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決算決算決算決算のののの概要概要概要概要決算決算決算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

H23H23

（実績）（実績）

H24H24

（実績）（実績）
増減率増減率

H23H23

（実績）（実績）

H24H24

（実績）（実績）
増減率増減率

H23H23

（実績）（実績）

H24H24

（実績）（実績）

売 上 高売 上 高 166,075166,075 166,439166,439 +0.2%+0.2% 157,886157,886 158,911158,911 +0.6%+0.6% 1.051.05 1.051.05

営 業 利 益営 業 利 益 12,76912,769 8,9698,969 △△29.8%29.8% 10,84410,844 7,0477,047 △△35.0%35.0% 1.181.18 1.271.27

経 常 利 益経 常 利 益 10,27310,273 6,3076,307 △△38.6%38.6% 8,0598,059 4,3094,309 △△46.5%46.5% 1.271.27 1.461.46
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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ともともとも（（（（連単連単連単連単ともともともともにににににににに22年連続年連続年連続年連続））））年連続年連続年連続年連続））））

当期純利益当期純利益 6,9566,956 4,3184,318 △△37.9%37.9% 5,0505,050 3,0983,098 △△38.7%38.7% 1.381.38 1.391.39

【【 費用費用 】】

�� 電気事業において電気事業において、、減価償却費や燃料費減価償却費や燃料費、、修繕費の修繕費の増加増加

【【 収益収益 】】

�� 電気事業において電気事業において、、燃料費調整燃料費調整制度等の影響による売上高の増加制度等の影響による売上高の増加

�� 連結子会社において連結子会社において、、外部向け売上高の減少外部向け売上高の減少



決算決算決算決算のののの概要概要概要概要決算決算決算決算のののの概要概要概要概要（（（（対対対対（（（（対対対対11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

公表値公表値
H24H24
（（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
H24H24
（（実績）実績）

増減率増減率
（対（対11月公表値）月公表値）H24H24

（（44月公表）月公表）

H24H24
（（77月公表）月公表）

H24H24
（（1010月公表）月公表）

H24H24
（（11月月公表）公表）

H24H24
（（44月公表）月公表）

H24H24
（（77月公表）月公表）

H24H24
（（1010月公表）月公表）

H24H24
（（11月月公表）公表）

売 上 高売 上 高 175,100175,100 175,200175,200 171,800171,800 167,900167,900 166,439166,439 △△0.9%0.9% 166,400166,400 166,500166,500 163,500163,500 160,600160,600 158,911158,911 △△1.1%1.1%

営業利益営業利益 7,3007,300 10,70010,700 9,0009,000 9,2009,200 8,9698,969 △△2.5%2.5% 6,0006,000 9,4009,400 7,7007,700 7,7007,700 7,0477,047 △△8.5%8.5%

経常利益経常利益 4,6004,600 7,9007,900 6,4006,400 6,6006,600 6,3076,307 △△4.4%4.4% 3,1003,100 6,5006,500 5,0005,000 55,000,000 4,3094,309 △△13.8%13.8%
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［［ 対対 １月公表値１月公表値 ］］

【【 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などの減少など

�� 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、、燃料費の減少など燃料費の減少など

経常利益経常利益 4,6004,600 7,9007,900 6,4006,400 6,6006,600 6,3076,307 △△4.4%4.4% 3,1003,100 6,5006,500 5,0005,000 55,000,000 4,3094,309 △△13.8%13.8%

当期純利益当期純利益 3,3003,300 5,7005,700 44,700,700 4,8004,800 4,3184,318 △△10.0%10.0% 2,4002,400 4,8004,800 3,8003,800 3,8003,800 3,0983,098 △△18.5%18.5%



（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 （（対前年度比較対前年度比較））

H23H23

（実績）（実績）

H24H24

（実績）（実績）
増減増減 増減率増減率

電電 灯灯 2,9382,938 2,8512,851 △△8787 △△3.0%3.0%

電電 力力
※※

4,5024,502 4,4634,463 △△3939 △△0.9%0.9%

合合 計計 7,4407,440 7,3147,314 △△126126 △△1.7%1.7%

参参 民生用需要民生用需要 6,1596,159 6,0516,051 △△108108 △△1.8%1.8%

お客さま数の増加があったもののお客さま数の増加があったものの、、台風台風や気温のや気温の

影響により影響により前年度を前年度を下回った下回った

<<電電電電電電電電 灯灯灯灯灯灯灯灯>>

業務用電力における新規お客さまなどの需要増が業務用電力における新規お客さまなどの需要増が

あったもののあったものの、、台風や気温の影響により台風や気温の影響により前年度を前年度を下下

回った回った

<<電電電電電電電電 力力力力力力力力>>

4

※※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、、前年度と前年度と比べ比べ250250,,000000kWkWの増の増

吉の浦火力発電所吉の浦火力発電所11号機号機（（++251251,,000000kWkW））

新多良間発電所新多良間発電所77号機号機（（++500500kWkW））

渡嘉敷発電所渡嘉敷発電所1010号機号機（（△△11,,000000kWkW））

与那国発電所与那国発電所55号機号機（（△△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、、前年度と前年度と比べ比べ 11..55%%のの減少減少

•• LNG(LNG(吉の浦吉の浦))の割合はの割合は66..55%%

•• 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22..44
ポイント減ポイント減少少

•• 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7272..88%%

（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：百万（単位：百万kWhkWh、、千千kW kW ））

考考 産業用需要産業用需要 1,2811,281 1,2631,263 △△1818 △△1.5%1.5% 回った回った

H23H23 H24H24

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

自自

社社

石 炭石 炭 4,8354,835 57.3%57.3% 4,5634,563 54.9%54.9% 752752 30.1%30.1%

石 油石 油 1,9261,926 22.8%22.8% 1,6191,619 19.5%19.5% 1,1801,180 47.3%47.3%

L N GL N G －－ －－ 537537 6.5%6.5% 251251 10.1%10.1%

計計 6,7616,761 80.1%80.1% 6,7196,719 80.9%80.9% 2,1832,183 87.5%87.5%

他社他社（（石炭石炭）） 1,5921,592 18.9%18.9% 1,4921,492 17.9%17.9% 312312 12.5%12.5%

そ の 他そ の 他 8787 1.0%1.0% 102102 1.2%1.2% －－ －－

合 計合 計 8,4408,440 100.0%100.0% 8,3138,313 100.0%100.0% 2,4952,495 100.0%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

H23H23
（実績）（実績）

H24H24
（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 72,03272,032 70,755 △1,277 △1.8%
〔〔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 △△3,3643,364
燃料費調整制度の影響燃料費調整制度の影響 1,8531,853

電 力 料電 力 料 84,70884,708 86,066 +1,357 +1.6%

小 計小 計 156,741156,741 156,821 +80 +0.1%

再エネ特措法交付金再エネ特措法交付金 ― 1,116 +1,116 ―

そ の 他 収 益そ の 他 収 益 1,5761,576 1,613 +36 +2.3%

（（ 売 上 高売 上 高 ）） （（157,886157,886）） （158,911） （+1,024） （+0.6%）

計計 158,317158,317 159,550 +1,233 +0.8%

人 件 費人 件 費 16,62216,622 16,839 +216 +1.3% 給料手当給料手当 268268

（単位：百万円）（単位：百万円）
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経経

常常

費費

用用

人 件 費人 件 費 16,62216,622 16,839 +216 +1.3% 給料手当給料手当 268268

燃 料 費燃 料 費 49,31649,316 51,045 +1,729 +3.5% CIFCIF価格差価格差 △△736736 為替レート差為替レート差 689689 期首在庫影響期首在庫影響 1,631  1,631  燃料構成差燃料構成差 1,0181,018

修 繕 費修 繕 費 16,72016,720 17,142 +421 +2.5% 汽力汽力 501501 内燃力内燃力 △△269269 変電変電 9898 配電配電 5757

減 価 償 却 費減 価 償 却 費 22,06822,068 23,952 +1,884 +8.5% 汽力汽力 2,7872,787 送電送電 △△293293 配電配電 △△199199 業務業務 △△369369

他社購入電力料他社購入電力料 16,87316,873 17,114 +240 +1.4% 火力火力 △△647647 太陽光太陽光 863863

支 払 利 息支 払 利 息 2,8672,867 2,866 △0 △0.0% 平均残高差平均残高差 5151 平均利率差平均利率差 △△5252

公 租 公 課公 租 公 課 7,1757,175 6,935 △239 △3.3% 事業税事業税 △△209209 電源開発促進税電源開発促進税 △△4747

再エネ特措法納付金再エネ特措法納付金 ― 993 +993 ―

そ の 他 費 用そ の 他 費 用 18,61318,613 18,350 △263 △1.4% 諸費諸費 △△312312 固定資産除却費固定資産除却費 △△256256 委託費委託費 355355

（（ 営 業 費 用営 業 費 用 ）） （（147,042147,042）） （151,864） （+4,822） （+3.3%）

計計 150,257150,257 155,241 +4,983 +3.3%

（（ 営 業 利 益営 業 利 益 ）） （（10,84410,844）） （7,047） （△3,797） （△35.0%）

経 常 利 益経 常 利 益 8,059 4,309 △3,750 △46.5%

税引前当期純利益税引前当期純利益 8,059 4,309 △3,750 △46.5%

法 人 税 等法 人 税 等 3,008 1,210 △1,798 △59.8%

当 期 純 利 益当 期 純 利 益 5,0505,050 3,098 △1,952 △38.7%



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

H23H23

（実績）（実績）

H24H24

（実績）（実績）

原油原油CIFCIF価格価格 $/bbl$/bbl 114.2114.2 113.9113.9

石炭石炭CIFCIF価格価格 $/t$/t 120.9120.9 118.1118.1

為替レート為替レート 円円/$/$ 79.179.1 82.982.9
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変動影響額変動影響額

H23H23

（実績）（実績）

H24H24

（実績）（実績）

原油原油CIFCIF価格価格 ※※1, 21, 2 1$/bbl1$/bbl 2.32.3 2.62.6

石炭石炭CIFCIF価格価格 ※※11 1$/t1$/t 1.61.6 1.51.5

為替レート為替レート ※※11 11円円/$/$ 5.75.7 5.65.6

需要需要 1%1% 6.56.5 6.26.2

金利金利 1%1% 0.60.6 0.60.6

（単位（単位：億円：億円））

※※11 為替、為替、CIFCIF（石油・石炭）の変動影響額は自社分（石油・石炭）の変動影響額は自社分のみのみ

※※22 LNGLNGへのへの影響分を含む影響分を含む



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）

H23H23

（実績）（実績）

H24H24

（実績）（実績）
増増減減 増減率増減率

売 上 高売 上 高 166,075166,075 166,439166,439 +364+364 +0.2%+0.2%

営 業 利 益営 業 利 益 12,76912,769 8,9698,969 △△3,7993,799 △△29.8%29.8%

経 常 利 益経 常 利 益 10,27310,273 6,3076,307 △△3,9663,966 △△38.6%38.6%

■■ 売上高は売上高は、、364364百万円の増加百万円の増加

増加要因増加要因：電気事業に：電気事業における売上高の増おける売上高の増

減少要因：連結子会社における外部向け売上高の減減少要因：連結子会社における外部向け売上高の減

■■ 営業利益は営業利益は、、33,,799799百万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：電気事業における減価償却費のおける減価償却費の増増

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：電気事業における修繕費の増減少要因：電気事業における修繕費の増

■■ 経常利益は経常利益は、、33,,966966百万円の百万円の減少減少
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当期純利益当期純利益 6,9566,956 4,3184,318 △△2,6372,637 △△37.9%37.9%

�� 「「その他その他」」においてはにおいては、、電気事業向けの受注減や電気事業向けの受注減や、、連結子会連結子会

社の民間社の民間、、公共向け工事の減などから売上高が減少公共向け工事の減などから売上高が減少

■■ 経常利益は経常利益は、、33,,966966百万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、、22,,637637百万円の百万円の減少減少

増加要因：法人税等の減増加要因：法人税等の減

減少要因：経常利益の減減少要因：経常利益の減

電気事業電気事業 その他その他

売 上 高売 上 高 158,911158,911 39,74539,745

（（ 対前年同期増減対前年同期増減 ）） （（+1,024+1,024）） （△（△1,2461,246））

う ち 外 部 向 けう ち 外 部 向 け 158,755158,755 7,6847,684

（（ 対前年同期増減対前年同期増減 ）） （（+1,009+1,009）） （△（△644644））

営 業 利 益営 業 利 益 7,0477,047 1,9291,929

（（ 対前年同期増減対前年同期増減 ）） （△（△3,7973,797）） （△（△212212））

（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 当期純利益当期純利益

H23

（実績）

H24

（実績）
増減

H23

（実績）

H24

（実績）
増減

H23

（実績）

H24

（実績）
増減

H23

（実績）

H24

（実績）
増減

沖縄電力㈱ 157,886 158,911 +1,024 10,844 7,047 △3,797 8,059 4,309 △3,750 5,050 3,098 △1,952

㈱沖電工 14,617 15,143 +526 407 533 +126 457 593 +135 184 374 +190

沖電企業㈱ 5,042 4,776 △266 141 76 △64 190 120 △70 62 70 +8

沖縄プラント工業㈱ 10,038 9,593 △445 345 △5 △350 366 17 △349 154 8 △145

沖縄電機工業㈱ 1,327 1,262 △65 135 105 △30 140 111 △28 78 69 △9

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㈱ 3,499 3,372 △126 568 527 △41 540 555 +15 288 379 +91

沖電グローバルシステムズ㈱ 1,920 1,969 +48 △30 70 +100 △22 74 +96 130 11 △118

㈱沖縄エネテック 1,014 1,127 +112 44 85 +41 42 83 +40 15 51 +36

沖縄新エネ開発㈱ 727 610 △116 15 54 +38 △10 29 +40 △8 24 +32

㈱沖設備 1,298 1,138 △159 25 25 △0 26 26 +0 27 21 △6

ファーストライディングテクノロジー㈱ 1,340 1,408 +68 378 427 +49 363 425 +62 311 291 △19

㈱プログレッシブエナジー 1,288 850 △438 83 127 +44 84 126 +42 △1 36 +38

消去又は全社（持分法投資損益を含む） △33,927 △33,726 +201 △191 △106 +84 34 △166 △200 664 △118 △783

連結 166,075 166,439 +364 12,769 8,969 △3,799 10,273 6,307 △3,966 6,956 4,318 △2,637

※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。



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）

H23H23期末期末 H24H24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 400,687400,687 435,515435,515 +34,827+34,827 電気事業固定資産電気事業固定資産 +75,168+75,168

固定資産仮勘定固定資産仮勘定 △△56,27656,276、、 投資その他の資産投資その他の資産 +2,934+2,934
単 体単 体 381,787381,787 415,087415,087 +33,300+33,300

固 定 資 産固 定 資 産
連 結連 結 368,274368,274 390,304390,304 +22,030+22,030

単 体単 体 361,106361,106 382,907382,907 +21,801+21,801

連結連結〔〔設備投資額設備投資額 +47,985+47,985、、減価償却費減価償却費 △△24,24924,249〕〕

たな卸資産たな卸資産 +3,099+3,099〔〔LNG +2,818LNG +2,818〕〕流 動 資 産流 動 資 産
連 結連 結 32,41332,413 45,21145,211 +12,797+12,797

単 体単 体 20,68020,680 32,17932,179 +11,498+11,498

連 結連 結 268,398268,398 299,459299,459 +31,061+31,061

【【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

136,243136,243 △△37,39337,393 △△23,85523,855 173173
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H23H23期末期末 H24H24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 219,776219,776 209,472209,472 △△10,30410,304

単体単体 217,417217,417 207,201207,201 △△10,21610,216

自 己 資 本 比 率自 己 資 本 比 率 （（ %% ））
連結連結 32.832.8 31.131.1 △△1.71.7

単体単体 31.931.9 30.030.0 △△1.91.9

負 債負 債
連 結連 結 268,398268,398 299,459299,459 +31,061+31,061

・リース債務・リース債務 +30,787+30,787

・社債・社債 +10,000+10,000〔〔新規発行新規発行〕〕

・・11年内固定負債年内固定負債△△9,2869,286

・支払手形及び買掛金・支払手形及び買掛金△△2,5072,507

・その他・その他 +11,665+11,665

単 体単 体 259,833259,833 290,617290,617 +30,784+30,784

固 定 負 債固 定 負 債
連 結連 結 206,357206,357 239,004239,004 +32,646+32,646

単 体単 体 199,921199,921 233,041233,041 +33,119+33,119

流 動 負 債流 動 負 債
連 結連 結 62,04062,040 60,45560,455 △△1,5851,585

単 体単 体 59,91259,912 57,57657,576 △△2,3352,335

純 資 産純 資 産
連 結連 結 132,289132,289 136,056136,056 +3,766+3,766 当期純利益当期純利益 +4,318+4,318

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 +498+498単 体単 体 121,954121,954 124,469124,469 +2,515+2,515

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（単位：百万円：百万円））

連連 結結 単単 体体

H23H23

（実績）（実績）

H24H24

（実績）（実績）
増増 減減

H23H23

（実績）（実績）

H24H24

（実績）（実績）
増増 減減

設備投資額設備投資額 41,45841,458 47,98547,985 +6,526+6,526 40,93040,930 47,85247,852 +6,922+6,922

CC

FF

営業活動営業活動 31,12831,128 28,13128,131 △△2,9972,997 29,98929,989 26,34526,345 △△3,6433,643

投資活動投資活動 △△43,01743,017 △△38,09438,094 +4,923+4,923 △△39,41839,418 △△38,13538,135 +1,282+1,282

（（FCFFCF）） （△（△11,88811,888）） （△（△9,9639,963）） （（+1,925+1,925）） （△（△9,4299,429）） （△（△11,78911,789）） （△（△2,3602,360））
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財務活動財務活動 9,8419,841 18,25618,256 +8,414+8,414 9,0869,086 18,34918,349 +9,262+9,262

有利子負債残高有利子負債残高 219,776219,776 209,472209,472 △△10,30410,304 217,417217,417 207,201207,201 △△10,21610,216

�� 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

�� 仕入債務の増減に伴う支出の増加仕入債務の増減に伴う支出の増加

【【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】】 △△22,,997997百万円百万円

�� 固定資産の取得による固定資産の取得による支出の減少支出の減少

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、、11,,925925百万円の増加百万円の増加

【【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】】 ++44,,923923百万円百万円



平成平成平成平成平成平成平成平成2525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：（単位：百万円、倍）百万円、倍）

連連 結結 単単 体体 連単倍率連単倍率

H24H24

（実績）（実績）

H25H25
((見通し見通し))

増減率増減率

【【参考参考】】

H25H25上期上期

（見通し）（見通し）

H24H24

（実績）（実績）

H25H25
((見通し見通し))

増減率増減率

【【参考参考】】

H25H25上期上期

（見通し）（見通し）

H24H24

（実績）（実績）

H25H25
((見通し見通し))

売 上 高売 上 高 166,439166,439 182,400182,400 +9.6%+9.6% 94,50094,500 158,911158,911 174,100174,100 +9.6%+9.6% 91,30091,300 1.051.05 1.051.05

営 業 利 益営 業 利 益 8,9698,969 8,6008,600 △△4.1%4.1% 7,4007,400 7,0477,047 7,0007,000 △△0.7%0.7% 7,1007,100 1.271.27 1.231.23

経 常 利 益経 常 利 益 6,3076,307 5,7005,700 △△9.6%9.6% 6,0006,000 4,3094,309 4,0004,000 △△7.2%7.2% 5,8005,800 1.461.46 1.431.43
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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にににに33年連続年連続年連続年連続））））年連続年連続年連続年連続））））

当期純利益当期純利益 4,3184,318 4,0004,000 △△7.4%7.4% 4,0004,000 3,0983,098 3,0003,000 △△3.2%3.2% 3,9003,900 1.391.39 1.331.33

�� 電気事業において電気事業において、、燃料費燃料費調整制度等の影響や販売電力量の増加等による売上高の増調整制度等の影響や販売電力量の増加等による売上高の増

�� 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外部向け売上高の増

�� 電気事業において電気事業において、、燃料費燃料費や減価償却費や減価償却費、、他社他社購入電力料の購入電力料の増増

【【 収益収益 】】

【【 費用費用 】】



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 増減増減増減増減増減増減増減増減要因要因要因要因要因要因要因要因（（（（対前年度対前年度対前年度対前年度））））（（（（対前年度対前年度対前年度対前年度））））

経経

常常

収収

益益

電 灯 電 力 料電 灯 電 力 料 156,821156,821 169,900169,900 +13,078+13,078 +8.3%+8.3%

再エネ特措法交付金再エネ特措法交付金 1,1161,116 3,0003,000 +1,883+1,883 +168.8%+168.8%

そ の 他 収 益そ の 他 収 益 1,6131,613 1,5001,500 △△113113 △△7.0%7.0%

（（ 売 上 高売 上 高 ）） (158,911)(158,911) (174,100)(174,100) (+15,188)(+15,188) (+9.6%)(+9.6%)

H24H24
（実績）（実績）

H25H25
（今回）（今回）

増減増減 増減率増減率

電電 灯灯 2,8512,851 2,968 +117 +4.1%

電電 力力 4,463 4,576 +113 +2.6%

合合 計計 7,314 7,544 +230 +3.1%

（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

�� 売上高は売上高は174174,,100100百万円百万円（（++1515,,188188百万円百万円））

・・ 販売電力量の増加に加え販売電力量の増加に加え、、燃料費調整制度や固定価格買取燃料費調整制度や固定価格買取

制度の影響による電灯電力料の増制度の影響による電灯電力料の増

・・ 固定価格買取額の増加による再エネ特措法交付金の増固定価格買取額の増加による再エネ特措法交付金の増

�� 営業利益は営業利益は77,,000000百万円百万円（（△△4747百万円百万円））

（（利益減少要因利益減少要因））
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益益（（ 売 上 高売 上 高 ）） (158,911)(158,911) (174,100)(174,100) (+15,188)(+15,188) (+9.6%)(+9.6%)

計計 159,550159,550 174,400174,400 +14,849+14,849 +9.3%+9.3%

経経

常常

費費

用用

人 件 費人 件 費 16,83916,839 16,90016,900 +60+60 +0.4%+0.4%

燃 料 費燃 料 費 51,04551,045 57,90057,900 +6,854+6,854 +13.4%+13.4%

修 繕 費修 繕 費 17,14217,142 16,30016,300 △△842842 △△4.9%4.9%

減 価 償 却 費減 価 償 却 費 23,95223,952 29,40029,400 +5,447+5,447 +22.7%+22.7%

他 社 購 入 電 力 料他 社 購 入 電 力 料 17,11417,114 19,40019,400 +2,285+2,285 +13.4%+13.4%

支 払 利 息支 払 利 息 2,8662,866 2,8002,800 △△6666 △△2.3%2.3%

公 租 公 課公 租 公 課 6,9356,935 7,4007,400 +464+464 +6.7%+6.7%

再エネ特措法納付金再エネ特措法納付金 993993 2,4002,400 +1,406+1,406 +141.5%+141.5%

そ の 他 費 用そ の 他 費 用 18,35018,350 17,90017,900 △△450450 △△2.5%2.5%

（（ 営 業 費 用営 業 費 用 ）） (151,864)(151,864) ((167,100167,100)) (+15,235)(+15,235) (+10.0%)(+10.0%)

計計 155,241155,241 170,400170,400 +15,158+15,158 +9.8%+9.8%

（（ 営 業 利 益営 業 利 益 ）） (7,047)(7,047) (7,000)(7,000) ((△△47)47) ((△△0.7%)0.7%)

経 常 利 益経 常 利 益 4,3094,309 4,0004,000 △△309309 △△7.2%7.2%

法 人 税 等法 人 税 等 1,2101,210 1,0001,000 △△210210 △△17.4%17.4%

当 期 純 利 益当 期 純 利 益 3,0983,098 3,0003,000 △△9898 △△3.2%3.2%

・・ 燃料単価の上昇や発電電力量の増加等による燃料費の増燃料単価の上昇や発電電力量の増加等による燃料費の増

・・ 吉の浦火力発電所の運転開始に伴う減価償却費の増吉の浦火力発電所の運転開始に伴う減価償却費の増

※※営業運転開始年月：営業運転開始年月：11号機号機 HH2424..1111、、 22号機号機 HH2525..55

・・ 固定価格買取対象分の購入電力量増加等による固定価格買取対象分の購入電力量増加等による

他社購入電力料の増他社購入電力料の増

（（利益増加要因利益増加要因））

・・ 修繕費修繕費・・その他費用の減その他費用の減

�� 経常利益は経常利益は44,,000000百万円百万円（（△△309309百万円百万円））

�� 当期純利益は当期純利益は33,,000000百万円百万円（（△△9898百万円百万円））



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

H24H24

（実績（実績))

H25H25

（見通し）（見通し）

原油原油CIFCIF価格価格 $/bbl$/bbl 113.9113.9 115.0115.0

石炭石炭CIFCIF価格価格 $/t$/t 118.1118.1 98.098.0

為替レート為替レート 円円/$/$ 82.982.9 100.0100.0
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変動影響額変動影響額

H24H24

（実績（実績))

H25H25

（見通し）（見通し）

原油原油CIFCIF価格価格 ※※1,21,2 1$/bbl1$/bbl 2.62.6 3.13.1

石炭石炭CIFCIF価格価格 ※※11 1$/t1$/t 1.51.5 1.91.9

為替レート為替レート ※※11 11円円/$/$ 5.65.6 5.55.5

需要需要 1%1% 6.26.2 6.66.6

金利金利 1%1% 0.60.6 0.50.5

※※1  1  為替為替、、CIFCIF（原油・石炭）の変動影響額は自社分（原油・石炭）の変動影響額は自社分のみのみ

※※22 LNGLNGへのへの影響分を含む影響分を含む

（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

�� 売上高は売上高は、、182182,,400400百万円百万円（（++1515,,960960百万円百万円））

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：電気事業における再エネ特措法交付金の増増加要因：電気事業における再エネ特措法交付金の増

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、、88,,600600百万円百万円（（△△369369百万円百万円））

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

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

H24H24
((実績実績))

H25H25
((見通し見通し))

増減増減 増減率増減率

売 上 高売 上 高 166,439166,439 182,400182,400 +15,960+15,960 +9.6%+9.6%

営 業 利 益営 業 利 益 8,9698,969 8,6008,600 △△369369 △△4.1%4.1%

経 常 利 益経 常 利 益 6,3076,307 5,7005,700 △△607607 △△9.6%9.6%

当 期 純 利 益当 期 純 利 益 4,3184,318 4,0004,000 △△318318 △△7.4%7.4%

（単位：百万円）（単位：百万円）
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�� 経常利益は経常利益は、、55,,700700百万円百万円（（△△607607百万円百万円））

�� 当期純利益は当期純利益は、、44,,000000百万円百万円（（△△318318百万円百万円））

当 期 純 利 益当 期 純 利 益 4,3184,318 4,0004,000 △△318318 △△7.4%7.4%

電気事業電気事業 その他その他

売 上 高売 上 高 174,100174,100 38,40038,400

（（ 対 前 年 度 増 減対 前 年 度 増 減 ）） （（+15,188+15,188）） （△（△1,3451,345））

う ち 外 部 向 けう ち 外 部 向 け 173,900173,900 8,5008,500

（（ 対 前 年 度 増 減対 前 年 度 増 減 ）） （（+15,144+15,144）） （（+815+815））

営 業 利 益営 業 利 益 7,0007,000 1,6001,600

（（ 対 前 年 度 増 減対 前 年 度 増 減 ）） （△（△4747）） （△（△329329））

（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、、

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



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

ＨＨ2424

（実績）（実績）

Ｈ25

（見通し）
増減

ＨＨ2424

（実績）（実績）

Ｈ25

（見通し）
増減

ＨＨ2424

（実績）（実績）

Ｈ25

（見通し）
増減

ＨＨ2424

（実績）（実績）

Ｈ25

（見通し）
増減

沖縄電力㈱ 158,911 174,100 +15,188 7,047 7,000 △47 4,309 4,000 △309 3,098 3,000 △98

㈱沖電工 15,143 15,501 +358 533 375 △157 593 422 △171 374 260 △113

沖電企業㈱ 4,776 4,545 △230 76 8 △68 120 55 △64 70 38 △32

沖縄プラント工業㈱ 9,593 8,554 △1,038 △5 45 +51 17 57 +39 8 30 +21

沖縄電機工業㈱ 1,262 1,128 △134 105 49 △56 111 53 △58 69 56 △12
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そ
の
他

沖縄電機工業㈱ 1,262 1,128 △134 105 49 △56 111 53 △58 69 56 △12

沖電開発㈱ 3,372 3,436 +63 527 557 +30 555 529 △25 379 326 △53

沖電グローバルシステムズ㈱ 1,969 1,623 △345 70 11 △59 74 15 △59 11 26 +15

㈱沖縄エネテック 1,127 960 △167 85 48 △37 83 48 △35 51 24 △27

沖縄新エネ開発㈱ 610 713 +102 54 215 +160 29 193 +163 24 57 +33

㈱沖設備 1,138 1,180 +41 25 5 △19 26 6 △20 21 3 △17

ファーストライディングテクノロジー㈱ 1,408 1,410 +2 427 311 △116 425 299 △125 291 200 △90

㈱プログレッシブエナジー 850 478 △371 127 29 △98 126 29 △97 36 29 △7

消去又は全社（持分法投資損益を含む） △33,726 △31,232 +2,493 △106 △56 +49 △166 △9 +157 △118 △54 +64

連結 166,439 182,400 +15,960 8,969 8,600 △369 6,307 5,700 △607 4,318 4,000 △318



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（単位：百万円：百万円））

連連 結結 単単 体体

H24H24

（実績）（実績）

H25H25

（見通し）（見通し）
増増 減減

H24H24

（実績）（実績）

H25H25

（見通し）（見通し）
増増 減減

設備投資額設備投資額 47,98547,985 34,70034,700 △△13,28513,285 47,85247,852 34,70034,700 △△13,15213,152

CC

FF

営業活動営業活動 28,13128,131 33,20033,200 +5,069+5,069 26,34526,345 31,80031,800 +5,455+5,455

投資活動投資活動 △△38,09438,094 △△45,60045,600 △△7,5067,506 △△38,13538,135 △△45,20045,200 △△7,0657,065

（（FCFFCF）） （△（△9,9639,963）） （△（△12,40012,400）） （△（△2,4372,437）） （△（△11,78911,789）） （△（△13,40013,400）） （△（△1,6111,611））
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財務活動財務活動 18,25618,256 5,2005,200 △△13,05613,056 18,34918,349 6,4006,400 △△11,94911,949

有利子負債残高有利子負債残高 209,472209,472 217,700217,700 +8,228+8,228 207,201207,201 216,700216,700 +9,499+9,499

�� 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】】 ++55,,069069百万円百万円

�� 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増加の増加（（未払金の支出の増加未払金の支出の増加等等））

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】】 △△77,,506506百万円百万円



［［［［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））））

H20H20 H21H21 H22H22 H23H23 H24H24

売上高売上高 百万円百万円 161,239161,239 151,825151,825 150,896150,896 157,886157,886 158,911158,911

営業利益営業利益 百万円百万円 12,00612,006 14,93514,935 12,49012,490 10,84410,844 7,0477,047

EBITDAEBITDA 百万円百万円 34,48534,485 36,26336,263 33,49533,495 32,91232,912 30,99930,999

経常利益経常利益 百万円百万円 8,8898,889 11,31511,315 9,2409,240 8,0598,059 4,3094,309

当期純利益当期純利益 百万円百万円 3,6353,635 7,2937,293 6,8726,872 5,0505,050 3,0983,098

総資産営業利益率総資産営業利益率 ％％ 3.53.5 4.34.3 3.53.5 2.92.9 1.81.8
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総資産営業利益率総資産営業利益率 ％％ 3.53.5 4.34.3 3.53.5 2.92.9 1.81.8

総資産当期純利益率総資産当期純利益率 ％％ 1.11.1 2.12.1 1.91.9 1.31.3 0.80.8

自己資本比率自己資本比率 ％％ 30.730.7 32.132.1 31.931.9 31.931.9 30.030.0

有利子負債残高有利子負債残高 百万円百万円 206,076206,076 198,726198,726 206,775206,775 217,417217,417 207,201207,201

総資産総資産 百万円百万円 343,999343,999 349,308349,308 368,596368,596 381,787381,787 415,087415,087

総資産回転率総資産回転率 倍倍 0.470.47 0.440.44 0.420.42 0.420.42 0.400.40

自己資本（純資産）自己資本（純資産） 百万円百万円 105,503105,503 112,103112,103 117,756117,756 121,954121,954 124,469124,469

自己資本当期純利益率自己資本当期純利益率 ％％ 3.53.5 6.76.7 6.06.0 4.24.2 2.52.5

売上高営業利益率売上高営業利益率 ％％ 7.47.4 9.89.8 8.38.3 6.96.9 4.44.4

売上高当期純利益率売上高当期純利益率 ％％ 2.32.3 4.84.8 4.64.6 3.23.2 1.91.9

D/ED/Eレシオレシオ 倍倍 1.951.95 1.771.77 1.761.76 1.781.78 1.661.66



［［［［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））））

H20H20 H21H21 H22H22 H23H23 H24H24

売上高売上高 百万円百万円 173,136173,136 162,501162,501 158,494158,494 166,075166,075 166,439166,439

営業利益営業利益 百万円百万円 14,08614,086 17,39717,397 14,37614,376 12,76912,769 8,9698,969

EBITDAEBITDA 百万円百万円 37,93837,938 39,74039,740 35,81535,815 35,28835,288 33,21833,218

経常利益経常利益 百万円百万円 10,71710,717 13,65913,659 11,04211,042 10,27310,273 6,3076,307

当期純利益当期純利益 百万円百万円 5,6045,604 8,9508,950 8,0478,047 6,9566,956 4,3184,318

総資産営業利益率総資産営業利益率 ％％ 3.83.8 4.84.8 3.83.8 3.23.2 2.12.1
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総資産営業利益率総資産営業利益率 ％％ 3.83.8 4.84.8 3.83.8 3.23.2 2.12.1

総資産当期純利益率総資産当期純利益率 ％％ 1.51.5 2.42.4 2.12.1 1.81.8 1.01.0

自己資本比率自己資本比率 ％％ 30.230.2 32.532.5 32.632.6 32.832.8 31.131.1

有利子負債残高有利子負債残高 百万円百万円 214,400214,400 200,883200,883 208,392208,392 219,776219,776 209,472209,472

総資産総資産 百万円百万円 365,557365,557 365,299365,299 385,159385,159 400,687400,687 435,515435,515

総資産回転率総資産回転率 倍倍 0.470.47 0.440.44 0.420.42 0.420.42 0.400.40

自己資本自己資本 百万円百万円 110,334110,334 118,614118,614 125,413125,413 131,512131,512 135,281135,281

自己資本当期純利益率自己資本当期純利益率 ％％ 5.25.2 7.87.8 6.66.6 5.45.4 3.23.2

売上高営業利益率売上高営業利益率 ％％ 8.18.1 10.710.7 9.19.1 7.77.7 5.45.4

売上高当期純利益率売上高当期純利益率 ％％ 3.23.2 5.55.5 5.15.1 4.24.2 2.62.6

D/ED/Eレシオレシオ 倍倍 1.941.94 1.691.69 1.661.66 1.671.67 1.551.55

※※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。。
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ことことにご留意くださいにご留意ください。。


