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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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 ％

24年3月期第2四半期 86,564 4.5 9,182 △5.6 7,878 △5.7 5,536 △12.9

23年3月期第2四半期 82,845 △4.1 9,725 △32.3 8,357 △33.5 6,356 △22.4

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 5,631百万円 （△6.6％） 23年3月期第2四半期 6,028百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 316.90 ―

23年3月期第2四半期 363.81 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 396,927 131,098 32.9
23年3月期 385,159 126,056 32.6

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  130,487百万円 23年3月期  125,413百万円

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

23年3月期 ― 30.00 ― 30.00 60.00
24年3月期 ― 30.00

24年3月期（予想） ― 30.00 60.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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 168,100 6.1 12,000 △16.5 9,300 △15.8 6,700 △16.7 383.48



(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 

(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、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。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 17,524,723 株 23年3月期 17,524,723 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 53,095 株 23年3月期 52,987 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 17,471,690 株 23年3月期2Q 17,472,249 株



 

 

(参考)平成 24 年３月期の個別業績予想（平成 23 年４月１日～平成 24 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 159,400 5.6 10,600 △15.1 7,500 △18.8 5,300 △22.9 303.35

（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、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．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間における当社の販売電力量は、電灯においては、気温が前年より低く推移したことにより、

前年同期を下回りました。また、電力においても、気温が前年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 1.1％減の 39 億６千２百万 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 37 億 18 百万円増（4.5％増）の 865 億 64 百万円、経常収益は 34 億 58 百万円増

（4.1％増）の 869 億 52 百万円となりました。 

一方、支出面では、電気事業において、燃料費や他社購入電力料の増に加え、減価償却費の増加があったことから、

経常費用は前年同期に比べ 39 億 37 百万円増（5.2％増）の 790 億 74 百万円となりました。 

その結果、経常利益は４億 79 百万円減（5.7％減）の 78 億 78 百万円、四半期純利益は８億 19 百万円減（12.9％減）

の 55 億 36 百万円となりました。 

 

 

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

 23 年 3 月期 

第 2四半期 

24 年 3 月期 

第 2四半期 
前年同期比 

電 灯 1,550 1,539 99.3 

電 力 2,457 2,423 98.6 

合 計 4,007 3,962 98.9 

＊「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、電気事業固定資産の減価償却に伴う減少はありましたが、吉の浦火力発電所の建設や石垣第二

発電所の増設に伴う固定資産の増加などにより、前連結会計年度末に比べ 117 億 67 百万円増（3.1％増）の 3,969

億 27 百万円となりました。 

負債については、有利子負債の増加などにより、前連結会計年度末に比べ 67 億 25 百万円増（2.6％増）の 2,658

億 28 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 50 億 41 百万円増（4.0％増）の 1,310

億 98 百万円となりました。 

この結果、自己資本比率は 32.9％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、法人税等の支払額の減少や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などにより、前年同期に比べ 23 億 95 百万円増（23.1％増）の 127 億 43 百万円の収入

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の増加などにより、前年同期に比べ 132 億 64

百万円増（109.1％増）の 254 億 24 百万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、社債の償還による支出が減少したことなどにより、前年同期に比べ 115

億 26 百万円増の 114 億 31 百万円の収入（前年同期は 95 百万円の支出）となりました。 

 

以上の結果、現金及び現金同等物の当第２四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ 12 億 50 百万円減（13.1％

減）の 82 億 84 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 

 通期の業績予想について、売上高は、電気事業において、販売電力量の減少や燃料費調整制度の影響による電灯

電力料の減少が見込まれることから、前回発表予想より 28 億円下方修正しております。利益については、電気事業

において、燃料費や他社購入電力料の減少が見込まれるものの、売上高の減少が見込まれるため、前回発表より営

業利益を 17 億円、経常利益を 12 億円、当期純利益を３億円下方修正しております。 

 

 

（通期 連結業績予想） 

 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) 170,900 13,700 10,500 7,000 400 65

今回発表予想（B) 168,100 12,000 9,300 6,700 383 48

増減額（B-A) △2,800 △1,700 △1,200 △300 ―

増減率（％） △1.6 △12.4 △11.4 △4.3 ―

(ご参考）前期実績 

(平成 23 年３月期） 
158,494 14,376 11,042 8,047 460 58

 

 

【参考】 

（通期 個別業績予想） 

 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) 161,900 12,200 9,000 6,100 349 14

今回発表予想（B) 159,400 10,600 7,500 5,300 303 35

増減額（B-A) △2,500 △1,600 △1,500 △800 ―

増減率（％） △1.5 △13.1 △16.7 △13.1 ―

(ご参考）前期実績 

(平成 23 年３月期） 
150,896 12,490 9,240 6,872 393 36

 

 

 

２．サマリー情報（その他）に関する事項 

（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２四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。 

 



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23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

固定資産 353,026 361,605

電気事業固定資産 248,521 257,899

汽力発電設備 66,414 69,184

内燃力発電設備 10,619 13,671

送電設備 52,262 55,988

変電設備 32,808 33,345

配電設備 70,364 70,277

業務設備 15,235 14,636

その他の電気事業固定資産 814 795

その他の固定資産 16,273 16,045

固定資産仮勘定 65,175 64,901

建設仮勘定 65,171 64,897

除却仮勘定 4 3

投資その他の資産 23,055 22,759

長期投資 9,544 9,333

繰延税金資産 12,006 11,972

その他 1,682 1,638

貸倒引当金（貸方） △178 △184

流動資産 32,132 35,321

現金及び預金 10,429 10,399

受取手形及び売掛金 6,829 8,306

たな卸資産 10,230 11,605

繰延税金資産 1,836 1,980

その他 2,970 3,263

貸倒引当金（貸方） △164 △233

合計 385,159 396,927



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債及び純資産の部   

固定負債 204,473 205,132

社債 69,999 69,999

長期借入金 116,742 117,332

退職給付引当金 14,399 14,704

その他 3,331 3,095

流動負債 54,629 60,696

1年以内に期限到来の固定負債 18,076 29,723

短期借入金 4,000 4,000

支払手形及び買掛金 12,199 11,384

未払税金 2,688 3,810

その他 17,664 11,777

負債合計 259,102 265,828

株主資本 124,811 129,823

資本金 7,586 7,586

資本剰余金 7,141 7,141

利益剰余金 110,356 115,368

自己株式 △272 △273

その他の包括利益累計額 602 663

その他有価証券評価差額金 602 663

少数株主持分 642 611

純資産合計 126,056 131,098

合計 385,159 396,927



（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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

営業収益 82,845 86,564

電気事業営業収益 79,373 82,850

その他事業営業収益 3,471 3,714

営業費用 73,120 77,381

電気事業営業費用 69,856 73,825

その他事業営業費用 3,263 3,556

営業利益 9,725 9,182

営業外収益 648 388

受取配当金 142 138

受取利息 26 33

その他 479 215

営業外費用 2,016 1,693

支払利息 1,502 1,470

その他 513 222

四半期経常収益合計 83,494 86,952

四半期経常費用合計 75,136 79,074

経常利益 8,357 7,878

税金等調整前四半期純利益 8,357 7,878

法人税等 2,017 2,307

少数株主損益調整前四半期純利益 6,339 5,570

少数株主利益又は少数株主損失（△） △16 33

四半期純利益 6,356 5,536



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 6,339 5,570

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △310 60

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 △311 60

四半期包括利益 6,028 5,631

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 6,055 5,598

少数株主に係る四半期包括利益 △27 33



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９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 8,357 7,878

減価償却費 10,211 11,072

固定資産除却損 226 306

退職給付引当金の増減額（△は減少） 387 304

受取利息及び受取配当金 △168 △172

支払利息 1,502 1,470

売上債権の増減額（△は増加） △2,731 △1,476

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,555 △1,336

仕入債務の増減額（△は減少） △2,672 △814

その他 1,869 △1,748

小計 15,426 15,483

利息及び配当金の受取額 168 172

利息の支払額 △1,547 △1,453

法人税等の支払額 △3,698 △1,458

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,348 12,743

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 △12,017 △24,568

固定資産の売却による収入 270 131

投融資による支出 △26 △56

投融資の回収による収入 72 250

その他 △459 △1,182

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,160 △25,424

財務活動によるキャッシュ・フロー   

社債の発行による収入 9,966 9,966

社債の償還による支出 △15,000 －

長期借入れによる収入 13,200 11,664

長期借入金の返済による支出 △9,235 △9,470

短期借入金の純増減額（△は減少） △2,473 －

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） 4,000 －

配当金の支払額 △523 △524

その他 △29 △204

財務活動によるキャッシュ・フロー △95 11,431

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,907 △1,250

現金及び現金同等物の期首残高 11,207 9,534

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,299 8,284



 

 
 

(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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