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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30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 ％

23年3月期第2四半期 1,157,596 2.9 145,362 △7.2 128,395 △9.7 74,233 △18.1
22年3月期第2四半期 1,124,726 △8.0 156,608 241.1 142,148 278.3 90,587 290.8

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

23年3月期第2四半期 97.32 ―
22年3月期第2四半期 116.47 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期第2四半期 5,300,363 1,717,462 31.7 2,202.17
22年3月期 5,299,976 1,675,865 30.9 2,146.82

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  1,679,780百万円 22年3月期  1,637,601百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 30.00 ― 30.00 60.00
23年3月期 ― 30.00
23年3月期 

（予想）
― 30.00 60.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 2,310,000 3.2 145,000 △27.5 115,000 △35.6 55,000 △49.3 72.10

連結
スタンプ



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、 
  表示方法等の変更の有無となります。 

(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２３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22年7月30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２２年度第２四半期決算について」の10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及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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.2「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 763,000,000株 22年3月期  763,000,000株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  214,418株 22年3月期  195,127株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 762,794,590株 22年3月期2Q 777,752,738株



（参考）平成23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23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 ％  　  円 銭

（注）当四半期における業績予想の修正有無　　有

   72.10△36.52,160,000 130,000  3.6 △27.8

１株当たり

当期純利益

100,000 55,000

当期純利益

△48.4通 期

売上高 営業利益 経常利益
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１．その他の情報

　（１）当四半期中における重要な子会社の異動

該当事項なし

　（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用

該当事項なし

　（３）会計処理の原則・手続，表示方法等の変更

（資産除去債務に関する会計基準の適用）

第１四半期連結会計期間から「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号

平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第21号 平成20年3月31日）を適用している。また，これらの会計基準等の適用に伴い，

「原子力発電施設解体引当金に関する省令」（平成元年5月25日 通商産業省令第30号）が

からの振替額は 119,858百万円，原子力発電所運転終了関連損失引当金からの振替額は

40,738百万円）である。ああああああああああああああああああああああああああああああ

改正されている。あああああああああああああああああああああああああああああああああ
あ

これにより，当第２四半期連結累計期間の営業利益，経常利益はそれぞれ 249百万円

減少し，税金等調整前四半期純利益は，8,935百万円減少している。また，当会計基準等の

適用による資産除去債務の計上額は，218,252百万円（うち，原子力発電施設解体引当金
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２．連結財務諸表等 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日現在) 

前連結会計年度末 
(平成22年３月31日現在) 

資産の部   

固定資産 4,866,032 4,829,577

電気事業固定資産 3,322,522 3,359,654

水力発電設備 274,584 280,532

汽力発電設備 538,040 562,144

原子力発電設備 277,053 241,669

送電設備 903,195 929,111

変電設備 401,511 408,684

配電設備 801,198 807,432

業務設備 124,225 126,053

その他の電気事業固定資産 2,712 4,024

その他の固定資産 197,296 201,069

固定資産仮勘定 371,269 316,569

建設仮勘定及び除却仮勘定 371,269 316,569

核燃料 254,672 252,356

装荷核燃料 30,436 33,695

加工中等核燃料 224,235 218,661

投資その他の資産 720,272 699,927

長期投資 188,714 158,957

使用済燃料再処理等積立金 237,105 243,216

繰延税金資産 227,719 214,120

その他 68,436 85,409

貸倒引当金（貸方） △1,704 △1,775

流動資産 434,331 470,398

現金及び預金 75,720 97,938

受取手形及び売掛金 157,989 147,174

たな卸資産 103,932 94,249

繰延税金資産 23,397 24,237

その他 74,590 108,036

貸倒引当金（貸方） △1,298 △1,236

合計 5,300,363 5,299,976
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日現在) 

前連結会計年度末 
(平成22年３月31日現在) 

負債及び純資産の部   

固定負債 2,564,216 2,555,827

社債 1,196,633 1,234,219

長期借入金 566,457 580,447

退職給付引当金 205,364 204,727

使用済燃料再処理等引当金 263,265 262,446

使用済燃料再処理等準備引当金 12,980 12,726

原子力発電施設解体引当金 － 119,858

原子力発電所運転終了関連損失引当金 44,926 86,557

資産除去債務 218,252 －

繰延税金負債 3 －

その他 56,332 54,844

流動負債 1,011,542 1,064,581

1年以内に期限到来の固定負債 326,359 328,825

短期借入金 325,648 321,449

コマーシャル・ペーパー 59,000 81,000

支払手形及び買掛金 107,946 112,907

未払税金 79,334 91,710

その他 113,254 128,687

特別法上の引当金 7,142 3,701

渇水準備引当金 7,142 3,701

負債合計 3,582,901 3,624,110

株主資本 1,675,281 1,623,976

資本金 430,777 430,777

資本剰余金 70,777 70,777

利益剰余金 1,174,071 1,122,724

自己株式 △344 △302

評価・換算差額等 4,499 13,624

その他有価証券評価差額金 7,832 14,674

繰延ヘッジ損益 73 1,149

為替換算調整勘定 △3,406 △2,199

少数株主持分 37,681 38,264

純資産合計 1,717,462 1,675,865

合計 5,300,363 5,299,976
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（２）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21年４月１日 
  至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成22年９月30日) 

営業収益 1,124,726 1,157,596

電気事業営業収益 1,045,569 1,070,858

その他事業営業収益 79,157 86,738

営業費用 968,117 1,012,234

電気事業営業費用 882,734 929,585

その他事業営業費用 85,383 82,648

営業利益 156,608 145,362

営業外収益 10,144 6,862

受取配当金 908 900

受取利息 2,641 2,449

為替差益 4,253 －

持分法による投資利益 120 930

その他 2,220 2,582

営業外費用 24,605 23,828

支払利息 19,339 19,515

その他 5,265 4,313

四半期経常収益合計 1,134,871 1,164,458

四半期経常費用合計 992,723 1,036,063

経常利益 142,148 128,395

渇水準備金引当又は取崩し － 3,440

渇水準備金引当 － 3,440

特別損失 － 8,685

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 8,685

税金等調整前四半期純利益 142,148 116,269

法人税、住民税及び事業税 53,392 50,833

法人税等調整額 △1,338 △8,789

法人税等合計 52,054 42,043

少数株主損益調整前四半期純利益 － 74,225

少数株主損失（△） △493 △7

四半期純利益 90,587 74,233
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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21年４月１日 
  至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成22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 142,148 116,269

減価償却費 146,386 140,612

原子力発電施設解体費 － 2,452

核燃料減損額 2,123 4,659

固定資産除却損 3,537 3,068

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 8,685

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,232 637

使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） △2,362 818

使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減
少）

241 254

原子力発電施設解体引当金の増減額（△は減少） 995 －

原子力発電所運転終了関連損失引当金の増減額 
（△は減少）

△281 △892

渇水準備引当金の増減額（△は減少） － 3,440

受取利息及び受取配当金 △3,550 △3,350

支払利息 19,339 19,515

使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） 5,163 6,110

売上債権の増減額（△は増加） 22,978 △10,815

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,996 △9,683

仕入債務の増減額（△は減少） △32,626 △4,960

その他 22,442 27,499

小計 327,769 304,322

利息及び配当金の受取額 3,755 5,152

利息の支払額 △19,790 △20,096

法人税等の支払額 △4,174 △61,189

営業活動によるキャッシュ・フロー 307,559 228,188

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 △118,636 △127,977

投融資による支出 △28,046 △46,444

投融資の回収による収入 25,403 3,365

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△225 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

84 －

その他 2,514 2,491

投資活動によるキャッシュ・フロー △118,906 △168,565
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成22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 69,797 69,788

社債の償還による支出 △38,217 △88,374

長期借入れによる収入 14,000 81,600

長期借入金の返済による支出 △92,399 △118,458

短期借入れによる収入 185,990 186,920

短期借入金の返済による支出 △187,950 △182,320

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 379,000 363,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出 △510,000 △385,000

自己株式の取得による支出 △4,106 △62

配当金の支払額 △23,281 △22,841

少数株主への配当金の支払額 △234 △228

その他 △993 △1,217

財務活動によるキャッシュ・フロー △208,395 △97,194

現金及び現金同等物に係る換算差額 △279 △449

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △20,021 △38,020

現金及び現金同等物の期首残高 149,695 113,140

現金及び現金同等物の四半期末残高 129,674 75,119
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　（４）継続企業の前提に関する注記

該当事項なし

　（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項なし
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