
平成22年3月期 第3四半期決算短信 

平成22年1月28日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 東北電力株式会社 上場取引所 東 大 

コード番号 9506 URL http://www.tohoku-epco.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 高橋 宏明

問合せ先責任者 （役職名） 経理部経理調査課長 （氏名） 近藤 一英 TEL 022-225-2111
四半期報告書提出予定日 平成22年2月12日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第3四半期 1,194,392 △9.6 69,090 ― 37,687 ― 25,356 ―

21年3月期第3四半期 1,321,203 ― △18,817 ― △48,439 ― △30,292 ―

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

22年3月期第3四半期 50.86 ―

21年3月期第3四半期 △60.75 ―

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

22年3月期第3四半期 3,945,461 942,504 22.6 1,788.35
21年3月期 4,019,321 948,291 22.3 1,798.50

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  891,590百万円 21年3月期  896,696百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 30.00 ― 30.00 60.00
22年3月期 ― 30.00 ―

22年3月期 
（予想） 30.00 60.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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  無  
 

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 1,670,000 △9.4 89,000 ― 46,000 ― 26,000 ― 52.15
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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） 

(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 

 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。 
 なお、業績予想に関する事項については、4ページ【定性的情報・財務諸表等】3．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 502,882,585株 21年3月期  502,882,585株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  4,326,744株 21年3月期  4,303,107株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 498,563,161株 21年3月期第3四半期 498,657,986株

【参考】

　平成22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日 ～ 平成22年3月31日）
　（％表示は対前期増減率）

円 銭

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無　無

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 ％

通期 1,510,000 △9.3 70,000 － 40.12－ 30,000 － 20,000
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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 

（１）収支の状況 

収益面では，景気悪化により，電気事業において販売電力量が減少したことや，その他の事業に

おいて受注が減少したことなどから，売上高（営業収益）は，前年同期に比べ 1,268 億円（9.6％）

減の 1兆 1,943 億円，四半期経常収益は，前年同期に比べ 1,285 億円（9.7％）減の 1兆 1,995 億円

となりました。 

一方，費用面では，電気事業において燃料価格の低下による燃料費の減少や，購入電力料が減少

したことなどから，四半期経常費用は，前年同期に比べ 2,146 億円（15.6％）減の 1 兆 1,618 億円

となりました。 

以上の結果，経常利益は 376 億円，四半期純利益は 253 億円となりました。 

 

（２）販売電力量の状況 

売上高（営業収益）の大部分を占める販売電力量は，前年同期に比べ 6.1％減の 568 億キロワッ

ト時となりました。 

このうち特定規模需要以外の需要については，新設住宅着工戸数が低迷しているなかでオール電

化住宅の普及拡大はあったものの，夏の気温が前年よりも低めに推移したことによる冷房需要の減

少などから，前年同期に比べ 0.4％減の 199 億キロワット時となりました。 

また，特定規模需要については，景気悪化による大口電力での減産影響などから，前年同期に比

べ 8.9％減の 369 億キロワット時となりました。 

 

                             （単位：百万 kWh,％） 

21年３月期
第３四半期

22年３月期
第３四半期

前年同期比

電　　　灯 17,038    17,078    100.2    

電　　　力 2,912    2,800    96.2    

計 19,950    19,878    99.6    

40,509    36,893    91.1    

60,459    56,771    93.9    

　
以
外
の
需
要

特
定
規
模
需
要

特 定 規 模 需 要

合 計
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

（１）資産，負債及び純資産の状況 

  資産は，減価償却の進行による電気事業固定資産の減少のほか，売掛金などの流動資産が減少し

たことなどから，前年度末に比べ 738 億円（1.8％）減の 3兆 9,454 億円となりました。 

  負債は，買掛金などの流動負債が減少したことなどから，前年度末に比べ 680 億円（2.2％）減の

3兆 29 億円となりました。 

  純資産は，四半期純利益を 253 億円計上したものの，配当金の支払いにより利益剰余金が減少し

たことなどから，前年度末に比べ 57 億円（0.6％）減の 9,425 億円となりました。 

  以上の結果，自己資本比率は前年度末から 0.3 ポイント上昇し，22.6％となりました。 

 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 （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利益が増加したことなどから，前年同期に比べ 1,307 億円（178.5％）増

の 2,039 億円の収入となりました。 

 

 （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が増加したことなどから，前年同期に比べ 325 億円（25.9％）増の

1,582 億円の支出となりました。 

 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

   長期借入金やコマーシャル・ペーパーによる資金調達が減少したことなどから，前年同期 434

億円の収入に対し，584 億円の支出となりました。 

 

  以上の結果，現金及び現金同等物の当四半期末残高は，1,171 億円となりました。 

 

 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

業績予想につきましては，平成 21 年 10 月 29 日に公表した数値から変更はありません。 

 

 

４．その他 

該当事項はありません。 
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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21年12月31日現在) 

前連結会計年度末 
(平成21年３月31日現在) 

資産の部   

固定資産 3,576,741 3,588,986

電気事業固定資産 2,453,824 2,519,178

水力発電設備 169,353 175,027

汽力発電設備 326,130 339,861

原子力発電設備 370,199 396,939

送電設備 613,298 628,504

変電設備 247,179 252,488

配電設備 605,072 608,188

業務設備 115,907 111,166

その他の電気事業固定資産 6,682 7,003

その他の固定資産 243,164 252,321

固定資産仮勘定 303,670 248,002

建設仮勘定及び除却仮勘定 303,670 248,002

核燃料 149,208 142,309

装荷核燃料 32,199 26,949

加工中等核燃料 117,009 115,360

投資その他の資産 426,873 427,174

長期投資 72,938 72,684

使用済燃料再処理等積立金 103,130 105,445

繰延税金資産 156,739 154,231

その他 95,397 96,292

貸倒引当金（貸方） △1,333 △1,479

流動資産 368,719 430,335

現金及び預金 111,418 112,952

受取手形及び売掛金 111,034 140,553

たな卸資産 75,364 84,311

繰延税金資産 21,033 38,643

その他 50,743 54,936

貸倒引当金（貸方） △875 △1,063

合計 3,945,461 4,019,321
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日現在) 

前連結会計年度末 
(平成21年３月31日現在) 

負債及び純資産の部   

固定負債 2,306,556 2,304,365

社債 1,270,569 1,210,550

長期借入金 523,664 588,675

退職給付引当金 209,394 187,612

使用済燃料再処理等引当金 110,383 109,619

使用済燃料再処理等準備引当金 9,047 7,515

原子力発電施設解体引当金 56,418 53,320

再評価に係る繰延税金負債 2,531 2,711

その他 124,546 144,360

流動負債 696,376 758,808

1年以内に期限到来の固定負債 197,283 201,865

短期借入金 56,960 55,660

支払手形及び買掛金 90,676 141,716

未払税金 21,187 20,799

その他 330,269 338,766

特別法上の引当金 23 7,855

渇水準備引当金 23 7,855

負債合計 3,002,956 3,071,029

株主資本 892,485 896,989

資本金 251,441 251,441

資本剰余金 26,703 26,702

利益剰余金 622,664 627,120

自己株式 △8,323 △8,275

評価・換算差額等 △894 △293

その他有価証券評価差額金 184 780

土地再評価差額金 △1,290 △1,222

為替換算調整勘定 210 149

少数株主持分 50,913 51,595

純資産合計 942,504 948,291

合計 3,945,461 4,019,321
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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）

前第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）

当第３四半期連結累計期間 
（平成21年４月１日から 

  平成21年12月31日まで）

営業収益 1,321,203 1,194,392

電気事業営業収益 1,192,152 1,084,587

その他事業営業収益 129,051 109,804

営業費用 1,340,020 1,125,302

電気事業営業費用 1,216,895 1,019,853

その他事業営業費用 123,124 105,448

営業利益又は営業損失（△） △18,817 69,090

営業外収益 6,864 5,144

受取配当金 790 888

受取利息 1,665 1,472

固定資産売却益 323 87

その他 4,084 2,695

営業外費用 36,486 36,546

支払利息 33,609 32,322

その他 2,877 4,224

四半期経常収益合計 1,328,067 1,199,536

四半期経常費用合計 1,376,507 1,161,848

経常利益又は経常損失（△） △48,439 37,687

渇水準備金引当又は取崩し △7,148 △7,832

渇水準備引当金取崩し（貸方） △7,148 △7,832

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△41,291 45,519

法人税、住民税及び事業税 5,098 3,921

法人税等調整額 △17,397 16,110

法人税等合計 △12,298 20,031

少数株主利益 1,298 131

四半期純利益又は四半期純損失（△） △30,292 25,356
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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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(平成21年４月１日から 

  平成21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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△41,291 45,519

減価償却費 190,864 180,713

核燃料減損額 7,669 6,912

固定資産除却損 7,927 8,334

退職給付引当金の増減額（△は減少） △32 21,782

使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） 84 764

使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減
少）

1,575 1,532

原子力発電施設解体引当金の増減額（△は減少） 3,283 3,097

渇水準備引当金の増減額（△は減少） △7,148 △7,832

受取利息及び受取配当金 △2,456 △2,361

支払利息 33,609 32,322

売上債権の増減額（△は増加） △14,328 7,083

仕入債務の増減額（△は減少） △13,226 △51,314

その他 △50,660 △2,166

小計 115,869 244,388

利息及び配当金の受取額 2,439 2,343

利息の支払額 △35,104 △34,280

法人税等の支払額 △9,967 △8,481

営業活動によるキャッシュ・フロー 73,237 203,969

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 △169,993 △210,534

投融資による支出 △5,268 △14,459

投融資の回収による収入 3,623 10,806

その他 45,949 55,915

投資活動によるキャッシュ・フロー △125,688 △158,271

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 119,676 119,632

社債の償還による支出 △100,000 △90,000

長期借入れによる収入 69,277 30,183

長期借入金の返済による支出 △69,575 △67,508

短期借入れによる収入 244,387 226,430

短期借入金の返済による支出 △243,276 △225,130

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 517,000 372,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出 △464,000 △394,000

配当金の支払額 △28,560 △28,438

少数株主への配当金の支払額 △714 △793

その他 △769 △856

財務活動によるキャッシュ・フロー 43,445 △58,480

現金及び現金同等物に係る換算差額 △84 6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,090 △12,776

現金及び現金同等物の期首残高 124,359 129,905

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △22

現金及び現金同等物の四半期末残高 115,269 117,106
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（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）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。
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