
平成平成平成平成平成平成平成平成2323年度年度年度年度年度年度年度年度
第第第第第第第第22四四四四四四四四半期決算半期決算半期決算半期決算のののの概要概要概要概要半期決算半期決算半期決算半期決算のののの概要概要概要概要

平成平成平成平成平成平成平成平成2323年年年年年年年年1010月月月月月月月月2828日日日日日日日日



目次目次目次目次目次目次目次目次

平成平成平成平成平成平成平成平成2323年度年度年度年度年度年度年度年度

第第第第第第第第22四半期四半期四半期四半期四半期四半期四半期四半期 決算概要決算概要決算概要決算概要決算概要決算概要決算概要決算概要

第第22四半期決算の概要四半期決算の概要 （対前年同期）（対前年同期） 22

第第22四半期決算の概要四半期決算の概要 （対（対77月公表値）月公表値） 33

販売電力量の動向販売電力量の動向 44

単体単体－－収支増減要因収支増減要因 55

単体単体－－諸元の推移・変動影響額諸元の推移・変動影響額 66

連結連結－－収支増減要因収支増減要因 77

会社別会社別収支一覧収支一覧 88

貸借対照表比較貸借対照表比較 99

1

貸借対照表比較貸借対照表比較 99

設備投資額・設備投資額・CF CF ・有利子負債の動向・有利子負債の動向 1010

平成平成平成平成平成平成平成平成2323年度年度年度年度年度年度年度年度

年度見通年度見通年度見通年度見通しししし年度見通年度見通年度見通年度見通しししし

平成平成2323年度年度見通しの概要見通しの概要 1111

単体単体－－収支見通し増減要因収支見通し増減要因 1212

単体単体－－諸元の推移・変動影響額の見通し諸元の推移・変動影響額の見通し 1313

連結連結－－収支見通し増減要因収支見通し増減要因 1414

会社別会社別収支見通し一覧収支見通し一覧 1515

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 1616

参参参参参参参参 考考考考考考考考
財務指標の推移財務指標の推移 （単体）（単体） 1717

財務指標の推移財務指標の推移 （連結）（連結） 1818



第第第第第第第第22四半期決算四半期決算四半期決算四半期決算のののの概要概要概要概要四半期決算四半期決算四半期決算四半期決算のののの概要概要概要概要（（（（対前年同期対前年同期対前年同期対前年同期））））（（（（対前年同期対前年同期対前年同期対前年同期））））
（単位：百万円、倍）（単位：百万円、倍）

連連 結結 単単 体体 連単倍率連単倍率

H23/2H23/2Ｑ累計Ｑ累計

（実績）（実績）

H22/2H22/2Ｑ累計Ｑ累計

（実績）（実績）
増減率増減率

H23/2H23/2Ｑ累計Ｑ累計

（実績）（実績）

H22/2H22/2Ｑ累計Ｑ累計

（実績）（実績）
増減率増減率

H23/2H23/2Ｑ累計Ｑ累計

（実績）（実績）

H22/2H22/2Ｑ累計Ｑ累計

（実績）（実績）

売 上 高売 上 高 86,56486,564 82,84582,845 +4.5+4.5％％ 83,00283,002 79,53579,535 +4.4%+4.4% 1.041.04 1.041.04

営 業 利 益営 業 利 益 9,1829,182 9,7259,725 △△5.65.6％％ 9,0419,041 9,4719,471 △△4.5%4.5% 1.021.02 1.031.03

経 常 利 益経 常 利 益 7,8787,878 8,3578,357 △△5.75.7％％ 7,6367,636 7,8497,849 △△2.7%2.7% 1.031.03 1.061.06
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連結連結連結連結・・・・単体単体単体単体ともにともにともにともに増収減益増収減益増収減益増収減益連結連結連結連結・・・・単体単体単体単体ともにともにともにともに増収減益増収減益増収減益増収減益（（（（連単連単連単連単ともにともにともにともに（（（（連単連単連単連単ともにともにともにともに33年年年年ぶりぶりぶりぶり））））年年年年ぶりぶりぶりぶり））））

四半期純利益四半期純利益 5,5365,536 6,3566,356 △△12.912.9％％ 5,3395,339 5,9375,937 △△10.1%10.1% 1.041.04 1.071.07

【【 費用費用 】】

�� 電気事業において電気事業において、、燃料費や他社購入電力料の増に加え燃料費や他社購入電力料の増に加え、、減価償却費の増加減価償却費の増加

【【 収益収益 】】

�� 電気事業において電気事業において、、燃料費調整制度の影響による電灯電力料の増加燃料費調整制度の影響による電灯電力料の増加



第第第第第第第第22四半期決算四半期決算四半期決算四半期決算のののの概要概要概要概要四半期決算四半期決算四半期決算四半期決算のののの概要概要概要概要（（（（対対対対（（（（対対対対77月公表値月公表値月公表値月公表値））））月公表値月公表値月公表値月公表値））））
（単位：百万円）（単位：百万円）

連連 結結 単単 体体

H23/2H23/2Ｑ累計Ｑ累計

（実績）（実績）

公表値公表値 増減率増減率

対対H23/7H23/7

H23/2H23/2Ｑ累計Ｑ累計

（実績）（実績）

公表値公表値 増減率増減率

対対H23/7H23/7H23/7H23/7 H23/4H23/4 H23/7H23/7 H23/4H23/4

売 上 高売 上 高 86,56486,564 88,00088,000 87,80087,800 △△1.6%1.6% 83,00283,002 84,30084,300 84,10084,100 △△1.5%1.5%

営 業 利 益営 業 利 益 9,1829,182 9,2009,200 9,2009,200 △△0.2%0.2% 9,0419,041 9,4009,400 9,4009,400 △△3.8%3.8%

経 常 利 益経 常 利 益 7,8787,878 7,8007,800 7,8007,800 +1.0%+1.0% 7,6367,636 8,0008,000 8,0008,000 △△4.6%4.6%
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［［ 対対 77月公表値月公表値 ］］

四 半 期 純 利 益四 半 期 純 利 益 5,5365,536 5,4005,400 5,4005,400 +2.5%+2.5% 5,3395,339 5,5005,500 5,5005,500 △△2.9%2.9%

【【 収益収益 】】

�� 電気事業において電気事業において、、販売電力量の減少に伴う電灯電力料の減少販売電力量の減少に伴う電灯電力料の減少

【【 費用費用 】】

�� 電気事業において電気事業において、、燃料費などの減少燃料費などの減少



（単位：百万（単位：百万kWhkWh））

販売電力量販売電力量販売電力量販売電力量のののの動向動向動向動向販売電力量販売電力量販売電力量販売電力量のののの動向動向動向動向

販売電力量販売電力量 （対前年同期比較）（対前年同期比較）

H23/2QH23/2Q

（実績）（実績）

H22/2QH22/2Q

（実績）（実績）
増減増減 増減率増減率

電電 灯灯 1,5391,539 1,5501,550 △△1111 △△0.7%0.7%

電電 力力
※※

2,4232,423 2,4572,457 △△3434 △△1.4%1.4%

合合 計計 3,9623,962 4,0074,007 △△4545 △△1.1%1.1%

参参 民生用需要民生用需要 3,2973,297 3,3413,341 △△4444 △△1.41.4％％

気温が前年より低く推移したことにより気温が前年より低く推移したことにより、、前年同期前年同期

を下回ったを下回った

<<電電電電電電電電 灯灯灯灯灯灯灯灯>>

気温気温が前年が前年より低く推移した影響による業務用電力より低く推移した影響による業務用電力

の需要減などによりの需要減などにより、、前年前年同期を下回った同期を下回った

<<電電電電電電電電 力力力力力力力力>>
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※※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。 <<発電設備発電設備発電設備発電設備発電設備発電設備発電設備発電設備>>

•• 最大出力は最大出力は、、前年同期末と前年同期末と比べ比べ1313,,490490kWkWの増の増

石垣第二発電所石垣第二発電所55号機号機（（++1818,,000000kWkW））

南大東可倒式風力発電南大東可倒式風力発電11号機号機・・22号機号機（（++490490kWkW））

宮古発電所宮古発電所88号機号機（（△△22,,500500kWkW））

石垣発電所石垣発電所88号機号機（（△△22,,500500kWkW））

<<発受電実績発受電実績発受電実績発受電実績発受電実績発受電実績発受電実績発受電実績>>

•• 発受電電力量は発受電電力量は、、前年同期と比べ前年同期と比べ 11..44%%の減少の減少

•• 自社分の石炭火力の割合は自社分の石炭火力の割合は、、前年同期と前年同期と比べ比べ
00..99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他社分を含む石炭火力の割合はは7676..99%%

（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））

考考 産業用需要産業用需要 665665 666666 △△ 11 △△0.00.0％％

H23/2QH23/2Q H22/2QH22/2Q

最大出力最大出力 構成比構成比 電力量電力量 構成比構成比 電力量電力量 構成比構成比

自自

社社

石 炭石 炭 752752 33.4%33.4% 2,5932,593 56.3%56.3% 2,6712,671 57.2%57.2%

石 油石 油 1,1851,185 52.7%52.7% 1,0211,021 22.2%22.2% 1,0081,008 21.6%21.6%

計計 1,9371,937 86.1%86.1% 3,6143,614 78.4%78.4% 3,6793,679 78.7%78.7%

他社他社（（石炭石炭）） 312312 13.9%13.9% 951951 20.6%20.6% 962962 20.6%20.6%

そ の 他そ の 他 －－ －－ 4444 0.9%0.9% 3232 0.7%0.7%

合 計合 計 2,2492,249 100.0%100.0% 4,6094,609 100.0%100.0% 4,6734,673 100.0%100.0%



単体単体単体単体単体単体単体単体 ––収支増減要因収支増減要因収支増減要因収支増減要因収支増減要因収支増減要因収支増減要因収支増減要因

H23/2QH23/2Q
（実績）（実績）

H22/2QH22/2Q
（実績）（実績）

増増減減 増減率増減率 主な増減要因主な増減要因

経経

常常

収収

益益

電 灯 料電 灯 料 37,79037,790 36,49936,499 +1,290+1,290 +3.5%+3.5%
〔〔電灯電力料計電灯電力料計〕〕
販売電力量の減販売電力量の減 △△1,1071,107
燃料費調整制度の影響燃料費調整制度の影響 4,1694,169

電 力 料電 力 料 44,56644,566 42,61042,610 +1,955+1,955 +4.6%+4.6%

小 計小 計 82,35782,357 79,11079,110 +3,246+3,246 +4.1%+4.1%

そ の 他 収 益そ の 他 収 益 907907 770770 +136+136 +17.7%+17.7%

（（ 売 上 高売 上 高 ）） （（83,00283,002）） （（79,53579,535）） （（+3,467+3,467）） （（+4.4%+4.4%））

計計 83,26483,264 79,88179,881 +3,383+3,383 +4.2%+4.2%

人 件 費人 件 費 8,3828,382 8,1098,109 +272+272 +3.4%+3.4% 給料手当給料手当 217217

（単位：百万円）（単位：百万円）
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経経

常常

費費

用用

燃 料 費燃 料 費 25,92225,922 22,56822,568 +3,353+3,353 +14.9%+14.9% CIFCIF価格差価格差 6,4846,484 為替レート差為替レート差 △△2,7512,751

修 繕 費修 繕 費 7,2407,240 6,9526,952 +287+287 +4.1%+4.1% 配電配電 519519 送電送電 7171 汽力汽力 △△214214 内燃力内燃力 △△9797

減 価 償 却 費減 価 償 却 費 10,82810,828 9,9409,940 +888+888 +8.9%+8.9% 業務業務 399399 配電配電 172172 送電送電 140140 変電変電 129129 汽力汽力 △△128128

他社購入電力料他社購入電力料 9,3439,343 8,5338,533 +810+810 +9.5%+9.5% 火力火力 510510 太陽光太陽光 329329

支 払 利 息支 払 利 息 1,4461,446 1,4741,474 △△2828 △△1.9%1.9% 平均残高差平均残高差 111111 平均利率差平均利率差 △△140140

公 租 公 課公 租 公 課 3,7303,730 3,6883,688 +41+41 +1.1%+1.1%

そ の 他 費 用そ の 他 費 用 8,7358,735 10,76410,764 △△2,0282,028 △△18.8%18.8% 委託費委託費 △△1,4191,419 消耗品費消耗品費 △△191191 廃棄物処理費廃棄物処理費 △△175175

（（ 営 業 費 用営 業 費 用 ）） （（73,96073,960）） （（70,06470,064）） （（+3,896+3,896）） （（+5.6%+5.6%））

計計 75,62875,628 72,03172,031 +3,596+3,596 +5.0%+5.0%

（（ 営 業 利 益営 業 利 益 ）） （（9,0419,041）） （（9,4719,471）） （△（△429429）） （（△△4.5%4.5%））

経 常 利 益経 常 利 益 7,6367,636 7,8497,849 △△213213 △△2.7%2.7%

法 人 税 等法 人 税 等 2,2962,296 1,9121,912 +384+384 ++20.1%20.1%

四 半 期 純 利 益四 半 期 純 利 益 5,3395,339 5,9375,937 △△597597 △△10.1%10.1%



単体単体単体単体単体単体単体単体 ––諸元諸元諸元諸元のののの推移推移推移推移・・・・変動影響額変動影響額変動影響額変動影響額諸元諸元諸元諸元のののの推移推移推移推移・・・・変動影響額変動影響額変動影響額変動影響額

主要諸元主要諸元

H23/2QH23/2Q

（実績）（実績）

H22/2QH22/2Q

（実績）（実績）

原油原油CIFCIF価格価格 $/bbl$/bbl 113.9113.9 78.478.4

石炭石炭CIFCIF価格価格 $/t$/t 115.7115.7 91.091.0

為替レート為替レート 円円/$/$ 79.879.8 88.988.9
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変動影響額変動影響額

H23/2QH23/2Q

（実績）（実績）

H22/2QH22/2Q

（実績）（実績）

原油原油CIFCIF価格価格 ※※ 1$/bbl1$/bbl 1.21.2 1.41.4

石炭石炭CIFCIF価格価格 ※※ 1$/t1$/t 0.90.9 0.90.9

為替レート為替レート ※※ 11円円/$/$ 3.03.0 2.22.2

需要需要 1%1% 3.53.5 3.63.6

金利金利 1%1% 0.30.3 0.40.4

（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



連結連結連結連結連結連結連結連結 ––収支増減要因収支増減要因収支増減要因収支増減要因収支増減要因収支増減要因収支増減要因収支増減要因

（単位：百万円）（単位：百万円）

H23/2QH23/2Q

（実績）（実績）

H22/2QH22/2Q

（実績）（実績）
増増減減 増減率増減率

売 上 高売 上 高 86,56486,564 82,84582,845 +3,718+3,718 +4.5%+4.5%

営 業 利 益営 業 利 益 9,1829,182 9,7259,725 △△542542 △△5.6%5.6%

経 常 利 益経 常 利 益 7,8787,878 8,3578,357 △△479479 △△5.7%5.7%

■■ 売上高は売上高は、、33,,718718百万円の増加百万円の増加

増加要因増加要因：電気事業における電灯：電気事業における電灯電力料の増電力料の増

■■ 営業利益は営業利益は、、542542百万円の百万円の減少減少

増加要因増加要因：売上高：売上高の増の増

減少要因：電気事業に減少要因：電気事業における燃料費のおける燃料費の増増

減少要因：電気事業における他社購入電力料の減少要因：電気事業における他社購入電力料の増増

減少要因：電気事業における減価償却費の増減少要因：電気事業における減価償却費の増

減少要因：電気事業における修繕費の増減少要因：電気事業における修繕費の増

7

四半期純利益四半期純利益 5,5365,536 6,3566,356 △△819819 △△12.9%12.9%

�� 「「その他その他」」においてはにおいては、、電気電気事業向け工事の事業向け工事の受注減などから受注減などから

売上高が減少売上高が減少

■■ 経常利益は経常利益は、、479479百万円の百万円の減少減少

減少要因減少要因：営業利益の：営業利益の減減

■■ 四半期純利四半期純利益は益は、、819819百万円の百万円の減少減少

減少減少要因：経常利益の要因：経常利益の減減

減少要因：法人税等の増減少要因：法人税等の増

電気事業電気事業 その他その他

売 上 高売 上 高 83,00283,002 17,36617,366

（（ 対前年同期増減対前年同期増減 ）） （（+3,467+3,467）） （△（△1,0981,098））

う ち 外 部 向 けう ち 外 部 向 け 82,94382,943 3,6203,620

（（ 対前年同期増減対前年同期増減 ）） （（+3,473+3,473）） （（+245+245））

営 業 利 益営 業 利 益 9,0419,041 180180

（（ 対前年同期増減対前年同期増減 ）） （△（△429429）） （△（△4949））

（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）



（単位：百万円）（単位：百万円）

売上高売上高 営業利益営業利益 経常利益経常利益 四半期純利益四半期純利益

H23/2Q

（実績）

H22/2Q

（実績）
増減

H23/2Q

（実績）

H22/2Q

（実績）
増減

H23/2Q

（実績）

H22/2Q

（実績）
増減

H23/2Q

（実績）

H22/2Q

（実績）
増減

沖縄電力㈱ 83,002 79,535 +3,467 9,041 9,471 △429 7,636 7,849 △213 5,339 5,937 △597

㈱沖電工 6,463 6,532 △68 52 △83 +136 87 △31 +118 47 16 +31

沖電企業㈱ 2,072 2,503 △430 △13 △0 △12 8 27 △19 6 4 +1

沖縄プラント工業㈱ 4,102 4,710 △608 △183 △34 △148 △173 △20 △152 △70 △1 △69

沖縄電機工業㈱ 621 579 +42 56 41 +14 59 44 +14 38 33 +4

会社別会社別会社別会社別会社別会社別会社別会社別収支一覧収支一覧収支一覧収支一覧収支一覧収支一覧収支一覧収支一覧
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そ
の
他

沖電開発㈱ 1,473 1,390 +83 181 199 △18 163 175 △12 95 100 △5

沖電グローバルシステムズ㈱ 692 970 △277 △94 △27 △67 △92 △24 △67 △51 △9 △42

㈱沖縄エネテック 285 207 +77 8 △36 +44 7 △34 +42 4 △22 +26

沖縄新エネ開発㈱ 230 215 +14 △56 △86 +30 △69 △101 +31 △67 △101 +33

㈱沖設備 656 436 +219 △2 △12 +9 △2 △12 +9 △1 △6 +5

ファーストライディングテクノロジー㈱ 656 661 △4 185 191 △5 175 179 △3 175 179 △3

㈱プログレッシブエナジー 690 709 △18 23 27 △3 24 27 △3 16 16 △0

消去又は全社（持分法投資損益を含む） △14,384 △15,605 +1,221 △15 75 △91 52 276 △223 5 209 △203

連結 86,564 82,845 +3,718 9,182 9,725 △542 7,878 8,357 △479 5,536 6,356 △819

※カヌチャコミュニティ㈱は、平成23年３月に解散したため、H22年度第2四半期実績・H23年度第2四半期実績は消去又は全社に含めている。



貸借対照表比較貸借対照表比較貸借対照表比較貸借対照表比較貸借対照表比較貸借対照表比較貸借対照表比較貸借対照表比較
（単位：百万円）（単位：百万円）

H23/2QH23/2Q期末期末 H22H22期末期末 増増 減減 主主なな増増減減要要因因

資 産資 産
連 結連 結 396,927396,927 385,159385,159 +11,767+11,767 電気事業固定資産電気事業固定資産 +9,523+9,523

固定資産仮勘定固定資産仮勘定 △△715715、、 投資その他の資産投資その他の資産 △△2,2262,226
単 体単 体 378,838378,838 368,596368,596 +10,242+10,242

固 定 資 産固 定 資 産
連 結連 結 361,605361,605 353,026353,026 +8,578+8,578

単 体単 体 355,512355,512 348,974348,974 +6,537+6,537

・受取手形及び売掛金・受取手形及び売掛金 +1,476+1,476
流 動 資 産流 動 資 産

連 結連 結 35,32135,321 32,13232,132 +3,189+3,189

単 体単 体 23,32623,326 19,62119,621 +3,704+3,704

連 結連 結 265,828265,828 259,102259,102 +6,725+6,725

【【参考参考】】電気事業固定資産の増減（単体）電気事業固定資産の増減（単体）

設備計上設備計上 除除 却却 減価償却減価償却 その他その他

21,44621,446 △△1,0831,083 △△10,82810,828 △△1010
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H23/2QH23/2Q期末期末 H22H22期末期末 増増 減減

有利子負債残高有利子負債残高 （（百万円百万円））
連結連結 220,585220,585 208,392208,392 +12,193+12,193

単体単体 218,219218,219 206,775206,775 +11,443+11,443

自 己 資 本 比 率自 己 資 本 比 率 （（ %% ））
連結連結 32.932.9 32.632.6 +0.3+0.3

単体単体 32.432.4 31.931.9 +0.5+0.5

負 債負 債
連 結連 結 265,828265,828 259,102259,102 +6,725+6,725

・長期借入金・長期借入金 +589+589

〔〔新規借入新規借入 +11,664+11,664、、11年内固定負債へ振替年内固定負債へ振替 △△11,07411,074〕〕

・・11年内固定負債年内固定負債 +11,646+11,646

社債社債 +10,000+10,000〔〔振替増振替増 〕〕

長期借入金長期借入金 +1,603+1,603〔〔振替増振替増 +11,074+11,074、、償還償還△△9,4709,470〕〕

・未払税金・未払税金 +1,121+1,121

・その他・その他△△5,8875,887

単 体単 体 256,194256,194 250,840250,840 +5,354+5,354

固 定 負 債固 定 負 債
連 結連 結 205,132205,132 204,473204,473 +658+658

単 体単 体 198,406198,406 198,500198,500 △△9393

流 動 負 債流 動 負 債
連 結連 結 60,69660,696 54,62954,629 +6,067+6,067

単 体単 体 57,78757,787 52,33952,339 +5,447+5,447

純 資 産純 資 産
連 結連 結 131,098131,098 126,056126,056 +5,041+5,041 四半期純利益四半期純利益 +5,536+5,536

配当配当△△524524単 体単 体 122,644122,644 117,756117,756 +4,888+4,888

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



設備投資額設備投資額設備投資額設備投資額・・・・設備投資額設備投資額設備投資額設備投資額・・・・CFCF・・・・有利子負債有利子負債有利子負債有利子負債のののの動向動向動向動向・・・・有利子負債有利子負債有利子負債有利子負債のののの動向動向動向動向
（単位：億円）（単位：億円）

連連 結結 単単 体体

H23/2QH23/2Q累計累計

（実績）（実績）

H22/2QH22/2Q累計累計

（実績）（実績）
増増 減減

H23/2QH23/2Q累計累計

（実績）（実績）

H22/2QH22/2Q累計累計

（実績）（実績）
増増 減減

設備投資額設備投資額 208208 124124 8484 207207 114114 9292

CC

FF

営業活動営業活動 127127 103103 2323 130130 101101 2929

投資活動投資活動 △△254254 △△121121 △△132132 △△236236 △△117117 △△118118

（（FCFFCF）） ((△△126)126) ((△△18)18) ((△△108)108) ((△△105)105) ((△△16)16) ((△△89)89)

財務活動財務活動 114114 △△00 115115 106106 11 105105
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財務活動財務活動 114114 △△00 115115 106106 11 105105

有利子負債残高有利子負債残高 2,2052,205 2,0132,013 192192 2,1822,182 1,9941,994 187187

�� 法人税等の支払額の減少法人税等の支払額の減少

�� 仕入債務の増減に伴う支払額の減少仕入債務の増減に伴う支払額の減少

�� 売上債権の増減に伴う収入の増加売上債権の増減に伴う収入の増加

【【営業活動によるキャッシュ営業活動によるキャッシュ・・フローフロー】】 ++2323億円億円

�� 固定資産の取得による支出の増加固定資産の取得による支出の増加

以上のとおり以上のとおり、、フリーフリー・・キャッシュキャッシュ・・フローはフローは、、108108億円の減少億円の減少

【【投資活動によるキャッシュ投資活動によるキャッシュ・・フローフロー】】 △△132132億円億円



平成平成平成平成平成平成平成平成2323年度年度年度年度年度年度年度年度見通見通見通見通しのしのしのしの概要概要概要概要見通見通見通見通しのしのしのしの概要概要概要概要
（単位：百万円、倍）（単位：百万円、倍）

連連 結結 単単 体体 連単倍率連単倍率

見通し見通し
増減増減

((対対77月公表月公表))

H22H22
((実績実績))

見通し見通し
増減増減

((対対77月公表月公表))

H22H22
((実績実績))

H23H23
((見通し見通し))

H22H22
((実績実績))H23H23

((今回今回))

H23H23
(7(7月公表月公表))

H23H23
((今回今回))

H23H23
(7(7月公表月公表))

売 上 高売 上 高 168,100168,100 170,900170,900 △△2,8002,800 158,494158,494 159,400159,400 161,900161,900 △△2,5002,500 150,896150,896 1.051.05 1.051.05

営 業 利 益営 業 利 益 12,00012,000 13,70013,700 △△1,7001,700 14,37614,376 10,60010,600 12,20012,200 △△1,6001,600 12,49012,490 1.131.13 1.151.15

経 常 利 益経 常 利 益 9,3009,300 10,50010,500 △△1,2001,200 11,04211,042 7,5007,500 9,0009,000 △△1,5001,500 9,2409,240 1.241.24 1.191.19
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【【 収益収益 】】

�� 電気事業において電気事業において、販売電力量の減少や燃料費、販売電力量の減少や燃料費調整制度の調整制度の影響に影響による電灯電力料よる電灯電力料の減の減

連結連結連結連結・・・・単体単体単体単体ともともともとも連結連結連結連結・・・・単体単体単体単体ともともともともにににに増収減益増収減益増収減益増収減益にににに増収減益増収減益増収減益増収減益（（（（連結連結連結連結、、、、単体単体単体単体ともにともにともにともに（（（（連結連結連結連結、、、、単体単体単体単体ともにともにともにともに33年年年年ぶりぶりぶりぶり年年年年ぶりぶりぶりぶり））））））））

［［ 対対 77月月公表値公表値 ］］

当期 純利 益当期 純利 益 6,7006,700 7,0007,000 △△300300 8,0478,047 5,3005,300 6,1006,100 △△800800 6,8726,872 1.261.26 1.171.17

【【 費用費用 】】

�� 電気事業において電気事業において、燃料費や他社購入電力料の減、燃料費や他社購入電力料の減



単体単体単体単体単体単体単体単体 ––収支見通収支見通収支見通収支見通しししし収支見通収支見通収支見通収支見通しししし 増減要因増減要因増減要因増減要因増減要因増減要因増減要因増減要因

経経

常常

収収

益益

電 灯 電 力 料電 灯 電 力 料 158,300158,300 160,800160,800 149,683149,683 △△2,5002,500 +8,616+8,616

そ の 他 収 益そ の 他 収 益 1,5001,500 1,5001,500 1,8401,840 －－ △△340340

（（ 売 上 高売 上 高 ）） (159,400)(159,400) (161,900)(161,900) (150,896)(150,896) ((△△2,500)2,500) (+8,503)(+8,503)

計計 159,800159,800 162,300162,300 151,524151,524 △△2,5002,500 +8,275+8,275

H23H23
（今回）（今回）

H23H23
(7(7月公表）月公表）

H22H22
（実績）（実績）

対対77月公表月公表
増減増減

対対H22H22
増減増減

電電 灯灯 2,9582,958 2,9912,991 2,991 △33 △33

電電 力力 4,547 4,572 4,530 △25 +17

合合 計計 7,505 7,563 7,521 △58 △16

（単位：百万円）（単位：百万円）

（単位：百万（単位：百万kWhkWh））

■■収支比較表収支比較表

■■販売電力量販売電力量
対対 77月月公表値公表値

�� 売上高は売上高は11,,594594億億円円（（△△2525億円億円））

[[電灯電力料電灯電力料]] 販売電力量の減少および燃料費調整制度の影響による減販売電力量の減少および燃料費調整制度の影響による減

�� 営業営業利益は利益は106106億円億円（（△△1616億円億円））

経常利益は経常利益は 7575億円億円（（△△1515億円億円））

（（利益減少要因利益減少要因））
[[人件費人件費]] [[修繕費修繕費]]台風対応関連による増台風対応関連による増

（（利益増加要因利益増加要因））
[[燃料費燃料費]]販売電力量の減少や円高の影響による減販売電力量の減少や円高の影響による減

12

経経

常常

費費

用用

人 件 費人 件 費 16,60016,600 16,50016,500 16,32216,322 +100+100 +277+277

燃 料 費燃 料 費 50,30050,300 51,20051,200 41,34841,348 △△900900 +8,951+8,951

修 繕 費修 繕 費 16,60016,600 16,40016,400 16,69616,696 +200+200 △△9696

減 価 償 却 費減 価 償 却 費 22,10022,100 22,10022,100 21,00421,004 －－ +1,095+1,095

地帯間購入電力料地帯間購入電力料 －－ －－ 4343 －－ △△4343

他 社 購 入 電 力 料他 社 購 入 電 力 料 16,80016,800 17,00017,000 15,78515,785 △△200200 +1,014+1,014

支 払 利 息支 払 利 息 2,9002,900 3,0003,000 2,8882,888 △△100100 +11+11

公 租 公 課公 租 公 課 7,3007,300 7,3007,300 7,1057,105 －－ +194+194

そ の 他 費 用そ の 他 費 用 19,70019,700 19,80019,800 21,08821,088 △△100100 △△1,3881,388

（（ 営 業 費 用営 業 費 用 ）） (148,800)(148,800) (149,700)(149,700) (138,406)(138,406) ((△△900)900) (+10,393)(+10,393)

計計 152,300152,300 153,300153,300 142,284142,284 △△1,0001,000 +10,015+10,015

（（ 営 業 利 益営 業 利 益 ）） (10,600)(10,600) (12,200)(12,200) (12,490)(12,490) ((△△11,,600600)) ((△△1,890)1,890)

経 常 利 益経 常 利 益 7,5007,500 9,0009,000 9,2409,240 △△1,5001,500 △△1,7401,740

法 人 税 等法 人 税 等 2,2002,200 2,9002,900 2,3672,367 △△700700 △△167167

当 期 純 利 益当 期 純 利 益 5,3005,300 6,1006,100 6,8726,872 △△800800 △△1,5721,572

対対前年度実績前年度実績

[[他社購入電力料他社購入電力料]]円高の影響等による減円高の影響等による減

�� 当期純利益当期純利益はは5353億円億円（（△△88億円億円））

�� 売上高売上高はは8585億円増加億円増加

[[電灯電力料電灯電力料]] 燃料費燃料費調整制度の影響による増調整制度の影響による増

�� 営業利益営業利益はは1919億円減少億円減少、、経常経常利益利益はは1717億円減少億円減少

（（利益減少要因利益減少要因））
[[燃料費燃料費]] 燃料価格の上昇による増燃料価格の上昇による増

[[他社購入電力料他社購入電力料]] 石炭価格の上昇等による増石炭価格の上昇等による増

[[減価償却費減価償却費]] 発電設備の運用開始等による増発電設備の運用開始等による増

（（利益増加要因利益増加要因））

[[その他費用その他費用]] 環境関連費用の減環境関連費用の減

�� 当期純利益当期純利益はは1616億円減少億円減少



単体単体単体単体単体単体単体単体 ––諸元諸元諸元諸元のののの推移推移推移推移・・・・変動影響額変動影響額変動影響額変動影響額のののの見通見通見通見通しししし諸元諸元諸元諸元のののの推移推移推移推移・・・・変動影響額変動影響額変動影響額変動影響額のののの見通見通見通見通しししし

主要諸元主要諸元

H23H23

（今回見通し）（今回見通し）

H23H23

（（77月公表）月公表）

H22H22

（実績）（実績）

原油原油CIFCIF価格価格 $/bbl$/bbl 114.0114.0 111.0111.0 84.184.1

石炭石炭CIFCIF価格価格 $/t$/t 122.0122.0 121.0121.0 95.695.6

為替レート為替レート 円円/$/$ 80.080.0 83.083.0 85.785.7
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変動影響額変動影響額

H23H23

（今回見通し）（今回見通し）

H23H23

（（77月公表）月公表）

H22H22

（実績）（実績）

原油原油CIFCIF価格価格 ※※ 1$/bbl1$/bbl 2.42.4 2.52.5 2.42.4

石炭石炭CIFCIF価格価格 ※※ 1$/t1$/t 1.61.6 1.61.6 1.71.7

為替レート為替レート ※※ 11円円/$/$ 5.75.7 5.75.7 4.24.2

需要需要 1%1% 6.66.6 6.86.8 6.86.8

金利金利 1%1% 0.60.6 0.60.6 0.70.7

※※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

（単位：億円）（単位：億円）



連結連結連結連結連結連結連結連結 ––収支見通収支見通収支見通収支見通しししし収支見通収支見通収支見通収支見通しししし 増減要因増減要因増減要因増減要因増減要因増減要因増減要因増減要因

対対 77月月公表値公表値

�� 売上高は売上高は、、11,,681681億円億円（（△△2828億円億円））
減少要因減少要因：電気事業における電灯電力料：電気事業における電灯電力料の減の減

�� 営業利益は営業利益は、、120120億円億円（（△△1717億円億円））

�� 経常利益は経常利益は、、9393億円億円（（△△1212億円億円））

�� 当期純利益は当期純利益は、、6767億円億円（（△△33億円億円））

対対前年度前年度

（単位：百万円）（単位：百万円）

見通し見通し
H22H22
（実績）（実績）

増減増減

H23H23
（今回）（今回）

H23H23
(7(7月公表月公表))

対対77月月
公表値公表値

対対H22H22
実績実績

売 上 高売 上 高 168,100168,100 170,900170,900 158,494158,494 △△2,8002,800 +9,605+9,605

営 業 利 益営 業 利 益 12,00012,000 13,70013,700 14,37614,376 △△1,7001,700 △△2,3762,376

経 常 利 益経 常 利 益 9,3009,300 10,50010,500 11,04211,042 △△1,2001,200 △△1,7421,742

当期純利益当期純利益 6,7006,700 7,0007,000 8,0478,047 △△300300 △△1,3471,347

�� 売上高は売上高は、、9696億円増加億円増加
増加要因増加要因：電気事業における電灯電力料：電気事業における電灯電力料の増の増
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当期純利益当期純利益 6,7006,700 7,0007,000 8,0478,047 △△300300 △△1,3471,347 増加要因増加要因：電気事業における電灯電力料：電気事業における電灯電力料の増の増

増加要因増加要因：連結：連結子会社における外部向け売上高の増子会社における外部向け売上高の増

�� 営業利益は営業利益は、、2424億円億円減少減少
減少要因：減少要因：電気事業における燃料費の増電気事業における燃料費の増

減少要因：電気事業における他社購入電力料の減少要因：電気事業における他社購入電力料の増増

減少要因：電気事業における減価償却費の増減少要因：電気事業における減価償却費の増

�� 経常利益は経常利益は、、1717億円億円減少減少

�� 当期純利益は当期純利益は、、1313億円億円減少減少

対対前年度前年度

�� 「その他」は「その他」は、外部向け売上高の増が見込まれるものの、、外部向け売上高の増が見込まれるものの、

電気事業向け工事の減による影響等から、売上高、営業利益電気事業向け工事の減による影響等から、売上高、営業利益

ともに減少する見込みともに減少する見込み

電気事業電気事業 その他その他

売 上 高売 上 高 159,400159,400 40,40040,400

（（ 対 前 年 度 増 減対 前 年 度 増 減 ）） （（+8,503+8,503）） （△（△2,9832,983））

う ち 外 部 向 けう ち 外 部 向 け 159,300159,300 8,8008,800

（（ 対 前 年 度 増 減対 前 年 度 増 減 ）） （（+8,554+8,554）） （（+1,050+1,050））

営 業 利 益営 業 利 益 10,60010,600 1,6001,600

（（ 対 前 年 度 増 減対 前 年 度 増 減 ）） （△（△1,8901,890）） （△（△568568））

（単位：百万円）（単位：百万円）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）



会社別会社別会社別会社別会社別会社別会社別会社別収支見通収支見通収支見通収支見通しししし一覧一覧一覧一覧収支見通収支見通収支見通収支見通しししし一覧一覧一覧一覧
（単位：百万円）（単位：百万円）

売上高売上高 営業利益営業利益 経常利益経常利益 当期純利益当期純利益

ＨＨ2323

（見通し）（見通し）

Ｈ22

（実績）
増減

ＨＨ2323

（見通し）（見通し）

Ｈ22

（実績）
増減

ＨＨ2323

（見通し）（見通し）

Ｈ22

（実績）
増減

ＨＨ2323

（見通し）（見通し）

Ｈ22

（実績）
増減

沖縄電力㈱ 159,400 150,896 +8,503 10,600 12,490 △1,890 7,500 9,240 △1,740 5,300 6,872 △1,572

㈱沖電工 15,012 15,554 △542 337 578 △241 383 657 △274 221 376 △154

沖電企業㈱ 4,896 5,286 △390 114 135 △20 164 181 △16 83 78 +4

沖縄プラント工業㈱ 9,234 10,833 △1,599 73 287 △214 90 311 △221 51 145 △93

沖縄電機工業㈱ 1,060 1,273 △213 76 131 △55 80 136 △56 51 96 △45
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そ
の
他

沖縄電機工業㈱ 1,060 1,273 △213 76 131 △55 80 136 △56 51 96 △45

沖電開発㈱ 3,846 3,539 +306 536 537 △1 500 492 +8 288 282 +6

沖電グローバルシステムズ㈱ 2,019 2,455 △435 6 62 △55 15 79 △64 8 22 △13

㈱沖縄エネテック 940 844 +95 20 12 +7 20 12 +7 10 76 △66

沖縄新エネ開発㈱ 588 561 +26 △28 △101 +72 △55 △130 +74 △53 △123 +69

㈱沖設備 1,230 1,058 +171 13 13 +0 14 13 +0 13 12 +1

ファーストライディングテクノロジー㈱ 1,323 1,319 +4 362 389 △27 344 374 △30 343 395 △51

㈱プログレッシブエナジー 1,267 1,675 △407 29 85 △56 29 85 △55 20 32 △11

消去又は全社（持分法投資損益を含む） △32,717 △36,804 +4,086 △141 △248 +107 212 △413 +626 359 △220 +579

連結 168,100 158,494 +9,605 12,000 14,376 △2,376 9,300 11,042 △1,742 6,700 8,047 △1,347

※※カヌチャコミュニティ㈱は、平成カヌチャコミュニティ㈱は、平成2323年３月に解散したため、年３月に解散したため、H22H22年度実績・年度実績・H23H23年度見通しは消去又は全社に含めている。年度見通しは消去又は全社に含めている。



設備投資額設備投資額設備投資額設備投資額・・・・設備投資額設備投資額設備投資額設備投資額・・・・CF CF ・・・・有利子負債有利子負債有利子負債有利子負債のののの見通見通見通見通しししし・・・・有利子負債有利子負債有利子負債有利子負債のののの見通見通見通見通しししし
（単位：億円）（単位：億円）

連連 結結 単単 体体

H23H23

（見通し）（見通し）

H22H22

（実績）（実績）
増増 減減

H23H23

（見通し）（見通し）

H22H22

（実績）（実績）
増増 減減

設備投資額設備投資額 503503 476476 2626 504504 486486 1717

CC

FF

営業活動営業活動 278278 271271 66 269269 260260 99

投資活動投資活動 △△445445 △△350350 △△9595 △△426426 △△346346 △△7979

（（FCFFCF）） （△（△167167）） （△（△7878）） （△（△8888）） （△（△156)156) （（△△8585）） （△（△7070））

財務活動財務活動 166166 6262 103103 156156 6868 8787
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財務活動財務活動 166166 6262 103103 156156 6868 8787

有利子負債残高有利子負債残高 2,2642,264 2,0832,083 180180 2,2392,239 2,0672,067 172172

�� 法人税等の支払額の減少法人税等の支払額の減少

�� 減価償却費の増加減価償却費の増加

【【営業活動によるキャッシュ営業活動によるキャッシュ・・フローフロー】】 ++66億円億円

�� 固定資産の取得による支出の増加固定資産の取得による支出の増加

以上のとおり以上のとおり、、フリーフリー・・キャッシュキャッシュ・・フローはフローは、、減少する見込み減少する見込み

【【投資活動によるキャッシュ投資活動によるキャッシュ・・フローフロー】】 △△9595億円億円



［［［［参考参考参考参考］］］］［［［［参考参考参考参考］］］］ 財務指標財務指標財務指標財務指標のののの推移推移推移推移（（（（単体単体単体単体））））財務指標財務指標財務指標財務指標のののの推移推移推移推移（（（（単体単体単体単体））））

H18H18 H19H19 H20H20 H21H21 H22H22

売上高売上高 百万円百万円 147,201 147,201 149,320 149,320 161,239161,239 151,825151,825 150,896150,896

営業利益営業利益 百万円百万円 13,690 13,690 13,144 13,144 12,00612,006 14,93514,935 12,49012,490

EBITDAEBITDA 百万円百万円 37,009 37,009 36,542 36,542 34,48534,485 36,26336,263 33,49533,495

経常利益経常利益 百万円百万円 10,096 10,096 9,733 9,733 8,8898,889 11,31511,315 9,2409,240

当期純利益当期純利益 百万円百万円 6,398 6,398 6,590 6,590 3,6353,635 7,2937,293 6,8726,872

総資産営業利益率総資産営業利益率 ％％ 3.9 3.9 3.7 3.7 3.53.5 4.34.3 3.53.5
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総資産営業利益率総資産営業利益率 ％％ 3.9 3.9 3.7 3.7 3.53.5 4.34.3 3.53.5

総資産当期純利益率総資産当期純利益率 ％％ 1.8 1.8 1.9 1.9 1.11.1 2.12.1 1.91.9

自己資本比率自己資本比率 ％％ 28.1 28.1 29.7 29.7 30.730.7 32.132.1 31.931.9

有利子負債残高有利子負債残高 億円億円 2,217 2,217 2,122 2,122 2,0602,060 1,9871,987 2,0672,067

総資産総資産 百万円百万円 354,113 354,113 347,192 347,192 343,999343,999 349,308349,308 368,596368,596

総資産回転率総資産回転率 倍倍 0.41 0.41 0.43 0.43 0.470.47 0.440.44 0.420.42

自己資本（純資産）自己資本（純資産） 百万円百万円 99,392 99,392 103,258 103,258 105,503105,503 112,103112,103 117,756117,756

自己資本当期純利益率自己資本当期純利益率 ％％ 6.6 6.6 6.5 6.5 3.53.5 6.76.7 6.06.0

売上高営業利益率売上高営業利益率 ％％ 9.3 9.3 8.8 8.8 7.47.4 9.89.8 8.38.3

売上高当期純利益率売上高当期純利益率 ％％ 4.3 4.3 4.44.4 2.32.3 4.84.8 4.64.6

D/ED/Eレシオレシオ 倍倍 2.23 2.23 2.06 2.06 1.951.95 1.771.77 1.761.76



［［［［参考参考参考参考］］］］［［［［参考参考参考参考］］］］ 財務指標財務指標財務指標財務指標のののの推移推移推移推移（（（（連結連結連結連結））））財務指標財務指標財務指標財務指標のののの推移推移推移推移（（（（連結連結連結連結））））

H18H18 H19H19 H20H20 H21H21 H22H22

売上高売上高 百万円百万円 159,395 159,395 161,521161,521 173,136173,136 162,501162,501 158,494158,494

営業利益営業利益 百万円百万円 15,482 15,482 14,80914,809 14,08614,086 17,39717,397 14,37614,376

EBITDAEBITDA 百万円百万円 40,394 40,394 39,61039,610 37,93837,938 39,74039,740 35,81535,815

経常利益経常利益 百万円百万円 11,739 11,739 10,97110,971 10,71710,717 13,65913,659 11,04211,042

当期純利益当期純利益 百万円百万円 6,418 6,418 7,0727,072 5,6045,604 8,9508,950 8,0478,047

総資産営業利益率総資産営業利益率 ％％ 4.1 4.1 4.04.0 3.83.8 4.84.8 3.83.8
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総資産営業利益率総資産営業利益率 ％％ 4.1 4.1 4.04.0 3.83.8 4.84.8 3.83.8

総資産当期純利益率総資産当期純利益率 ％％ 1.7 1.7 1.91.9 1.51.5 2.42.4 2.12.1

自己資本比率自己資本比率 ％％ 27.1 27.1 28.728.7 30.230.2 32.532.5 32.632.6

有利子負債残高有利子負債残高 億円億円 2,326 2,326 2,2312,231 2,1442,144 2,0082,008 2,0832,083

総資産総資産 百万円百万円 376,071 376,071 369,840369,840 365,557365,557 365,299365,299 385,159385,159

総資産回転率総資産回転率 倍倍 0.42 0.42 0.430.43 0.470.47 0.440.44 0.420.42

自己資本自己資本 百万円百万円 101,914 101,914 106,150106,150 110,334110,334 118,614118,614 125,413125,413

自己資本当期純利益率自己資本当期純利益率 ％％ 6.5 6.5 6.86.8 5.25.2 7.87.8 6.66.6

売上高営業利益率売上高営業利益率 ％％ 9.7 9.7 9.29.2 8.18.1 10.710.7 9.19.1

売上高当期純利益率売上高当期純利益率 ％％ 4.0 4.0 4.44.4 3.23.2 5.55.5 5.15.1

D/ED/Eレシオレシオ 倍倍 2.28 2.28 2.102.10 1.941.94 1.691.69 1.661.66

※※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



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。
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とにご留意ください。とにご留意ください。


