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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 146,173 10.7 10,410 5.0 6,740 △3.4 3,939 ―
23年3月期第1四半期 132,047 1.6 9,919 △4.5 6,979 0.2 261 △91.3

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 2,903百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △889百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 19.16 ―
23年3月期第1四半期 1.25 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 1,645,159 408,368 24.2
23年3月期 1,641,561 410,741 24.4
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  397,734百万円 23年3月期  399,969百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 25.00 ― 25.00 50.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 25.00 ― 25.00 50.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
 平成24年3月期第2四半期（累計）および通期の連結業績予想につきましては、現時点で合理的に予想することが困難であることから、売上高、営業利
益、経常利益、当期純利益を未定としております。今後、業績を見通すことが可能となり次第、速やかにお知らせいたします。なお、当該理由等は、添付資
料Ｐ５「（３）連結業績予想に関する定性的情報」に記載しております。 



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
 （注）詳細は、添付資料Ｐ．６「２．サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、四半期財務諸表のレ
ビュー手続を実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 業績予想につきましては、本資料の公表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値
と異なる場合があります。 
 なお、業績予想に関する事項につきましては、添付資料Ｐ．５「（３）連結業績予想に関する定性的情報」及び本日（平成23年7月28日）公表の「業績予想
（連結及び個別）の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 215,291,912 株 23年3月期 215,291,912 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 9,705,667 株 23年3月期 9,705,055 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 205,586,458 株 23年3月期1Q 208,199,997 株



（参考）平成24年３月期の個別業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日）

に関する定性的情報」に記載しております。

平成24年３月期第２四半期（累計）および通期の個別業績予想につきましては、現時点で合理的に予想すること
が困難であることから、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益を未定としております。今後、業績を見通す
ことが可能となり次第、速やかにお知らせいたします。なお、当該理由等は、添付資料Ｐ５「(３)連結業績予想
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１．当四半期決算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業績の概況

②セグメント別業績

［電気事業］

［その他の事業］

当第１四半期連結累計期間の収支につきましては、収入面では、建設用資材の販売増加など

増加による修繕費の増加などにより、営業費用は、前年同四半期連結累計期間に比べ１３５億

円となりました。また、四半期純利益は、前年同期に資産除去債務会計基準の適用に伴う過

万円となりました。

この内訳として、電灯・電力では、電化機器の普及はありましたが、春先の気温が前年に

当第１四半期連結累計期間の販売電力量は、前年同四半期連結累計期間に比べ２.７％の減少

当第１四半期連結累計期間の内部取引消去後のセグメント別業績は次のとおりです。

以上により、営業利益は、前年同四半期連結累計期間に比べ３億３８百万円増の９７億７２

百万円となりました。

また、特定規模需要では、東日本大震災の影響による業務用における商業施設などでの稼働

万円となりました。

により、売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ２億８百万円増の４１億９４百万円と

なりました。支出面では、仕入れの増加などにより、営業費用は、前年同四半期連結累計期間

以上により、営業利益は、前年同四半期連結累計期間に比べ１億５２百万円増の６億３７百

に比べ５５百万円増の３５億５６百万円となりました。

当第１四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ１４１億２６百万円増

の１,４６１億７３百万円となり、これに営業外収益を加えた経常収益は、１３６億９１百万円増

の１,４６９億４５百万円となりました。

万円となりました。

以上により、経常利益は、前年同四半期連結累計期間に比べ２億３８百万円減の６７億４０百万

一方、経常費用は、前年同四半期連結累計期間に比べ１３９億３０百万円増の１,４０２億５百

となりました。

比べ高く推移したことによる暖房需要の減少などにより、１.８％の減少となりました。

年度分の影響額を特別損失として計上した反動などにより、３６億７８百万円増の３９億３９百

減や産業用における紙・パルプや機械工業での生産減などにより、３.４％の減少となりま

融通の実施や燃料価格の上昇による燃料費の増加に加え、火力発電所の定期検査基数の

７９百万円増の１,３２２億６百万円となりました。

した。

当第１四半期連結累計期間の収支につきましては、収入面では、販売電力量の減少はありま

万円となりました。支出面では、経営全般にわたる効率化に努めましたが、本州方面への電力

より、売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ１３９億１７百万円増の１,４１９億７９百

したが、本州方面への電力融通の実施や燃料価格の上昇に伴う燃料費調整制度の影響などに

－　２　－
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販売及び生産の状況（電気事業）

１．販 売 の 状 況

（単位：百万ｋＷｈ）

２．生 産 の 状 況

（単位：百万ｋＷｈ）

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

（注）連結子会社である北海道パワーエンジニアリング（株）及びほくでんエコエナジー（株）

　　　からの受電電力量は、他社受電に含めております。
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（２）連結財政状態に関する定性的情報

　資産、負債、純資産

純資産は、四半期純利益の計上はありましたが、配当金の支払いによる利益剰余金の減少などに

以上の結果、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ０.２ポ

イント減少し２４.２％となりました。

より、前連結会計年度末に比べ２３億７２百万円減の４,０８３億６８百万円となりました。

資産は、減価償却による電気事業固定資産の減少はありましたが、現金及び預金の増加などに

より、前連結会計年度末に比べ３５億９８百万円増の１兆６,４５１億５９百万円となりました。

負債は、支払手形及び買掛金の減少はありましたが、有利子負債の増加などにより、前連結会計

年度末に比べ５９億７０百万円増の１兆２,３６７億９１百万円となりました。

－　４　－
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（３）連結業績予想に関する定性的情報

なお、本州方面への電力融通につきましては、引き続き可能な限りの支援を行ってまいります。

今後、業績を見通すことが可能となり次第、速やかにお知らせいたします。

および通期の売上高、営業利益、経常利益、当期純利益を未定といたしました。

泊発電所１・２号機の定期検査における発電再開につきまして、その時期を見通すことができない

状況にあります。このため、本州方面への今後の融通電力量や火力発電所の燃料焚き増しについて

見通すことが困難であり、収入・費用を合理的に予想することができません。

当社は、原子力安全・保安院より「発電用原子炉施設の安全性に関する総合的評価」の実施について

指示を受け、今後的確に対応してまいりますが、これに伴い、当社の業績に大きな影響を及ぼす

以上の理由から、平成24年３月期の業績予想につきましては、連結、個別ともに第２四半期(累計)

当期の業績につきましては、至近の動向を踏まえ、平成23年４月28日に公表した業績予想を修正

いたしました。

     （参考）泊発電所１号機は、４月22日から定期検査中であり、泊発電所２号機は、８月下旬から定期検査

　　      　 を開始する予定です。

販売電力量につきましては、東日本大震災の影響による落ち込みは見られますが、産業用の一部

では生産増の動きもあり、今後の推移を見極める必要があることから、前回業績予想３２６億kWh程度

（対前期増減率０.８％程度）を据え置いております。

配当につきまして、当社は安定配当の維持を基本としております。今回、業績予想は未定といたし

ますが、その要因は一過性のものと考えており、平成23年４月28日に公表しました当期の配当予想

に変更はありません。

－　５　－
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２．サマリー情報（その他）に関する事項

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用の計算

（２）追加情報

び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号

税金費用は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理

的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法によっている。

平成21年12月４日)を適用している。

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、

「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月４日)及

－　６　－
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

前連結会計年度 当第１四半期連結会計期間
（平成23年３月31日） （平成23年６月30日）

資産の部

固定資産 1,532,382 1,516,522

電気事業固定資産 1,098,443 1,081,694

水力発電設備 113,585 112,167

汽力発電設備 100,880 98,534

原子力発電設備 315,314 305,838

送電設備 181,039 178,435

変電設備 80,728 80,698

配電設備 265,455 265,028

業務設備 38,720 37,828

その他の電気事業固定資産 2,719 3,162

その他の固定資産 47,036 46,418

固定資産仮勘定 115,336 120,456

建設仮勘定 115,197 120,111

除却仮勘定 139 345

核燃料 84,585 84,465

装荷核燃料 17,775 15,921

加工中等核燃料 66,809 68,543

投資その他の資産 186,981 183,487

長期投資 53,617 51,511

繰延税金資産 51,838 52,323

その他 81,635 79,779

貸倒引当金（貸方） △111 △126

流動資産 109,178 128,636

現金及び預金 20,956 38,022

受取手形及び売掛金 36,865 33,630

たな卸資産 35,174 37,663

繰延税金資産 9,849 10,064

その他 7,000 9,885

貸倒引当金（貸方） △667 △629

合計 1,641,561 1,645,159

（単位：百万円）

－　７　－
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前連結会計年度 当第１四半期連結会計期間
（平成23年３月31日） （平成23年６月30日）

負債及び純資産の部

負債の部

固定負債 986,859 1,000,691

社債 569,121 569,121

長期借入金 194,100 209,799

退職給付引当金 59,202 56,848

使用済燃料再処理等引当金 70,873 70,763

使用済燃料再処理等準備引当金 7,179 7,488

関係会社事業整理損失引当金 3,204 3,230

資産除去債務 77,636 78,083

その他 5,541 5,356

流動負債 233,498 225,268

1年以内に期限到来の固定負債 77,957 58,442

短期借入金 48,000 48,000

コマーシャル・ペーパー 19,000 43,000

支払手形及び買掛金 29,074 20,350

未払税金 14,495 18,950

その他 44,970 36,525

特別法上の引当金 10,461 10,830

渇水準備引当金 10,461 10,830

負債合計 1,230,820 1,236,791

純資産の部

株主資本 397,286 396,085

資本金 114,291 114,291

資本剰余金 21,174 21,174

利益剰余金 279,961 278,760

自己株式 △18,141 △18,142

その他の包括利益累計額 2,683 1,649

その他有価証券評価差額金 2,683 1,649

少数株主持分 10,771 10,633

純資産合計 410,741 408,368

合計 1,641,561 1,645,159

（単位：百万円）

－　８　－
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第１四半期連結累計期間

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日　 （自　平成23年４月１日　
　至　平成22年６月30日） 　至　平成23年６月30日）

営業収益 132,047 146,173

電気事業営業収益 128,061 141,979

その他事業営業収益 3,985 4,194

営業費用 122,128 135,763

電気事業営業費用 118,627 132,206

その他事業営業費用 3,501 3,556

営業利益 9,919 10,410

営業外収益 1,205 771

受取配当金 207 203

受取利息 193 259

持分法による投資利益 118 66

その他 686 241

営業外費用 4,146 4,441

支払利息 3,758 3,525

その他 387 915

四半期経常収益合計 133,253 146,945

四半期経常費用合計 126,274 140,205

経常利益 6,979 6,740

渇水準備金引当又は取崩し 1,691 368

渇水準備金引当 1,691 368

特別損失 4,923 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,923 －

税金等調整前四半期純利益 364 6,371

法人税、住民税及び事業税 41 2,410

法人税等調整額 142 42

法人税等合計 184 2,453

179 3,917

少数株主損失（△） △81 △21

四半期純利益 261 3,939

（単位：百万円）

少数株主損益調整前四半期純利益

－ 　９　 －
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日　 （自　平成23年４月１日　
　至　平成22年６月30日） 　至　平成23年６月30日）

少数株主損益調整前四半期純利益 179 3,917

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,069 △1,013

持分法適用会社に対する持分相当額 0 △0

その他の包括利益合計 △1,069 △1,013

四半期包括利益 △889 2,903

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △829 2,904

少数株主に係る四半期包括利益 △60 △0

（単位：百万円）

－ 　10　 －
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（３）継続企業の前提に関する注記

　該当事項なし

（４）セグメント情報等

（セグメント情報）

Ⅰ．前第１四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

電気事業 その他の事業 計

128,061 3,985 132,047 － 132,047

128,398 16,368 144,767 △ 12,719 132,047

10,250 △ 410 9,839 79 9,919

Ⅱ．当第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

電気事業 その他の事業 計

141,979 4,194 146,173 － 146,173

142,320 20,707 163,028 △ 16,855 146,173

9,668 482 10,150 259 10,410

（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

報告セグメント
調整額(注1)

四半期連結
損益計算書
計上額(注2)

(注)１ セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額79百万円は、セグメント間取引消去によるもので

－ 

売上高

　外部顧客への売上高

　セグメント間の内部売上高

　又は振替高

　　２ セグメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。

報告セグメント
調整額(注1)

四半期連結
損益計算書
計上額(注2)

売上高

　外部顧客への売上高

　セグメント間の内部売上高
341

　又は振替高
16,513 16,855 △ 16,855 － 

計

セグメント利益

(注)１ セグメント利益の調整額259百万円は、セグメント間取引消去によるものである。

　　２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。

　　　 ある。

12,719 △ 12,719 

計

セグメント利益又は
セグメント損失（△）

336 12,382

－ 　11　 －
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