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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 36,754 △0.6 2,071 ― 1,309 ― 845 ―

21年3月期第1四半期 36,979 ― △375 ― △928 ― △610 ―

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

22年3月期第1四半期 48.38 ―

21年3月期第1四半期 △34.90 ―

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

22年3月期第1四半期 361,545 112,123 30.7 6,347.82
21年3月期 365,557 111,446 30.2 6,311.06

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  110,973百万円 21年3月期  110,334百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 30.00 ― 30.00 60.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

30.00 ― 30.00 60.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期 
連結累計期間

86,100 △2.3 13,200 110.5 11,500 135.1 7,600 155.5 434.73

通期 162,600 △6.1 15,700 11.5 12,500 16.6 7,700 37.4 440.45



4.  その他 

(1) 期中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) 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  有  
（注） 詳細は、５ページ 【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(3) 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（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もの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 17,524,723株 21年3月期  17,524,723株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  42,599株 21年3月期  42,066株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 17,482,390株 21年3月期第1四半期 17,487,119株



(参考)個別業績予想 
  

平成 22 年３月期の個別業績予想（平成 21 年４月１日～平成 22 年３月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率）  
 

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

第 2 四半期累計期間 

通    期 

81,200 

150,600 

△2.9 

△6.6 

12,800

14,100

122.0

17.4

11,200

11,000

159.3

23.7

7,300

7,000

167.4 

92.6 

417  57

400  41

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 

 



【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期累計期間における当社の販売電力量は、電灯において、お客さま数の増加はありましたが、気

温が前年より低く推移した影響により、前年同期を下回りました。また、電力においても、気温の影響に加え

て、低圧電力でお客さま数が減少したことなどにより、前年同期を下回りました。 

その結果、電灯と電力（特定規模需要を含む）の総販売電力量は、前年同期に比べ 1.2％減の 16 億６千１百

万 kWh となりました。 

収支の状況について、収入面では、建設業とその他の事業における民間工事の受注増などがありましたが、

電気事業における販売電力量の減に伴なう電灯電力料の減などにより、売上高は前年同期に比べ２億 24 百万円

減（0.6％減）の 367 億 54 百万円、経常収益は５億 18 百万円減（1.4％減）の 369 億 14 百万円となりました。

一方、支出面では、電気事業における燃料費や他社購入電力料の需給関連費用が大幅に減少したことなどに

より、経常費用は前年同期に比べ 27 億 57 百万円減（7.2％減）の 356 億４百万円となりました。 

その結果、経常利益は 22 億 38 百万円増の 13 億９百万円、四半期純利益は 14 億 56 百万円増の８億 45 百万

円となりました。 

 

 

 （参考）販売電力量                       （単位：百万 kWh，％） 

 22 年 3 月期 

第 1 四半期 

21 年 3 月期 

第 1 四半期 
前年同期比 

電 灯 622 634 98.0 

電 力 1,039 1,048 99.2 

合 計 1,661 1,682 98.8 

＊「電力」には、特定規模需要を含む。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 資産については、吉の浦火力発電所の建設に伴なう建設仮勘定の増加がありましたが、電気事業固定資産

の減価償却に伴なう減少に加えて、現金及び預金が減少したことなどから、前連結会計年度末に比べ 40 億

12 百万円減（1.1％減）の 3,615 億 45 百万円となりました。 

 負債については、未払税金や支払手形及び買掛金が減少したことなどから、前連結会計年度末に比べ 46

億 89 百万円減（1.8％減）の 2,494 億 21 百万円となりました。 

 純資産については、利益剰余金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ６億 76 百万円増（0.6％増）

の 1,121 億 23 百万円となりました。 

 この結果、自己資本比率は 30.7％となりました。 

 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の増加などから、前年同期に比べ、26

億 49 百万円増の 18 億 49 百万円の収入（前年同期は７億 99 百万円の支出）となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出が増加したことなどから、前年同期に

比べ 41 億 85 百万円増（318.5％増）の 55 億円の支出となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、資金調達の減少などにより、62 百万円の支出（前年同期は 10 億

45 百万円の収入）となりました。 

 

 以上の結果、現金及び現金同等物の当第１四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ 37 億 12 百万円減の

106 億 14 百万円となりました。 

  



３．連結業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期連結累計期間の業績予想について、売上高は、電気事業において販売電力量の減少などによる電

灯電力料の減少が見込まれることから、前回発表した予想より９億円下方修正しております。利益については、

上記の売上高減はありますが、発電電力量の減少などによる燃料費の減少が見込まれることから、営業利益、

経常利益及び四半期純利益は当初計画どおりを見込んでおります。 

 通期の業績予想について、売上高は、電気事業において、燃料費調整制度の影響などにより電灯電力料の増

加が見込まれることから、前回発表した予想より６億円上方修正しております。利益については、売上高増に

加えて、電気事業において発電電力量の減少などによる燃料費の減少が見込まれることから、営業利益、経常

利益を前回発表より 10 億円、当期純利益を５億円それぞれ上方修正しております。 

 

（第２四半期連結累計期間） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      四半期純利益 
１株当たり 

四半期純利益 

 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想（A) 87,000 13,200 11,500 7,600 434 72

今回発表予想（B) 86,100 13,200 11,500 7,600 434 73

増減額（B-A) △900 ― ― ― ―

増減率（％） △1.0 ― ― ― ―

(ご参考）前期第２四半期実績 

(平成 21 年３月期第２四半期） 
88,134 6,269 4,891 2,974 170 09

 

（通 期） 

 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

前回発表予想（A) 162,000 14,700 11,500 7,200 411 84

今回発表予想（B) 162,600 15,700 12,500 7,700 440 45

増減額（B-A) 600 1,000 1,000 500 ―

増減率（％） 0.4 6.8 8.7 6.9 ―

(ご参考）前期実績 

(平成 21 年３月期） 
173,136 14,086 10,717 5,604 320 54

 

 

４．その他 

(１) 期中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） 

 該当事項はありません。 

(２) 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 

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 税金費用については、当第１四半期連結累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。なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

(３) 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 

 該当事項はありません。 

 

  



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
連結貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

固定資産 330,084 329,889

電気事業固定資産 262,382 266,217

汽力発電設備 77,738 79,525

内燃力発電設備 11,579 11,895

送電設備 57,922 58,848

変電設備 32,341 32,801

配電設備 69,472 69,653

業務設備 12,784 12,947

その他の電気事業固定資産 545 545

その他の固定資産 21,889 22,089

固定資産仮勘定 26,190 22,179

建設仮勘定 25,627 21,615

除却仮勘定 563 563

投資その他の資産 19,622 19,402

長期投資 8,587 8,080

繰延税金資産 9,390 9,621

その他 2,128 2,026

貸倒引当金（貸方） △484 △326

流動資産 31,460 35,668

現金及び預金 10,841 14,555

受取手形及び売掛金 6,059 7,564

たな卸資産 9,801 9,186

繰延税金資産 2,223 2,128

その他 2,713 2,602

貸倒引当金（貸方） △180 △368

合計 361,545 365,557



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
連結貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債及び純資産の部   

固定負債 185,693 203,090

社債 51,999 66,999

長期借入金 119,382 121,929

退職給付引当金 13,415 13,206

その他 894 955

流動負債 63,728 51,020

1年以内に期限到来の固定負債 40,353 25,483

短期借入金 132 30

コマーシャル・ペーパー 3,000 －

支払手形及び買掛金 8,860 11,193

未払税金 1,663 4,637

その他 9,719 9,675

負債合計 249,421 254,111

株主資本 110,283 109,965

資本金 7,586 7,586

資本剰余金 7,141 7,141

利益剰余金 95,776 95,455

自己株式 △221 △218

評価・換算差額等 689 368

その他有価証券評価差額金 689 368

少数株主持分 1,149 1,112

純資産合計 112,123 111,446

合計 361,545 365,557



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業収益 36,979 36,754

電気事業営業収益 34,886 34,245

その他事業営業収益 2,093 2,509

営業費用 37,355 34,683

電気事業営業費用 35,374 32,294

その他事業営業費用 1,981 2,389

営業利益又は営業損失（△） △375 2,071

営業外収益 453 159

受取配当金 101 72

受取利息 15 12

投資有価証券売却益 213 －

物品売却益 52 －

その他 71 74

営業外費用 1,006 921

支払利息 927 873

その他 79 48

四半期経常収益合計 37,433 36,914

四半期経常費用合計 38,362 35,604

経常利益又は経常損失（△） △928 1,309

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（△）

△928 1,309

法人税等 △317 429

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1 34

四半期純利益又は四半期純損失（△） △610 845



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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（△）

△928 1,309

減価償却費 6,023 5,449

投資有価証券売却損益（△は益） △213 －

固定資産除却損 160 157

退職給付引当金の増減額（△は減少） 76 208

受取利息及び受取配当金 △116 △85

支払利息 927 873

売上債権の増減額（△は増加） 32 1,346

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,467 △586

その他の流動資産の増減額（△は増加） △1,272 △95

その他の固定負債の増減額（△は減少） △46 －

仕入債務の増減額（△は減少） 90 △2,265

未払事業税及び未払消費税等の増減額（△は減
少）

△275 △872

その他の流動負債の増減額（△は減少） △1,241 99

その他 98 △75

小計 1,846 5,463

利息及び配当金の受取額 113 79

利息の支払額 △1,151 △1,123

法人税等の支払額 △1,608 △2,568

営業活動によるキャッシュ・フロー △799 1,849

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 △3,137 △5,602

固定資産の売却による収入 154 84

投融資による支出 △182 △19

投資有価証券の売却による収入 1,815 －

定期預金の預入による支出 － △5

定期預金の払戻による収入 － 5

その他 35 37

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,314 △5,500

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 6,033 3,000

長期借入金の返済による支出 △6,065 △5,645

短期借入れによる収入 13,050 102

短期借入金の返済による支出 △15,460 －

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 9,000 3,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出 △5,000 －

配当金の支払額 △500 △502

その他 △11 △16

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,045 △62

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,068 △3,712

現金及び現金同等物の期首残高 10,456 14,327

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,387 10,614



(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。 
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