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１．当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第２四半期累計期間における当社の販売電力量は、電灯はお客さま数の増加による需要増から前年同期を上回

りました。また、電力は業務用電力において新規お客さまなどによる需要増があったことから前年同期を上回りま

した。

その結果、電灯と電力（特定規模需要を含む）の販売電力量合計は、前年同期に比べ2.3％増の41億13百万kWhと

なりました。

収支の状況について、収入面では、電気事業において、販売電力量の増加や再エネ賦課金の増加があったもの

の、燃料費調整制度の影響により、電灯電力料は減少しました。その結果、売上高（営業収益）は、再エネ特措法

交付金の増加があったものの、前年同期に比べ14億52百万円減（1.5％減）の966億79百万円となりました。

一方、支出面では、電気事業において、再エネ買取量の増加により他社購入電力料が増加したものの、燃料費や

固定資産除却費等が減少したことから、営業費用は前年同期に比べ２億98百万円減（0.3％減）の899億５百万円と

なりました。

以上の結果、営業利益は前年同期に比べ11億53百万円減（14.6％減）の67億74百万円となりました。

また、営業外損益を含めた経常利益は11億15百万円減（16.0％減）の58億58百万円、親会社株主に帰属する四半

期純利益は６億75百万円減（12.8％減）の45億87百万円となりました。

 

（参考）販売電力量 （単位：百万kWh，％）
 

 
27年３月期

第2四半期

28年３月期

第2四半期
増減率

電 灯 1,526 1,562 ＋2.3

電 力 2,496 2,551 ＋2.2

合 計 4,022 4,113 ＋2.3

＊「電力」には、特定規模需要を含む。

 

(2) 財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

資産については、固定資産の減価償却に伴う減少などにより、前連結会計年度末に比べ66億92百万円減（1.6％

減）の4,151億31百万円となりました。

負債については、有利子負債の減少などにより、前連結会計年度末に比べ106億11百万円減（3.9％減）の2,632

億40百万円となりました。

純資産については、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上などにより、前連結会計年度末に比べ39億18百

万円増（2.6％増）の1,518億91百万円となりました。

 

②キャッシュ・フローの状況

 営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増減に伴う支出の減少などにより、前年同期に比べ９億

82百万円増（7.9％増）の134億88百万円の収入となりました。

 投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出の減少や投融資の回収による収入の増加な

どにより、前年同期に比べ23億29百万円減（23.0％減）の77億88百万円の支出となりました。

 財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の返済などにより、74億93百万円の支出となりました。

 以上の結果、現金及び現金同等物の当第２四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ17億93百万円減（15.9％

減）の94億62百万円となりました。

 

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

通期の業績予想について、売上高は、電気事業において燃料費調整制度の影響による電灯電力料の減少などに

より、前回発表より11億円減（0.6％減）の1,844億円を見込んでおります。利益については、電気事業において

燃料価格下落等による燃料費の減少などが見込まれるため、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純

利益については前回発表から変更しておりません。
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（通期 連結業績予想） 

  売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属

する当期純利益

1株当たり
当期純利益

 

前回発表予想（Ａ）

百万円

185,500

百万円

7,400

百万円

5,400

百万円

3,900

円

148

銭

85

今回発表予想（Ｂ） 184,400 7,400 5,400 3,900 148 85

増減額（Ｂ－Ａ） △1,100 － － －   －

増減率（％） △0.6 － － －   －

（参考）前期実績

（平成27年3月期）
185,001 9,479 7,638 4,943 188 66

   （注）当社は、平成27年６月１日付で普通株式１株につき1.5株の株式分割を行っております。前連結会計年度の

      期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり当期純利益」を算定しております。
 
   （参考） 

（通期 個別業績予想） 

  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

 

前回発表予想（Ａ）

百万円

176,500 

百万円

5,800

百万円

4,000

百万円

3,200

円

122

銭

13

今回発表予想（Ｂ） 175,400 5,800 4,000 3,200 122 13

増減額（Ｂ－Ａ） △1,100 － － －   －

増減率（％） △0.6 － － －   －

（参考）前期実績

（平成27年3月期）
177,509 7,525 5,720 3,960 151 14

   （注）当社は、平成27年６月１日付で普通株式１株につき1.5株の株式分割を行っております。前事業年度の

      期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり当期純利益」を算定しております。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

(1) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。

 

(2) 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

（企業結合に関する会計基準等の適用）

 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」と

いう。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計

基準」という。）等を第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分

変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上す

る方法に変更しております。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な

会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表

に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持

分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間及び前連結会

計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

 企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58―２項（４）、連結会計基準第44―５項（４）及

び事業分離等会計基準第57―４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時

点から将来にわたって適用しております。

 これによる四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。
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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27年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成27年９月30日) 

資産の部    

固定資産 378,007 369,636 

電気事業固定資産 327,333 323,800 

汽力発電設備 138,886 134,246 

内燃力発電設備 17,416 19,313 

送電設備 48,463 47,879 

変電設備 34,419 33,857 

配電設備 73,827 74,062 

業務設備 13,215 13,037 

その他の電気事業固定資産 1,103 1,403 

その他の固定資産 15,030 15,963 

固定資産仮勘定 11,833 8,329 

建設仮勘定及び除却仮勘定 11,833 8,329 

投資その他の資産 23,810 21,542 

長期投資 11,549 9,337 

繰延税金資産 8,535 8,523 

その他 3,797 3,750 

貸倒引当金（貸方） △72 △68 

流動資産 43,817 45,495 

現金及び預金 13,516 11,392 

受取手形及び売掛金 8,846 13,109 

たな卸資産 15,163 13,025 

繰延税金資産 1,691 1,827 

その他 4,727 6,324 

貸倒引当金（貸方） △127 △184 

合計 421,824 415,131 
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    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成27年９月30日) 

負債及び純資産の部    

固定負債 212,712 194,899 

社債 69,999 59,999 

長期借入金 100,525 93,873 

リース債務 28,411 27,698 

退職給付に係る負債 9,658 9,630 

その他 4,116 3,696 

流動負債 61,139 68,341 

1年以内に期限到来の固定負債 27,098 35,145 

短期借入金 5,172 5,626 

コマーシャル・ペーパー - 2,000 

支払手形及び買掛金 10,526 8,743 

未払税金 2,795 3,415 

その他 15,547 13,411 

負債合計 273,851 263,240 

株主資本 143,892 147,942 

資本金 7,586 7,586 

資本剰余金 7,141 7,141 

利益剰余金 129,442 133,505 

自己株式 △278 △291 

その他の包括利益累計額 3,116 2,984 

その他有価証券評価差額金 2,642 2,581 

繰延ヘッジ損益 △9 8 

退職給付に係る調整累計額 483 394 

非支配株主持分 964 965 

純資産合計 147,973 151,891 

合計 421,824 415,131 
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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26年４月１日 

 至 平成26年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年９月30日) 

営業収益 98,131 96,679 

電気事業営業収益 94,853 93,491 

その他事業営業収益 3,278 3,188 

営業費用 90,203 89,905 

電気事業営業費用 86,999 86,714 

その他事業営業費用 3,203 3,190 

営業利益 7,928 6,774 

営業外収益 448 433 

受取配当金 145 151 

受取利息 6 9 

持分法による投資利益 97 100 

その他 198 171 

営業外費用 1,402 1,349 

支払利息 1,334 1,230 

その他 67 118 

四半期経常収益合計 98,580 97,113 

四半期経常費用合計 91,605 91,254 

経常利益 6,974 5,858 

税金等調整前四半期純利益 6,974 5,858 

法人税等 1,702 1,269 

四半期純利益 5,272 4,589 

非支配株主に帰属する四半期純利益 9 1 

親会社株主に帰属する四半期純利益 5,262 4,587 
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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26年４月１日 

 至 平成26年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年９月30日) 

四半期純利益 5,272 4,589 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 518 △59 

繰延ヘッジ損益 △2 18 

退職給付に係る調整額 △175 △89 

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 341 △130 

四半期包括利益 5,613 4,458 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 5,600 4,455 

非支配株主に係る四半期包括利益 13 3 
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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26年４月１日 
 至 平成26年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27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 6,974 5,858 

減価償却費 13,599 13,189 

固定資産除却損 1,562 229 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △388 △28 

受取利息及び受取配当金 △137 △161 

支払利息 1,334 1,230 

売上債権の増減額（△は増加） △3,203 △4,262 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,740 2,256 

仕入債務の増減額（△は減少） △40 △1,782 

その他 △2,021 △1,572 

小計 15,938 14,957 

利息及び配当金の受取額 151 175 

利息の支払額 △1,343 △1,247 

法人税等の支払額 △2,370 △576 

法人税等の還付額 130 180 

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,506 13,488 

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 △11,445 △10,577 

固定資産の売却による収入 121 119 

投融資による支出 △9 △20 

投融資の回収による収入 433 2,033 

その他 781 655 

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,118 △7,788 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

社債の償還による支出 △5,000 - 

長期借入れによる収入 5,325 - 

長期借入金の返済による支出 △8,767 △8,410 

短期借入金の純増減額（△は減少） 5,125 454 

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） 3,000 2,000 

配当金の支払額 △523 △524 

その他 △968 △1,012 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,809 △7,493 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 578 △1,793 

現金及び現金同等物の期首残高 8,541 11,256 

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,120 9,462 
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(4) 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。
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