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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 1,336,102 15.3 16,945 107.0 △217 ― △738 ―
24年3月期第2四半期 1,159,211 0.1 8,188 △94.4 △6,168 ― △19,006 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △4,881百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △24,772百万円 （―％）

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 △0.97 ―
24年3月期第2四半期 △25.08 ―

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 5,818,672 1,520,482 25.5
24年3月期 5,647,169 1,548,347 26.8
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  1,483,903百万円 24年3月期  1,511,259百万円

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

24年3月期 ― 30.00 ― 30.00 60.00
25年3月期 ― 25.00
25年3月期（予想） ― 25.00 50.00

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  ：  無   

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 2,640,000 7.8 △45,000 ― △80,000 ― △60,000 ― △79.19

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 

（注）第１四半期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】P.2「サマリー情報（注記事項）に関する事項」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２５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24年9月4日に公表しました予想値を変更しておりません。 
   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２４年度第２四半期決算について」の9ページ「業績の見通し」をご覧ください。 
 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。 

※  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 758,000,000 株 24年3月期 758,000,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 307,826 株 24年3月期 291,678 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 757,699,460 株 24年3月期2Q 757,733,039 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）

(％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 ： 無

△85.78通期 2,480,000   8.1 △60,000 － △90,000 － △65,000 －

円 銭

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
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１．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）

は 2,927百万円増加している。

営業利益は 2,927百万円増加し, 経常損失は 2,927百万円減少し，税金等調整前四半期純利益

実施している。

法人税法の改正に伴い，第１四半期連結会計期間から，平成24年4月1日以降に取得

した減価償却資産について，改正後の法人税法に規定する償却方法により，減価償却を

これにより，当第２四半期連結累計期間の減価償却実施額は 2,927百万円減少し，
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２．四半期連結財務諸表 
（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) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

固定資産 4,786,270 4,781,222

電気事業固定資産 3,167,018 3,255,269

水力発電設備 260,065 256,137

汽力発電設備 465,084 584,170

原子力発電設備 244,877 235,579

送電設備 882,116 862,049

変電設備 392,672 397,991

配電設備 792,369 788,879

業務設備 120,801 121,944

その他の電気事業固定資産 9,031 8,516

その他の固定資産 193,688 191,474

固定資産仮勘定 442,097 369,882

建設仮勘定及び除却仮勘定 442,097 369,882

核燃料 252,057 250,926

装荷核燃料 40,040 40,040

加工中等核燃料 212,017 210,886

投資その他の資産 731,408 713,669

長期投資 187,380 184,961

使用済燃料再処理等積立金 229,166 219,951

繰延税金資産 231,811 226,002

その他 85,532 84,635

貸倒引当金（貸方） △2,482 △1,880

流動資産 860,898 1,037,449

現金及び預金 214,515 321,134

受取手形及び売掛金 181,306 207,383

短期投資 267,872 287,056

たな卸資産 100,660 133,555

繰延税金資産 26,609 25,872

その他 71,518 64,812

貸倒引当金（貸方） △1,584 △2,366

合計 5,647,169 5,818,672
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債及び純資産の部   

固定負債 3,162,845 3,298,608

社債 994,558 868,565

長期借入金 1,385,024 1,667,174

退職給付引当金 208,091 200,322

使用済燃料再処理等引当金 247,741 241,003

使用済燃料再処理等準備引当金 14,242 14,527

原子力発電所運転終了関連損失引当金 39,365 31,669

資産除去債務 219,178 218,880

その他 54,641 56,465

流動負債 921,486 988,035

1年以内に期限到来の固定負債 249,520 340,865

短期借入金 340,876 343,050

支払手形及び買掛金 138,603 130,082

未払税金 36,748 29,884

その他 155,738 144,152

特別法上の引当金 14,490 11,544

渇水準備引当金 14,490 11,544

負債合計 4,098,821 4,298,189

株主資本 1,514,116 1,490,625

資本金 430,777 430,777

資本剰余金 70,777 70,777

利益剰余金 1,013,040 989,565

自己株式 △478 △494

その他の包括利益累計額 △2,856 △6,722

その他有価証券評価差額金 11,276 10,630

繰延ヘッジ損益 △5,844 △9,628

為替換算調整勘定 △8,288 △7,724

少数株主持分 37,087 36,579

純資産合計 1,548,347 1,520,482

合計 5,647,169 5,818,672
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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23年４月１日 
  至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
  至 平成24年９月30日) 

営業収益 1,159,211 1,336,102

電気事業営業収益 1,067,615 1,236,364

その他事業営業収益 91,595 99,738

営業費用 1,151,022 1,319,156

電気事業営業費用 1,060,859 1,221,670

その他事業営業費用 90,163 97,486

営業利益 8,188 16,945

営業外収益 12,098 6,100

受取配当金 851 976

受取利息 2,289 2,298

持分法による投資利益 1,242 －

その他 7,714 2,825

営業外費用 26,455 23,263

支払利息 17,392 19,798

持分法による投資損失 － 162

その他 9,062 3,302

四半期経常収益合計 1,171,309 1,342,203

四半期経常費用合計 1,177,478 1,342,420

経常損失（△） △6,168 △217

渇水準備金引当又は取崩し 5,044 △2,945

渇水準備金引当 5,044 －

渇水準備引当金取崩し（貸方） － △2,945

特別利益 － 7,133

原子力発電所運転終了関連損失引当金戻入額 － 7,133

特別損失 17,291 －

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（△）

△28,504 9,861

法人税、住民税及び事業税 2,117 2,859

法人税等調整額 △11,394 7,858

法人税等合計 △9,276 10,718

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △19,228 △856

少数株主損失（△） △222 △118

四半期純損失（△） △19,006 △738
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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23年４月１日 
  至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
  至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △19,228 △856

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △541 △742

繰延ヘッジ損益 △3,319 △2,302

為替換算調整勘定 △52 △58

持分法適用会社に対する持分相当額 △1,630 △920

その他の包括利益合計 △5,543 △4,024

四半期包括利益 △24,772 △4,881

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △24,317 △4,604

少数株主に係る四半期包括利益 △454 △276
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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23年４月１日 
  至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
  至 平成24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（△）

△28,504 9,861

減価償却費 135,201 134,791

原子力発電施設解体費 610 －

核燃料減損額 1,180 －

固定資産除却損 3,187 4,207

退職給付引当金の増減額（△は減少） 36 △7,769

使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） △5,090 △6,738

使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減
少）

309 284

原子力発電所運転終了関連損失引当金の増減額 
（△は減少）

△5,275 △7,696

渇水準備引当金の増減額（△は減少） 5,044 △2,945

受取利息及び受取配当金 △3,141 △3,275

支払利息 17,392 19,798

使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） 9,365 9,215

売上債権の増減額（△は増加） △20,734 △26,009

たな卸資産の増減額（△は増加） △40,572 △32,895

仕入債務の増減額（△は減少） 5,328 △8,518

その他 △13,410 7,758

小計 60,928 90,069

利息及び配当金の受取額 4,153 4,393

利息の支払額 △16,636 △19,418

法人税等の支払額 △35,764 △4,998

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,679 70,046

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 △135,529 △166,487

投融資による支出 △5,365 △45,436

投融資の回収による収入 7,328 38,086

その他 2,949 △502

投資活動によるキャッシュ・フロー △130,617 △174,339
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（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
  至 平成24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 － 19,950

社債の償還による支出 △100,000 △50,000

長期借入れによる収入 526,400 314,200

長期借入金の返済による支出 △83,221 △35,864

短期借入れによる収入 196,660 185,450

短期借入金の返済による支出 △196,000 △182,928

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 154,000 －

コマーシャル・ペーパーの償還による支出 △197,000 －

自己株式の取得による支出 △31 △21

配当金の支払額 △22,669 △22,683

少数株主への配当金の支払額 △273 △267

その他 △1,303 △1,494

財務活動によるキャッシュ・フロー 276,559 226,340

現金及び現金同等物に係る換算差額 △47 6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 158,573 122,054

現金及び現金同等物の期首残高 121,295 473,162

現金及び現金同等物の四半期末残高 279,869 595,216
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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

３．その他の情報（補足情報）

　（１）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　（２）事業等のリスク

　（３）会社の対処すべき課題

発表日（平成24年10月31日）現在において，重要な変更はありません。

（平成24年10月31日）現在において，重要な変更はありません。

平成25年3月期第１四半期決算短信に記載した「事業等のリスク」について，第２四半期決算発表日

平成25年3月期第１四半期決算短信に記載した「会社の対処すべき課題」について，第２四半期決算

平成25年3月期第１四半期決算短信に記載した「利益配分に関する基本方針」について，第２四半期

決算発表日（平成24年10月31日）現在において，重要な変更はありません。

なお，平成25年3月期の配当につきましては，サマリー情報「2．配当の状況」をご覧ください。
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