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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 836,594 4.0 86,002 35.5 68,412 65.2 34,993 26.8
22年3月期第2四半期 804,225 △8.9 63,486 ― 41,416 ― 27,602 ―

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

23年3月期第2四半期 70.19 70.18
22年3月期第2四半期 55.36 ―

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

23年3月期第2四半期 3,961,976 960,829 23.0 1,825.32
22年3月期 3,918,574 943,973 22.8 1,790.38

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  910,001百万円 22年3月期  892,590百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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

22年3月期 ― 30.00 ― 30.00 60.00

23年3月期 ― 30.00

23年3月期 
（予想）

― 30.00 60.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 1,710,000 2.8 112,000 25.5 76,000 75.5 36,000 39.5 72.21



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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、【添付資料】Ｐ.3 「連結業績予想に関する定性的情報」及び本日平成22年10月29日公表の「平成23年3月期第
2四半期（累計）の業績予想値と決算値との差異ならびに通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。）

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 502,882,585株 22年3月期  502,882,585株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  4,339,948株 22年3月期  4,333,258株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 498,545,624株 22年3月期2Q 498,566,195株



【参　考】

 平成23年3月期の個別業績予想（平成22年4月１日 ～ 平成23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
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 1,550,000 2.8 95,000 29.2 60,000 116.5 30,000 49.0 60.18  
　（注）当四半期における業績予想の修正有無 有
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１． 当四半期の連結業績に関する定性的情報 

（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，当社において，販売電力量が増加したことなどから，売上高（営業収益）は前年同

期に比べ 323 億円（4.0％）増の 8,365 億円，四半期経常収益は前年同期に比べ 334 億円（4.1％）

増の 8,412 億円となりました。 

一方，費用面では，当社において，販売電力量は増加したものの，原子力発電の高稼動などによ

り燃料費が小幅な増加に留まったことなどから，四半期経常費用は前年同期に比べ 64 億円（0.8％）

増の 7,728 億円となりました。 

以上の結果，経常利益は前年同期に比べ 269 億円（65.2％）増の 684 億円，四半期純利益は前年

同期に比べ 73 億円（26.8％）増の 349 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 9.6％増の 411 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，今夏の記録的な高気温による冷房需要の増加に加

え，オール電化住宅の普及拡大などから，前年同期に比べ 9.7％増の 143 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，産業用需要における「非鉄」「鉄鋼」「機械」「化学」などを中心

とした生産水準の回復や前年同期の減産影響の反動などから，前年同期に比べ 9.6％増の 268 億キ

ロワット時となりました。 

 

                            （単位：百万 kWh,％） 

22年３月期
第２四半期

23年３月期
第２四半期

前年同期比

電　　　灯 11,109    12,169    109.5    

電　　　力 1,920    2,118    110.4    

計 13,029    14,287    109.7    

24,460    26,809    109.6    

37,489    41,096    109.6    合 計

特 定 規 模 需 要

　
以
外
の
需
要

特
定
規
模
需
要

 

 

（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，資産除去債務相当資産の計上などにより電気事業固定資産が増加したことなどから，前

年度末に比べ 434 億円（1.1％）増の 3兆 9,619 億円となりました。 

  負債は，資産除去債務を計上したことなどから，前年度末に比べ 265 億円（0.9％）増の 3 兆 11

億円となりました。 

  純資産は，四半期純利益の計上により利益剰余金が増加したことなどから，前年度末に比べ 168

億円（1.8％）増の 9,608 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 0.2 ポイント上昇し，23.0％となりました。 
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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は増加したものの，退職給付引当金の引当額が減少したことなどか

ら，前年同期に比べ 75 億円（4.5％）減の 1,602 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減少したことなどから，前年同期に比べ 56 億円（4.3％）減の 

1,263 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） 

   社債の償還による支出が減少したことなどから，前年同期に比べ 151 億円（41.6％）減の 212

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，1,358 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，第２四半期の業績及び 近の収支動向等を踏まえ，平成 22 年４月 30

日に公表した予想数値から修正しております。 

  詳細は，本日平成 22 年 10 月 29 日公表の「平成 23 年３月期第２四半期（累計）の業績予想値と 

決算値との差異ならびに通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

２．その他の情報 

（１）重要な子会社の異動の概要 

   該当事項はありません。 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

   該当事項はありません。 

（３）会計処理の原則・手続，表示方法等の変更の概要 

① 会計処理の変更 

  資産除去債務に関する会計基準等の適用 

   当第１四半期連結会計期間より，「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第 18 号 平 

成 20 年３月 31 日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 

21 号 平成 20 年３月 31 日）を適用しております。また，これらの会計基準等の適用に伴い，「原 

子力発電施設解体引当金に関する省令」（経済産業省令）が改正されております。 

   この結果，当第２四半期連結累計期間の営業利益，経常利益はそれぞれ 297 百万円減少し，税 

金等調整前四半期純利益は，当会計基準等の適用により生じた期首差額を特別損失に計上したこ 

とから 6,851 百万円減少しております。また，当会計基準等の適用開始による資産除去債務の計 

上額は，122,200 百万円（うち，原子力発電施設解体引当金からの振替額は 58,171 百万円）であ 

ります。 
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② 表示方法の変更 

  （四半期連結貸借対照表） 

   電気事業会計規則の一部改正（平成 22 年３月 31 日 経済産業省令第 20 号）により，当第２四 

半期連結会計期間末では風力発電及び地熱発電の新エネルギー等に係る設備（21,559 百万円）に 

ついて，「その他の電気事業固定資産」に含めて表示しております。 

   なお，前第２四半期連結会計期間末における風力発電に係る設備（815 百万円）は「水力発電 

設備」に，地熱発電に係る設備（22,810 百万円）は「汽力発電設備」に含めて表示しております。 

     

（四半期連結損益計算書） 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 22 号 平成 20 年 12 月 26 日）に基づく財 

務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成 21 年３月 24 日 内閣府令第５号）の適用によ 

り，当第２四半期連結累計期間では，「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しており 

ます。 
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３．四半期連結財務諸表等 
(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22年９月30日現在) 

前連結会計年度末 
(平成22年３月31日現在) 

資産の部   

固定資産 3,578,938 3,558,344

電気事業固定資産 2,461,289 2,429,981

水力発電設備 165,010 169,709

汽力発電設備 313,508 295,685

原子力発電設備 402,423 360,676

送電設備 595,588 610,626

変電設備 245,404 245,746

配電設備 609,489 611,457

業務設備 101,634 106,416

その他の電気事業固定資産 28,229 29,662

その他の固定資産 237,609 245,496

固定資産仮勘定 283,367 305,041

建設仮勘定及び除却仮勘定 283,367 305,041

核燃料 147,606 145,230

装荷核燃料 27,929 28,811

加工中等核燃料 119,676 116,418

投資その他の資産 449,066 432,594

長期投資 90,346 75,245

使用済燃料再処理等積立金 103,427 106,425

繰延税金資産 160,594 157,201

その他 95,610 94,863

貸倒引当金（貸方） △913 △1,142

流動資産 383,037 360,229

現金及び預金 114,064 106,652

受取手形及び売掛金 120,250 123,523

たな卸資産 66,550 57,543

繰延税金資産 19,942 20,892

その他 62,990 52,615

貸倒引当金（貸方） △759 △997

合計 3,961,976 3,918,574
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日現在) 

前連結会計年度末 
(平成22年３月31日現在) 

負債及び純資産の部   

固定負債 2,258,712 2,232,668

社債 1,173,590 1,192,578

長期借入金 512,478 525,416

退職給付引当金 218,269 215,662

使用済燃料再処理等引当金 110,510 110,478

使用済燃料再処理等準備引当金 11,495 9,939

原子力発電施設解体引当金 － 58,171

資産除去債務 123,605 －

繰延税金負債 10 －

再評価に係る繰延税金負債 2,319 2,528

その他 106,433 117,892

流動負債 740,736 740,437

1年以内に期限到来の固定負債 279,354 257,628

短期借入金 56,360 54,710

支払手形及び買掛金 85,630 98,386

未払税金 43,487 26,131

その他 275,903 303,581

特別法上の引当金 1,698 1,495

渇水準備引当金 1,698 1,495

負債合計 3,001,147 2,974,601

株主資本 913,061 892,924

資本金 251,441 251,441

資本剰余金 26,702 26,702

利益剰余金 643,265 623,116

自己株式 △8,347 △8,335

評価・換算差額等 △3,060 △334

その他有価証券評価差額金 △1,341 953

土地再評価差額金 △1,404 △1,292

為替換算調整勘定 △314 4

新株予約権 265 －

少数株主持分 50,562 51,382

純資産合計 960,829 943,973

合計 3,961,976 3,918,574
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(平成21年４月１日から 
  平成21年９月30日まで) 

当第２四半期連結累計期間 
(平成22年４月１日から 
  平成22年９月30日まで) 

営業収益 804,225 836,594

電気事業営業収益 729,855 761,956

その他事業営業収益 74,370 74,637

営業費用 740,738 750,592

電気事業営業費用 669,493 678,549

その他事業営業費用 71,245 72,043

営業利益 63,486 86,002

営業外収益 3,519 4,621

受取配当金 607 570

受取利息 1,005 1,029

固定資産売却益 44 26

持分法による投資利益 － 1,004

その他 1,862 1,990

営業外費用 25,590 22,210

支払利息 21,756 20,117

その他 3,833 2,093

四半期経常収益合計 807,745 841,215

四半期経常費用合計 766,329 772,802

経常利益 41,416 68,412

渇水準備金引当又は取崩し △5,540 227

渇水準備金引当 － 227

渇水準備引当金取崩し（貸方） △5,540 －

特別損失 － 9,854

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,554

有価証券評価損 － 3,300

税金等調整前四半期純利益 46,956 58,330

法人税、住民税及び事業税 2,630 23,577

法人税等調整額 16,518 15

法人税等合計 19,149 23,592

少数株主損益調整前四半期純利益 － 34,737

少数株主利益又は少数株主損失（△） 204 △256

四半期純利益 27,602 34,993
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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２四半期連結累計期間 
(平成21年４月１日から 
  平成21年９月30日まで) 

当第２四半期連結累計期間 
(平成22年４月１日から 
  平成22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利益 46,956 58,330

減価償却費 120,462 118,016

原子力発電施設解体費 － 2,909

核燃料減損額 4,093 6,032

固定資産除却損 4,015 2,696

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,554

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,602 2,606

使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） 518 31

使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減
少）

845 1,556

原子力発電施設解体引当金の増減額（△は減少） 1,770 －

渇水準備引当金の増減額（△は減少） △5,540 203

受取利息及び受取配当金 △1,613 △1,600

支払利息 21,756 20,117

売上債権の増減額（△は増加） 18,775 △10,121

仕入債務の増減額（△は減少） △51,091 △12,552

その他 19,040 △11,418

小計 193,593 183,362

利息及び配当金の受取額 1,619 1,600

利息の支払額 △20,545 △19,427

法人税等の支払額 △6,901 △5,275

営業活動によるキャッシュ・フロー 167,766 160,259

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 △128,357 △103,929

投融資による支出 △11,508 △28,887

投融資の回収による収入 8,395 4,479

その他 △613 1,952

投資活動によるキャッシュ・フロー △132,082 △126,385

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 59,808 39,874

社債の償還による支出 △60,000 △10,000

長期借入れによる収入 14,880 26,700

長期借入金の返済による支出 △38,433 △65,302

短期借入れによる収入 175,780 169,860

短期借入金の返済による支出 △175,480 △168,210

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 282,000 172,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出 △279,000 △170,000

配当金の支払額 △14,929 △14,924

少数株主への配当金の支払額 △503 △503

その他 △549 △772

財務活動によるキャッシュ・フロー △36,427 △21,277

現金及び現金同等物に係る換算差額 5 △45

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △738 12,550

現金及び現金同等物の期首残高 129,905 123,321

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 129,144 135,871
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継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

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。

（４）

（５）
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