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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 844,372 12.0 △12,644 ― △33,369 ― △36,865 ―

24年3月期第2四半期 753,848 △9.9 △54,904 ― △72,870 ― △108,289 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △42,547百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △109,467百万円 （―％）

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2四半期 △73.94 ―

24年3月期第2四半期 △217.21 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 4,064,052 585,616 13.4
24年3月期 4,196,826 629,832 13.9

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  545,461百万円 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  ：  有  

  

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 ― 0.00

25年3月期（予想） ― 0.00 0.00

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） 
 

（％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 1,790,000 6.2 △72,000 ― △115,000 ― △100,000 ― △200.54



(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）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】Ｐ４「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧ください。 

(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．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】Ｐ３ 「（３）連結業績予想に関する定性的情報」及び本日公表の「平成25年3月期通期業績予想および期
末配当予想に関するお知らせ」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2Q 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2Q 4,236,111 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2Q 498,600,877 株 24年3月期2Q 498,544,930 株



【参　考】

 平成25年3月期の個別業績予想（平成24年4月1日 ～ 平成25年3月31日）

通     期

　（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ： 有

△96.26  －

％

－

百万円

△48,000

円百万円

1,590,000

百万円 ％百万円

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益

△50,000 －△60,000

％

8.0

当期純利益

１株当たり当期

純利益

銭 ％
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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 905 億円（12.0％）増の 8,443 億円，四半期経常収益は前年同期に比べ 918 億円（12.1％）

増の 8,496 億円となりました。 

一方，費用面では，人件費の削減や，緊急的な支出抑制・繰延等による修繕費および一般経費の

減少はあるものの，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 523 億

円（6.3％）増の 8,830 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 395 億円損失幅縮小の 333 億円となりました。 

また，四半期純損失は，東日本大震災に伴う原町火力発電所の復旧に要する追加費用等として 135

億円を特別損失に計上したことなどから，前年同期に比べ 714 億円損失幅縮小の 368 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 6.7％増の

372 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，1.8％増の 128 億キロワット時，また，特定規模

需要については，9.5％増の 244 億キロワット時となりました。 

 

                            （単位：百万 kWh,％） 

24年３月期

第２四半期

25年３月期

第２四半期

前年同期比

電　　　灯 10,785    10,976    101.8    

電　　　力 1,818    1,858    102.2    

計 12,603    12,834    101.8    

22,283    24,392    109.5    

34,886    37,226    106.7    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，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 1,327 億円（3.2％）減の 4兆 640 億円となりました。 

負債は，支払手形及び買掛金の減少に加え，短期借入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 885 億円（2.5％）減の 3兆 4,784 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 442

億円（7.0％）減の 5,856 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 0.5 ポイント低下し，13.4％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損失が減少したことなどから，前年同期に比べ 252 億円（97.0％）減の 7

億円の支出となりました。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投融資による支出が減少したことなどから，前年同期に比べ 183 億円（14.5％）減の 1,084 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） 

  コマーシャル・ペーパーの償還による支出が増加したことなどから，前年同期に比べ 775 億円

（86.6％）減の 119 億円の収入となりました。 

 

  以上の結果，現金及び現金同等物の当四半期末残高は，1,248 億円となりました。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連 結 業 績 予 想 

(単位：億円)

 

売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益

通 期 17,900 △ 720 △ 1,150 △ 1,000 

    

 個 別 業 績 予 想 

(単位：億円)

売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益

通 期 15,900 △ 500 △ 600 △ 480 

 

連結業績予想における売上高は，当社において，東日本大震災からの復興に伴う販売電力量の増

加などにより，1兆 7,900 億円程度（対前年度比 6.2％増）となる見通しであります。 

一方，震災以降，財務体質が急速に悪化している状況を踏まえ，人件費の削減や，修繕費および

一般経費について，緊急的な支出抑制・繰延等により前年度から更に削減を図っているものの，販

売電力量の増加などに伴う火力燃料費や購入電力料の増加などにより，経常損益は，1,150 億円程

度の損失となる見通しであります。 

また，当期純損益は，1,000 億円程度の損失となる見通しであります。 

 

【主要諸元】 【収支変動影響額】 （単位：億円）

今回発表予想 今回発表予想

為　替　レ　ー　ト （円／ドル） 　　　　 80 程度

原 子 力 設 備 利 用 率 （％） 　　　　　0

　　　　36 程度

原油ＣＩＦ価格（ドル／バーレル） 　　　　115 程度 為　替　レ　ー　ト （１円／ドル） 　　　　61 程度

項　　　　目 項　　　　目

販　売　電　力　量（億kWh） 　　　　777 程度 原油ＣＩＦ価格（１ドル／バーレル）
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（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，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２四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 1,074 百万円減少しております。 

 

３．その他の情報 

（１）追加情報 

（東日本大震災に伴う特別損失及び災害復旧費用引当金の計上） 

平成23年３月11日発生の東日本大震災に伴う損失について，前連結会計年度（平成24年３月期）

までに特別損失及び災害復旧費用引当金を計上しておりました。 

当第２四半期連結累計期間において，復旧工事中の当社原町火力発電所について，当初は来年夏

までとしていた運転再開時期を大幅に前倒しし，年内にも試運転による発電を再開出来る見込みと

なったことから，最新の工程にもとづき復旧費用等を精査いたしました。 

これにより新たに発生した追加復旧費用等について，災害特別損失 13,589 百万円を特別損失に計

上し，うち災害復旧費用引当金に 13,577 百万円を計上しております。 
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４．四半期連結財務諸表 

（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２四半期連結会計期間 

(平成24年９月30日現在) 

資産の部   

固定資産 3,608,063 3,591,230 

電気事業固定資産 2,529,553 2,540,130 

水力発電設備 167,993 164,601 

汽力発電設備 272,768 259,111 

原子力発電設備 360,350 345,221 

送電設備 711,758 699,992 

変電設備 247,717 243,376 

配電設備 624,200 620,834 

業務設備 101,247 98,321 

その他の電気事業固定資産 43,516 108,671 

その他の固定資産 232,582 226,007 

固定資産仮勘定 217,107 194,330 

建設仮勘定及び除却仮勘定 217,107 194,330 

核燃料 153,167 147,270 

装荷核燃料 34,729 34,729 

加工中等核燃料 118,437 112,540 

投資その他の資産 475,652 483,490 

長期投資 94,581 90,503 

使用済燃料再処理等積立金 99,609 94,907 

繰延税金資産 174,748 186,277 

その他 107,827 112,735 

貸倒引当金（貸方） △1,114 △932 

流動資産 588,762 472,822 

現金及び預金 141,669 104,825 

受取手形及び売掛金 152,283 136,342 

たな卸資産 77,298 79,904 

繰延税金資産 71,525 69,552 

その他 146,725 82,827 

貸倒引当金（貸方） △740 △630 

合計 4,196,826 4,064,052 
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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２四半期連結会計期間 

(平成24年９月30日現在) 

負債及び純資産の部   

固定負債 2,676,778 2,730,322 

社債 1,123,721 1,153,729 

長期借入金 952,622 979,616 

退職給付引当金 228,734 225,222 

使用済燃料再処理等引当金 103,535 99,890 

使用済燃料再処理等準備引当金 13,005 13,265 

災害復旧費用引当金 45,948 53,550 

資産除去債務 128,419 129,895 

再評価に係る繰延税金負債 1,852 1,732 

その他 78,939 73,418 

流動負債 890,214 748,113 

1年以内に期限到来の固定負債 253,606 259,207 

短期借入金 111,980 70,375 

支払手形及び買掛金 169,836 125,962 

未払税金 26,145 18,539 

災害復旧費用引当金 44,717 40,976 

その他 283,927 233,051 

負債合計 3,566,993 3,478,435 

株主資本 587,570 550,761 

資本金 251,441 251,441 

資本剰余金 26,685 26,678 

利益剰余金 317,751 280,766 

自己株式 △8,308 △8,125 

その他の包括利益累計額 △2,660 △5,299 

その他有価証券評価差額金 △704 △1,176 

繰延ヘッジ損益 － △1,562 

土地再評価差額金 △1,300 △1,256 

為替換算調整勘定 △655 △1,304 

新株予約権 448 488 

少数株主持分 44,474 39,666 

純資産合計 629,832 585,616 

合計 4,196,826 4,064,052 

東北電力（株）　9506　平成25年３月期　第２四半期決算短信

－ 6 －



（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 

(平成23年４月１日から 

  平成23年９月30日まで) 

当第２四半期連結累計期間 

(平成24年４月１日から 

  平成24年９月30日まで) 

営業収益 753,848 844,372 

電気事業営業収益 665,941 749,760 

その他事業営業収益 87,907 94,612 

営業費用 808,753 857,016 

電気事業営業費用 725,071 757,935 

その他事業営業費用 83,681 99,080 

営業損失（△） △54,904 △12,644 

営業外収益 3,937 5,288 

受取配当金 428 549 

受取利息 1,032 962 

固定資産売却益 24 159 

持分法による投資利益 － 786 

その他 2,450 2,831 

営業外費用 21,902 26,013 

支払利息 19,358 20,387 

その他 2,543 5,626 

四半期経常収益合計 757,785 849,660 

四半期経常費用合計 830,655 883,030 

経常損失（△） △72,870 △33,369 

渇水準備金引当又は取崩し △304 － 

渇水準備引当金取崩し（貸方） △304 － 

特別損失 90,492 13,589 

財産偶発損 749 － 

災害特別損失 89,742 13,589 

税金等調整前四半期純損失（△） △163,057 △46,958 

法人税、住民税及び事業税 3,534 1,610 

法人税等調整額 △59,524 △8,727 

法人税等合計 △55,989 △7,117 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △107,068 △39,840 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,221 △2,974 

四半期純損失（△） △108,289 △36,865 
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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 

(平成23年４月１日から 

  平成23年９月30日まで) 

当第２四半期連結累計期間 

(平成24年４月１日から 

  平成24年９月30日まで) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △107,068 △39,840 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,428 △496 

繰延ヘッジ損益 － △1,562 

為替換算調整勘定 △969 △648 

持分法適用会社に対する持分相当額 △1 △0 

その他の包括利益合計 △2,399 △2,707 

四半期包括利益 △109,467 △42,547 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △110,669 △39,548 

少数株主に係る四半期包括利益 1,201 △2,998 
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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23年４月１日から 

  平成23年９月30日まで) 

当第２四半期連結累計期間 

(平成24年４月１日から 

  平成24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損失（△） △163,057 △46,958 

減価償却費 117,359 113,617 

核燃料減損額 437 － 

固定資産除却損 2,598 1,284 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,399 △3,512 

使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） △3,438 △3,644 

使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減

少）

250 260 

災害復旧費用引当金の増減額（△は減少） 70,993 3,860 

渇水準備引当金の増減額（△は減少） △304 － 

受取利息及び受取配当金 △1,461 △1,511 

支払利息 19,358 20,387 

売上債権の増減額（△は増加） △20,668 19,451 

仕入債務の増減額（△は減少） △21,139 △43,814 

その他 △10,096 △35,946 

小計 △5,768 23,474 

利息及び配当金の受取額 1,459 1,529 

利息の支払額 △18,419 △19,255 

法人税等の支払額 △3,326 △6,536 

営業活動によるキャッシュ・フロー △26,055 △787 

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 △121,795 △118,451 

投融資による支出 △7,273 △3,775 

投融資の回収による収入 2,541 4,237 

その他 △322 9,533 

投資活動によるキャッシュ・フロー △126,850 △108,455 

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 － 99,696 

社債の償還による支出 △59,000 △70,000 

長期借入れによる収入 180,900 71,250 

長期借入金の返済による支出 △39,691 △36,544 

短期借入れによる収入 223,950 278,890 

短期借入金の返済による支出 △223,170 △320,495 

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 80,000 177,000 

コマーシャル・ペーパーの償還による支出 △62,000 △186,000 

配当金の支払額 △9,963 △54 

少数株主への配当金の支払額 △494 △576 

その他 △966 △1,178 

財務活動によるキャッシュ・フロー 89,563 11,986 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △64 △43 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △63,405 △97,300 

現金及び現金同等物の期首残高 179,757 222,140 

現金及び現金同等物の四半期末残高 116,351 124,839 
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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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