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1. 平成27年3月期第1四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26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 ％

27年3月期第1四半期 723,179 16.0 24,215 ― 15,097 ― 11,917 ―
26年3月期第1四半期 623,305 △1.0 △36,938 ― △46,311 ― △29,573 ―

（注）包括利益 27年3月期第1四半期 10,034百万円 （―％） 26年3月期第1四半期 △9,900百万円 （―％）

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

27年3月期第1四半期 15.73 ―
26年3月期第1四半期 △39.03 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

27年3月期第1四半期 5,721,287 1,442,477 24.6
26年3月期 5,782,180 1,437,171 24.2
（参考）自己資本 27年3月期第1四半期 1,407,184百万円 26年3月期 1,401,066百万円

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２７年３月期の期末配当予想につきましては，「未定」としております。

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

26年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
27年3月期 ―
27年3月期（予想） 0.00 ― ― ―

3. 平成27年3月期の連結業績予想（平成26年4月1日～平成27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 3,090,000 8.7 75,000 ― 30,000 ― 38,000 ― 50.16

連結
新規スタンプ



(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連結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２７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26年4月28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２６年度第１四半期決算について」の8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及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。
３．四半期決算補足説明資料「平成２６年度第１四半期決算について」はTDｎｅｔで同日開示しております。

※ 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 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 27年3月期1Q 758,000,000 株 26年3月期 758,000,000 株
② 期末自己株式数 27年3月期1Q 395,352 株 26年3月期 385,894 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期1Q 757,607,705 株 26年3月期1Q 757,665,841 株



（参考）平成27年3月期の個別業績予想（平成26年4月1日～平成27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

2,870,000 60,000  8.8 －

１株当たり

当期純利益

20,000 33,000

当期純利益

－通期

売上高 営業利益 経常利益

円 銭

43.55－
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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

（会計方針の変更）

退職給付会計基準等の適用については，退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っ

て，当第１四半期連結会計期間の期首において，退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に

加している。

伴う影響額を利益剰余金に加減している。

これにより，当第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が 4,870百万円，退職給付

に係る資産が 11,670百万円，利益剰余金が 3,445百万円それぞれ減少している。また，当第１四

半期連結累計期間の営業利益，経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ 110百万円増

た。

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年5月17日）（以下「退職給付会

計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号

平成24年5月17日）（以下「退職給付適用指針」という。）を，退職給付会計基準第35項本文及び

退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当第１四半期連結会計期間より適用し，退

職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し，退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準（一

部の子会社はポイント基準）から給付算定式基準へ変更するとともに，割引率の算定方法を変更し
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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26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

資産の部

固定資産 4,778,483 4,748,408

電気事業固定資産 3,243,960 3,323,396

水力発電設備 244,992 311,882

汽力発電設備 665,629 693,082

原子力発電設備 194,876 190,858

送電設備 821,193 813,463

変電設備 411,637 412,817

配電設備 784,140 781,231

業務設備 114,338 113,070

その他の電気事業固定資産 7,150 6,989

その他の固定資産 222,051 222,041

固定資産仮勘定 291,894 196,824

建設仮勘定及び除却仮勘定 291,894 196,824

核燃料 245,097 244,285

装荷核燃料 40,040 40,040

加工中等核燃料 205,057 204,245

投資その他の資産 775,480 761,860

長期投資 201,536 198,291

使用済燃料再処理等積立金 204,946 199,067

退職給付に係る資産 14,721 3,537

繰延税金資産 256,579 256,415

その他 99,059 105,865

貸倒引当金（貸方） △1,363 △1,317

流動資産 1,003,696 972,878

現金及び預金 140,573 135,566

受取手形及び売掛金 230,209 242,284

短期投資 414,090 348,588

たな卸資産 120,335 138,765

繰延税金資産 22,815 21,759

その他 76,965 87,266

貸倒引当金（貸方） △1,294 △1,352

合計 5,782,180 5,721,287
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

負債及び純資産の部

固定負債 3,352,094 3,265,757

社債 698,587 648,589

長期借入金 1,922,809 1,874,000

使用済燃料再処理等引当金 221,922 218,850

使用済燃料再処理等準備引当金 15,405 15,559

原子力発電所運転終了関連損失引当金 22,768 22,768

退職給付に係る負債 200,455 196,007

資産除去債務 191,255 191,614

その他 78,890 98,367

流動負債 987,505 1,010,834

1年以内に期限到来の固定負債 298,840 357,392

短期借入金 342,280 344,833

支払手形及び買掛金 146,278 154,717

未払税金 34,898 19,756

その他 165,206 134,135

特別法上の引当金 5,408 2,217

渇水準備引当金 5,408 2,217

負債合計 4,345,009 4,278,809

株主資本 1,355,886 1,364,348

資本金 430,777 430,777

資本剰余金 70,777 70,777

利益剰余金 854,923 863,395

自己株式 △591 △602

その他の包括利益累計額 45,179 42,836

その他有価証券評価差額金 27,011 28,547

繰延ヘッジ損益 △3,518 △5,372

為替換算調整勘定 19,048 17,432

退職給付に係る調整累計額 2,638 2,228

少数株主持分 36,104 35,292

純資産合計 1,437,171 1,442,477

合計 5,782,180 5,721,287
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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
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

営業収益 623,305 723,179

電気事業営業収益 571,288 655,266

その他事業営業収益 52,016 67,912

営業費用 660,244 698,964

電気事業営業費用 608,210 633,186

その他事業営業費用 52,033 65,778

営業利益又は営業損失（△） △36,938 24,215

営業外収益 4,199 3,381

受取配当金 635 869

受取利息 1,207 1,180

持分法による投資利益 － 57

その他 2,356 1,273

営業外費用 13,572 12,499

支払利息 10,348 10,589

持分法による投資損失 375 －

その他 2,849 1,909

四半期経常収益合計 627,504 726,561

四半期経常費用合計 673,816 711,463

経常利益又は経常損失（△） △46,311 15,097

渇水準備金引当又は取崩し △5,147 △3,191

渇水準備引当金取崩し（貸方） △5,147 △3,191

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（△）

△41,164 18,289

法人税、住民税及び事業税 452 1,669

法人税等調整額 △12,212 4,537

法人税等合計 △11,759 6,206

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（△）

△29,404 12,082

少数株主利益 168 164

四半期純利益又は四半期純損失（△） △29,573 11,917
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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
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６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（△）

△29,404 12,082

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 5,745 1,667

繰延ヘッジ損益 3,921 △1,555

為替換算調整勘定 4,861 △478

退職給付に係る調整額 － △250

持分法適用会社に対する持分相当額 4,976 △1,430

その他の包括利益合計 19,504 △2,048

四半期包括利益 △9,900 10,034

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △10,671 9,645

少数株主に係る四半期包括利益 770 388
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　　（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

　　　（継続企業の前提に関する注記）

該当事項なし

　（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

　（重要な後発事象）

当第１四半期連結累計期間（自　平成26年4月1日　至　平成26年6月30日）

　当社設備に係る不具合事象について，契約の相手方と協議を進めていたが，平成26年7月31日に，

相手方から解決金等を受領することにより解決する方針を決定した。

　これに伴い，第２四半期に 284億円の特別利益を計上する見込みである。
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