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決算の概要決算の概要（対前年同期）（対前年同期）決算の概要決算の概要（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

H22H22
（実績）（実績）

H23H23
（実績）（実績）

増減率増減率
H22H22

（実績）（実績）

H23H23
（実績）（実績）

増減率増減率
H22H22

（実績）（実績）

H23H23
（実績）（実績）

売 上 高売 上 高 158,494158,494 166,075166,075 +4.8%+4.8% 150,896150,896 157,886157,886 +4.6%+4.6% 1.051.05 1.051.05

営 業 利 益営 業 利 益 14,37614,376 12,76912,769 △△11.2%11.2% 12,49012,490 10,84410,844 △△13.2%13.2% 1.151.15 1.181.18

経 常 利 益経 常 利 益 11,04211,042 10,27310,273 △△7.0%7.0% 9,2409,240 8,0598,059 △△12.8%12.8% 1.191.19 1.271.27

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（連単ともに33年ぶり）年ぶり）

当期純利益当期純利益 8,0478,047 6,9566,956 △△13.6%13.6% 6,8726,872 5,0505,050 △△26.5%26.5% 1.171.17 1.381.38

【【 収益収益 】】

 電気事業において電気事業において、、燃料費調整制度の燃料費調整制度の影響等に影響等による電灯電力料のよる電灯電力料の増加増加

 連結子会社において連結子会社において、、外部向け売上高の増加外部向け売上高の増加

【【 費用費用 】】

 電気事業において電気事業において、、燃料費や他社購入燃料費や他社購入電力料電力料、、減価償却費の増加減価償却費の増加

連結子会社において連結子会社において、、外部向け売上高の増加外部向け売上高の増加
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決算の概要決算の概要（対（対11月公表値）月公表値）決算の概要決算の概要（対（対11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

公表値公表値
H23H23

（（実績）実績）
増減率増減率

（対（対11月公表値）月公表値）

公表値公表値
H23H23

（（実績）実績）
増減率増減率

（対（対11月公表値）月公表値）H23H23
（（44月公表）月公表）

H23H23
（（77月公表）月公表）

H23H23
（（1010月公表）月公表）

H23H23
（（11月月公表）公表）

H23H23
（（44月公表）月公表）

H23H23
（（77月公表）月公表）

H23H23
（（1010月公表）月公表）

H23H23
（（11月月公表）公表）

売 上 高売 上 高 171,300171,300 170,900170,900 168,100168,100 166,200166,200 166,075166,075 △△0.1%0.1% 162,300162,300 161,900161,900 159,400159,400 158,300158,300 157,886157,886 △△0.3%0.3%

営業利益営業利益 13,70013,700 13,70013,700 12,00012,000 12,50012,500 12,76912,769 +2.2%+2.2% 12,20012,200 12,20012,200 10,60010,600 11,10011,100 10,84410,844 △△2.3%2.3%

経常利益経常利益 10 50010 500 10 50010 500 9 3009 300 9 7009 700 10 27310 273 +5 9%+5 9% 9 0009 000 9 0009 000 7 5007 500 8 0008 000 8 0598 059 +0 7%+0 7%

［［ 対対 １月公表値１月公表値 ］］

経常利益経常利益 10,50010,500 10,50010,500 9,3009,300 9,7009,700 10,27310,273 +5.9%+5.9% 9,0009,000 9,0009,000 7,5007,500 8,0008,000 8,0598,059 +0.7%+0.7%

当期純利益当期純利益 7,0007,000 7,0007,000 6,7006,700 6,3006,300 6,9566,956 +10.4%+10.4% 6,1006,100 6,1006,100 5,3005,300 4,6004,600 5,0505,050 +9.8%+9.8%

【【 収益収益 】】

 電気事業において電気事業において、、販売電力量販売電力量の減少の減少

 連結子会社において連結子会社において 外部向け売上高の増加など外部向け売上高の増加など 連結子会社において連結子会社において、、外部向け売上高の増加など外部向け売上高の増加など

【【 費用費用 】】

 電気事業において電気事業において、、固定資産除却費や委託費の減少など固定資産除却費や委託費の減少など
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電気事業電気事業 、、固定資産除却費 委託費 減少固定資産除却費 委託費 減少



販売電力量の動向販売電力量の動向

（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

販売電力量販売電力量 （（対前年度比較対前年度比較））
<<電電 灯灯>>（単位：百万（単位：百万kWhkWh）） <<電電 灯灯>>

<<電電 力力>>

H22H22
（実績）（実績）

H23H23
（実績）（実績）

増減増減 増減率増減率

電電 灯灯 2,9912,991 2,9382,938 △△5353 △△1.8%1.8%

夏場の気温が前年より低く推移したことや台風の影響に夏場の気温が前年より低く推移したことや台風の影響に

よりより、、前年度を下回った前年度を下回った

夏場の気温が前年より低く推移したことや台風の影響に夏場の気温が前年より低く推移したことや台風の影響に

よる業務用電力の需要減などからよる業務用電力の需要減などから、、前年度を下回った前年度を下回った

<<電電 力力>>
電電 力力

※※ 4,5304,530 4,5024,502 △△2828 △△0.6%0.6%

合合 計計 7,5217,521 7,4407,440 △△8181 △△1.1%1.1%

参参 民生用需要民生用需要 6,2436,243 6,1596,159 △△8484 △△1.3%1.3%

※※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>>
•• 大出力は大出力は、、前年度末と比べ前年度末と比べ1313,,690690kWkWの増の増

（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 1,2781,278 1,2811,281 +3+3 +0.2%+0.2%

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

石垣発電所石垣発電所99号機号機（（△△44,,000000kWkW））

新多良間発電所新多良間発電所22号機号機（（△△230230kWkW））

粟国発電所粟国発電所66号機号機（（△△8080kWkW））

H22H22 H23H23

電力量電力量 構成比構成比 電力量電力量 構成比構成比 大出力大出力 構成比構成比

石 炭石 炭 4,9084,908 57.7%57.7% 4,8354,835 57.3%57.3% 752752 33.5%33.5%
粟国発電所粟国発電所66号機号機（（△△8080kWkW））

<<発受電実績発受電実績>>
•• 発受電電力量は発受電電力量は、、前年度と前年度と比べ比べ 00..88%%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 前年度と比べ前年度と比べ

自自

社社
石 油石 油 1,8201,820 21.4%21.4% 1,9261,926 22.8%22.8% 1,1811,181 52.6%52.6%

計計 6,7286,728 79.1%79.1% 6,7616,761 80.1%80.1% 1,9331,933 86.1%86.1%

他社他社（（石炭石炭）） 1,7071,707 20.1%20.1% 1,5921,592 18.9%18.9% 312312 13.9%13.9%
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•• 自社分の石炭火力の割合は自社分の石炭火力の割合は、、前年度と比べ前年度と比べ

00..44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..22%%

他社他社（（石炭石炭）） , 0, 0 0 %0 % ,59,59 8 9%8 9% 33 3 9%3 9%

そ の 他そ の 他 6969 0.8%0.8% 8787 1.0%1.0% －－ －－

合 計合 計 8,5048,504 100.0%100.0% 8,4408,440 100.0%100.0% 2,2452,245 100.0%100.0%



単体単体 –– 収支増減要因収支増減要因単体単体 収支増減要因収支増減要因

H22H22
（実績）（実績）

H23H23
（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

（単位：百万円）（単位：百万円）

（実績）（実績） （実績）（実績）

経経

常常

収収

電 灯 料電 灯 料 69,84069,840 72,03272,032 +2,191+2,191 +3.1%+3.1%
〔〔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 △△2,1442,144
燃料費調整制度の影響燃料費調整制度の影響 8,9928,992

電 力 料電 力 料 79,84279,842 84,70884,708 +4,866+4,866 +6.1%+6.1%

小 計小 計 149,683149,683 156,741156,741 +7,057+7,057 +4.7%+4.7%

そ の 他 収 益そ の 他 収 益 1 8401 840 1 5761 576 △△264264 △△14 4%14 4%収収

益益

そ の 他 収 益そ の 他 収 益 1,8401,840 1,5761,576 △△264264 △△14.4%14.4%

（（ 売 上 高売 上 高 ）） （（150,896150,896）） （（157,886157,886）） （（+6,990+6,990）） （（+4.6%+4.6%））

計計 151,524151,524 158,317158,317 +6,793+6,793 +4.5%+4.5%

人 件 費人 件 費 16,32216,322 16,62216,622 +299+299 +1.8%+1.8% 給料手当給料手当 209209

料 費料 費

経経

常常

燃 料 費燃 料 費 41,34841,348 49,31649,316 +7,967+7,967 +19.3%+19.3% CIFCIF価格差価格差 11,15611,156 為替レート差為替レート差 △△3,7463,746

修 繕 費修 繕 費 16,69616,696 16,72016,720 +23+23 +0.1%+0.1% 配電配電 604604 汽力汽力 △△501501

減 価 償 却 費減 価 償 却 費 21,00421,004 22,06822,068 +1,063+1,063 +5.1%+5.1% 内燃力内燃力 390390 送電送電 314314 業務業務 278278 変電変電 229229 配電配電 △△152152

地帯間購入電力料地帯間購入電力料 4343 ―― △△4343 ――
常常

費費

用用

他社購入電力料他社購入電力料 15,78515,785 16,87316,873 +1,087+1,087 +6.9%+6.9% 火力火力 653653 太陽光太陽光 451451

支 払 利 息支 払 利 息 2,8882,888 2,8672,867 △△2121 △△0.8%0.8% 平均利率差平均利率差 △△243243 平均残高差平均残高差 221221

公 租 公 課公 租 公 課 7,1057,105 7,1757,175 +70+70 +1.0%+1.0% 事業税事業税 7777

そ の 他 費 用そ の 他 費 用 21,08821,088 18,61318,613 △△2,4742,474 △△11.7%11.7% 委託費委託費 △△1,5261,526 賃借料賃借料 △△235235 廃棄物処理費廃棄物処理費 △△109109

（（ 営 業 費 用営 業 費 用 ）） （（138,406138,406）） （（147,042147,042）） （（+8,635+8,635）） （（+6.2%+6.2%））

計計 142,284142,284 150,257150,257 +7,973+7,973 +5.6%+5.6%

（（ 営 業 利 益営 業 利 益 ）） （（12,49012,490）） （（10,84410,844）） （△（△1,6451,645）） （（△△13.2%13.2%））

経 常 利 益経 常 利 益 9,2409,240 8,0598,059 △△1,1801,180 △△12.8%12.8%
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経 常 利 益経 常 利 益 9,2409,240 8,0598,059 △△1,1801,180 △△12.8%12.8%

法 人 税 等法 人 税 等 2,3672,367 3,0083,008 +641+641 +27.1+27.1%%

当 期 純 利 益当 期 純 利 益 6,8726,872 5,0505,050 △△1,8211,821 △△26.5%26.5%



単体単体 –– 諸元の推移・変動影響額諸元の推移・変動影響額単体単体 諸元の推移 変動影響額諸元の推移 変動影響額

主要諸元主要諸元

H22H22
（実績）（実績）

H23H23
（実績）（実績）

原油原油CIFCIF価格価格 $/bbl$/bbl 84.284.2 114.2114.2

石炭石炭CIFCIF価格価格 $/t$/t 95.695.6 120.9120.9

為替レート為替レート 円円/$/$ 85.785.7 79.179.1

変動影響額変動影響額

H22H22
（実績）（実績）

H23H23
（実績）（実績）

（単位：億円）（単位：億円）

（実績）（実績） （実績）（実績）

原油原油CIFCIF価格価格 ※※ 1$/bbl1$/bbl 2.42.4 2.32.3

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

為替レート為替レート ※※ 11円円/$/$ 4.24.2 5.75.7

需要需要 1%1% 6.86.8 6.56.5

金利金利 1%1% 0.70.7 0.60.6
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金利金利 1%1% 0.70.7 0.60.6
※※ 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 –– 収支増減要因収支増減要因連結連結 収支増減要因収支増減要因

（単位：百万円）（単位：百万円） ■■ 売上高は売上高は、、77,,580580百万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H22H22
（実績）（実績）

H23H23
（実績）（実績）

増増 減減 増減率増減率

売 上 高売 上 高 158,494158,494 166,075166,075 +7,580+7,580 +4.8%+4.8%

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

増加要因：連結子会社における外部向け売上高の増増加要因：連結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、、11,,607607百万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

営 業 利 益営 業 利 益 14,37614,376 12,76912,769 △△1,6071,607 △△11.2%11.2%

経 常 利 益経 常 利 益 11,04211,042 10,27310,273 △△768768 △△7.0%7.0%

増増 増増

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

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

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

経常利益は経常利益は 768768百万円の百万円の減少減少当 期 純 利 益当 期 純 利 益 8,0478,047 6,9566,956 △△1,0901,090 △△13.6%13.6% ■■ 経常利益は経常利益は、、768768百万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

■■ 当期当期純利純利益は益は、、11,,090090百万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

 「「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

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 157,886157,886 40,99140,991

（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）

売 上 高売 上 高 157,886157,886 40,99140,991

（（ 対 前 年 同 期 増 減対 前 年 同 期 増 減 ）） （（+6,990+6,990）） （△（△2,3912,391））

う ち 外 部 向 けう ち 外 部 向 け 157,746157,746 8,3288,328
（（ 対 前 年 同 期 増 減対 前 年 同 期 増 減 ）） （（+7,000+7,000）） （（+579+579））
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営 業 利 益営 業 利 益 10,84410,844 2,1412,141
（（ 対 前 年 同 期 増 減対 前 年 同 期 増 減 ）） （△（△1,6451,645）） （△（△2727））



会社別会社別 収支一覧収支一覧
（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

H22 H23 H22 H23 H22 H23 H22 H23

会社別会社別 収支 覧収支 覧

H22
（実績）

H23
（実績）

増減
H22

（実績）

H23
（実績）

増減
H22

（実績）

H23
（実績）

増減
H22

（実績）

H23
（実績）

増減

沖縄電力㈱ 150,896 157,886 +6,990 12,490 10,844 △1,645 9,240 8,059 △1,180 6,872 5,050 △1,821

㈱沖電工 15,554 14,617 △937 578 407 △171 657 457 △200 376 184 △192

沖電企業㈱ 5,286 5,042 △243 135 141 +5 181 190 +9 78 62 △16

沖縄プラント工業㈱ 10,833 10,038 △795 287 345 +57 311 366 +55 145 154 +8

沖縄電機工業㈱ 1,273 1,327 +53 131 135 +3 136 140 +3 96 78 △17

そ
の
他

沖電開発㈱ 3,539 3,499 △40 537 568 +31 492 540 +47 282 288 +6

沖電グローバルシステムズ㈱ 2,455 1,920 △534 62 △30 △93 79 △22 △101 22 130 +107

㈱沖縄エネテック 844 1,014 +170 12 44 +31 12 42 +29 76 15 △60

沖縄新 ネ開発㈱ 61 2 166 △101 1 11 △130 △10 119 △123 △8 114沖縄新エネ開発㈱ 561 727 +166 △101 15 +117 △130 △10 +119 △123 △8 +114

㈱沖設備 1,058 1,298 +240 13 25 +12 13 26 +12 12 27 +14

ファーストライディングテクノロジー㈱ 1,319 1,340 +21 389 378 △11 374 363 △11 395 311 △84

㈱プログレッシブエナジー 1,675 1,288 △386 85 83 △2 85 84 △0 32 △1 △34㈱プログレッシブエナジ 1,675 1,288 △386 85 83 △2 85 84 △0 32 △1 △34

消去又は全社（持分法投資損益を含む） △36,804 △33,927 +2,876 △248 △191 +57 △413 34 +447 △220 664 +884

連結 158,494 166,075 +7,580 14,376 12,769 △1,607 11,042 10,273 △768 8,047 6,956 △1,090

※カヌチャコミュニティ㈱は、平成23年12月27日に清算の終結が決定したため、連結の範囲から外れているが、収支に与える影響は、消去又は全社に含まれて
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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
（単位：百万円）（単位：百万円）

H22H22期末期末 H23H23期末期末 増増 減減 主主 なな 増増 減減 要要 因因

連 結連 結 385 159385 159 400 687400 687 +15 528+15 528 電気事業固定資産電気事業固定資産 +5 856+5 856
資 産資 産

連 結連 結 385,159385,159 400,687400,687 +15,528+15,528 電気事業固定資産電気事業固定資産 +5,856+5,856
固定資産仮勘定固定資産仮勘定 +10,730+10,730、、投資その他の資産投資その他の資産 △△4,3714,371

単 体単 体 368,596368,596 381,787381,787 +13,190+13,190

固 定 資 産固 定 資 産
連 結連 結 353,026353,026 368,274368,274 +15,247+15,247

単 体単 体 348 974348 974 361 106361 106 +12 131+12 131

【【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

30,15230,152 △△2,1992,199 △△22,06822,068 △△2727
単 体単 体 348,974348,974 361,106361,106 +12,131+12,131

連結連結〔〔 設備投資額設備投資額 +41,459+41,459、、減価償却額減価償却額△△22,519 22,519 〕〕
流 動 資 産流 動 資 産

連 結連 結 32,13232,132 32,41332,413 +281+281

単 体単 体 19,62119,621 20,68020,680 +1,058+1,058

連 結連 結 259 102259 102 268 398268 398 +9 295+9 295
負 債負 債

連 結連 結 259,102259,102 268,398268,398 +9,295+9,295

・長期借入金・長期借入金 +2,334+2,334
〔〔新規借入新規借入 +21,664+21,664、、11年内固定負債へ振替年内固定負債へ振替 △△19,329 19,329 〕〕

・・11年内固定負債年内固定負債 +11,445+11,445
社債社債 +10 000+10 000〔〔振替増振替増 〕〕

単 体単 体 250,840250,840 259,833259,833 +8,993+8,993

固 定 負 債固 定 負 債
連 結連 結 204,473204,473 206,357206,357 +1,884+1,884

単 体単 体 198,500198,500 199,921199,921 +1,421+1,421 社債社債 +10,000+10,000〔〔振替増振替増 〕〕

長期借入金長期借入金 +1,400+1,400〔〔振替増振替増 +19,329+19,329、、償還償還△△17,929 17,929 〕〕
・短期借入金・短期借入金 △△2,3502,350〔〔ＨＨ2222期末期末 4,0004,000→→ＨＨ2323期末期末 1,6501,650 〕〕

単 体単 体 198,500198,500 199,921199,921 1,4211,421

流 動 負 債流 動 負 債
連 結連 結 54,62954,629 62,04062,040 +7,411+7,411

単 体単 体 52,33952,339 59,91259,912 +7,572+7,572

連 結連 結 126,056126,056 132,289132,289 +6,232+6,232 当期純利益当期純利益 +6 956+6 956

H22H22期末期末 H23H23期末期末 増増 減減

連結連結 208 392208 392 219 776219 776 11 38411 384

純 資 産純 資 産
連 結連 結 ,, ,, ,, 当期純利益当期純利益 +6,956+6,956

配当配当 △△1,0481,048、、 その他有価証券評価差額金その他有価証券評価差額金 +192+192単 体単 体 117,756117,756 121,954121,954 +4,197+4,197

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
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有利子負債残高有利子負債残高 （（百万円百万円））
連結連結 208,392208,392 219,776219,776 +11,384+11,384
単体単体 206,775206,775 217,417217,417 +10,641+10,641

自 己 資 本 比 率自 己 資 本 比 率 （（ %% ））
連結連結 32.632.6 32.832.8 +0.2+0.2
単体単体 31.931.9 31.931.9 △△0.00.0



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
（単位：億円）（単位：億円）

連連 結結 単単 体体

H22H22
（実績）（実績）

H23H23
（実績）（実績）

増増 減減
H22H22

（実績）（実績）

H23H23
（実績）（実績）

増増 減減

設備投資額設備投資額 476476 414414 △△6161 486486 409409 △△7676

営業活動営業活動 271271 311311 +39+39 260260 299299 +39+39

CC
FF

営業活動営業活動 271271 311311 +39+39 260260 299299 +39+39

投資活動投資活動 △△350350 △△430430 △△7979 △△346346 △△394394 △△4848

（（FCFFCF）） （△（△7878）） （△（△118118）） （△（△4040）） （△（△8585）） （△（△9494）） （△（△88））

財務活動財務活動 6262 9898 +36+36 6868 9090 +22+22財務活動財務活動 6262 9898 +36+36 6868 9090 +22+22

有利子負債残高有利子負債残高 2,0832,083 2,1972,197 +113+113 2,0672,067 2,1742,174 +106+106

【【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】】 ++3939億円億円

 法人税等の支払額の法人税等の支払額の減少減少

【【営業活動によるキャッシュ営業活動によるキャッシュ フロフロ 】】 ++3939億円億円

【【投資活動によるキ シ投資活動によるキ シ フロフロ 】】 △△7979億円億円

 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、、4040億円億円の減少の減少

【【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】】 △△7979億円億円
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以上のとおり以上のとおり、、フリフリ キャッシュキャッシュ フロ はフロ は、、4040億円億円の減少の減少



平成平成2424年度年度見通しの概要見通しの概要平成平成2424年度年度見通しの概要見通しの概要
（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

H23H23
((実績実績))

H24H24
((見通し見通し)) 増減率増減率

H23H23
((実績実績))

H24H24
((見通し見通し)) 増減率増減率

H23H23
((実績実績))

H24H24
((見通し見通し))

売 上 高売 上 高 166,075166,075 175,100175,100 +5.4%+5.4% 157,886157,886 166,400166,400 +5.4%+5.4% 1.051.05 1.051.05売 高売 高 166,075166,075 175,100175,100 5.4%5.4% 157,886157,886 166,400166,400 5.4%5.4% 1.051.05 1.051.05

営 業 利 益営 業 利 益 12,76912,769 7,3007,300 △△42.8%42.8% 10,84410,844 6,0006,000 △△44.7%44.7% 1.181.18 1.221.22

経 常 利 益経 常 利 益 10,27310,273 4,6004,600 △△55.2%55.2% 8,0598,059 3,1003,100 △△61.5%61.5% 1.271.27 1.481.48

連結・単体とも連結・単体ともに増収減益に増収減益（連結 単体ともに（連結 単体ともに22年連続）年連続）

当 期 純 利 益当 期 純 利 益 6,9566,956 3,3003,300 △△52.6%52.6% 5,0505,050 2,4002,400 △△52.5%52.5% 1.381.38 1.381.38

【【 収益収益 】】

 電気事業において電気事業において 燃料費燃料費調整調整制度の影響や販売電力量の増加等に制度の影響や販売電力量の増加等によるよる電灯電灯電力料電力料の増の増

連結 単体とも連結 単体ともに増収減益に増収減益（連結、単体ともに（連結、単体ともに22年連続）年連続）

 電気事業において電気事業において、燃料費、燃料費調整調整制度の影響や販売電力量の増加等に制度の影響や販売電力量の増加等によるよる電灯電灯電力料電力料の増の増

 連結子会社において、外部向け売上高の増連結子会社において、外部向け売上高の増

【【 費用費用 】】
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 電気事業において電気事業において、燃料費や減価償却費の増、燃料費や減価償却費の増



単体単体 –– 収支見通し収支見通し 増減要因増減要因単体単体 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、、11,,664664億億円の見込み円の見込み （（++8585億億円円））H23H23
（実績）（実績）

H24H24
（見通し）（見通し）

増減増減 増減率増減率

（単位：百万（単位：百万kWhkWh））■■ 販売電力量販売電力量

［［電灯電力料電灯電力料］］ 燃料費燃料費調整制度の影響および販売電力量の増加による増調整制度の影響および販売電力量の増加による増

（実績）（実績） （見通し）（見通し）

電電 灯灯 2,9382,938 2,9882,988 +50+50 +1.7%+1.7%

電電 力力 4,5024,502 4,5534,553 +51+51 +1.1%+1.1%

合合 計計 7,4407,440 7,5417,541 +101+101 +1.3%+1.3%

（単位 百万円）（単位 百万円）■■ 収支比較表収支比較表
 営業利益は営業利益は、、6060億円億円の見込みの見込み （（△△4848億円億円））

 経常利益は経常利益は 3131億円億円の見込みの見込み（（△△5050億円億円））

経経

常常

収収

益益

電 灯 電 力 料電 灯 電 力 料 156,741156,741 165,300165,300 +8,559+8,559 +5.5%+5.5%

そ の 他 収 益そ の 他 収 益 1,5761,576 1,5001,500 △△7676 △△4.8% 4.8% 

（（ 売 上 高売 上 高 ）） （（157,886157,886）） （（166,400166,400）） （（+8,514+8,514）） （（+5.4%+5.4%））

（単位：百万円）（単位：百万円）■■ 収支比較表収支比較表

 経常利益は経常利益は、、3131億円億円の見込みの見込み（（△△5050億円億円））

（（利益減少要因利益減少要因））

［［燃料費燃料費］］ 燃料単価の上昇や発電電力量の増加等による増燃料単価の上昇や発電電力量の増加等による増

計計 158,317158,317 166,800166,800 +8,483+8,483 +5.4%+5.4%

人 件 費人 件 費 16,62216,622 16,90016,900 +278+278 +1.7% +1.7% 

燃 料 費燃 料 費 49,31649,316 58,60058,600 +9,284+9,284 +18.8% +18.8% 

修 繕 費修 繕 費 16,72016,720 16,50016,500 △△220220 △△1.3% 1.3% 

［［減価償却費減価償却費］］ 吉の浦火力発電所の運転開始に伴う増吉の浦火力発電所の運転開始に伴う増

［［その他費用その他費用］］ 災害対策および吉の浦火力発電所関連費用による増災害対策および吉の浦火力発電所関連費用による増

（（利益増加要因利益増加要因））

経経

常常

費費

用用

減 価 償 却 費減 価 償 却 費 22,06822,068 25,20025,200 +3,132+3,132 +14.2%+14.2%

他社購入電力料他社購入電力料 16,87316,873 16,10016,100 △△773773 △△4.6%4.6%

支 払 利 息支 払 利 息 2,8672,867 3,0003,000 +133+133 +4.6%+4.6%

公 租 公 課公 租 公 課 7,1757,175 7,2007,200 +25+25 +0.3%+0.3%
（（利益増加要因利益増加要因））

［［売上高売上高］］ 電灯電力料の増加による増電灯電力料の増加による増

［［他社購入電力料他社購入電力料］］ 購入電力量の減少による減購入電力量の減少による減

そ の 他 費 用そ の 他 費 用 18,61318,613 20,20020,200 +1,587+1,587 +8.5%+8.5%

（（ 営 業 費 用営 業 費 用 ）） （（147,042147,042）） （（160,400160,400）） （（+13,358+13,358）） （（+9.1%+9.1%））

計計 150,257150,257 163,700163,700 +13,443+13,443 +8.9%+8.9%

（（ 営 業 利 益営 業 利 益 ）） （（10,84410,844）） （（6,0006,000）） （△（△4,8444,844）） （△（△44.7%44.7%））
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 当期純利益は当期純利益は、、2424億円億円の見込みの見込み（（△△2727億円億円））経 常 利 益経 常 利 益 8,0598,059 3,1003,100 △△4,9594,959 △△61.5%61.5%

法 人 税 等法 人 税 等 3,0083,008 700700 △△2,3082,308 △△76.7%76.7%

当 期 純 利 益当 期 純 利 益 5,0505,050 2,4002,400 △△2,6502,650 △△52.5%52.5%



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

主要諸元主要諸元

H23H23
（実績（実績))

H24H24
（見通し）（見通し）

原油原油CIFCIF価格価格 $/bbl$/bbl 114.2114.2 120.0120.0

石炭石炭CIFCIF価格価格 $/t$/t 120.9120.9 117.0117.0

為替レート為替レート 円円/$/$ 79.179.1 85.085.0

変動影響額変動影響額

H23H23
（実績（実績))

H24H24
（見通し）（見通し）

（単位：億円）（単位：億円）

（実績（実績)) （見通し）（見通し）

原油原油CIFCIF価格価格 ※※ 1$/bbl1$/bbl 2.32.3 2.12.1

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

為替レート為替レート ※※ 11円円/$/$ 5.75.7 6.26.2

需要需要 1%1% 6.56.5 6.46.4

金利金利 1%1% 0.60.6 0.60.6
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金利金利 1%1% 0.60.6 0.60.6
※※ 為替、為替、CIFCIF（原油・石炭）の変動影響額は自社分のみ（原油・石炭）の変動影響額は自社分のみ



連結連結 –– 収支見通し収支見通し 増減要因増減要因連結連結 支見通支見通 増減要因増減要因

売上高は売上高は 億円億円（（ 億円億円））

（単位：百万円）（単位：百万円）

 売上高は売上高は、、11,,751751億円億円（（++9090億円億円））

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：連結子会社における外部向け売上高の増増加要因：連結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、、7373億円億円（（△△5555億円億円））

H23H23
((実績実績))

H24H24
((見通し見通し)) 増減増減 増減率増減率

売 上 高売 上 高 166,075166,075 175,100175,100 +9,024+9,024 +5.4%+5.4%
減少要因：電気事業における燃料費の増減少要因：電気事業における燃料費の増

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

 経常利益は経常利益は、、4646億円億円（（△△5757億円億円））

高高 ,, ,, ,, %%

営 業 利 益営 業 利 益 12,76912,769 7,3007,300 △△5,4695,469 △△42.8%42.8%

経 常 利 益経 常 利 益 10,27310,273 4,6004,600 △△5,6735,673 △△55.2%55.2%

当 期 純 利 益当 期 純 利 益 6 9566 956 3 3003 300 △△3 6563 656 △△52 652 6%%
 当期純利益は当期純利益は、、3333億円億円（（△△3737億円億円））

当 期 純 利 益当 期 純 利 益 6,9566,956 3,3003,300 △△3,6563,656 △△52.652.6%%

電気事業電気事業 その他その他

売 上 高売 上 高 166 400166 400 38 70038 700

（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）

 「「その他その他」」はは、、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電気事業向け工事の減による影響等から、、売上高売上高、、
売 上 高売 上 高 166,400166,400 38,70038,700

（（ 対 前 年 度 増 減対 前 年 度 増 減 ）） （（+8,513+8,513）） （△（△2,2912,291））

う ち 外 部 向 けう ち 外 部 向 け 166,300166,300 8,8008,800
（（ 対 前 年 度 増 減対 前 年 度 増 減 ）） （（+8,553+8,553）） （（+471+471））

営業利益ともに減少する見込み営業利益ともに減少する見込み
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度 増 減度 増 減 （（ ,, ）） （（ ））

営 業 利 益営 業 利 益 6,0006,000 1,4001,400
（（ 対 前 年 度 増 減対 前 年 度 増 減 ）） （△（△4,8444,844）） （△（△741741））



会社別会社別 収支見通し一覧収支見通し一覧会社別会社別 収支見通し 覧収支見通し 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
（実績）（実績）

Ｈ24
（見通し）

増減
ＨＨ2323
（実績）（実績）

Ｈ24
（見通し）

増減
ＨＨ2323
（実績）（実績）

Ｈ24
（見通し）

増減
ＨＨ2323
（実績）（実績）

Ｈ24
（見通し）

増減

沖縄電力㈱ 157,886 166,400 +8,514 10,844 6,000 △4,844 8,059 3,100 △4,959 5,050 2,400 △2,650

㈱沖電工 14,617 14,798 +181 407 252 △155 457 300 △157 184 181 △2

沖電企業㈱ 5,042 4,356 △686 141 27 △114 190 70 △120 62 39 △22

沖縄プラント工業㈱ 10,038 8,432 △1,605 345 70 △275 366 83 △283 154 31 △122

沖縄電機工業㈱ 1 327 1 053 △274 135 42 △93 140 46 △93 78 29 △49

そ
の
他

沖縄電機工業㈱ 1,327 1,053 △274 135 42 △93 140 46 △93 78 29 △49

沖電開発㈱ 3,499 4,130 +631 568 596 +28 540 562 +22 288 346 +57

沖電グローバルシステムズ㈱ 1,920 1,728 △192 △30 77 +107 △22 85 +107 130 12 △117

㈱沖縄エネテック 1 014 950 △64 44 20 △24 42 20 △22 15 10 △5㈱沖縄エネテック 1,014 950 △64 44 20 △24 42 20 △22 15 10 △5

沖縄新エネ開発㈱ 727 1,015 +288 15 49 +33 △10 25 +35 △8 25 +34

㈱沖設備 1,298 1,100 △198 25 14 △11 26 15 △11 27 14 △12

トライデ ングテクノ ジ ㈱ △ △ △ファーストライディングテクノロジー㈱ 1,340 1,381 +41 378 310 △67 363 296 △66 311 273 △37

㈱プログレッシブエナジー 1,288 843 △444 83 24 △58 84 24 △59 △1 19 +21

消去又は全社（持分法投資損益を含む） △33,927 △31,091 +2,835 △191 △185 +5 34 △29 △63 664 △85 △750
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連結 166,075 175,100 +9,024 12,769 7,300 △5,469 10,273 4,600 △5,673 6,956 3,300 △3,656

※※カヌチャコミュニティ㈱は、平成23年12月27日に清算の終結が決定したため、連結の範囲から外れているが、平成23年度の収支に与える影響は、消去又は

全社に含まれている。



設備投資額・設備投資額・CFCF ・有利子負債の見通し・有利子負債の見通し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）

連連 結結 単単 体体

H23H23
（実績）（実績）

H24H24
（見通し）（見通し）

増増 減減
H23H23

（実績）（実績）

H24H24
（見通し）（見通し）

増増 減減

設備投資額設備投資額 414414 494494 +79+79 409409 488488 +79+79

営業活動営業活動 311311 210210 △△101101 299299 198198 △△100100

CC
FF

営業活動営業活動 311311 210210 △△101101 299299 198198 △△100100

投資活動投資活動 △△430430 △△419419 +10+10 △△394394 △△410410 △△1515

（（FCFFCF）） （△（△118118）） （△（△209209）） （△（△9090）） （△（△9494）） （△（△211211）） （△（△116116））

財務活動財務活動 9898 209209 +111+111 9090 212212 +121+121財務活動財務活動 9898 209209 +111+111 9090 212212 +121+121

有利子負債残高有利子負債残高 2,1972,197 2,0982,098 △△9999 2,1742,174 2,0772,077 △△9797

 たな卸資産の増減に伴う支出の増加たな卸資産の増減に伴う支出の増加

 税金等調整前当期純利益の減少税金等調整前当期純利益の減少

【【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】】 △△ 101101億億円円

 税金等調整前当期純利益の減少税金等調整前当期純利益の減少

 固定資産の取得による支出固定資産の取得による支出の減少の減少

【【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】】 ++1010億円億円
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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



［参考］［参考］ 財務指標の推移（単体）財務指標の推移（単体）［参考］［参考］ 財務指標の推移（単体）財務指標の推移（単体）

H19H19 H20H20 H21H21 H22H22 H23H23

売上高売上高 百万円百万円 149,320 149,320 161,239161,239 151,825151,825 150,896150,896 157,886157,886

営業利益営業利益 百万円百万円 13,144 13,144 12,00612,006 14,93514,935 12,49012,490 10,84410,844

EBITDAEBITDA 百万円百万円 36,542 36,542 34,48534,485 36,26336,263 33,49533,495 32,91232,912

経常 益経常 益経常利益経常利益 百万円百万円 9,733 9,733 8,8898,889 11,31511,315 9,2409,240 8,0598,059

当期純利益当期純利益 百万円百万円 6,590 6,590 3,6353,635 7,2937,293 6,8726,872 5,0505,050

総資産営業利益率総資産営業利益率 ％％ 3 73 7 3 53 5 4 34 3 3 53 5 2 92 9総資産営業利益率総資産営業利益率 ％％ 3.7 3.7 3.53.5 4.34.3 3.53.5 2.92.9

総資産当期純利益率総資産当期純利益率 ％％ 1.9 1.9 1.11.1 2.12.1 1.91.9 1.31.3

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

有利子負債残高有利子負債残高 億円億円 2,122 2,122 2,0602,060 1,9871,987 2,0672,067 2,1742,174

総資産総資産 百万円百万円 347,192 347,192 343,999343,999 349,308349,308 368,596368,596 381,787381,787

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

自己資本（純資産）自己資本（純資産） 百万円百万円 103,258 103,258 105,503105,503 112,103112,103 117,756117,756 121,954121,954

自己資本当期純利益率自己資本当期純利益率 ％％ 6.5 6.5 3.53.5 6.76.7 6.06.0 4.24.2

売上高営業利益率売上高営業利益率 ％％ 8.8 8.8 7.47.4 9.89.8 8.38.3 6.96.9

売上高当期純利益率売上高当期純利益率 ％％ 4 44 4 2 32 3 4 84 8 4 64 6 3 23 2
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売上高当期純利益率売上高当期純利益率 ％％ 4.44.4 2.32.3 4.84.8 4.64.6 3.23.2

D/ED/Eレシオレシオ 倍倍 2.06 2.06 1.951.95 1.771.77 1.761.76 1.781.78



［参考］［参考］ 財務指標の推移（連結）財務指標の推移（連結）［参考］［参考］ 財務指標の推移（連結）財務指標の推移（連結）

H19H19 H20H20 H21H21 H22H22 H23H23

売上高売上高 百万円百万円 161,521161,521 173,136173,136 162,501162,501 158,494158,494 166,075166,075

営業利益営業利益 百万円百万円 14,80914,809 14,08614,086 17,39717,397 14,37614,376 12,76912,769

EBITDAEBITDA 百万円百万円 39,61039,610 37,93837,938 39,74039,740 35,81535,815 35,28835,288

経常 益経常 益経常利益経常利益 百万円百万円 10,97110,971 10,71710,717 13,65913,659 11,04211,042 10,27310,273

当期純利益当期純利益 百万円百万円 7,0727,072 5,6045,604 8,9508,950 8,0478,047 6,9566,956

総資産営業利益率総資産営業利益率 ％％ 4 04 0 3 83 8 4 84 8 3 83 8 3 23 2総資産営業利益率総資産営業利益率 ％％ 4.04.0 3.83.8 4.84.8 3.83.8 3.23.2

総資産当期純利益率総資産当期純利益率 ％％ 1.91.9 1.51.5 2.42.4 2.12.1 1.81.8

自己資本比率自己資本比率 ％％ 28.728.7 30.230.2 32.532.5 32.632.6 32.832.8

有利子負債残高有利子負債残高 億円億円 2,2312,231 2,1442,144 2,0082,008 2,0832,083 2,1972,197

総資産総資産 百万円百万円 369,840369,840 365,557365,557 365,299365,299 385,159385,159 400,687400,687

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

自己資本自己資本 百万円百万円 106,150106,150 110,334110,334 118,614118,614 125,413125,413 131,512131,512

自己資本当期純利益率自己資本当期純利益率 ％％ 6.86.8 5.25.2 7.87.8 6.66.6 5.45.4

売上高営業利益率売上高営業利益率 ％％ 9.29.2 8.18.1 10.710.7 9.19.1 7.77.7

売上高当期純利益率売上高当期純利益率 ％％ 4 44 4 3 23 2 5 55 5 5 15 1 4 24 2
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売上高当期純利益率売上高当期純利益率 ％％ 4.44.4 3.23.2 5.55.5 5.15.1 4.24.2

D/ED/Eレシオレシオ 倍倍 2.102.10 1.941.94 1.691.69 1.661.66 1.671.67

※※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。。こうした記述はこうした記述は

推測推測・・予測に基づくものであり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確約や保証を与えるものではありません。。

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

ことことにご留意くださいにご留意ください。。ととに 留意くださに 留意くださ 。。
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