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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第２四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年９月30日）

（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期第２四半期 644,016 △5.6 47,087 39.6 44,685 44.4 34,309 △59.8

2020年３月期第２四半期 682,330 △0.8 33,727 100.4 30,940 159.7 85,434 －
(注)包括利益 2021年３月期第２四半期 36,105百万円( △56.7％) 2020年３月期第２四半期 83,455百万円( －％)
　

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

2021年３月期第２四半期 95.22 86.73

2020年３月期第２四半期 248.18 193.14
　

2020年３月期第２四半期の親会社株主に帰属する四半期純利益及び包括利益の対前年同四半期増減率は、1,000%以上と
なるため「－」と記載しています。
　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年３月期第２四半期 3,376,702 673,040 19.8

2020年３月期 3,265,374 646,698 19.7
(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 669,955百万円 2020年３月期 643,317百万円

２．配当の状況

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

2020年３月期 － 25.00 － 25.00 50.00

2021年３月期 － 25.00

2021年３月期(予想) － 25.00 50.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日）
(％表示は、対前期増減率)

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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 1,262,000 △6.3 34,000 △29.4 28,000 △29.7 20,000 △77.8 55.50
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
　　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有
　

（注）詳細は、【添付資料】P.８「１．四半期連結財務諸表及び主な注記（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項（四半期連結

財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。）
　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

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
　

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2021年３月期２Ｑ 387,154,692株 2020年３月期 387,154,692株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 26,832,188株 2020年３月期 26,825,139株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 360,326,510株 2020年３月期２Ｑ 344,239,229株
　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　 本資料に記載されている業績の予想等将来に関する記述は、 本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、

実際の業績等は、 今後様々な要因により予想数値と異なる場合があります。

　 決算補足説明資料は、 当社ウェブサイトに同日掲載しています。（URL：https://www.energia.co.jp/ir/irzaimu/hosoku.html）

　 当社は、 機関投資家・証券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資料については、 当社ウェブサイトに掲載す

る予定です。（URL：https://www.energia.co.jp/ir/irzaimu/presen.html）

　



【参考】2021年３月期の個別業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日）
(％表示は、対前期増減率)

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 1,123,000 △9.7 13,000 △67.9 15,000 △57.3 12,000 △86.3 33.30

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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１．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

固定資産 2,976,035 3,001,736

電気事業固定資産 1,298,685 1,294,630

水力発電設備 109,265 102,097

汽力発電設備 170,226 169,130

原子力発電設備 97,489 97,113

送電設備 299,634 296,535

変電設備 148,766 153,975

配電設備 368,242 370,075

業務設備 85,549 86,731

休止設備 14,316 13,933

その他の電気事業固定資産 5,194 5,038

その他の固定資産 116,898 114,981

固定資産仮勘定 1,032,292 1,064,054

建設仮勘定及び除却仮勘定 1,017,143 1,048,905

使用済燃料再処理関連加工仮勘定 15,149 15,149

核燃料 141,949 139,807

装荷核燃料及び加工中等核燃料 141,949 139,807

投資その他の資産 386,209 388,264

長期投資 127,337 132,166

退職給付に係る資産 44,858 45,701

繰延税金資産 60,487 59,665

その他 153,662 150,861

貸倒引当金（貸方） △136 △130

流動資産 289,338 374,965

現金及び預金 67,401 119,946

受取手形及び売掛金 128,572 157,989

たな卸資産 56,639 52,966

その他 37,007 44,327

貸倒引当金（貸方） △282 △263

合計 3,265,374 3,376,702
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債及び純資産の部

固定負債 2,086,596 2,093,828

社債 801,523 871,492

長期借入金 1,106,744 1,043,747

退職給付に係る負債 65,718 65,391

資産除去債務 93,639 94,178

繰延税金負債 92 0

その他 18,878 19,017

流動負債 531,293 608,850

1年以内に期限到来の固定負債 197,590 223,337

短期借入金 67,195 67,195

コマーシャル・ペーパー － 80,000

支払手形及び買掛金 56,223 56,533

未払税金 20,016 24,060

災害復旧費用引当金 239 70

その他 190,027 157,653

特別法上の引当金 786 983

渇水準備引当金 786 983

負債合計 2,618,675 2,703,662

株主資本 642,644 667,471

資本金 197,024 197,024

資本剰余金 28,544 28,547

利益剰余金 455,867 480,702

自己株式 △38,791 △38,801

その他の包括利益累計額 673 2,483

その他有価証券評価差額金 5,933 8,055

繰延ヘッジ損益 1,841 1,833

為替換算調整勘定 △1,444 △2,981

退職給付に係る調整累計額 △5,656 △4,422

非支配株主持分 3,380 3,084

純資産合計 646,698 673,040

合計 3,265,374 3,376,702
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

営業収益 682,330 644,016

電気事業営業収益 605,249 577,455

その他事業営業収益 77,080 66,561

営業費用 648,602 596,929

電気事業営業費用 573,947 532,136

その他事業営業費用 74,655 64,793

営業利益 33,727 47,087

営業外収益 6,245 6,188

受取配当金 1,033 879

受取利息 62 37

持分法による投資利益 1,924 1,394

その他 3,225 3,877

営業外費用 9,033 8,590

支払利息 6,118 5,437

その他 2,914 3,152

四半期経常収益合計 688,576 650,205

四半期経常費用合計 657,635 605,519

経常利益 30,940 44,685

渇水準備金引当又は取崩し △284 197

渇水準備金引当 － 197

渇水準備引当金取崩し（貸方） △284 －

原子力発電工事償却準備金引当又は取崩し △86,281 －

原子力発電工事償却準備金引当 457 －

原子力発電工事償却準備引当金取崩し（貸方） △86,739 －

税金等調整前四半期純利益 117,506 44,488

法人税、住民税及び事業税 31,859 10,426

法人税等調整額 209 △216

法人税等合計 32,068 10,210

四半期純利益 85,438 34,277

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

3 △31

親会社株主に帰属する四半期純利益 85,434 34,309
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益 85,438 34,277

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,333 1,226

繰延ヘッジ損益 154 26

為替換算調整勘定 △761 △531

退職給付に係る調整額 304 1,264

持分法適用会社に対する持分相当額 △347 △157

その他の包括利益合計 △1,982 1,828

四半期包括利益 83,455 36,105

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 83,442 36,120

非支配株主に係る四半期包括利益 12 △14
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020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 117,506 44,488

減価償却費 40,263 41,415

原子力発電施設解体費 1,306 1,329

持分法による投資損益（△は益） △1,924 △1,394

固定資産除却損 1,971 1,964

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △168 156

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △1,276 451

渇水準備引当金の増減額（△は減少） △284 197

原子力発電工事償却準備引当金の増減額
（△は減少）

△86,281 －

災害復旧費用引当金の増減額（△は減少） △367 △164

受取利息及び受取配当金 △1,095 △916

支払利息 6,118 5,437

売上債権の増減額（△は増加） △21,211 △28,894

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,839 3,799

仕入債務の増減額（△は減少） 6,350 △268

その他 △26,623 △18,004

小計 31,444 49,596

利息及び配当金の受取額 2,290 2,140

利息の支払額 △6,432 △5,466

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,076 △9,119

営業活動によるキャッシュ・フロー 26,226 37,151

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 △85,025 △89,472

投融資による支出 △82,034 △44,763

投融資の回収による収入 32,941 22,755

その他 4,881 4,948

投資活動によるキャッシュ・フロー △129,237 △106,532
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(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020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 152,594 99,595

社債の償還による支出 △80,000 △40,000

長期借入れによる収入 93,000 19,500

長期借入金の返済による支出 △31,274 △46,664

短期借入れによる収入 72,097 126,418

短期借入金の返済による支出 △70,335 △126,290

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 10,000 180,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出 △10,000 △100,000

自己株式の取得による支出 △7 △13

配当金の支払額 △8,610 △9,012

非支配株主への配当金の支払額 △18 △79

その他 △896 △1,129

財務活動によるキャッシュ・フロー 126,549 102,325

現金及び現金同等物に係る換算差額 △190 △164

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 23,347 32,779

現金及び現金同等物の期首残高 91,399 47,341

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △234

現金及び現金同等物の四半期末残高 114,747 79,886
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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

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

税金費用の計算

税引前四半期純利益に見積実効税率を乗じるなど簡便な方法により算定している。

（追加情報）

会計上の見積りに対する新型コロナウイルス感染症の影響に関する開示

　新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等は不透明であるものの，当第２四半

期連結累計期間の小売販売電力量等への影響を勘案すると，現時点では，繰延税金資産の回収可

能性等の会計上の見積りに重要な影響を及ぼすことはないと判断している。


