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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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3四半期 1,274,557 9.7 △25,248 ― △55,789 ― △56,188 ―
24年3月期第3四半期 1,161,600 △6.9 △106,234 ― △133,901 ― △167,716 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △59,935百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △168,529百万円 （―％）

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3四半期 △112.69 ―
24年3月期第3四半期 △336.41 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 4,076,097 568,021 13.0
24年3月期 4,196,826 629,832 13.9
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  528,735百万円 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  
 

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  ：  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 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】Ｐ３「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．平成25年３月期の連結業績予想に関する事項につきましては、平成24年10月31日に公表した数値から変更はありません。 
 なお、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。 
 
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3Q 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3Q 4,238,672 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3Q 498,615,555 株 24年3月期3Q 498,549,529 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  ： 無

％ ％

－

百万円

△48,000 △96.26  8.0

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

当期純利益

１株当たり当期

純利益

円 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 1,129 億円（9.7％）増の 1 兆 2,745 億円，四半期経常収益は前年同期に比べ 1,144 億円

（9.8％）増の 1兆 2,819 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及び一般経費の減

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 363 億円

（2.8％）増の 1兆 3,377 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 781 億円損失幅縮小の 557 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 1,115 億円損失幅縮小の 561 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 5.2％増の

558 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，2.2％増の 196 億キロワット時，また，特定規模

需要については，6.9％増の 362 億キロワット時となりました。 

 

                            （単位：百万 kWh,％） 

24年３月期

第３四半期

25年３月期

第３四半期

前年同期比

電　　　灯 16,500    16,859    102.2    

電　　　力 2,633    2,698    102.5    

計 19,133    19,557    102.2    

33,872    36,204    106.9    

53,005    55,761    105.2    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 

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 1,207 億円（2.9％）減の 4兆 760 億円となりました。 

負債は，短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 589 億円（1.7％）減の 3兆 5,080 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 618

億円（9.8％）減の 5,680 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 0.9 ポイント低下し，13.0％となりました。 
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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３四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 2,269 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３四半期連結累計期間において，主として，復旧工事中の当社原町火力発電所について，当

初は本年夏までとしていた運転再開時期を大幅に前倒ししたことに伴い，最新の工程に基づき復旧

費用等を精査した結果，追加復旧費用等について，災害特別損失 13,586 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３四半期連結会計期間 

(平成24年12月31日現在) 

資産の部   

固定資産 3,608,063 3,584,352 

電気事業固定資産 2,529,553 2,523,483 

水力発電設備 167,993 164,122 

汽力発電設備 272,768 255,126 

原子力発電設備 360,350 341,066 

送電設備 711,758 695,020 

変電設備 247,717 245,763 

配電設備 624,200 619,985 

業務設備 101,247 97,125 

その他の電気事業固定資産 43,516 105,273 

その他の固定資産 232,582 223,548 

固定資産仮勘定 217,107 198,001 

建設仮勘定及び除却仮勘定 217,107 198,001 

核燃料 153,167 146,983 

装荷核燃料 34,729 34,729 

加工中等核燃料 118,437 112,253 

投資その他の資産 475,652 492,336 

長期投資 94,581 94,631 

使用済燃料再処理等積立金 99,609 93,088 

繰延税金資産 174,748 194,266 

その他 107,827 111,293 

貸倒引当金（貸方） △1,114 △943 

流動資産 588,762 491,744 

現金及び預金 141,669 112,170 

受取手形及び売掛金 152,283 146,283 

たな卸資産 77,298 86,770 

繰延税金資産 71,525 63,642 

その他 146,725 83,549 

貸倒引当金（貸方） △740 △671 

合計 4,196,826 4,076,097 
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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３四半期連結会計期間 

(平成24年12月31日現在) 

負債及び純資産の部   

固定負債 2,676,778 2,818,157 

社債 1,123,721 1,143,732 

長期借入金 952,622 1,080,329 

退職給付引当金 228,734 226,045 

使用済燃料再処理等引当金 103,535 98,071 

使用済燃料再処理等準備引当金 13,005 13,395 

災害復旧費用引当金 45,948 53,550 

資産除去債務 128,419 130,634 

再評価に係る繰延税金負債 1,852 1,718 

その他 78,939 70,678 

流動負債 890,214 689,919 

1年以内に期限到来の固定負債 253,606 216,887 

短期借入金 111,980 72,275 

支払手形及び買掛金 169,836 138,299 

未払税金 26,145 15,566 

災害復旧費用引当金 44,717 34,471 

その他 283,927 212,419 

負債合計 3,566,993 3,508,076 

株主資本 587,570 531,449 

資本金 251,441 251,441 

資本剰余金 26,685 26,678 

利益剰余金 317,751 261,455 

自己株式 △8,308 △8,126 

その他の包括利益累計額 △2,660 △2,713 

その他有価証券評価差額金 △704 147 

繰延ヘッジ損益 － △1,280 

土地再評価差額金 △1,300 △1,268 

為替換算調整勘定 △655 △312 

新株予約権 448 488 

少数株主持分 44,474 38,796 

純資産合計 629,832 568,021 

合計 4,196,826 4,076,097 
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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３四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 

(平成23年４月１日から 

  平成23年12月31日まで) 

当第３四半期連結累計期間 

(平成24年４月１日から 

  平成24年12月31日まで) 

営業収益 1,161,600 1,274,557 

電気事業営業収益 1,021,005 1,130,602 

その他事業営業収益 140,595 143,955 

営業費用 1,267,834 1,299,805 

電気事業営業費用 1,133,766 1,149,879 

その他事業営業費用 134,068 149,925 

営業損失（△） △106,234 △25,248 

営業外収益 5,937 7,410 

受取配当金 743 763 

受取利息 1,491 1,401 

固定資産売却益 257 329 

その他 3,445 4,916 

営業外費用 33,605 37,951 

支払利息 29,007 30,649 

その他 4,598 7,302 

四半期経常収益合計 1,167,538 1,281,968 

四半期経常費用合計 1,301,440 1,337,757 

経常損失（△） △133,901 △55,789 

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 90,608 13,586 

財産偶発損 750 － 

災害特別損失 89,858 13,586 

税金等調整前四半期純損失（△） △224,205 △69,376 

法人税、住民税及び事業税 6,913 2,019 

法人税等調整額 △64,877 △11,550 

法人税等合計 △57,963 △9,531 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △166,242 △59,845 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,474 △3,657 

四半期純損失（△） △167,716 △56,188 
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 四半期連結包括利益計算書 

第３四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 

(平成23年４月１日から 

  平成23年12月31日まで) 

当第３四半期連結累計期間 

(平成24年４月１日から 

  平成24年12月31日まで) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △166,242 △59,845 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,419 846 

繰延ヘッジ損益 － △1,280 

土地再評価差額金 273 － 

為替換算調整勘定 △1,139 343 

持分法適用会社に対する持分相当額 △1 1 

その他の包括利益合計 △2,287 △90 

四半期包括利益 △168,529 △59,935 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △169,995 △56,273 

少数株主に係る四半期包括利益 1,465 △3,662 
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（３）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

   

（４）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。 
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