
平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成24年1月31日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 中部電力株式会社 上場取引所 東 大 名 
コード番号 9502 URL http://www.chuden.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 水野 明久
問合せ先責任者 （役職名） 経理部決算グループ長 （氏名） 鈴木 賢 TEL 052-951-8211
四半期報告書提出予定日 平成24年2月10日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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 ％

24年3月期第3四半期 1,745,027 1.8 △21,806 ― △41,853 ― △70,762 ―
23年3月期第3四半期 1,714,406 4.8 192,287 11.0 169,932 8.6 100,091 1.5

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △85,816百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 93,262百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 △93.39 ―
23年3月期第3四半期 131.22 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 5,465,793 1,566,562 28.0
23年3月期 5,331,966 1,698,382 31.1
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  1,529,928百万円 23年3月期  1,660,130百万円

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  
 

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

23年3月期 ― 30.00 ― 30.00 60.00
24年3月期 ― 30.00 ―
24年3月期（予想） 30.00 60.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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 2,440,000 4.7 △75,000 ― △100,000 ― △110,000 ― △145.17

連結
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２４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23年10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２３年度第３四半期決算について」の9ページ「業績の見通し」をご覧下さい。 
 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およ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．決算補足説明資料はＴＤｎｅｔで同日開示しております。 

4.  その他

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   ：  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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 758,000,000 株 23年3月期 758,000,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 280,917 株 23年3月期 257,799 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 757,729,569 株 23年3月期3Q 762,786,831 株



（参考）平成24年3月期の個別業績予想（平成23年4月1日～平成24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

円 銭

△158.35－通期

売上高 営業利益 経常利益
１株当たり

当期純利益

△115,000 △120,000

当期純利益

－2,280,000 △90,000  4.7 －
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１．四半期連結財務諸表 
（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23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

固定資産 4,877,304 4,800,119

電気事業固定資産 3,252,910 3,199,291

水力発電設備 268,975 261,549

汽力発電設備 508,008 474,419

原子力発電設備 267,247 249,647

送電設備 879,196 893,133

変電設備 398,469 394,864

配電設備 799,732 792,478

業務設備 125,240 123,420

その他の電気事業固定資産 6,039 9,777

その他の固定資産 198,189 196,132

固定資産仮勘定 410,398 422,599

建設仮勘定及び除却仮勘定 410,398 422,599

核燃料 261,283 253,235

装荷核燃料 41,220 40,040

加工中等核燃料 220,062 213,195

投資その他の資産 754,522 728,860

長期投資 190,517 183,467

使用済燃料再処理等積立金 240,001 227,513

繰延税金資産 235,063 233,442

その他 90,536 86,006

貸倒引当金（貸方） △1,597 △1,567

流動資産 454,662 665,674

現金及び預金 117,000 156,420

受取手形及び売掛金 148,609 159,558

短期投資 14,233 119,648

たな卸資産 94,832 134,594

繰延税金資産 23,135 17,278

その他 58,173 79,606

貸倒引当金（貸方） △1,321 △1,433

合計 5,331,966 5,465,793

中部電力㈱（9502）平成24年3月期　第3四半期決算短信

- 2 -



(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債及び純資産の部   

固定負債 2,595,687 3,063,250

社債 1,177,542 1,077,554

長期借入金 616,554 1,200,845

退職給付引当金 206,118 207,781

使用済燃料再処理等引当金 258,544 249,888

使用済燃料再処理等準備引当金 13,659 14,106

原子力発電所運転終了関連損失引当金 44,926 39,651

資産除去債務 218,692 218,939

その他 59,649 54,483

流動負債 1,031,745 822,516

1年以内に期限到来の固定負債 262,507 176,325

短期借入金 333,539 341,026

コマーシャル・ペーパー 112,000 －

支払手形及び買掛金 123,663 139,684

未払税金 62,774 23,869

その他 137,259 141,610

特別法上の引当金 6,151 13,464

渇水準備引当金 6,151 13,464

負債合計 3,633,584 3,899,230

株主資本 1,651,830 1,535,565

資本金 430,777 430,777

資本剰余金 70,777 70,777

利益剰余金 1,150,710 1,034,474

自己株式 △434 △463

その他の包括利益累計額 8,299 △5,636

その他有価証券評価差額金 10,447 8,281

繰延ヘッジ損益 2,406 △3,691

為替換算調整勘定 △4,554 △10,226

少数株主持分 38,252 36,634

純資産合計 1,698,382 1,566,562

合計 5,331,966 5,465,793
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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３四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
  至 平成23年12月31日) 

営業収益 1,714,406 1,745,027

電気事業営業収益 1,576,513 1,607,167

その他事業営業収益 137,892 137,860

営業費用 1,522,119 1,766,834

電気事業営業費用 1,395,431 1,632,378

その他事業営業費用 126,687 134,455

営業利益又は営業損失（△） 192,287 △21,806

営業外収益 13,136 17,630

受取配当金 1,408 1,428

受取利息 3,644 3,415

持分法による投資利益 1,168 1,646

その他 6,915 11,140

営業外費用 35,490 37,677

支払利息 28,143 26,640

その他 7,347 11,037

四半期経常収益合計 1,727,542 1,762,658

四半期経常費用合計 1,557,609 1,804,512

経常利益又は経常損失（△） 169,932 △41,853

渇水準備金引当又は取崩し 4,830 7,312

渇水準備金引当 4,830 7,312

特別利益 － 9,000

受取和解金 － 9,000

特別損失 8,685 17,291

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 8,685 －

確定拠出年金移行時差異 － 17,291

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（△）

156,416 △57,457

法人税、住民税及び事業税 60,257 3,747

法人税等調整額 △3,800 10,508

法人税等合計 56,456 14,255

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（△）

99,959 △71,713

少数株主損失（△） △132 △950

四半期純利益又は四半期純損失（△） 100,091 △70,762
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
  至 平成23年12月31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（△）

99,959 △71,713

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,958 △2,229

繰延ヘッジ損益 △1,004 △2,804

為替換算調整勘定 △1,060 △2,615

持分法適用会社に対する持分相当額 △673 △6,453

その他の包括利益合計 △6,697 △14,102

四半期包括利益 93,262 △85,816

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 93,527 △84,699

少数株主に係る四半期包括利益 △265 △1,116
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　（３）継続企業の前提に関する注記

該当事項なし

　（４）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

　（５）追加情報

法定実効税率を変更している。

その他の包括利益累計額は 338百万円それぞれ増加している。

（平成23年12月2日 法律第114号），「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」

必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年12月2日 法律第117号）等が公布されたこと

から，当第３四半期連結会計期間末における繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する

これにより，繰延税金資産の純額は 31,401百万円減少し，法人税等調整額は 31,739百万円，
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