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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 1,159,211 0.1 8,188 △94.4 △6,168 ― △19,006 ―
23年3月期第2四半期 1,157,596 2.9 145,362 △7.2 128,395 △9.7 74,233 △18.1

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △24,772百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 64,754百万円 （―％）

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2四半期 △25.08 ―
23年3月期第2四半期 97.32 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 5,518,015 1,650,577 29.2
23年3月期 5,331,966 1,698,382 31.1
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  1,613,054百万円 23年3月期  1,660,130百万円

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 ― 30.00 ― 30.00 60.00
24年3月期 ― 30.00
24年3月期（予想） ― 30.00 60.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 2,420,000 3.8 △130,000 ― △155,000 ― △110,000 ― △145.17

連結
スタンプ



(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  ：  無  

(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きは終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 １．平成２４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23年10月4日に公表しました予想値を変更しております。 
   業績予想に関する事項につきましては，四半期決算補足説明資料「平成２３年度第２四半期決算について」の10ページ「業績の見通し」をご覧下さい。 
 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およ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予想数値と異なる可能性があります。 
 ３．決算補足説明資料はＴＤｎｅｔで同日開示しております。当社は，機関投資家，アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資
  料については，当社ホームページに掲載いたします。 

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2Q 758,000,000 株 23年3月期 758,000,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 273,795 株 23年3月期 257,799 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 757,733,039 株 23年3月期2Q 762,794,590 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）

(％表示は、対前期増減率)

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

2,260,000 △145,000  3.8 －

１株当たり

当期純利益

△170,000 △120,000

当期純利益

－通期

売上高 営業利益 経常利益

円 銭

△158.35－
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１．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

固定資産 4,877,304 4,835,029

電気事業固定資産 3,252,910 3,219,947

水力発電設備 268,975 264,639

汽力発電設備 508,008 486,554

原子力発電設備 267,247 255,095

送電設備 879,196 891,404

変電設備 398,469 396,339

配電設備 799,732 795,069

業務設備 125,240 125,169

その他の電気事業固定資産 6,039 5,674

その他の固定資産 198,189 197,924

固定資産仮勘定 410,398 412,649

建設仮勘定及び除却仮勘定 410,398 412,649

核燃料 261,283 249,543

装荷核燃料 41,220 40,040

加工中等核燃料 220,062 209,503

投資その他の資産 754,522 754,963

長期投資 190,517 188,370

使用済燃料再処理等積立金 240,001 230,636

繰延税金資産 235,063 246,147

その他 90,536 91,380

貸倒引当金（貸方） △1,597 △1,571

流動資産 454,662 682,985

現金及び預金 117,000 223,409

受取手形及び売掛金 148,609 169,449

短期投資 14,233 61,177

たな卸資産 94,832 135,405

繰延税金資産 23,135 25,422

その他 58,173 69,644

貸倒引当金（貸方） △1,321 △1,522

合計 5,331,966 5,518,015
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債及び純資産の部   

固定負債 2,595,687 3,025,621

社債 1,177,542 1,127,550

長期借入金 616,554 1,107,136

退職給付引当金 206,118 206,154

使用済燃料再処理等引当金 258,544 253,453

使用済燃料再処理等準備引当金 13,659 13,969

原子力発電所運転終了関連損失引当金 44,926 39,651

資産除去債務 218,692 218,998

その他 59,649 58,706

流動負債 1,031,745 830,620

1年以内に期限到来の固定負債 262,507 164,859

短期借入金 333,539 332,829

コマーシャル・ペーパー 112,000 69,000

支払手形及び買掛金 123,663 128,985

未払税金 62,774 23,934

その他 137,259 111,009

特別法上の引当金 6,151 11,195

渇水準備引当金 6,151 11,195

負債合計 3,633,584 3,867,438

株主資本 1,651,830 1,610,066

資本金 430,777 430,777

資本剰余金 70,777 70,777

利益剰余金 1,150,710 1,108,965

自己株式 △434 △453

その他の包括利益累計額 8,299 2,987

その他有価証券評価差額金 10,447 10,047

繰延ヘッジ損益 2,406 △1,796

為替換算調整勘定 △4,554 △5,263

少数株主持分 38,252 37,523

純資産合計 1,698,382 1,650,577

合計 5,331,966 5,518,015
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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 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

営業収益 1,157,596 1,159,211

電気事業営業収益 1,070,858 1,067,615

その他事業営業収益 86,738 91,595

営業費用 1,012,234 1,151,022

電気事業営業費用 929,585 1,060,859

その他事業営業費用 82,648 90,163

営業利益 145,362 8,188

営業外収益 6,862 12,098

受取配当金 900 851

受取利息 2,449 2,289

持分法による投資利益 930 1,242

その他 2,582 7,714

営業外費用 23,828 26,455

支払利息 19,515 17,392

その他 4,313 9,062

四半期経常収益合計 1,164,458 1,171,309

四半期経常費用合計 1,036,063 1,177,478

経常利益又は経常損失（△） 128,395 △6,168

渇水準備金引当又は取崩し 3,440 5,044

渇水準備金引当 3,440 5,044

特別損失 8,685 17,291

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 8,685 －

確定拠出年金移行時差異 － 17,291

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（△）

116,269 △28,504

法人税、住民税及び事業税 50,833 2,117

法人税等調整額 △8,789 △11,394

法人税等合計 42,043 △9,276

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

74,225 △19,228

少数株主損失（△） △7 △222

四半期純利益又は四半期純損失（△） 74,233 △19,006
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  四半期連結包括利益計算書 
  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 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
  至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

74,225 △19,228

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △7,104 △541

繰延ヘッジ損益 △1,113 △3,319

為替換算調整勘定 △785 △52

持分法適用会社に対する持分相当額 △467 △1,630

その他の包括利益合計 △9,471 △5,543

四半期包括利益 64,754 △24,772

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 65,107 △24,317

少数株主に係る四半期包括利益 △353 △454
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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 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
  至 平成23年９月30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（△）

116,269 △28,504

減価償却費 140,612 135,201

原子力発電施設解体費 2,452 610

核燃料減損額 4,659 1,180

固定資産除却損 3,068 3,187

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 8,685 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 637 36

使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） 818 △5,090

使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減
少）

254 309

原子力発電所運転終了関連損失引当金の増減額 
（△は減少）

△892 △5,275

渇水準備引当金の増減額（△は減少） 3,440 5,044

受取利息及び受取配当金 △3,350 △3,141

支払利息 19,515 17,392

使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） 6,110 9,365

売上債権の増減額（△は増加） △10,815 △20,734

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,683 △40,572

仕入債務の増減額（△は減少） △4,960 5,328

その他 27,499 △13,410

小計 304,322 60,928

利息及び配当金の受取額 5,152 4,153

利息の支払額 △20,096 △16,636

法人税等の支払額 △61,189 △35,764

営業活動によるキャッシュ・フロー 228,188 12,679

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 △127,977 △135,529

投融資による支出 △46,444 △5,365

投融資の回収による収入 3,365 7,328

その他 2,491 2,949

投資活動によるキャッシュ・フロー △168,565 △130,617
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
  至 平成23年９月30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 69,788 －

社債の償還による支出 △88,374 △100,000

長期借入れによる収入 81,600 526,400

長期借入金の返済による支出 △118,458 △83,221

短期借入れによる収入 186,920 196,660

短期借入金の返済による支出 △182,320 △196,000

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 363,000 154,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出 △385,000 △197,000

自己株式の取得による支出 △62 △31

配当金の支払額 △22,841 △22,669

少数株主への配当金の支払額 △228 △273

その他 △1,217 △1,303

財務活動によるキャッシュ・フロー △97,194 276,559

現金及び現金同等物に係る換算差額 △449 △47

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △38,020 158,573

現金及び現金同等物の期首残高 113,140 121,295

現金及び現金同等物の四半期末残高 75,119 279,869
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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

　（６）重要な後発事象

当第２四半期連結累計期間（自　平成23年4月1日　至　平成23年9月30日）

訴訟の和解について

当社は，平成20年9月12日に，株式会社日立製作所に対して，浜岡原子力発電所５号機

低圧タービン動翼の損傷に伴う損害賠償請求訴訟を提起していたが，東京地方裁判所から

の和解条項案を受諾し，平成23年10月6日に同社との和解が成立した。

これにより，第３四半期において和解金 9,000百万円を特別利益に計上する見込

みである。
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