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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 407,629 17.4 △342 ― △12,805 ― △12,015 ―

24年3月期第1四半期 347,229 △11.8 △11,798 ― △19,134 ― △16,691 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △15,987百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △16,453百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △24.10 ―

24年3月期第1四半期 △33.48 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 4,053,378 613,268 14.1
24年3月期 4,196,826 629,832 13.9

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  570,441百万円 24年3月期  584,910百万円

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  

  平成25年3月期の中間および期末配当予想額については、現時点では未定です。 

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

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

25年3月期 ―

25年3月期（予想） ― ― ― ―

3. 平成25年3月期の連結業績予想（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 
  平成25年3月期の業績予想については、現時点では、原子力発電所の運転再開見通しが不透明であることなどから、収支に係わる合理的な算定が困 
 難なため「未定」としております。 
  今後、一定の条件が整い、合理的な算定が可能となった時点において速やかにお知らせいたします。 



(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  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）当第１四半期連結会計期間より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に 
 該当しております。詳細は、【添付資料】Ｐ３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」（１）会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方 
 針の変更をご覧ください。 

(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 
  １．業績予想に関する事項については、【添付資料】Ｐ３「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
  ２．決算補足説明資料については、当社ホームページに掲載しております。 

※  注記事項

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   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 502,882,585 株 24年3月期 502,882,585 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 4,328,648 株 24年3月期 4,327,240 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 498,554,367 株 24年3月期1Q 498,529,392 株
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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 604 億円（17.4％）増の 4,076 億円，四半期経常収益は前年同期に比べ 582 億円（16.6％）

増の 4,091 億円となりました。 

一方，費用面では，企業グループを挙げて最大限のコスト削減に取り組んだことなどにより修繕

費，人件費および一般経費は減少したものの，燃料費や購入電力料の増加などにより四半期経常費

用は前年同期に比べ 519 億円（14.0％）増の 4,219 億円となりました。 

以上の結果，経常損失は前年同期に比べ 63 億円損失幅縮小の 128 億円，四半期純損失は前年同期

に比べ 46 億円損失幅縮小の 120 億円となりました。 

 

② 販売電力量の状況 

販売電力量は，東日本大震災による前年の落ち込みの反動などから，前年同期に比べ 9.8％増の

183 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，2.7％増の 66 億キロワット時，また，特定規模

需要については，14.2％増の 117 億キロワット時となりました。 

 

                            （単位：百万 kWh,％） 

24年３月期

第１四半期

25年３月期

第１四半期

前年同期比

電　　　灯 5,548    5,689    102.5    

電　　　力 841    870    103.4    

計 6,389    6,559    102.7    

10,243    11,698    114.2    

16,632    18,257    109.8    合 計

特 定 規 模 需 要
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

資産は，減価償却の進行などによる固定資産の減少に加え，現金及び預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 1,434 億円（3.4％）減の 4兆 533 億円となりました。 

負債は，長期借入金の減少に加え，支払手形及び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 1,268 億円（3.6％）減の 3兆 4,401 億円となりました。 

純資産は，四半期純損失の計上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 165

億円（2.6％）減の 6,132 億円となりました。 

以上の結果，自己資本比率は，総資産が大きく減少したことから，前年度末から 0.2 ポイント上

昇し，14.1％となりました。 
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当社は，今後 10 年間の電力需要想定を記載した平成 24 年度供給計画の変更を届け出ております

が，供給力の見通しについては，原子力発電所の運転再開見通しが不透明であることなどから未定

としております。 

このため，収支に係わる合理的な算定が困難なことから，平成 25 年 3月期の業績予想は「未定」

としております。今後，合理的な算定が可能となった時点において速やかにお知らせいたします。 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

（１）会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更 

当社及び国内連結子会社は，法人税法の改正に伴い，当第１四半期連結会計期間より，平成24年

４月１日以後に取得した有形固定資産については，改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変

更しております。 

これにより，従来の方法に比べて，当第１四半期連結累計期間の営業損失，経常損失及び税金等

調整前四半期純損失はそれぞれ 267 百万円減少しております。 
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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 

（単位：百万円）

前連結会計年度 

(平成24年３月31日現在) 

当第１四半期連結会計期間 

(平成24年６月30日現在) 

資産の部   

固定資産 3,608,063 3,581,154 

電気事業固定資産 2,529,553 2,545,351 

水力発電設備 167,993 165,811 

汽力発電設備 272,768 266,175 

原子力発電設備 360,350 351,571 

送電設備 711,758 705,926 

変電設備 247,717 245,068 

配電設備 624,200 622,358 

業務設備 101,247 99,545 

その他の電気事業固定資産 43,516 88,895 

その他の固定資産 232,582 229,616 

固定資産仮勘定 217,107 186,137 

建設仮勘定及び除却仮勘定 217,107 186,137 

核燃料 153,167 145,435 

装荷核燃料 34,729 34,729 

加工中等核燃料 118,437 110,705 

投資その他の資産 475,652 474,614 

長期投資 94,581 91,354 

使用済燃料再処理等積立金 99,609 96,725 

繰延税金資産 174,748 180,841 

その他 107,827 106,668 

貸倒引当金（貸方） △1,114 △975 

流動資産 588,762 472,223 

現金及び預金 141,669 102,986 

受取手形及び売掛金 152,283 129,564 

たな卸資産 77,298 84,342 

繰延税金資産 71,525 66,666 

その他 146,725 89,283 

貸倒引当金（貸方） △740 △619 

合計 4,196,826 4,053,378 
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（単位：百万円）

前連結会計年度 

(平成24年３月31日現在) 

当第１四半期連結会計期間 

(平成24年６月30日現在) 

負債及び純資産の部   

固定負債 2,676,778 2,672,504 

社債 1,123,721 1,148,725 

長期借入金 952,622 927,955 

退職給付引当金 228,734 228,302 

使用済燃料再処理等引当金 103,535 101,717 

使用済燃料再処理等準備引当金 13,005 13,135 

災害復旧費用引当金 45,948 45,948 

資産除去債務 128,419 129,157 

再評価に係る繰延税金負債 1,852 1,784 

その他 78,939 75,778 

流動負債 890,214 767,605 

1年以内に期限到来の固定負債 253,606 221,889 

短期借入金 111,980 83,715 

支払手形及び買掛金 169,836 117,906 

未払税金 26,145 14,946 

災害復旧費用引当金 44,717 40,866 

その他 283,927 288,281 

負債合計 3,566,993 3,440,109 

株主資本 587,570 575,463 

資本金 251,441 251,441 

資本剰余金 26,685 26,685 

利益剰余金 317,751 305,646 

自己株式 △8,308 △8,308 

その他の包括利益累計額 △2,660 △5,022 

その他有価証券評価差額金 △704 △1,416 

繰延ヘッジ損益 － △1,059 

土地再評価差額金 △1,300 △1,210 

為替換算調整勘定 △655 △1,335 

新株予約権 448 448 

少数株主持分 44,474 42,378 

純資産合計 629,832 613,268 

合計 4,196,826 4,053,378 
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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 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 

(平成23年４月１日から 

  平成23年６月30日まで) 

当第１四半期連結累計期間 

(平成24年４月１日から 

  平成24年６月30日まで) 

営業収益 347,229 407,629 

電気事業営業収益 309,905 357,832 

その他事業営業収益 37,324 49,796 

営業費用 359,027 407,971 

電気事業営業費用 323,373 356,052 

その他事業営業費用 35,653 51,919 

営業損失（△） △11,798 △342 

営業外収益 3,635 1,487 

受取配当金 423 292 

受取利息 478 449 

固定資産売却益 1 100 

持分法による投資利益 1,337 － 

その他 1,394 645 

営業外費用 10,971 13,950 

支払利息 9,562 10,166 

その他 1,408 3,783 

四半期経常収益合計 350,864 409,116 

四半期経常費用合計 369,998 421,922 

経常損失（△） △19,134 △12,805 

渇水準備金引当又は取崩し 1,235 － 

渇水準備金引当 1,235 － 

特別損失 1,782 － 

有価証券評価損 1,782 － 

税金等調整前四半期純損失（△） △22,152 △12,805 

法人税、住民税及び事業税 1,134 1,138 

法人税等調整額 △6,932 △430 

法人税等合計 △5,797 708 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △16,355 △13,513 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 335 △1,497 

四半期純損失（△） △16,691 △12,015 
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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 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 

(平成23年４月１日から 

  平成23年６月30日まで) 

当第１四半期連結累計期間 

(平成24年４月１日から 

  平成24年６月30日まで) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △16,355 △13,513 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △83 △733 

繰延ヘッジ損益 － △1,059 

為替換算調整勘定 △14 △680 

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 △98 △2,473 

四半期包括利益 △16,453 △15,987 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △16,767 △14,467 

少数株主に係る四半期包括利益 313 △1,519 
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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。

（３）

（４）
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