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

25年3月期第1四半期 38,304 5.0 809 ― 148 ― 73 ―

24年3月期第1四半期 36,475 3.9 △1,624 ― △2,231 ― △1,531 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △137百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △1,504百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 4.20 ―

24年3月期第1四半期 △87.67 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 410,509 131,626 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1四半期  130,866百万円 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 ―

25年3月期（予想） 30.00 ― 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 175,200 5.5 10,700 △16.2 7,900 △23.1 5,700 △18.1 326.25



(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.2「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1Q 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1Q 53,345 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1Q 17,471,358 株 24年3月期1Q 17,471,731 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 166,500 5.5 9,400 △13.3 6,500 △19.4 4,800 △5.0 274.74

（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１四半期累計期間における当社の販売電力量は、電灯は気温の影響による需要減により前年同期を下回りまし

た。一方、電力は業務用電力における新規お客さまの需要増などにより前年同期を上回りました。 

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％増の17億22百万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等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18億28百万円増（5.0％増）の383億４百万円、経常収益は18億２百万円増

（4.9％増）の385億８百万円となりました。 

一方、支出面では、電気事業において、委託費や燃料費の増加があったものの、諸費、減価償却費、修繕費の減

少等があったことから、経常費用は前年同期に比べ５億77百万円減（1.5％減）の383億59百万円となりました。 

その結果、経常利益は23億80百万円増の１億48百万円、四半期純利益は16億５百万円増の73百万円となりました。

   

（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98億21百万円増（2.5％増）の4,105億９百万円となりました。 

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104億85百万円増（3.9％増）の2,788億

83百万円となりました。 

純資産については、前連結会計年度末に比べ６億63百万円減（0.5％減）の1,316億26百万円となりました。 

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 

連結業績予想につきましては、平成24年４月27日に公表いたしました通期の業績予想を修正しております。 

詳細につきましては、本日（平成24年７月31日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照

下さい。  

    

 （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１四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、当第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。 

 これによる当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。   

１．当四半期決算に関する定性的情報

  24年3月期 

第1四半期 

25年3月期 

第1四半期 
前年同期比 

電 灯  667  660  99.1

電 力  1,035  1,062  102.5

合 計  1,702  1,722  101.2

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１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

固定資産 368,274 371,963

電気事業固定資産 254,278 251,999

汽力発電設備 65,554 64,859

内燃力発電設備 13,125 12,993

送電設備 54,569 53,817

変電設備 33,058 32,724

配電設備 71,098 70,912

業務設備 16,096 15,925

その他の電気事業固定資産 775 766

その他の固定資産 16,120 15,810

固定資産仮勘定 76,385 82,982

建設仮勘定 76,377 82,974

除却仮勘定 7 7

投資その他の資産 21,489 21,170

長期投資 9,420 9,085

繰延税金資産 10,491 10,560

その他 1,755 1,660

貸倒引当金（貸方） △179 △136

流動資産 32,413 38,546

現金及び預金 9,477 10,217

受取手形及び売掛金 6,680 7,302

たな卸資産 10,117 15,458

繰延税金資産 1,944 2,009

その他 4,358 3,747

貸倒引当金（貸方） △165 △189

合計 400,687 410,509



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債及び純資産の部   

固定負債 206,357 220,918

社債 69,999 79,999

長期借入金 119,076 123,718

退職給付引当金 14,734 14,933

その他 2,546 2,266

流動負債 62,040 57,965

1年以内に期限到来の固定負債 29,522 17,727

短期借入金 1,650 5,000

コマーシャル・ペーパー － 10,000

支払手形及び買掛金 13,425 9,670

未払税金 1,823 1,149

その他 15,619 14,417

負債合計 268,398 278,883

株主資本 130,718 130,267

資本金 7,586 7,586

資本剰余金 7,141 7,141

利益剰余金 116,264 115,813

自己株式 △273 △273

その他の包括利益累計額 794 599

その他有価証券評価差額金 794 599

少数株主持分 776 759

純資産合計 132,289 131,626

合計 400,687 410,509



（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

営業収益 36,475 38,304

電気事業営業収益 34,848 36,782

その他事業営業収益 1,627 1,522

営業費用 38,100 37,494

電気事業営業費用 36,534 35,962

その他事業営業費用 1,566 1,532

営業利益又は営業損失（△） △1,624 809

営業外収益 229 203

受取配当金 118 72

受取利息 21 3

その他 89 127

営業外費用 836 864

支払利息 722 736

その他 114 127

四半期経常収益合計 36,705 38,508

四半期経常費用合計 38,937 38,359

経常利益又は経常損失（△） △2,231 148

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（△）

△2,231 148

法人税等 △713 88

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△1,518 60

少数株主利益又は少数株主損失（△） 13 △13

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,531 73



（四半期連結包括利益計算書） 
（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△1,518 60

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 13 △197

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 13 △197

四半期包括利益 △1,504 △137

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,518 △121

少数株主に係る四半期包括利益 13 △15



 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
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