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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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 ％

25年3月期第3四半期 129,380 1.2 13,728 △1.6 11,828 △3.5 8,767 6.1
24年3月期第3四半期 127,839 4.4 13,945 △10.8 12,256 △10.4 8,265 △14.9

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 8,704百万円 （4.6％） 24年3月期第3四半期 8,325百万円 （△11.5％）

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

25年3月期第3四半期 501.83 ―

24年3月期第3四半期 473.10 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 435,825 139,915 31.9
24年3月期 400,687 132,289 32.8

（参考） 自己資本  25年3月期第3四半期  139,141百万円 24年3月期  131,512百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

24年3月期 ― 30.00 ― 30.00 60.00
25年3月期 ― 30.00 ―

25年3月期（予想） 30.00 60.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

通期 167,900 1.1 9,200 △28.0 6,600 △35.8 4,800 △31.0 274.73



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式および作成方法に関する規則」第10条の5に該当するものであります。詳細は、添付資料P.3「2.サマリー情報（注
記事項）に関する事項（2）会計方針の変更・会計上の見積もりの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、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いません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 17,524,723 株 24年3月期 17,524,723 株

② 期末自己株式数 25年3月期3Q 53,349 株 24年3月期 53,373 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 17,471,394 株 24年3月期3Q 17,471,660 株



 

 

(参考)平成 25 年３月期の個別業績予想（平成 24 年４月１日～平成 25 年３月 31 日） 

（％表示は、対前期増減率）  
 

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

通    期 160,600 1.7 7,700 △29.0 5,000 △38.0 3,800 △24.8 217.50

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有 

 

※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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間における当社の販売電力量は、電灯はお客さま数の増加があったものの、台風や気温の影響

により前年同期を下回りました。また、電力においても業務用電力における新規お客さまなどの需要増があったもの

の、台風や気温の影響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1.3％減の57億44百万kWhとなり

ました。 

収支の状況については、収入面では、電気事業において、燃料費調整制度の影響などによる電灯電力料の増加があ

ったことから、売上高は前年同期に比べ15億41百万円増（1.2％増）の1,293億80百万円、経常収益は12億81百万円増

（1.0％増）の1,299億29百万円となりました。 

一方、支出面では、電気事業において、修繕費などの減少があったものの、燃料費、委託費、減価償却費の増加

などにより、経常費用は前年同期に比べ17億10百万円増（1.5％増）の1,181億１百万円となりました。 

その結果、経常利益は４億28百万円減（3.5％減）の118億28百万円、四半期純利益は５億１百万円増（6.1％増）

の87億67百万円となりました。 

   

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

＊「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 

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う固定資産の増加や発電用燃料の増加に伴う流動資産の増加などに

より、前連結会計年度末に比べ351億37百万円増（8.8％増）の4,358億25百万円となりました。 

負債については、リース債務の増加などにより、前連結会計年度末に比べ275億11百万円増（10.3％増）の2,959億

10百万円となりました。 

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76億26百万円増（5.8％増）の1,399億

15百万円となりました。 

この結果、自己資本比率は31.9％となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期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が見込ま

れることや、連結子会社において、外部向け売上高の減が見込まれることから、前回発表より39億円下方修正して

おります。利益については、連結子会社において営業利益の増が見込まれることから、前回発表より営業利益を２

億円、経常利益を２億円、当期純利益を１億円上方修正しております。   

  

（通期 連結業績予想）  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

  24年３月期 

第３四半期 

25年３月期 

第３四半期 
前年同期比 

電 灯  2,235  2,193  98.1

電 力  3,587  3,551  99.0

合 計  5,822  5,744  98.7

  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） 171,800 9,000 6,400 4,700    269   01 

今回発表予想（Ｂ） 167,900 9,200 6,600 4,800    274   73 

増減額（Ｂ－Ａ） △3,900 ＋200 ＋200 ＋100  － 

増減率（％） △2.3 ＋2.2 ＋3.1 ＋2.1  － 

（ご参考）前期実績 

（平成24年3月期）  
166,075 12,769 10,273 6,956     398   15 



  

【参考】 

（通期 個別業績予想） 

  

  

 （１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用については、当第３四半期連結会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。 

   

 （２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産につい

て、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそ

れぞれ497百万円増加しております。 

   

  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） 163,500 7,700 5,000 3,800    217   50 

今回発表予想（Ｂ） 160,600 7,700 5,000 3,800    217   50 

増減額（Ｂ－Ａ） △2,900 － － －  － 

増減率（％） △1.8 － － －  － 

（ご参考）前期実績 

（平成24年3月期）  
157,886 10,844 8,059 5,050     289   08 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

固定資産 368,274 385,815

電気事業固定資産 254,278 333,157

汽力発電設備 65,554 148,828

内燃力発電設備 13,125 12,319

送電設備 54,569 52,118

変電設備 33,058 32,046

配電設備 71,098 70,906

業務設備 16,096 15,227

その他の電気事業固定資産 775 1,710

その他の固定資産 16,120 15,428

固定資産仮勘定 76,385 13,835

建設仮勘定 76,377 13,835

除却仮勘定 7 0

投資その他の資産 21,489 23,394

長期投資 9,420 9,209

繰延税金資産 10,491 10,469

その他 1,755 3,850

貸倒引当金（貸方） △179 △134

流動資産 32,413 50,010

現金及び預金 9,477 9,776

受取手形及び売掛金 6,680 7,301

たな卸資産 10,117 16,549

繰延税金資産 1,944 2,042

その他 4,358 14,523

貸倒引当金（貸方） △165 △184

合計 400,687 435,825



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債及び純資産の部   

固定負債 206,357 243,997

社債 69,999 79,999

長期借入金 119,076 115,819

リース債務 1,277 32,180

退職給付引当金 14,734 15,115

その他 1,269 881

流動負債 62,040 51,912

1年以内に期限到来の固定負債 29,522 18,416

短期借入金 1,650 1,000

支払手形及び買掛金 13,425 8,371

未払税金 1,823 3,217

その他 15,619 20,908

負債合計 268,398 295,910

株主資本 130,718 138,437

資本金 7,586 7,586

資本剰余金 7,141 7,141

利益剰余金 116,264 123,982

自己株式 △273 △273

その他の包括利益累計額 794 703

その他有価証券評価差額金 794 703

少数株主持分 776 774

純資産合計 132,289 139,915

合計 400,687 435,825



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

営業収益 127,839 129,380

電気事業営業収益 122,230 124,350

その他事業営業収益 5,608 5,030

営業費用 113,893 115,652

電気事業営業費用 108,599 110,861

その他事業営業費用 5,294 4,790

営業利益 13,945 13,728

営業外収益 808 548

受取配当金 251 210

受取利息 44 28

その他 512 308

営業外費用 2,497 2,448

支払利息 2,203 2,210

その他 294 237

四半期経常収益合計 128,647 129,929

四半期経常費用合計 116,390 118,101

経常利益 12,256 11,828

税金等調整前四半期純利益 12,256 11,828

法人税等 3,837 3,032

少数株主損益調整前四半期純利益 8,419 8,795

少数株主利益 153 27

四半期純利益 8,265 8,767



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 8,419 8,795

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △94 △90

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 △0

その他の包括利益合計 △94 △91

四半期包括利益 8,325 8,704

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 8,174 8,677

少数株主に係る四半期包括利益 150 27



 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記


	ヘッダー4: 沖縄電力㈱(9511) 平成25年3月期 第3四半期決算短信
	ヘッダー5: 沖縄電力㈱(9511) 平成25年3月期 第3四半期決算短信
	ヘッダー6: 沖縄電力㈱(9511) 平成25年3月期 第3四半期決算短信
	ヘッダー7: 沖縄電力㈱(9511) 平成25年3月期 第3四半期決算短信
	ヘッダー8: 沖縄電力㈱(9511) 平成25年3月期 第3四半期決算短信
	ヘッダー9: 沖縄電力㈱(9511) 平成25年3月期 第3四半期決算短信
	ヘッダー10: 沖縄電力㈱(9511) 平成25年3月期 第3四半期決算短信
	ヘッダー11: 沖縄電力㈱(9511) 平成25年3月期 第3四半期決算短信
	フッター4: - 1 -
	フッター5: - 2 -
	フッター6: - 3 -
	フッター7: - 4 -
	フッター8: - 5 -
	フッター9: - 6 -
	フッター10: - 7 -
	フッター11: - 8 -


