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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 4,251,215 ― △136,314 ― △199,035 ― △137,798 ―

20年3月期第3四半期 3,971,889 2.4 227,538 △53.4 157,256 △62.2 △3,094 ―

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3四半期 △102.14 ―

20年3月期第3四半期 △2.29 ―

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3四半期 13,713,613 2,442,557 17.5 1,779.48
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3四半期  2,400,461百万円 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 5,960,000 8.8 45,000 △67.0 △50,000 ― △45,000 ― △33.36

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・財務諸表等】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． 連結業績予想に関する事項につきましては、本日平成21年１月30日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
２． 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。 
３． 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3四半期  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3四半期  3,898,827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3四半期  1,349,055,023株 20年3月期第3四半期  1,349,161,206株

－１－



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 5,710,000 9.3 5,000 △ 94.7 △ 100,000 △ 70,000 △ 51.84

     （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３四半期の売上高は、4 兆 2,512 億円（単独では 4 兆 698 億円）、経常損

益は、1,990 億円の損失（単独では 2,448 億円の損失）、四半期純損益は、1,377 億円の

損失（単独では 1,648 億円の損失）となりました。 

  

  販売電力量は、2,172 億 kWh となりました。 

内訳としては、電灯は 679 億 kWh、電力は 88 億 kWh、特定規模需要は 1,404 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 3 兆 8,200 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、4 兆 2,512 億円（単独では  

4 兆 698 億円）、経常収益は、4 兆 3,062 億円（単独では 4 兆 1,013 億円）となりました。 

 

一方、支出面では、経常費用は、4兆 5,052 億円（単独では 4 兆 3,461 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３四半期末の資産は、前年度末に比べ 345 億円増加し、13 兆 7,136 億円となりま

した。 

当第３四半期末の負債は、前年度末に比べ 2,874 億円増加し、11 兆 2,710 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３四半期末の純資産は、前年度末に比べ 2,528 億円減少し、2兆 4,425 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 17.5％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、景気悪化による特定規模需要の減少などを織り

込み、平成 20 年 10 月に公表した想定値（2,967 億 kWh）を下回る 2,924 億 kWh（前年度

比 1.7％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減少することなどから、前回公表し

た想定値（連結：6 兆 300 億円程度、単独：5 兆 7,700 億円程度）を連結で 5 兆 9,600

億円程度、単独で 5兆 7,100 億円程度に変更いたしました。 
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一方、費用面では、電気事業において、前回公表した見通しより、為替レートの円高化

が進んだことや原油価格が下落したことなどにより、燃料費の減少が見込まれます。 
 

以上により、経常損益は、前回公表した想定値（損失として、連結：3,250 億円程度、

単独：3,800 億円程度）を変更し、損失として、連結で 500 億円程度、単独で 1,000

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：2,200 億円程度、単独：

2,500 億円程度）を変更し、損失として、連結で 450 億円程度、単独で 700 億円程度にな

るものと見込んでおります。 
 
 

＜連結＞ 

売 上 高  5 兆 9,600 億円程度（前回発表予想：6 兆  300 億円程度） 

 経 常 損 益     △  500 億円程度（前回発表予想：  △3,250 億円程度） 

 当 期 純 損 益     △  450 億円程度（前回発表予想：  △2,200 億円程度） 

 

＜単独＞ 

 売 上 高   5 兆 7,100 億円程度（前回発表予想：5 兆 7,700 億円程度） 

 経 常 損 益     △1,000 億円程度（前回発表予想：  △3,800 億円程度） 

 当 期 純 損 益     △  700 億円程度（前回発表予想：  △2,500 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） 

2,924億kWh 

（1.7％減） 

2,967億kWh 

（0.2％減） 

原 油 価 格 (全 日 本 CI F ) 91㌦／ﾊﾞｰﾚﾙ程度 110㌦／ﾊﾞｰﾚﾙ程度

為替レート（ｲﾝﾀｰﾊﾞﾝｸ） 101円／㌦ 程度 106円／㌦ 程度 

原 子 力 設 備 利 用 率 44％程度(注) 44％程度(注) 

出 水 率 95％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３四半期

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３四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３四半期連結累計期間

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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 12,617,423 12,697,550

電気事業固定資産 8,140,195 8,351,375

水力発電設備 770,309 800,542

汽力発電設備 1,091,895 1,113,932

原子力発電設備 643,816 676,701

送電設備 2,299,267 2,370,923

変電設備 903,719 941,022

配電設備 2,218,519 2,243,397

業務設備 189,182 180,547

その他の電気事業固定資産 23,486 24,306

その他の固定資産 527,729 532,584

固定資産仮勘定 705,447 659,639

建設仮勘定及び除却仮勘定 705,447 659,639

核燃料 919,904 921,845

装荷核燃料 149,807 152,736

加工中等核燃料 770,097 769,108

投資その他の資産 2,324,146 2,232,104

長期投資 606,327 646,386

使用済燃料再処理等積立金 567,091 517,942

繰延税金資産 568,850 461,737

その他 582,457 606,570

貸倒引当金（貸方） △580 △531

流動資産 1,096,189 981,505

現金及び預金 305,983 154,625

受取手形及び売掛金 411,909 388,705

たな卸資産 209,482 182,181

繰延税金資産 21,640 34,760

その他 150,463 224,242

貸倒引当金（貸方） △3,290 △3,010

合計 13,713,613 13,679,055
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 9,015,162 8,602,627

社債 4,897,651 4,697,415

長期借入金 1,686,203 1,458,826

退職給付引当金 425,576 430,930

使用済燃料再処理等引当金 1,233,771 1,243,524

使用済燃料再処理等準備引当金 25,434 20,524

原子力発電施設解体引当金 485,502 475,170

災害損失引当金 151,987 164,528

その他 109,034 111,707

流動負債 2,243,498 2,363,566

1年以内に期限到来の固定負債 702,292 847,180

短期借入金 418,419 382,223

支払手形及び買掛金 283,761 390,726

未払税金 70,798 58,216

子会社事業整理損失引当金 1,600 1,600

その他 766,626 683,618

特別法上の引当金 12,394 17,406

渇水準備引当金 12,394 17,406

負債合計 11,271,056 10,983,600

株主資本 2,406,976 2,626,188

資本金 676,434 676,434

資本剰余金 19,143 19,126

利益剰余金 1,719,048 1,937,814

自己株式 △7,649 △7,187

評価・換算差額等 △6,514 27,574

その他有価証券評価差額金 21,634 37,527

繰延ヘッジ損益 △15,313 △12,895

土地再評価差額金 △3,696 △3,647

為替換算調整勘定 △9,138 6,589

少数株主持分 42,095 41,692

純資産合計 2,442,557 2,695,455

合計 13,713,613 13,679,055
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 
          

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(平成20年４月１日から 
 平成20年12月31日まで) 

営業収益 4,251,215

電気事業営業収益 4,008,422

その他事業営業収益 242,792

営業費用 4,387,529

電気事業営業費用 4,164,217

その他事業営業費用 223,311

営業損失（△） △136,314

営業外収益 55,020

受取配当金 10,300

受取利息 15,129

持分法による投資利益 15,005

その他 14,585

営業外費用 117,741

支払利息 105,850

その他 11,890

四半期経常収益合計 4,306,235

四半期経常費用合計 4,505,271

経常損失（△） △199,035

渇水準備金引当又は取崩し △5,012

渇水準備引当金取崩し（貸方） △5,012

特別損失 11,054

財産偶発損 291

災害特別損失 10,763

税金等調整前四半期純損失（△） △205,077

法人税、住民税及び事業税 14,837

法人税等調整額 △85,733

法人税等合計 △70,895

少数株主利益 3,616

四半期純損失（△） △137,798
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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３四半期連結累計期間 
(平成20年４月１日から 
 平成20年12月31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（△） △205,077

減価償却費 561,564

核燃料減損額 24,207

固定資産除却損 14,834

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,353

使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） △9,753

使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減
少）

4,910

原子力発電施設解体引当金の増減額（△は減少） 10,331

災害損失引当金の増減額（△は減少） △12,540

受取利息及び受取配当金 △25,430

支払利息 105,850

持分法による投資損益（△は益） △15,005

使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） △49,148

長期前払費用の増減額（△は増加） 19,602

売上債権の増減額（△は増加） △23,806

たな卸資産の増減額（△は増加） △34,073

仕入債務の増減額（△は減少） △80,550

その他 △22,710

小計 257,851

利息及び配当金の受取額 22,756

利息の支払額 △105,598

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 75,036

営業活動によるキャッシュ・フロー 250,046

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 △496,580

工事負担金等受入による収入 6,208

投融資による支出 △7,548

投融資の回収による収入 4,970

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△925

その他 △9,430

投資活動によるキャッシュ・フロー △503,304
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（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(平成20年４月１日から 
 平成20年12月31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 618,218

社債の償還による支出 △586,610

長期借入れによる収入 452,449

長期借入金の返済による支出 △197,161

短期借入れによる収入 605,327

短期借入金の返済による支出 △568,700

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 1,320,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出 △1,165,000

配当金の支払額 △80,518

その他 △1,440

財務活動によるキャッシュ・フロー 396,565

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,436

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 140,869

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 266,016

東京電力㈱ (9501) 平成21年３月期　第３四半期決算短信

－11－



 　 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３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで） （単位：百万円）

売　　　上　　　高

 （１）外部顧客に対する売上高 4,008,422 34,143 157,485 38,832 12,330 4,251,215 -               4,251,215

4,008,844 68,113 296,906 95,625 13,046 4,482,536 △ 231,321 4,251,215

△ 161,556 3,982 10,294 5,679 1,909 △ 139,689 3,375 △ 136,314

(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３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31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３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31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。

33,969

営業利益又は営業損失(△)

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

716

電気事業

△ 231,321

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

事　　　業　　　の　　　内　　　容

139,420 -               231,32156,792422
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「参考資料」
　１．連結
 　 前第３四半期連結損益計算書
　　　　　　　

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

持分法による投資利益

子会社株式売却益 2,865

その他

支払利息

その他

渇水準備引当金取崩し（貸方）

18,635

退職給付制度移行差益 18,635

175,216

財産偶発損 419

災害特別損失 161,154

関係会社支援損 13,642

227,538

特別利益

217,146

 　　　　平成19年12月31日まで)

3,744,351

3,546,528

46,887

12,207

11,361

12,014

（単位：百万円）

　　　　(平成19年４月１日から

3,971,889

3,754,743

8,437

△4,524

117,169

108,607

8,561

4,018,777

△3,094

　　　　　前第３四半期

197,823

5,200

11,036

△5,482

2,741

3,861,520

157,256

△4,524

四半期経常収益合計

四半期経常費用合計

経常利益

四半期純損失（△）

法人税、住民税及び事業税

渇水準備金引当又は取崩し

税金等調整前四半期純利益

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．個別

（１）四半期貸借対照表

（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末 前事業年度末
（平成20年12月31日） （平成20年３月31日）

資産の部

固定資産 12,146,144 12,249,631

電気事業固定資産 8,203,589 8,416,028

水力発電設備 760,981 791,421

汽力発電設備 1,094,533 1,116,570

原子力発電設備 646,693 679,484

内燃力発電設備 10,654 11,551

送電設備 2,309,732 2,381,690

変電設備 910,492 948,429

配電設備 2,268,229 2,293,329

業務設備 189,419 180,766

貸付設備 12,852 12,785

附帯事業固定資産 70,237 71,151

事業外固定資産　　 4,386 4,095

固定資産仮勘定 600,896 595,048

建設仮勘定 592,429 585,065

除却仮勘定 8,466 9,983

核燃料 921,247 923,961

装荷核燃料 150,990 154,373

加工中等核燃料 770,257 769,588

投資その他の資産 2,345,787 2,239,347

長期投資 558,751 591,889

関係会社長期投資 513,734 510,327

使用済燃料再処理等積立金 567,091 517,942

長期前払費用 177,587 196,763

繰延税金資産 529,232 423,015

貸倒引当金（貸方） △608 △590

流動資産 919,085 808,099

現金及び預金 203,750 67,959

売掛金 388,891 357,951

諸未収入金 47,916 44,914

貯蔵品 171,364 146,799

前払金 3,500 4,714

前払費用 3,654 952

関係会社短期債権 23,025 13,976

繰延税金資産 16,131 29,126

雑流動資産 64,078 144,626

貸倒引当金（貸方） △3,227 △2,922

合計 13,065,230 13,057,731
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（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末 前事業年度末
（平成20年12月31日） （平成20年３月31日）

負債及び純資産の部

固定負債 8,765,497 8,350,515

社債 4,896,321 4,694,475

長期借入金 1,518,780 1,294,706

長期未払債務 26,739 26,737

リース債務 403 -                         

関係会社長期債務 31,092 25,211

退職給付引当金 376,809 384,786

使用済燃料再処理等引当金 1,233,771 1,243,524

使用済燃料再処理等準備引当金 25,434 20,524

原子力発電施設解体引当金 485,502 475,170

災害損失引当金 151,987 164,503

雑固定負債 18,652 20,874

流動負債 2,163,525 2,307,205

１年以内に期限到来の固定負債 668,549 822,367

短期借入金 365,000 348,000

コマーシャル・ペーパー 450,000 295,000

買掛金 270,310 369,832

未払金 69,241 86,259

未払費用 108,593 147,584

未払税金 63,253 48,354

預り金 13,601 3,754

関係会社短期債務 110,483 143,577

諸前受金 32,393 29,950

子会社事業整理損失引当金 1,600 1,600

雑流動負債 10,497 10,924

特別法上の引当金 12,316 17,310

渇水準備引当金 12,316 17,310

負債合計 10,941,339 10,675,031

株主資本 2,104,260 2,350,552

資本金 676,434 676,434

資本剰余金 19,143 19,126

資本準備金 19,014 19,014

その他資本剰余金 129 112

利益剰余金 1,415,744 1,661,590

利益準備金 169,108 169,108

その他利益剰余金 1,246,635 1,492,482

海外投資等損失準備金 210 220

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 △23,623 △72,986

自己株式 △7,061 △6,599

評価・換算差額等 19,630 32,148

その他有価証券評価差額金 19,630 32,140

繰延ヘッジ損益 -                         8

純資産合計 2,123,890 2,382,700

合計 13,065,230 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３四半期損益計算書

（単位：百万円）

当第３四半期累計期間
（ 平成20年４月１日から
平成20年12月31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

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

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）

特別損失

財産偶発損

災害特別損失

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。

4,170,692

268,118

3,399

354,156

67,962

1,912,966

306,277

7,937

164,493

465,823

12,579

108,491

66,980

△167,856

31,521

59,322

4,091

9,142

3,352

1,870

△164,828

21,722

9,799

440

6,006

103,311

3

1,781

△244,826

101,526

4,101,337

18

△4,993

△4,993

△250,886

291

10,763

4,069,815

4,008,815

61,000

4,237,672

1,538,343

2,281,737

92,506

1,509

36,397

2,387

31,918

25,164

360

△197

5,669

51,819

2,002

230,618

84,239

138,680

△86,058

120,919

1,695

45,297

11,054

4,346,163

5,179

40

△86,076

5,138
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（３）前第３四半期損益計算書

（単位：百万円）

前第３四半期
（ 平成19年４月１日から
平成19年12月31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

四半期経常収益合計

四半期経常費用合計

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）

特別利益

退職給付制度移行差益

財産偶発損

災害特別損失

関係会社支援損

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

四半期純損失（△）

3,559,668

特別損失 172,982

3,342

104,937

85,009

42,885

108,094

△4,509

△4,509

△41,742

11,479

18,635

18,635

419

161,083

198,233

24,286

1,594

3,692

26,548

1,396

3,707,409

△9,047

△32,790

105,413

2

1,667

9,012

182

95

16,657

7,629

139

6,741

8,556

8,101

748

114,426

103,743

8,830

3,815,504

3,791,217

3,755,031

36,185

3,592,983

1,458,194

2,114,475

81,857

32,486

2,045

38,236

70,972

1,397,736

371,824

4,305

198,889

348,136

128,604

△242

370,299

145,846

33,315

287,120

83

27,237

498

1,234

4,761

27,556

1,970

662
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20年度第３四半期 19年度第３四半期

( 億円 ) ( 億円 ) ( 億円 ) ( ％ )

（　売　上　高　） ( 40,698 ) ( 37,912 ) ( 2,785 ) ( 107.3 )

電 灯 料 15,383 14,581 801 105.5

電 力 料 22,817 21,144 1,672 107.9

小　　　計 38,200 35,726 2,474 106.9

そ の 他 2,812 2,428 384 115.8

計 41,013 38,155 2,858 107.5

人 件 費 3,464 2,071 1,392 167.2

燃 料 費 17,045 11,909 5,136 143.1

修 繕 費 2,668 3,206 △ 538 83.2

減 価 償 却 費 5,263 5,412 △ 148 97.3

購 入 電 力 料 6,303 5,470 832 115.2

支 払 利 息 1,015 1,037 △ 22 97.9

租 税 公 課 2,558 2,559 △ 1 99.9

原子力ﾊﾞｯｸｴﾝﾄﾞ費用 833 876 △ 43 95.1

そ の 他 4,309 4,530 △ 220 95.1

計 43,461 37,074 6,387 117.2

△ 2,448 1,080 △ 3,529 -

△ 49 △ 45 △ 4 110.7

- 186 △ 186 -

110 1,729 △ 1,619 6.4

△ 2,508 △ 417 △ 2,091 -

△ 860 △ 89 △ 771 961.3

△ 1,648 △ 327 △ 1,320 -

（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３四半期は、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。

（Ｂ）

税 引前四半期純損益

項　　　　　　目

特 別 利 益

収　 　支　　 比 　　較　　 表　（ 当　社　単　独 ）

　平成20年４月１日～
　平成20年12月31日

渇 水 準 備 金

（Ａ）－（Ｂ） （Ａ）／（Ｂ）
（Ａ）

四 半 期 純 損 益

比　　較　（参　考）

経

常

収

益

経 常 損 益

法 人 税 等

　平成19年４月１日～
　平成19年12月31日

経
　
　
常
　
　
費
　
　
用

特 別 損 失
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石 炭 ( 千t ) 2,171 2,442 88.9

重 油 ( 千kl ) 4,797 4,883 98.2

原 油 ( 千kl ) 1,983 1,941 102.1

Ｌ Ｎ Ｇ ( 千t ) 14,274 14,668 97.3

Ｌ Ｐ Ｇ ( 千t ) 372 272 136.8

石 炭 ( 円/t ) 13,255 9,512 139.4

重 油 ( 円/kl ) 81,377 60,908 133.6

原 油 ( 円/kl ) 78,032 59,984 130.1

Ｌ Ｎ Ｇ ( 円/t ) 71,079 45,824 155.1

Ｌ Ｐ Ｇ ( 円/t ) 72,757 45,151 161.1

石 炭 ( 百万円 ) 28,780 23,225 123.9

重 油 ( 百万円 ) 390,371 297,408 131.3

原 油 ( 百万円 ) 154,750 116,459 132.9

Ｌ Ｎ Ｇ ( 百万円 ) 1,014,551 672,144 150.9

Ｌ Ｐ Ｇ ( 百万円 ) 27,072 12,277 220.5

（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3四半期
累計期間

20年度
第3四半期
累計期間

前年同期比(%)項　　　　　目
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