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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）

(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 ％

2023年3月期第2四半期 1,339,715 53.4 △126,270 ― △131,913 ― △136,359 ―

2022年3月期第2四半期 873,131 △15.9 49,050 △45.1 39,944 △50.4 34,203 △39.0

（注）包括利益 2023年3月期第2四半期　　△114,535百万円 （―％） 2022年3月期第2四半期　　33,450百万円 （△44.2％）

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 △272.75 ―

2022年3月期第2四半期 68.45 ―

(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 ％

2023年3月期第2四半期 4,896,223 656,400 11.8

2022年3月期 4,725,651 778,980 14.8

（参考）自己資本 2023年3月期第2四半期 576,424百万円 2022年3月期 699,659百万円

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

2022年3月期 ― 20.00 ― 15.00 35.00

2023年3月期 ― 0.00

2023年3月期（予想） ― 0.00 0.00

（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. 2023年3月期の連結業績予想（2022年4月1日～2023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 2,740,000 30.2 △180,000 ― △200,000 ― △180,000 ― △360.01

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無　：　無



※ 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

(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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年3月期2Q 502,882,585 株 2022年3月期 502,882,585 株

② 期末自己株式数 2023年3月期2Q 2,865,771 株 2022年3月期 3,090,182 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期2Q 499,941,491 株 2022年3月期2Q 499,698,413 株

（注）当社は、業績連動型株式報酬制度「役員報酬ＢＩＰ信託」を導入しており、期末自己株式数には、「役員報酬ＢＩＰ信託」に係る信託口が保有する

　　　当社株式（2023年3月期第2四半期　806,586株、2022年3月期　1,037,071株）が含まれております。また、当該信託口が保有する当社株式を、

　　　期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

※ 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

１．本資料に記載されている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。

２．四半期決算補足説明資料につきましては、同日に当社ホームページに掲載いたします。



【参　考】

2023年3月期第2四半期の連結キャッシュ利益（2022年4月1日～2022年9月30日）

2023年3月期第2四半期

※東北電力グループ中長期ビジョン「よりそうnext」において「連結キャッシュ利益」を財務目標として設定しております。
　（2024年度に3,200億円以上を目標）
　連結キャッシュ利益＝営業利益＋減価償却費＋核燃料減損額＋持分法投資損益
　（営業利益は、燃料費調整制度のタイムラグ影響を除く。）

百万円

110,380

連結キャッシュ利益
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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
(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 3,809,140 3,814,651

電気事業固定資産 2,470,859 2,433,823

水力発電設備 179,080 176,706

汽力発電設備 377,973 363,759

原子力発電設備 230,008 221,331

送電設備 569,910 561,845

変電設備 253,411 252,164

配電設備 699,964 703,044

業務設備 128,164 123,568

その他の電気事業固定資産 32,345 31,402

その他の固定資産 224,290 220,654

固定資産仮勘定 566,782 625,004

建設仮勘定及び除却仮勘定 513,305 572,748

原子力廃止関連仮勘定 22,700 21,479

使用済燃料再処理関連加工仮勘定 30,776 30,776

核燃料 173,371 147,477

装荷核燃料 30,591 30,591

加工中等核燃料 142,779 116,885

投資その他の資産 373,836 387,691

長期投資 117,035 135,822

退職給付に係る資産 6,597 6,587

繰延税金資産 130,205 123,163

その他 121,837 123,854

貸倒引当金（貸方） △1,840 △1,737

流動資産 916,510 1,081,572

現金及び預金 274,771 311,984

受取手形及び売掛金 231,967 296,002

棚卸資産 91,520 133,213

その他 319,169 341,408

貸倒引当金（貸方） △918 △1,035

合計 4,725,651 4,896,223
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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 2,754,009 3,035,135

社債 1,180,000 1,498,300

長期借入金 1,194,940 1,163,241

災害復旧費用引当金 7,498 10,456

退職給付に係る負債 154,094 147,791

資産除去債務 173,885 175,308

再評価に係る繰延税金負債 1,309 1,309

その他 42,281 38,728

流動負債 1,192,581 1,204,540

1年以内に期限到来の固定負債 282,522 343,410

支払手形及び買掛金 222,513 226,196

未払税金 17,652 17,647

諸前受金 305,379 269,678

災害復旧費用引当金 21,458 19,025

その他 343,055 328,581

特別法上の引当金 79 148

渇水準備引当金 79 148

負債合計 3,946,670 4,239,823

株主資本 690,102 546,422

資本金 251,441 251,441

資本剰余金 22,290 22,250

利益剰余金 421,113 277,241

自己株式 △4,742 △4,510

その他の包括利益累計額 9,556 30,002

その他有価証券評価差額金 1,607 2,375

繰延ヘッジ損益 4,708 22,822

土地再評価差額金 △907 △908

為替換算調整勘定 1,341 2,646

退職給付に係る調整累計額 2,807 3,067

非支配株主持分 79,321 79,975

純資産合計 778,980 656,400

合計 4,725,651 4,896,223
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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 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 873,131 1,339,715

電気事業営業収益 760,347 1,214,853

その他事業営業収益 112,784 124,861

営業費用 824,081 1,465,985

電気事業営業費用 715,677 1,343,008

その他事業営業費用 108,403 122,977

営業利益又は営業損失（△） 49,050 △126,270

営業外収益 2,258 5,243

受取配当金 317 361

受取利息 145 172

物品売却益 874 1,356

為替差益 100 1,782

その他 821 1,570

営業外費用 11,365 10,885

支払利息 7,258 7,711

持分法による投資損失 847 262

その他 3,258 2,911

四半期経常収益合計 875,390 1,344,958

四半期経常費用合計 835,446 1,476,871

経常利益又は経常損失（△） 39,944 △131,913

渇水準備金引当又は取崩し － 68

渇水準備金引当 － 68

特別利益 7,516 －

有価証券売却益 7,516 －

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（△）

47,460 △131,981

法人税、住民税及び事業税 12,728 3,286

法人税等調整額 215 △159

法人税等合計 12,943 3,126

四半期純利益又は四半期純損失（△） 34,516 △135,108

非支配株主に帰属する四半期純利益 313 1,250

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（△）

34,203 △136,359
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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 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（△） 34,516 △135,108

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 41 765

繰延ヘッジ損益 △716 17,849

為替換算調整勘定 △104 1,525

退職給付に係る調整額 179 168

持分法適用会社に対する持分相当額 △465 264

その他の包括利益合計 △1,066 20,573

四半期包括利益 33,450 △114,535

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 33,234 △115,913

非支配株主に係る四半期包括利益 216 1,378
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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 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(△)

47,460 △131,981

減価償却費 90,498 95,913

原子力発電施設解体費 3,555 3,626

原子力廃止関連仮勘定償却費 348 1,220

固定資産除却損 1,588 593

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △7,349 △6,302

渇水準備引当金の増減額（△は減少） - 68

受取利息及び受取配当金 △462 △534

支払利息 7,258 7,711

売上債権の増減額（△は増加） 24,279 △66,275

棚卸資産の増減額（△は増加） △14,498 △41,646

仕入債務の増減額（△は減少） △5,500 2,547

その他 △121,305 △45,346

小計 25,872 △180,405

利息及び配当金の受取額 463 531

利息の支払額 △7,302 △7,275

法人税等の支払額 △35,512 △4,360

営業活動によるキャッシュ・フロー △16,478 △191,509

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 △121,107 △156,170

投融資による支出 △13,197 △21,061

投融資の回収による収入 10,341 43,101

その他 △4,570 △4,056

投資活動によるキャッシュ・フロー △128,534 △138,186

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 174,430 436,250

社債の償還による支出 △50,000 △60,000

長期借入れによる収入 43,242 42,338

長期借入金の返済による支出 △89,466 △72,789

短期借入れによる収入 4,257 89,106

短期借入金の返済による支出 △4,301 △95,820

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 342,000 177,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出 △277,000 △140,000

配当金の支払額 △9,532 △7,515

非支配株主への配当金の支払額 △645 △969

その他 △1,909 △2,030

財務活動によるキャッシュ・フロー 131,074 365,569

現金及び現金同等物に係る換算差額 326 503

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △13,611 36,377

現金及び現金同等物の期首残高 209,593 278,420

現金及び現金同等物の四半期末残高 195,982 314,797
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（４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 

 

（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、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おります。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計

算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によって

おります。 

 

（７）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） 

・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お

ります。 

なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 
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