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（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

営業収益 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 ％

2023年３月期第２四半期 374,932 38.0 △37,182 － △37,700 － △38,169 －

2022年３月期第２四半期 271,636 △11.7 11,492 △59.2 9,177 △63.5 5,608 △67.4

（注）包括利益 2023年３月期第２四半期 △29,986百万円（－％） 2022年３月期第２四半期 10,603百万円（△49.8％）

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

2023年３月期第２四半期 △182.85 －

2022年３月期第２四半期 26.86 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2023年３月期第２四半期 1,786,344 313,301 16.5

2022年３月期 1,660,038 343,280 19.6

（参考）自己資本 2023年３月期第２四半期 294,993百万円 2022年３月期 324,903百万円

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

2022年３月期 － 7.50 － 2.50 10.00

2023年３月期 － 0.00

2023年３月期（予想） － 0.00 0.00

（％表示は、対前期増減率）

営業収益 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 850,000 38.5 △100,000 － △100,000 － △90,000 － △431.14

１．2023年３月期第２四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年９月30日）

（２）連結財政状態

（注）第１四半期連結会計期間において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、前連結会計年度に係る
数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。

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：有

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023年３月31日）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年３月期２Ｑ 210,333,694株 2022年３月期 210,333,694株

②  期末自己株式数 2023年３月期２Ｑ 1,582,702株 2022年３月期 1,572,347株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期２Ｑ 208,752,886株 2022年３月期２Ｑ 208,766,686株

※  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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無

新規  -社  （社名）-、除外  -社  （社名）-

（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．６「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（６）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        ：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

（４）発行済株式数（普通株式）

※  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

（将来に関する記述等についてのご注意）

　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、当社としてその達成を約束する趣旨のものではありません。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。業績予想の前提となる仮定等については、添付資料Ｐ．１

「１．当四半期決算に関する定性的情報（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

（四半期決算補足説明資料の入手方法）

　決算補足説明資料は2022年10月27日（木）に当社ウェブサイトに掲載いたします。
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今回予想値

総販売電力量（億kWh）

[前期比]

330程度

[92％程度]

為替レート（円／ドル） 140程度

原油CIF（ドル／バーレル） 100程度

石炭CIF（ドル／トン） 400程度

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）全般の概況

当第２四半期の収支については、売上高（営業収益）は、総販売電力量の減少はあったものの、燃料費調整額の

増加などにより、3,749億円（前年同四半期比 138.0％）となり、これに営業外収益を加えた経常収益は3,787億円

（同 138.5％）となった。

また、経常損益は、総販売電力量の減少、水力発受電量の減少、石炭価格の高騰、購入電力料の増加などによ

り、377億円の損失（前年同四半期は経常利益91億円）となった。

これに、法人税等を計上した結果、親会社株主に帰属する四半期純損益は381億円の損失（前年同四半期は親会

社株主に帰属する四半期純利益56億円）となった。

（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当連結会計年度の業績予想については、ウクライナ情勢等により燃料価格の変動が著しく、動向を見極める必要

があること及び需給、市場動向などが見通せないことから、これまで未定としていたが、当第２四半期まで燃料価

格が高値で推移していること、夏場の需給状況を見極めたこと等から、燃料価格、需給、市場動向について一定の

前提を置いて算定した。

期末配当予想についても、これまで未定としていたが、当連結会計年度の業績予想等を踏まえ、無配とした。

[主要諸元]
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

固定資産 1,408,369 1,406,183

電気事業固定資産 869,034 873,974

水力発電設備 98,418 96,479

汽力発電設備 207,912 215,719

原子力発電設備 112,789 107,808

送電設備 161,596 160,830

変電設備 93,123 93,171

配電設備 155,808 156,679

業務設備 33,376 37,424

その他の電気事業固定資産 6,009 5,860

その他の固定資産 70,498 68,708

固定資産仮勘定 183,616 177,833

建設仮勘定及び除却仮勘定 174,424 168,641

使用済燃料再処理関連加工仮勘定 9,191 9,191

核燃料 78,902 77,403

装荷核燃料 26,219 26,219

加工中等核燃料 52,683 51,184

投資その他の資産 206,318 208,263

長期投資 119,946 119,827

退職給付に係る資産 23,419 23,786

繰延税金資産 39,231 36,463

その他 25,993 30,532

貸倒引当金（貸方） △2,272 △2,346

流動資産 251,668 380,161

現金及び預金 105,602 170,602

受取手形、売掛金及び契約資産 80,211 82,940

棚卸資産 29,225 54,556

その他 36,811 72,271

貸倒引当金（貸方） △181 △209

合計 1,660,038 1,786,344

２．四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
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

負債及び純資産の部

固定負債 1,073,112 1,238,061

社債 505,000 608,400

長期借入金 436,933 496,525

退職給付に係る負債 32,219 32,504

資産除去債務 88,818 89,838

その他 10,141 10,793

流動負債 240,651 231,987

１年以内に期限到来の固定負債 93,453 80,898

短期借入金 1,281 2,582

コマーシャル・ペーパー － 20,000

支払手形及び買掛金 59,876 60,820

未払税金 8,900 6,054

その他 77,138 61,632

特別法上の引当金 2,993 2,993

渇水準備引当金 2,993 2,993

負債合計 1,316,757 1,473,042

株主資本 318,761 280,876

資本金 117,641 117,641

資本剰余金 33,991 33,987

利益剰余金 170,486 132,619

自己株式 △3,357 △3,371

その他の包括利益累計額 6,142 14,117

その他有価証券評価差額金 5,246 6,136

繰延ヘッジ損益 304 7,419

為替換算調整勘定 87 261

退職給付に係る調整累計額 502 299

非支配株主持分 18,377 18,308

純資産合計 343,280 313,301

合計 1,660,038 1,786,344
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業収益 271,636 374,932

電気事業営業収益 241,554 339,577

その他事業営業収益 30,081 35,355

営業費用 260,143 412,115

電気事業営業費用 233,053 378,869

その他事業営業費用 27,090 33,245

営業利益又は営業損失（△） 11,492 △37,182

営業外収益 1,901 3,813

受取配当金 330 350

受取利息 34 118

還付消費税等 325 －

デリバティブ利益 353 1,524

持分法による投資利益 － 472

その他 858 1,346

営業外費用 4,216 4,330

支払利息 3,309 3,414

持分法による投資損失 263 －

その他 643 915

四半期経常収益合計 273,537 378,745

四半期経常費用合計 264,360 416,446

経常利益又は経常損失（△） 9,177 △37,700

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（△）
9,177 △37,700

法人税、住民税及び事業税 3,125 246

法人税等調整額 71 23

法人税等合計 3,197 270

四半期純利益又は四半期純損失（△） 5,980 △37,971

非支配株主に帰属する四半期純利益 372 198

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
5,608 △38,169

（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　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 5,980 △37,971

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △352 889

繰延ヘッジ損益 5,717 6,899

退職給付に係る調整額 △749 △194

持分法適用会社に対する持分相当額 6 390

その他の包括利益合計 4,622 7,985

四半期包括利益 10,603 △29,986

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 10,247 △30,194

非支配株主に係る四半期包括利益 355 208

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022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（△）
9,177 △37,700

減価償却費 27,201 28,621

減損損失 81 2

のれん償却額 － 361

原子力発電施設解体費 2,085 2,136

固定資産除却損 673 1,900

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 173 192

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △1,506 △539

受取利息及び受取配当金 △364 △469

支払利息 3,309 3,414

売上債権の増減額（△は増加） 5,562 △2,728

棚卸資産の増減額（△は増加） 1,494 △25,331

仕入債務の増減額（△は減少） △2,389 943

未払事業税及び未払消費税等の増減額（△は減

少）
△2,139 △2,910

その他 △31,368 △27,747

小計 11,991 △59,852

利息及び配当金の受取額 382 432

利息の支払額 △3,345 △3,241

法人税等の支払額 △2,286 △2,705

法人税等の還付額 1 1,201

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,744 △64,166

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 △54,185 △37,597

工事負担金等受入による収入 329 235

固定資産の売却による収入 7 2

投融資による支出 △9,943 △11,302

投融資の回収による収入 432 2,719

投資活動によるキャッシュ・フロー △63,359 △45,942

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 60,000 103,400

社債の償還による支出 △20,000 △20,000

長期借入れによる収入 43,500 86,500

長期借入金の返済による支出 △26,414 △19,340

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,698 1,173

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） － 20,000

自己株式の売却による収入 0 0

自己株式の取得による支出 △2 △1

配当金の支払額 △2,091 △529

非支配株主への配当金の支払額 △356 △296

その他 △5 2

財務活動によるキャッシュ・フロー 52,932 170,908

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,682 60,800

現金及び現金同等物の期首残高 132,310 105,002

現金及び現金同等物の四半期末残高 128,627 165,802

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（４）継続企業の前提に関する注記

該当事項はない。

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はない。

（６）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）

税金費用については、一部の連結子会社を除き、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、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を

乗じて計算している。

（７）会計方針の変更

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以下「時価

算定会計基準適用指針」という。）を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針

第27-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわた

って適用することとしている。これにより、投資信託財産が金融商品である投資信託については、市場におけ

る取引価格が存在せず、かつ、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重

要な制限がないため、基準価額を時価としている。
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