

事業外固定資産　　 4,250 4,095

固定資産仮勘定 545,288 595,048

建設仮勘定 536,829 585,065

除却仮勘定 8,458 9,983

核燃料 915,955 923,961

装荷核燃料 147,141 154,373

加工中等核燃料 768,814 769,588

投資その他の資産 2,295,035 2,239,347

長期投資 574,018 591,889

関係会社長期投資 513,347 510,327

使用済燃料再処理等積立金 529,144 517,942

長期前払費用 184,267 196,763

繰延税金資産 494,852 423,015

貸倒引当金（貸方） △596 △590

流動資産 904,554 808,099

現金及び預金 81,196 67,959

売掛金 449,909 357,951

諸未収入金 43,457 44,914

貯蔵品 234,819 146,799

前払金 1,208 4,714

前払費用 3,004 952

関係会社短期債権 22,137 13,976

繰延税金資産 29,483 29,126

雑流動資産 42,855 144,626

貸倒引当金（貸方） △3,518 △2,922

合計 13,024,144 13,057,731
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（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末 前事業年度末
（平成20年９月30日） （平成20年３月31日）

負債及び純資産の部

固定負債 8,601,299 8,350,515

社債 4,836,322 4,694,475

長期借入金 1,421,345 1,294,706

長期未払債務 26,739 26,737

リース債務 12 -                         

関係会社長期債務 28,393 25,211

退職給付引当金 372,338 384,786

使用済燃料再処理等引当金 1,240,903 1,243,524

使用済燃料再処理等準備引当金 23,959 20,524

原子力発電施設解体引当金 482,218 475,170

災害損失引当金 149,718 164,503

雑固定負債 19,347 20,874

流動負債 2,200,239 2,307,205

１年以内に期限到来の固定負債 752,701 822,367

短期借入金 348,000 348,000

コマーシャル・ペーパー 315,000 295,000

買掛金 398,580 369,832

未払金 50,044 86,259

未払費用 124,621 147,584

未払税金 49,685 48,354

預り金 3,824 3,754

関係会社短期債務 114,631 143,577

諸前受金 30,774 29,950

子会社事業整理損失引当金 1,600 1,600

雑流動負債 10,774 10,924

特別法上の引当金 17,205 17,310

渇水準備引当金 17,205 17,310

負債合計 10,818,744 10,675,031

株主資本 2,181,259 2,350,552

資本金 676,434 676,434

資本剰余金 19,135 19,126

資本準備金 19,014 19,014

その他資本剰余金 121 112

利益剰余金 1,492,587 1,661,590

利益準備金 169,108 169,108

その他利益剰余金 1,323,479 1,492,482

海外投資等損失準備金 213 220

特定災害防止準備金 48 48

原価変動調整積立金 -                         295,200

別途積立金 1,270,000 1,270,000

繰越利益剰余金 53,217 △72,986

自己株式 △6,898 △6,599

評価・換算差額等 24,139 32,148

その他有価証券評価差額金 24,139 32,140

繰延ヘッジ損益 -                         8

純資産合計 2,205,399 2,382,700

合計 13,024,144 13,057,731

（注）　この四半期貸借対照表は、「四半期財務諸表等規則」及び「電気事業会計規則」に準拠して作成しておりますが、法定開示における
　　　　レビュー対象ではありません。
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（２）当第２四半期損益計算書

（単位：百万円）

当第２四半期累計期間
（ 平成20年４月１日から
平成20年９月30日まで ）

営業収益

電気事業営業収益

電灯料

電力料

地帯間販売電力料

他社販売電力料

託送収益

事業者間精算収益

電気事業雑収益

貸付設備収益

附帯事業営業収益

エネルギー設備サービス事業営業収益

不動産賃貸事業営業収益

ガス供給事業営業収益

その他附帯事業営業収益

営業費用

電気事業営業費用

水力発電費

汽力発電費

原子力発電費

内燃力発電費

地帯間購入電力料

他社購入電力料

送電費

変電費

配電費

販売費

貸付設備費

一般管理費

電源開発促進税

事業税

電力費振替勘定（貸方）

附帯事業営業費用

エネルギー設備サービス事業営業費用

不動産賃貸事業営業費用

ガス供給事業営業費用

その他附帯事業営業費用

営業損失（△）

営業外収益

財務収益

受取配当金

受取利息

事業外収益

固定資産売却益

雑収益

営業外費用

財務費用

支払利息

株式交付費

社債発行費

事業外費用

固定資産売却損

雑損失

四半期経常収益合計

四半期経常費用合計

経常損失（△）

渇水準備金引当又は取崩し

渇水準備引当金取崩し（貸方）

税引前四半期純損失（△）

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

法人税等合計

四半期純損失（△）

（注）　この四半期損益計算書は、「四半期財務諸表等規則」及び「電気事業会計規則」に準拠して作成しておりますが、法定開示における
　　　　レビュー対象ではありません。

30,734

2,848,213

185,355

2,246

244,522

9,008

72,878

42,613

△144,022

20,712

37,347

2,782

6,074

△128,492

15,082

5,630

340

5,289

68,308

2

1,315

△196,188

66,991

2,963,706

4,570

34

△67,609

4,535

2,767,518

18

△104

△104

△196,083

2,746,805

2,709,306

37,498

2,890,827

1,031,325

1,550,794

59,774

981

24,894

1,612

22,768

17,944

193

△140

3,776

31,318

1,422

151,854

57,437

93,668

△67,590

1,334

45,287

1,310,765

216,678

5,613

110,726

311,500

81,962

1,149
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（３）前中間損益計算書

（単位：百万円）

前中間会計期間
（ 平成19年４月１日から
平成19年９月30日まで ）

営業収益

電気事業営業収益

電灯料

電力料

地帯間販売電力料

他社販売電力料

託送収益

事業者間精算収益

電気事業雑収益

貸付設備収益

附帯事業営業収益

エネルギー設備サービス事業営業収益

電気通信事業営業収益

不動産賃貸事業営業収益

ガス供給事業営業収益

その他附帯事業営業収益

営業費用

電気事業営業費用

水力発電費

汽力発電費

原子力発電費

内燃力発電費

地帯間購入電力料

他社購入電力料

送電費

変電費

配電費

販売費

貸付設備費

一般管理費

電源開発促進税

事業税

電力費振替勘定（貸方）

附帯事業営業費用

エネルギー設備サービス事業営業費用

電気通信事業営業費用

不動産賃貸事業営業費用

ガス供給事業営業費用

その他附帯事業営業費用

営業利益

営業外収益

財務収益

受取配当金

受取利息

事業外収益

固定資産売却益

為替差益

雑収益

営業外費用

財務費用

支払利息

株式交付費

社債発行費

事業外費用

固定資産売却損

雑損失

中間経常収益合計

中間経常費用合計

中間経常利益

渇水準備金引当又は取崩し

渇水準備引当金取崩し（貸方）

財産偶発損

災害特別損失

関係会社支援損

税引前中間純利益

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

中間純利益

994

47,927

860,675

239,472

2,036

135,671

227,547

87,262

1,406

26,130

18,137

318

8,258

2,565,623

2,549,142

2,525,967

23,174

2,300,954

975,224

1,427,559

53,702

23,488

8,425

166

5,715

5,235

78,678

69,024

△8,511

6,353

10,951

5,529

110

4,933

70,252

1

1,226

185,990

△108

21,038

248,187

16,480

886

2,495

16,601

484

2,379,632

17,833

△2,666

△2,666

15,674

11,479

792

3,070

17,561

1,366

197,400

59

384

2,312

41,019

57,481

28,934

253,414

98,868

2,279,916

特別損失 172,982

419

161,083
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20年度第２四半期 19年度第２四半期

( 億円 ) ( 億円 ) ( 億円 ) ( ％ )

（　売　上　高　） ( 27,468 ) ( 25,491 ) ( 1,976 ) ( 107.8 )

電 灯 料 10,313 9,752 561 105.8

電 力 料 15,507 14,275 1,232 108.6

小　　　計 25,821 24,027 1,793 107.5

そ の 他 1,853 1,628 225 113.9

計 27,675 25,656 2,018 107.9

人 件 費 2,319 1,087 1,231 213.2

燃 料 費 11,665 7,288 4,376 160.0

修 繕 費 1,871 2,125 △ 254 88.0

減 価 償 却 費 3,585 3,632 △ 47 98.7

購 入 電 力 料 4,222 3,632 590 116.2

支 払 利 息 669 690 △ 20 97.1

租 税 公 課 1,814 1,802 12 100.7

原子力ﾊﾞｯｸｴﾝﾄﾞ費用 593 598 △ 5 99.0

そ の 他 2,896 2,936 △ 40 98.6

計 29,637 23,796 5,840 124.5

△ 1,961 1,859 △ 3,821 -

△ 1 △ 26 25 3.9

- 1,729 △ 1,729 -

△ 1,960 156 △ 2,117 -

△ 675 93 △ 769 -

△ 1,284 63 △ 1,348 -

（注1）億円未満を切り捨てて表示しております。

（注2）四半期報告制度の導入により、20年度第２四半期は、一部の会計処理が変更となっており

　　　  ますが、差引での比較を、参考としてお示ししております。

特 別 損 失

　平成20年４月１日～
　平成20年９月30日

渇 水 準 備 金

（Ａ）－（Ｂ） （Ａ）／（Ｂ）
（Ａ） （Ｂ）

項　　　　　　目
　平成19年４月１日～
　平成19年９月30日

収　 　支　　 比 　　較　　 表　（ 当　社　単　独 ）

四 半 期 純 損 益

比　　較　（参　考）

経

常

収

益

経 常 損 益

法 人 税 等

税引前四半期純損益

経
　
　
常
　
　
費
　
　
用
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石 炭 ( 千t ) 1,619 1,443 112.2

重 油 ( 千kl ) 3,435 2,970 115.6

原 油 ( 千kl ) 1,520 1,047 145.2

Ｌ Ｎ Ｇ ( 千t ) 9,492 9,675 98.1

Ｌ Ｐ Ｇ ( 千t ) 122 225 54.0

石 炭 ( 円/t ) 12,249 9,442 129.7

重 油 ( 円/kl ) 85,673 58,174 147.3

原 油 ( 円/kl ) 79,377 57,501 138.0

Ｌ Ｎ Ｇ ( 円/t ) 70,324 43,843 160.4

Ｌ Ｐ Ｇ ( 円/t ) 59,762 44,824 133.3

石 炭 ( 百万円 ) 19,829 13,622 145.6

重 油 ( 百万円 ) 294,281 172,803 170.3

原 油 ( 百万円 ) 120,689 60,192 200.5

Ｌ Ｎ Ｇ ( 百万円 ) 667,492 424,180 157.4

Ｌ Ｐ Ｇ ( 百万円 ) 7,268 10,086 72.1

（注）百万円未満を切り捨てて表示しております。

消 費 量

消費単価

燃 料 費

燃  料  関  係  比  較  表

19年度
第２四半期
累計期間

20年度
第２四半期
累計期間

前年同期比(%)項　　　　　目
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