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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 1,635,802 △10.5 173,287 152.0 156,547 204.2 98,605 ―
21年3月期第3四半期 1,827,789 ― 68,778 ― 51,460 ― △68,104 ―

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 127.04 ―
21年3月期第3四半期 △87.48 ―

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 5,319,072 1,672,412 30.7 2,134.88
21年3月期 5,470,128 1,654,759 29.6 2,076.93

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  1,635,202百万円 21年3月期  1,616,654百万円

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 2,260,000 △10.0 205,000 12.5 165,000 26.4 105,000 ― 135.86
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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 
１． 平成２２年３月期の業績見通しに関する事項につきましては，平成21年10月30日に公表しました予想値を変更しておりません。 
   業績予想に関する事項につきましては，５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。 
２． 上記の予想は，本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定
を前提としております。 
   実際の業績は，今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 

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 779,004,665株 21年3月期  779,004,665株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  13,057,513株 21年3月期  616,893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 776,165,895株 21年3月期第3四半期 778,518,085株
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（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)

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 　  円　銭 

  135．85

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無　　無

2,100,000 190,000△10.1   16.1

１株当たり

当期純利益

150,000 105,000

当期純利益

－通 期

売上高 営業利益 経常利益

  48.0
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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) 電気事業の営業収支

　(2) その他事業の営業収支

夏季の気温が低めに推移したことによる空調設備の稼動減などから 1.6％減少し 244億kWhと

収益面では，建設業の売上が減少したことなどから，売上高は，前年同期に比べ 138億円減少し

費用面では，建設業の売上原価が減少したことなどから，営業費用は，前年同期に比べ 92億円

なりました。一方，低圧の電力需要は，契約数の減少や空調設備の稼動減などから 6.0％減少し

46億kWhとなりました。あああああああああああああああああああああああああああああああああ

事業の種類別の売上高は以下のとおりです

費用面では，燃料価格の低下などによる燃料費の減少などから，営業費用は，前年同期に比べ

2,872億円減少し 1兆 3,370億円となりました。ああああああああああああああああああああああ

世界的な景気悪化に伴う生産減少の影響などから 15.8％減少し 435億kWhとなりました。ああああ

  1,225億円となりました。

　減少し 1,254億円となりました。

　　この結果，営業損失は 29億円（前年同期は営業利益 17億円）となりました。

  前年同期に比べ 9.4％減少し 898億kWhとなりました。

前年同期に比べ 1,781億円減少し 1兆 5,133億円となりました。ああああああああああああああ

この結果，営業利益は，前年同期に比べ 1,091億円増加し 1,762億円となりました。あああああ

この内訳として，規制対象需要のうち電灯需要は，契約数の増加はありましたが, 前年に比べ

収益面では，販売電力量の減少などにより電灯電力料が減少したことなどから，売上高は，

電気事業における販売電力量は，世界的な景気悪化により産業用需要が減少したことなどから，

自由化対象需要のうち業務用は，空調設備の稼動減などから 2.3％減少し 173億kWh, 産業用は，

　〔エネルギー事業〕

　〔建設業〕

　〔その他の事業〕

（単位：億円，％）

連 結

( )

( )

( )

（注）外部売上高を表示しております。

△ 10.2  

(△ 8.5) 

(△ 16.5) 

( 11.3) 

屋内線工事の売上が減少したことなどから，前年同期に比べ 135億円減少し 688億円

(A－B)/B

△ 138  

(△ 27) 

(A－B)

以上により，経常利益は，前年同期に比べ 1,050億円増加し 1,565億円となりました。ああああ

 四半期純損益は，1,667億円改善し 986億円の利益となりました。なお，前第３四半期に

そ の 他 の 事 業

△ 10.5  

△ 10.5  

16,358  

15,133  

(△ 135) 

( 24) 

△1,919  

△1,781  

エネルギー事業

建 設 業

( 321) 

( 824) 

( 218) 

(A) (B)

( 293) 

( 688) 

( 243) 

　　事業の種類別の売上高は以下のとおりです。

増　　減

となりました。ああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
あ

1,225  

前第３四半期

18,277  

16,914  

1,363  

電 気 事 業

そ の 他 事 業

　　となりました。

当第３四半期

不動産管理事業において売上が増加したことなどから，前年同期に比べ 24億円増加し 243億円

　  となりました。

　（参考）セグメント別売上高

ガス事業において売上が減少したことなどから，前年同期に比べ 27億円減少し 293億円

おいては，浜岡原子力発電所１，２号機の運転終了に伴い，発電設備等の損失額など 1,552億円を

特別損失に計上しております。ああああああああああああああああああああああああああああああ
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２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

なお，当社グループの主たる事業である電気事業は，収益面では，販売電力量が景気動向の

ました。ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

経常利益は，収入単価の減少や，原子力発電量の減少などの収支悪化要因はあるものの，燃料

踏まえ為替レートを円高に見直したことなどから，平成21年10月30日公表の業績予想値は変更して

平成２１年度の業績予想値を前期と比較しますと，売上高は，電気事業における販売電力量の

おりません。あああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

減少や収入単価の減少による電灯電力料の減少などから，連結決算・個別決算ともに減収と

想定しております。あああああああああああああああああああああああああああああああああああ

総資産は，電気事業において，減価償却の進行に加え，大規模な設備の竣工がなかったこと

純資産については，配当金の支払いに加え，自己株式の取得がありましたが，四半期純利益を

などから，平成２０年度末に比べ 1,510億円減少し 5兆 3,190億円となりました。ああああああああ

浜岡原子力発電所５号機の停止期間の延長による原子力利用率の低下はあるものの， 近の動向を

また，当第３四半期末の有利子負債残高は，平成２０年度末に比べ 6.1％減の 2兆 6,197億円

986億円確保できたことなどから，平成２０年度末に比べ 176億円増加し 1兆 6,724億円となり

この結果，自己資本比率は，平成２０年度末から 1.1ポイント向上し 30.7％となりました。

となりました。あああああああああああああああああああああああああああああああああああ

価格の低下などにより，連結決算・個別決算ともに増益を見込んでおります。ああああああああああ

変動が生じることがあります。あああああああああああああああああああああああああああああ

影響を受けることや，夏季と冬季に高い水準となる傾向にあること，費用面で，燃料価格の

急激な変動や発電所の修繕工事完了時期などの影響を受けることから，四半期ごとの業績に

 〔連結決算〕

　通　　　　　期

(△10.0％)
 △2,500億円程度

(  12.5％)
    230億円程度

(  26.4％)
   340億円程度

(  － 　 )
   1,240億円程度

 (注) （ ）内は，対前期増減率

 〔個別決算〕

　通　　　　　期

(△10.1％)
△2,350億円程度

(  16.1％)
   260億円程度

(  48.0％)
   490億円程度

(  － 　 )
   1,420億円程度

 (注) （ ）内は，対前期増減率

対前期増減

    1,650億円

営 業 利 益

売 上 高

経 常 利 益

当 期 純 損 益

当 期 純 損 益

営 業 利 益

経 常 利 益

     1,050億円

    1,500億円

   1,900億円

  21,000億円

   22,600億円

   2,050億円

     1,050億円

売 上 高

対前期増減
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 〔主要諸元表〕

　（注）１  前回予想は，平成21年10月30日公表の主要諸元
　　　　２ （ ）内は，浜岡原子力発電所１，２号機を除いて算定した原子力利用率

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

    該当事項はありません。

販 売 電 力 量 １，２３５程度( )億kWh

※上記の予想は，本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える

　　　６６程度

　　　９５程度

　　　５４程度

　　　９３程度

　　　６８程度

　　　４５程度

項　　　　　目

原 油 Ｃ Ｉ Ｆ 価 格

為替レート(ｲﾝﾀｰﾊﾞﾝｸ)

＄／ｂ

円／＄

)

原 子 力 利 用 率

不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としております。あああああああ
実際の業績は，今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。あああ

)

)

(

(

( ％

２０年度実績

１，２９７　　

　９０.５　　

　１０１　　

(74.5)５６.１　　

２１年度予想

今回予想 前回予想

１，２３５程度
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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 4,837,825 4,918,769

電気事業固定資産 3,403,577 3,526,311

水力発電設備 285,003 292,394

汽力発電設備 576,527 612,980

原子力発電設備 249,109 272,425

送電設備 943,091 982,729

変電設備 409,355 419,406

配電設備 807,973 817,449

業務設備 131,583 127,984

その他の電気事業固定資産 932 941

その他の固定資産 191,886 197,381

固定資産仮勘定 292,242 232,998

建設仮勘定及び除却仮勘定 292,242 232,998

核燃料 254,010 247,502

装荷核燃料 36,127 27,791

加工中等核燃料 217,882 219,711

投資その他の資産 696,108 714,574

長期投資 157,738 160,453

使用済燃料再処理等積立金 240,295 244,758

繰延税金資産 207,061 197,383

その他 92,939 114,255

貸倒引当金（貸方） △1,925 △2,276

流動資産 481,247 551,359

現金及び預金 106,060 144,277

受取手形及び売掛金 128,124 165,161

たな卸資産 113,493 108,604

繰延税金資産 15,691 26,672

その他 118,789 107,786

貸倒引当金（貸方） △913 △1,142

合計 5,319,072 5,470,128
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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 2,583,087 2,715,767

社債 1,252,913 1,262,996

長期借入金 591,361 725,207

退職給付引当金 203,750 198,429

使用済燃料再処理等引当金 260,774 263,779

使用済燃料再処理等準備引当金 12,769 12,053

原子力発電施設解体引当金 119,789 117,929

原子力発電所運転終了関連損失引当金 86,728 87,009

その他 55,000 48,360

流動負債 1,063,572 1,099,601

1年以内に期限到来の固定負債 307,074 189,395

短期借入金 321,148 323,560

コマーシャル・ペーパー 153,000 294,000

支払手形及び買掛金 102,369 139,651

未払税金 70,915 31,713

その他 109,065 121,281

負債合計 3,646,660 3,815,369

株主資本 1,621,241 1,596,201

資本金 430,777 430,777

資本剰余金 70,777 70,777

利益剰余金 1,148,157 1,096,215

自己株式 △28,470 △1,568

評価・換算差額等 13,960 20,453

その他有価証券評価差額金 12,961 12,096

繰延ヘッジ損益 3,773 11,053

為替換算調整勘定 △2,773 △2,696

少数株主持分 37,210 38,104

純資産合計 1,672,412 1,654,759

合計 5,319,072 5,470,128
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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 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年12月31日) 

営業収益 1,827,789 1,635,802

電気事業営業収益 1,691,426 1,513,300

その他事業営業収益 136,362 122,502

営業費用 1,759,010 1,462,514

電気事業営業費用 1,624,357 1,337,075

その他事業営業費用 134,652 125,438

営業利益 68,778 173,287

営業外収益 27,656 17,837

受取配当金 1,678 1,400

受取利息 4,176 3,917

為替差益 9,954 8,458

持分法による投資利益 － 477

その他 11,846 3,582

営業外費用 44,975 34,578

支払利息 37,889 28,915

持分法による投資損失 94 －

その他 6,990 5,662

四半期経常収益合計 1,855,445 1,653,640

四半期経常費用合計 1,803,985 1,497,092

経常利益 51,460 156,547

特別損失 155,268 －

浜岡1,2号運転終了関連損失 155,268 －

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（△）

△103,808 156,547

法人税、住民税及び事業税 7,244 53,783

法人税等調整額 △44,116 4,806

法人税等合計 △36,872 58,589

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,168 △647

四半期純利益又は四半期純損失（△） △68,104 98,605
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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 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年12月31日) 

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（△）

△103,808 156,547

減価償却費 232,710 220,529

減損損失 30,095 －

核燃料減損額 31,823 4,589

固定資産除却損 5,226 5,379

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,915 5,322

使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） △909 △3,005

使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減
少）

1,734 715

原子力発電施設解体引当金の増減額（△は減少） 3,925 1,859

原子力発電所運転終了関連損失引当金の増減額 
（△は減少）

101,337 △281

受取利息及び受取配当金 △5,855 △5,318

支払利息 37,889 28,915

使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） 6,172 4,463

売上債権の増減額（△は増加） 31,085 37,032

たな卸資産の増減額（△は増加） △43,776 △5,001

仕入債務の増減額（△は減少） △20,743 △37,277

その他 △33,516 26,046

小計 277,306 440,517

利息及び配当金の受取額 5,689 5,055

利息の支払額 △40,358 △31,444

法人税等の支払額 △49,500 △15,414

営業活動によるキャッシュ・フロー 193,137 398,714

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 △215,962 △182,776

投融資による支出 △32,029 △30,652

投融資の回収による収入 43,937 33,222

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ △225

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

35,881 258

その他 5,209 3,582

投資活動によるキャッシュ・フロー △162,962 △176,589

中部電力㈱（9502）平成22年3月期　第3四半期決算短信

- 10 -



（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年12月31日) 

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 39,858 89,706

社債の償還による支出 △62,775 △40,217

長期借入れによる収入 41,030 31,810

長期借入金の返済による支出 △80,293 △110,077

短期借入れによる収入 377,046 317,599

短期借入金の返済による支出 △402,551 △318,110

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 623,000 532,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出 △495,000 △673,000

自己株式の取得による支出 △619 △26,959

配当金の支払額 △46,469 △46,308

少数株主への配当金の支払額 △425 △427

その他 △108 △1,092

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,309 △245,076

現金及び現金同等物に係る換算差額 △195 △221

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 22,669 △23,173

現金及び現金同等物の期首残高 97,108 149,695

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

△275 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 119,502 126,522
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

 該当事項なし 

 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項なし 
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