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決算の概要決算の概要（対前年度）（対前年度）

連結・単体ともに増収減益連結・単体ともに増収減益（連単ともにＨ（連単ともにＨ1212年度以来年度以来66年ぶり）年ぶり）

（単位：百万円、倍）（単位：百万円、倍）

1.001.001.091.09△△30.2%30.2%6,3986,3989,1639,163△△35.7%35.7%6,4186,4189,9759,975当期純利益当期純利益

1.161.161.101.10△△28.2%28.2%10,09610,09614,06314,063△△24.0%24.0%11,73911,73915,43715,437経 常 利 益経 常 利 益

1.131.131.081.08△△25.2%25.2%13,69013,69018,29618,296△△21.9%21.9%15,48215,48219,81619,816営 業 利 益営 業 利 益

1.081.081.091.09+2.5%+2.5%147,201147,201143,653143,653+1.5%+1.5%159,395159,395157,080157,080売 上 高売 上 高

H18H18
（実績）（実績）

H17H17
（実績）（実績）

増減率増減率
H18H18

（実績）（実績）

H17H17
（実績）（実績）

増減率増減率
H18H18

（実績）（実績）

H17H17
（実績）（実績）

連単倍率連単倍率単単 体体連連 結結

（連結）（連結）

（単体）（単体）

売上高は、販売電力量の増加や燃料費調整制度の影響等により増加売上高は、販売電力量の増加や燃料費調整制度の影響等により増加

利益は、償却進行に伴う減価償却費の減少及び、他社購入電力料の減少等があったものの、原利益は、償却進行に伴う減価償却費の減少及び、他社購入電力料の減少等があったものの、原

油価格高騰に伴う燃料費の大幅増加等により減少油価格高騰に伴う燃料費の大幅増加等により減少

売上高は、建設業において前年に発生した大型民間工事の反動減等による影響はあったものの、売上高は、建設業において前年に発生した大型民間工事の反動減等による影響はあったものの、

単体の影響及び、その他の事業における民間工事の受注増等により増加単体の影響及び、その他の事業における民間工事の受注増等により増加

利益は、単体の影響のほか、利益は、単体の影響のほか、FTTHFTTH事業関連資産等において特別損失で減損損失を計上したこと事業関連資産等において特別損失で減損損失を計上したこと

等から減少等から減少
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決算の概要決算の概要（対見通し）（対見通し）

［［ 対対 H18/10H18/10公表値公表値 ］］

（単位：百万円）（単位：百万円）

H19/4H19/4※※H18/10H18/10H18/5H18/5H19/4H19/4※※H18/10H18/10H18/5H18/5

6,3006,300

10,00010,000

--

147,200147,200

△△8.6%8.6%

△△8.2%8.2%

△△5.6%5.6%

△△0.2%0.2%

増減率増減率

対対H18/10H18/10

7,0007,000

11,00011,000

14,50014,500

147,000147,000

公表値公表値

単単 体体

6,4006,400

11,70011,700

--

159,300159,300

7,0007,000

11,00011,000

14,50014,500

147,500147,500

6,3986,398△△12.1%12.1%6,4186,4187,3007,3007,5007,500当期純利益当期純利益

10,09610,096△△2.2%2.2%11,73911,73912,00012,00012,30012,300経 常 利 益経 常 利 益

13,69013,690△△2.0%2.0%15,48215,48215,80015,80016,00016,000営 業 利 益営 業 利 益

147,201147,201△△0.4%0.4%159,395159,395160,000160,000162,500162,500売 上 高売 上 高

H18H18
（実績）（実績）

増減率増減率

対対H18/10H18/10
H18H18

（実績）（実績）

公表値公表値

連連 結結

（連結）（連結）

（単体）（単体）

売上高は、売上高は、 暖冬の影響による電灯需要の減少等により、見通しを下回った暖冬の影響による電灯需要の減少等により、見通しを下回った

利益は、石炭火力機の定検工期延長に伴い、石油火力機を焚き増ししたこと等による燃料費の増加、利益は、石炭火力機の定検工期延長に伴い、石油火力機を焚き増ししたこと等による燃料費の増加、

修繕費の増加等により、見通しを下回った修繕費の増加等により、見通しを下回った

売上高は、単体の売上高減の影響等により、見通しを下回った売上高は、単体の売上高減の影響等により、見通しを下回った

利益は、電気事業における燃料費の増加等に加え、利益は、電気事業における燃料費の増加等に加え、FTTHFTTH事業関連資産等の減損損失の計上等によ事業関連資産等の減損損失の計上等によ

り、見通しを下回ったり、見通しを下回った

※※ ＨＨ19/419/4の公表値は、業績予想修正値（Ｈの公表値は、業績予想修正値（Ｈ19/4/1919/4/19に公表）であるに公表）である
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（単位：百万（単位：百万kWhkWh））

販売電力量の動向販売電力量の動向

+0.4%+0.4%+30+307,3767,3767,3467,346合 計合 計

+1.1%+1.1%+50+504,4954,4954,4454,445電 力電 力

△△0.7%0.7%△△20202,8812,8812,9012,901電 灯電 灯

増減率増減率増減増減
H18H18

（実績）（実績）

H17H17
（実績）（実績）

前年度に高気温の影響等により需要増となったことから前年度に高気温の影響等により需要増となったことから

反動減となり、前年を下回った反動減となり、前年を下回った

<<電電 灯灯>>

業務用電力や高圧電力業務用電力や高圧電力AAにおいて、お客さま数の増において、お客さま数の増

加があったことにより、前年を上回った加があったことにより、前年を上回った

<<電電 力力>>

販売電力量 （対前年度比較）販売電力量販売電力量 （対前年度比較）（対前年度比較）

※※電力には、特定規模需要を含む。電力には、特定規模需要を含む。

•• 前年度に比べ、 大出力は、石油火力で前年度に比べ、 大出力は、石油火力で 1.81.8千千kWkW減少減少

→→ 伊是名発電所（伊是名発電所（44～～88号機）廃止（号機）廃止（H18/4H18/4）） 等等

•• 発受電電力量は、前年度と比べ発受電電力量は、前年度と比べ +0.4%+0.4%
•• 自社分の石炭火力の割合は、前年度と比べ、自社分の石炭火力の割合は、前年度と比べ、1.41.4ポイントポイント

減少減少

•• 他社分を含む石炭火力の割合は、他社分を含む石炭火力の割合は、75.8%75.8%

（参考）（参考） 発電設備及び発受電実績発電設備及び発受電実績 （単位：千（単位：千kWkW、百万、百万kWhkWh））

8,3278,327

2323

1,7091,709

6,5956,595

1,8151,815

4,7804,780

電力量電力量

H17H17期末期末

100.0%100.0%

0.3%0.3%

20.5%20.5%

79.2%79.2%

21.8%21.8%

57.4%57.4%

構成比構成比

56.0%56.0%4,6844,68433.6%33.6%752752石 炭石 炭
自自

社社

構成比構成比電力量電力量構成比構成比大出力大出力

79.7%79.7%6,6626,66286.0%86.0%1,9241,924計計

23.7%23.7%1,9781,97852.4%52.4%1,1721,172石 油石 油

100.0%100.0%

--

14.0%14.0%

2,2362,236

--

312312

H18H18期末期末

8,3598,359

4646

1,6511,651

100.0%100.0%合 計合 計

0.5%0.5%そ の 他そ の 他

19.8%19.8%他社他社（石炭）（石炭）
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単体単体 –– 収支増減要因収支増減要因

（単位：百万円）

H17 H18

実績 実績

電 灯 料 66,218 67,515 +1,297 +2.0% 

電 力 料 76,202 78,542 +2,340 +3.1% 

小 計 142,420 146,058 +3,637 +2.6% 

そ の 他 収 益 2,260 1,945 △315 △13.9% 事業外収益　△206　　契約超過金　△23

計 144,680 148,003 +3,322 +2.3% 

人 件 費 15,445 16,481 +1,035 +6.7% 退職給与金　715　　雑給　90　　役員賞与引当による増　73

燃 料 費 32,578 40,607 +8,028 +24.6% 数量要因　323

単価要因　7,636（為替 1,088　CIF差 2,716　期首在庫影響 1,682　燃料構成差 1,845）

修 繕 費 14,922 15,100 +178 +1.2% 配電　365（架空電線路工事の増）  汽力　221

送電　△164　　内燃力　△94　　変電　△88　　業務　△61

減 価 償 却 費 25,062 23,319 △1,743 △7.0% 汽力　△1,628（金武火力 △1,209　具志川火力 △310）　　変電　△164　　業務 278

他社購入電力料 13,422 12,766 △656 △4.9% 基本料金　△502　　電力量料金　△215　　新規契約による増　110　　

支 払 利 息 4,316 3,860 △456 △10.6% 平均残高差　△293　　期中平均利率差〔1.80% → 1.73%〕　△162

公 租 公 課 6,744 6,872 +127 +1.9% 事業税　164　　電源開発促進税　11　　固定資産税　△76

そ の 他 費 用 18,124 18,899 +774 +4.3% 固定資産除却費　910　　委託費　449　　廃棄物処理費　131　　雑損失 △456

計 130,617 137,907 +7,289 +5.6% 

経 常 利 益 14,063 10,096 △3,966 △28.2% 

主　　な　　増　　減　　要　　因

〔電灯電力料計〕

　　販売電力量　392

　　燃料費調整制度の影響等　3,243

増 減 増減率

経
常
収
益

経
常
費
用



6

単体単体 –– 諸元の推移・変動影響額諸元の推移・変動影響額

2.12.12.12.11$/t1$/t石炭石炭CIFCIF価格価格 ※※

主要諸元主要諸元

1.01.01.11.11%1%金利金利

6.66.67.37.31%1%需要需要

3.03.02.62.611円円/$/$為替レート為替レート ※※

3.73.73.23.21$/bbl1$/bbl原油原油CIFCIF価格価格 ※※

H18H18
（実績）（実績）

H17H17
（実績）（実績）

変動影響額変動影響額

117.0117.0113.3113.3円円/$/$為替レート為替レート

57.257.257.857.8$/t$/t石炭石炭CIFCIF価格価格

63.663.655.855.8$/bbl$/bbl原油原油CIFCIF価格価格

H18H18
（実績）（実績）

H17H17
（実績）（実績）

（単位：億円）（単位：億円）

※※ 為替、為替、CIFCIF（石油・石炭）の変動影響額は自社分のみ（石油・石炭）の変動影響額は自社分のみ
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連結連結 –– 収支増減要因収支増減要因

（単位：百万円）（単位：百万円）

セグメント別実績（相殺消去前）セグメント別実績（相殺消去前）

△△35.7%35.7%△△3,5573,5576,4186,4189,9759,975当期純利益当期純利益

△△24.0%24.0%△△3,6973,69711,73911,73915,43715,437経 常 利 益経 常 利 益

△△21.9%21.9%△△4,3334,33315,48215,48219,81619,816営 業 利 益営 業 利 益

+1.5%+1.5%+2,315+2,315159,395159,395157,080157,080売 上 高売 上 高

増減率増減率増増 減減
H18H18
実績実績

H17H17
実績実績

（（4,6994,699））（△（△2,7492,749））（（3,5473,547））（ 対 前 年 同 期 増 減 ）（ 対 前 年 同 期 増 減 ）

33,58433,58418,13518,135146,930146,930売 上 高売 上 高

（（489489））（△（△8282））（△（△4,7394,739））（ 対 前 年 同 期 増 減 ）（ 対 前 年 同 期 増 減 ）

1,4701,47043343313,73413,734営 業 利 益営 業 利 益

（（1,7581,758））（△（△2,9442,944））（（3,5003,500））（ 対 前 年 同 期 増 減 ）（ 対 前 年 同 期 増 減 ）

9,3579,3573,3023,302146,735146,735う ち 外 部 向 けう ち 外 部 向 け

その他その他

の事業の事業
建設業建設業電気事業電気事業

（単位：百万円）（単位：百万円）

□□ 建設業は、前年度の電力向け大型工事の反動減及び、建設業は、前年度の電力向け大型工事の反動減及び、

大型民間工事の反動減による影響等から、営業利益大型民間工事の反動減による影響等から、営業利益

はは0.80.8億円減少億円減少

□□ その他の事業は、民間工事受注増による影響等からその他の事業は、民間工事受注増による影響等から

営業利益は営業利益は4.84.8億円増加億円増加

■■ 売上高は、約売上高は、約2323億円の増加億円の増加

増加要因：電気事業における増増加要因：電気事業における増

増加要因：その他の事業における民間工事の受注増増加要因：その他の事業における民間工事の受注増

減少要因：建設業における前年度の大型民間工事の反動減減少要因：建設業における前年度の大型民間工事の反動減

■■ 営業利益は、約営業利益は、約4343億円の減少億円の減少

減少要因：電気事業における燃料費の大幅増減少要因：電気事業における燃料費の大幅増

増加要因：電気事業における減価償却費の減増加要因：電気事業における減価償却費の減

増加要因：連結子会社の利益増増加要因：連結子会社の利益増

■■ 経常利益は、約経常利益は、約3737億円の減少億円の減少

減少要因：支払利息の減はあるものの、上記営業利益の減少減少要因：支払利息の減はあるものの、上記営業利益の減少

により減により減

■■ 当期純利益は、約当期純利益は、約3636億円の減少億円の減少

減少要因：減少要因：FTTHFTTH事業関連資産等において、特別損失で減損事業関連資産等において、特別損失で減損

損失を計上したこと等により減損失を計上したこと等により減
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会社別会社別 収支一覧収支一覧

（単位：百万円）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

H17 H18 H17 H18 H17 H18 H17 H18

実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績 実績

 沖縄電力㈱ 143,653 147,201 +3,548 18,296 13,690 △4,606 14,063 10,096 △3,966 9,163 6,398 △2,764

 ㈱沖電工 18,701 15,542 △3,158 521 326 △195 522 337 △184 187 186 △1

 沖電設計㈱ 768 969 +200 △58 37 +95 △57 38 +95 △93 28 +122

 沖縄新エネ開発㈱ 621 683 +62 68 44 △23 63 35 △28 38 9 △28

 ㈱沖設備 1,434 1,010 △424 26 11 △15 26 11 △15 15 6 △8

 沖電企業㈱ 8,224 8,529 +304 314 200 △113 371 251 △120 201 90 △111

 沖縄プラント工業㈱ 8,139 9,389 +1,249 224 252 +27 243 269 +26 157 79 △77

 沖縄電機工業㈱ 1,724 2,906 +1,181 108 117 +9 107 115 +8 74 76 +1

 沖電グローバルシステムズ㈱ 2,580 2,712 +132 87 134 +46 91 140 +49 47 93 +46

 沖縄通信ネットワーク㈱ 2,924 3,067 +143 31 109 +77 △60 17 +78 △92 △644 △552

 ﾌｧｰｽﾄﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱ 1,051 1,865 +814 △207 62 +269 △211 54 +265 △223 53 +277

 沖電開発㈱ 3,050 4,230 +1,180 668 709 +40 577 629 +52 410 295 △115

 ㈱プログレッシブエナジー 1,805 1,652 △152 14 31 +17 14 32 +17 9 △105 △114

 カヌチャコミュニティ㈱ - - - △63 △63 △0 △92 △120 △27 △92 △121 △28

消去又は全社 △37,599 △40,365 △2,766 △186 △180 +5 △187 △172 +15 202 △28 △231

連結 157,080 159,395 +2,315 19,816 15,482 △4,333 15,437 11,739 △3,697 9,975 6,418 △3,557

※H17実績の「連結」欄には、平成17年7月22日に清算を結了したアステル沖縄の下記の数値が含まれている。

　　営業利益　△30、経常利益 △35、当期純利益 △28

そ
の
他
の
事
業

建
設
業

増 減増 減 増 減増 減
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貸借対照表比較貸借対照表比較

単体単体

連結連結

単体単体

連結連結

単体単体

連結連結

+4,764+4,764102,661102,66197,89697,896

有利子負債有利子負債 △△6,8006,800
△△7,3597,359273,410273,410280,769280,769

△△2,5452,545354,113354,113356,659356,659

【【電気事業固定資産の増減電気事業固定資産の増減】】
△△2,5942,594376,071376,071378,666378,666

資資 産産

+5,052+5,052

△△7,5987,598

増増 減減

254,721254,721262,320262,320
負負 債債

当期純利益当期純利益 6,3986,398
配当配当 △△954954
その他有価証券評価差額金その他有価証券評価差額金 △△28828899,39299,39294,33994,339

純資産純資産※※

H18H18期末期末 主主 なな 増増 減減 要要 因因 （単体要因）（単体要因）H17H17期末期末

（単位：百万円）（単位：百万円）

△△9797△△23,31923,319△△1,5411,54114,23814,238

その他その他減価償却減価償却除除 却却設備計上設備計上

△△6,8006,800221,771221,771228,572228,572単体単体

△△6,5826,582232,649232,649239,231239,231連結連結
有利子負債残高有利子負債残高 （百万円）（百万円）

単体単体

連結連結 +1.5+1.527.127.125.625.6

+1.6+1.628.128.126.526.5
自 己 資 本 比 率 （自 己 資 本 比 率 （ %% ））

増増 減減H18H18期末期末H17H17期末期末

（参考）（参考） 有利子負債残高および自己資本比率の推移有利子負債残高および自己資本比率の推移

※※H17H17期末の連結ﾃﾞｰﾀには、少数株主持分を含めている期末の連結ﾃﾞｰﾀには、少数株主持分を含めている （資本の部表記から純資産の部表記に組替えているため）（資本の部表記から純資産の部表記に組替えているため）
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設備投資額・設備投資額・CFCF・有利子負債の動向・有利子負債の動向

税金等調整前（税引前）当期純利益の減少、減価償却費の減少等により、営業活動によるキャッ税金等調整前（税引前）当期純利益の減少、減価償却費の減少等により、営業活動によるキャッ
シュ･フローは減少シュ･フローは減少

大型工事（吉の浦火力大型工事（吉の浦火力11、、22号機新設、西那覇変電所増設、大平幹線号機新設、西那覇変電所増設、大平幹線33号増設号増設 等）の影響により、等）の影響により、

設備投資が増加したことから投資活動によるキャッシュ・フローは支出増設備投資が増加したことから投資活動によるキャッシュ・フローは支出増

以上の結果、フリー･キャッシュ･フローは、前年度と比較して減少以上の結果、フリー･キャッシュ･フローは、前年度と比較して減少

（単位：億円）（単位：億円）

△△68682,2172,2172,2852,285△△65652,3262,3262,3922,392有利子負債残高有利子負債残高

101101△△7878△△179179106106△△7676△△182182財務活動財務活動

((△△130)130)(61)(61)(192)(192)((△△111)111)(71)(71)(183)(183)（（FCFFCF））

△△8383△△226226△△142142△△8888△△243243△△155155投資活動投資活動

△△4646288288335335△△2323315315338338営業活動営業活動

CC
FF

92922342341421428888247247158158設備投資額設備投資額

増増 減減
H18H18

（実績）（実績）

H17H17
（実績）（実績）

増増 減減
H18H18

（実績）（実績）

H17H17
（実績）（実績）

単単 体体連連 結結
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平成平成1919年度見通しの概要年度見通しの概要
（単位：百万円、倍）（単位：百万円、倍）

7,3007,300

11,30011,300

13,00013,000

78,90078,900

【【参考参考】】

ＨＨ1919中間中間

（見通し）（見通し）

7,3007,300

11,40011,400

13,30013,300

84,80084,800

【【参考参考】】

ＨＨ1919中間中間

（見通し）（見通し）

1.041.041.001.00+20.3%+20.3%7,7007,7006,3986,398+24.6%+24.6%8,0008,0006,4186,418当期純利益当期純利益

1.071.071.161.16+18.9%+18.9%12,00012,00010,09610,096+9.0%+9.0%12,80012,80011,73911,739経 常 利 益経 常 利 益

1.071.071.131.13+13.2%+13.2%15,50015,50013,69013,690+7.2%+7.2%16,60016,60015,48215,482営 業 利 益営 業 利 益

1.101.101.081.08+0.1%+0.1%147,300147,300147,201147,201+1.3%+1.3%161,500161,500159,395159,395売 上 高売 上 高

H19H19
（見通し）（見通し）

H18H18
（実績）（実績）

増減率増減率
H19H19

（見通し）（見通し）

H18H18
（実績）（実績）

増減率増減率
H19H19

（見通し）（見通し）

H18H18
（実績）（実績）

連単倍率連単倍率単単 体体連連 結結

売上高は、需要の安定した伸びが期待できるものの、前年度の燃料費調整額の反動減等により、売上高は、需要の安定した伸びが期待できるものの、前年度の燃料費調整額の反動減等により、

ほぼ前年並となる見込みほぼ前年並となる見込み

利益は、修繕費及び減価償却費等の増加が見込まれるものの、離島の発電用燃料油転換による利益は、修繕費及び減価償却費等の増加が見込まれるものの、離島の発電用燃料油転換による

燃料費の減等により、増加する見込み燃料費の減等により、増加する見込み

連結・単体ともに増収増益連結・単体ともに増収増益（連単ともにＨ（連単ともにＨ1717年度以来年度以来22年ぶり）年ぶり）

（連結）（連結）

（単体）（単体）

売上高は、単体においては前年並と見込まれるものの、建設業における民間工事や公共工事等売上高は、単体においては前年並と見込まれるものの、建設業における民間工事や公共工事等

の受注増が見込まれること等により、増加する見込みの受注増が見込まれること等により、増加する見込み

利益は、利益は、 連結子会社においては費用増が見込まれるものの、単体の影響により増加する見込み連結子会社においては費用増が見込まれるものの、単体の影響により増加する見込み
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単体単体 –– 収支見通し収支見通し 増減要因増減要因

+1.3%+1.3%+92+927,4687,4687,3767,376合 計合 計

△△0.1%0.1%△△554,4904,4904,4954,495電 力電 力

+3.4%+3.4%+97+972,9782,9782,8812,881電 灯電 灯

増減率増減率増減増減
H19H19

（見通し）（見通し）

H18H18
（実績）（実績）

■■ 販売電力量販売電力量 （見通し）（見通し） （単位：百万（単位：百万kWhkWh））

※※電力には、特定規模需要を含む。電力には、特定規模需要を含む。

2.22.22.12.11$/t1$/t石炭石炭CIFCIF価格価格

●● 主要諸元主要諸元

0.90.91.01.01%1%金利金利

7.17.16.66.61%1%需要需要

2.82.83.03.011円円/$/$為替レート為替レート

3.33.33.73.71$/bbl1$/bbl原油原油CIFCIF価格価格

H19H19
（見通し）（見通し）

H18H18
（実績）（実績）

●● 変動影響額変動影響額

118.0118.0117.0117.0円円/$/$為替レート為替レート

59.659.657.257.2$/t$/t石炭石炭CIFCIF価格価格

61.061.063.663.6$/bbl$/bbl原油原油CIFCIF価格価格

H19H19
（見通し）（見通し）

H18H18
（実績）（実績）

（単位：億円）（単位：億円）

売上高は、売上高は、1,4731,473億円程度の見込み億円程度の見込み （ほぼ前年並）（ほぼ前年並）

増加要因増加要因 ：： 販売電力量の増販売電力量の増

減少要因減少要因 ：： H18H18年度の燃料費調整額の反動減年度の燃料費調整額の反動減

営業利益は、営業利益は、155155億円程度の見込み億円程度の見込み （（+18+18億円）億円）

増加要因増加要因 ：：

［燃料費［燃料費] ] 離島における発電用燃料の離島における発電用燃料のFCCFCC--CC重油への重油への

転換等により、転換等により、3737億円程度減億円程度減

減少要因減少要因 ：：

［修繕費［修繕費] ] 定検予定数の増等により定検予定数の増等により55億円程度増億円程度増

［減価償却費［減価償却費] ] 償却制度の見直しにより償却制度の見直しにより55億円程度増億円程度増

［他社購入電力料［他社購入電力料] ] 石炭価格の上昇により石炭価格の上昇により55億円程度増億円程度増

［その他費用［その他費用] ] 業務ｼｽﾃﾑ開発費用の発生等により、業務ｼｽﾃﾑ開発費用の発生等により、

99億円程度増億円程度増

経常利益は、経常利益は、120120億円程度の見込み億円程度の見込み （（+19+19億円）億円）

増加要因増加要因 ：：
［支払利息］［支払利息］ 有利子負債の圧縮等により、有利子負債の圧縮等により、11億円程度減億円程度減

※※ 為替、為替、CIFCIF（石油・石炭）の変動影響額は自社分のみ（石油・石炭）の変動影響額は自社分のみ
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連結連結 –– 収支見通し収支見通し 増減要因増減要因

■■ 売上高は、売上高は、1,6151,615億円程度の見込み億円程度の見込み(+21(+21億円億円))
増加要因増加要因 ：： 建設業における民間工事、公共工事の受注増建設業における民間工事、公共工事の受注増

減少要因減少要因 ：： その他の事業における前年度大型工事の反動減その他の事業における前年度大型工事の反動減

■■ 営業利益は、営業利益は、166166億円程度の見込み（億円程度の見込み（+11+11億円）億円）

増加要因増加要因 ：： 電気事業における燃料費等の減電気事業における燃料費等の減

減少要因減少要因 ：： 建設業における費用増建設業における費用増

減少要因減少要因 ：： その他の事業の売上減に伴う利益減その他の事業の売上減に伴う利益減

■■ 経常利益は、経常利益は、128128億円程度の見込み（億円程度の見込み（+11+11億円）億円）

上記のとおり、電気事業の影響等により増上記のとおり、電気事業の影響等により増

（単位：百万円）（単位：百万円）

+24.6%+24.6%+1,581+1,5818,0008,0006,4186,418当期純利益当期純利益

+9.0%+9.0%+1,060+1,06012,80012,80011,73911,739経 常 利 益経 常 利 益

+7.2%+7.2%+1,117+1,11716,60016,60015,48215,482営 業 利 益営 業 利 益

+1.3%+1.3%+2,104+2,104161,500161,500159,395159,395売 上 高売 上 高

増減率増減率増増 減減
H19H19

見通し見通し

H18H18
実績実績

セグメント別見通し（相殺消去前）セグメント別見通し（相殺消去前）

（△（△1,7841,784））（（464464））（（6969））（ 対 前 年 同 期 増 減 ）（ 対 前 年 同 期 増 減 ）

31,80031,80018,60018,600147,000147,000売 上 高売 上 高

（△（△270270））（△（△233233））（（1,6651,665））（ 対 前 年 同 期 増 減 ）（ 対 前 年 同 期 増 減 ）

1,2001,20020020015,40015,400営 業 利 益営 業 利 益

（△（△357357））（（2,3972,397））（（6464））（ 対 前 年 同 期 増 減 ）（ 対 前 年 同 期 増 減 ）

9,0009,0005,7005,700146,800146,800う ち 外 部 向 けう ち 外 部 向 け

その他その他

の事業の事業
建設業建設業電気事業電気事業

（単位：百万円）（単位：百万円）

□□ 建設業は、民間工事及び公共工事の受注増が見込建設業は、民間工事及び公共工事の受注増が見込

まれるものの、受注競争激化により原価率が上昇し、まれるものの、受注競争激化により原価率が上昇し、

営業利益は減少する見込み営業利益は減少する見込み

□□ その他の事業は、前年度大型工事の反動減により、その他の事業は、前年度大型工事の反動減により、

売上高、営業利益ともに減少する見込み売上高、営業利益ともに減少する見込み



14

会社別会社別 収支見通し一覧収支見通し一覧

（単位：百万円）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

H18 H19 H18 H19 H18 H19 H18 H19

実績 見通し 実績 見通し 実績 見通し 実績 見通し

 沖縄電力㈱ 147,201 147,300 +98 13,690 15,500 +1,809 10,096 12,000 +1,903 6,398 7,700 +1,301

 ㈱沖電工 15,542 15,757 +214 326 98 △227 337 123 △214 186 17 △169

 沖電設計㈱ 969 973 +3 37 20 △17 38 20 △18 28 10 △18

 沖縄新エネ開発㈱ 683 644 △38 44 33 △11 35 20 △15 9 3 △6

 ㈱沖設備 1,010 1,480 +469 11 30 +18 11 30 +18 6 17 +10

 沖電企業㈱ 8,529 8,700 +170 200 136 △64 251 189 △62 90 73 △16

 沖縄プラント工業㈱ 9,389 9,259 △129 252 293 +40 269 298 +28 79 100 +20

 沖縄電機工業㈱ 2,906 1,950 △955 117 33 △84 115 30 △85 76 22 △53

 沖電グローバルシステムズ㈱ 2,712 2,791 +79 134 84 △49 140 87 △52 93 51 △41

 沖縄通信ネットワーク㈱ 3,067 2,781 △286 109 △105 △215 17 △190 △208 △644 △197 +447

 ﾌｧｰｽﾄﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱ 1,865 1,607 △258 62 97 +35 54 76 +22 53 75 +22

 沖電開発㈱ 4,230 3,629 △601 709 617 △91 629 544 △85 295 351 +55

 ㈱プログレッシブエナジー 1,652 1,646 △5 31 34 +2 32 34 +2 △105 29 +134

 カヌチャコミュニティ㈱ - - - △63 △75 △11 △120 △223 △102 △121 △223 △102

消去又は全社 △40,365 △37,021 +3,344 △180 △197 △17 △172 △240 △68 △28 △31 △3

連結 159,395 161,500 +2,104 15,482 16,600 +1,117 11,739 12,800 +1,060 6,418 8,000 +1,581

増 減増 減

建
設
業

増 減増 減

そ
の
他
の
事
業
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設備投資額・設備投資額・CF CF ・有利子負債の見通し・有利子負債の見通し
（単位：億円）（単位：億円）

△△442,2122,2122,2172,21714142,3402,3402,3262,326有利子負債残高有利子負債残高

6363△△1515△△7878797933△△7676財務活動財務活動

((△△41)41)(20)(20)(61)(61)((△△64)64)(7)(7)(71)(71)（（FCFFCF））

△△7575△△301301△△226226△△9999△△343343△△243243投資活動投資活動

33333223222882883535350350315315営業活動営業活動

CC
FF

102102337337234234128128376376247247設備投資額設備投資額

増増 減減
H19H19

（見通し）（見通し）

H18H18
（実績）（実績）

増増 減減
H19H19

（見通し）（見通し）

H18H18
（実績）（実績）

単単 体体連連 結結

税金等調整前（税引前）当期純利益の増加、減価償却費の増加等が見込まれることから、営業税金等調整前（税引前）当期純利益の増加、減価償却費の増加等が見込まれることから、営業
活動によるキャッシュ･フローは、増加する見込み活動によるキャッシュ･フローは、増加する見込み

ＨＨ1919年度も大型工事（吉の浦火力年度も大型工事（吉の浦火力11、、22号機新設号機新設 等）の影響等により、設備投資の増加が見込ま等）の影響等により、設備投資の増加が見込ま

れることから、投資活動によるキャッシュ・フローは増加する見込みれることから、投資活動によるキャッシュ・フローは増加する見込み

以上のとおり、営業活動によるキャッシュ・フローは増加するものの、投資活動によるキャッシュ・以上のとおり、営業活動によるキャッシュ・フローは増加するものの、投資活動によるキャッシュ・
フローはそれを上回る増加が見込まれることから、フリー･キャッシュ･フローは、前年度と比較しフローはそれを上回る増加が見込まれることから、フリー･キャッシュ･フローは、前年度と比較し
て減少する見込みて減少する見込み
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［参考］［参考］ 財務指標の推移（単体）財務指標の推移（単体）

H14 H15 H16 H17 H18

売上高 百万円 134,141 134,756 137,210 143,653 147,201 

営業利益 百万円 14,561 15,207 16,945 18,296 13,690 

EBITDA 百万円 43,358 46,567 44,658 43,359 37,009 

経常利益 百万円 6,600 7,790 11,587 14,063 10,096 

当期純利益 百万円 4,430 5,594 7,591 9,163 6,398 

総資産営業利益率 ％ 3.7 3.9 4.5 5.1 3.9 

総資産当期純利益率 ％ 1.1 1.4 2.0 2.5 1.8 

自己資本比率 ％ 18.3 20.4 23.2 26.5 28.1 

有利子負債残高 億円 2,833 2,677 2,454 2,285 2,217 

総資産 百万円 395,260 379,692 367,861 356,659 354,113 

総資産回転率 倍 0.34 0.35 0.37 0.40 0.41 

自己資本（純資産） 百万円 72,327 77,591 85,247 94,339 99,392 

自己資本当期純利益率 ％ 6.3 7.5 9.3 10.2 6.6 

売上高営業利益率 ％ 10.9 11.3 12.4 12.7 9.3 

売上高当期純利益率 ％ 3.3 4.2 5.5 6.4 4.4 

D/Eレシオ 倍 3.91 3.45 2.88 2.42 2.23 
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［参考］［参考］ 財務指標の推移（連結）財務指標の推移（連結）

H14 H15 H16 H17 H18

売上高 百万円 145,072 148,626 150,768 157,080 159,395 

営業利益 百万円 17,034 16,859 17,474 19,816 15,482 

EBITDA 百万円 47,299 50,343 47,568 46,393 40,394 

経常利益 百万円 8,356 8,811 11,318 15,437 11,739 

当期純利益 百万円 5,121 5,496 7,614 9,975 6,418 

総資産営業利益率 ％ 4.0 4.1 4.4 5.1 4.1 

総資産当期純利益率 ％ 1.2 1.3 1.9 2.6 1.7 

自己資本比率 ％ 17.7 19.7 22.2 25.6 27.1 

有利子負債残高 億円 2,966 2,796 2,564 2,392 2,326 

総資産 百万円 421,080 402,407 392,158 378,666 376,071 

総資産回転率 倍 0.34 0.37 0.38 0.41 0.42 

自己資本※ 百万円 74,325 79,447 86,959 96,899 101,914 

自己資本当期純利益率 ％ 7.1 7.1 9.2 10.9 6.5 

売上高営業利益率 ％ 11.7 11.3 11.6 12.6 9.7 

売上高当期純利益率 ％ 3.5 3.7 5.1 6.4 4.0 

D/Eレシオ 倍 3.99 3.52 2.95 2.47 2.28 

※※連結の「自己資本」については、純資産の金額から少数株主持分の金額を控除した値となっている連結の「自己資本」については、純資産の金額から少数株主持分の金額を控除した値となっている
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本資料に関するお問合せ先

〒901-2602
沖縄県浦添市牧港五丁目2番1号

沖縄電力株式会社

総務部 法務室 IR担当

TEL ： 098-877-2341 （内線 2421､2423）

FAX ： 098-877-6017
Email ： ir@okiden.co.jp

本資料に関するお問合せ先本資料に関するお問合せ先

〒〒901901--26022602
沖縄県浦添市牧港五丁目沖縄県浦添市牧港五丁目22番番11号号

沖縄電力株式会社沖縄電力株式会社

総務部総務部 法務室法務室 IRIR担当担当

TEL TEL ：： 098098--877877--23412341 （内線（内線 24212421､､24232423））

FAX FAX ：： 098098--877877--60176017
Email Email ：： ir@okiden.co.jpir@okiden.co.jp

本資料には、将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は

推測・予測に基づくものであり、確約や保証を与えるものではありません。

将来の業績は、経営環境に関する前提条件の変化などに伴い、変化するこ

とにご留意ください。

本資料には、将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は本資料には、将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は

推測・予測に基づくものであり、確約や保証を与えるものではありません。推測・予測に基づくものであり、確約や保証を与えるものではありません。

将来の業績は、経営環境に関する前提条件の変化などに伴い、変化するこ将来の業績は、経営環境に関する前提条件の変化などに伴い、変化するこ

とにご留意ください。とにご留意ください。


