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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 90,176 4.2 11,399 24.1 10,094 28.1 7,438 34.4
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

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 7,284百万円 （29.4％） 24年3月期第2四半期 5,631百万円 （△6.6％）

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2四半期 425.77 ―

24年3月期第2四半期 316.90 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 419,336 139,048 33.0
24年3月期 400,687 132,289 32.8

（参考） 自己資本  25年3月期第2四半期  138,265百万円 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 171,800 3.4 9,000 △29.5 6,400 △37.7 4,700 △32.4 269.01



(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2Q 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2Q 53,320 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2Q 17,471,392 株 24年3月期2Q 17,471,690 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 163,500 3.6 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２四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、気温の影響によ

り前年並みとなりました。一方、電力は業務用電力における新規お客さまなどの需要増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0.6％増の39億88百万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36億11百万円増（4.2％増）の901億76百万円、経常収益は36億２百万円増

（4.1％増）の905億55百万円となりました。 

 一方、支出面では、電気事業において減価償却費や諸費の減少があったものの、燃料費、委託費の増加等によ

り、経常費用は前年同期に比べ13億85百万円増（1.8％増）の804億60百万円となりました。 

 その結果、経常利益は22億16百万円増（28.1％増）の100億94百万円、四半期純利益は19億１百万円増（34.4％

増）の74億38百万円となりました。 

  

（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 

①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186億48百万円増（4.7％増）の4,193億36百万円となりました。 

 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118億89百万円増（4.4％増）の2,802億

87百万円となりました。 

 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67億58百万円増（5.1％増）の1,390

億48百万円となりました。 

 この結果、自己資本比率は33.0％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、税金等調整前当期純利益の増加があったものの、たな卸資産の増減に伴

う支出の増加などにより、前年同期に比べ９億55百万円減（7.5％減）の117億87百万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減少などにより、前年同期に比べ52億１百

万円減（20.5％減）の202億23百万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増加したことなどにより、前年同期と比べ９億

50百万円減（8.3％減）の104億80百万円の収入となりました。 

 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20億44百万円増（27.3％

増）の95億32百万円となりました。 

  

    

１．当四半期決算に関する定性的情報

  24年３月期 

第２四半期 

25年３月期 

第２四半期 
前年同期比 

電 灯  1,539  1,540  100.1

電 力  2,423  2,448  101.0

合 計  3,962  3,988  100.6



（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、燃料費調整制度の影響や販売電力量の減少等による電

灯電力料の減が見込まれることから、前回発表より34億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、減価償却費の減や発電電力量の減少等による燃料費の減等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15億円、当期純利益を10億円下方修正しております。   

  

（通期 連結業績予想）  

  

  

【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。 

   

 （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。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第２四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118百万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） 175,200 10,700 7,900 5,700    326   25 

今回発表予想（Ｂ） 171,800 9,000 6,400 4,700    269   01 

増減額（Ｂ－Ａ） △3,400 △1,700 △1,500 △1,000  － 

増減率（％） △1.9 △15.9 △19.0 △17.5  － 

（ご参考）前期実績 

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

  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） 166,500 9,400 6,500 4,800    274   74 

今回発表予想（Ｂ） 163,500 7,700 5,000 3,800    217   50 

増減額（Ｂ－Ａ） △3,000 △1,700 △1,500 △1,000  － 

増減率（％） △1.8 △18.1 △23.1 △20.8  － 

（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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

固定資産 368,274 377,878

電気事業固定資産 254,278 248,371

汽力発電設備 65,554 63,336

内燃力発電設備 13,125 12,716

送電設備 54,569 52,884

変電設備 33,058 32,138

配電設備 71,098 70,990

業務設備 16,096 15,547

その他の電気事業固定資産 775 758

その他の固定資産 16,120 15,625

固定資産仮勘定 76,385 92,733

建設仮勘定 76,377 92,733

除却仮勘定 7 0

投資その他の資産 21,489 21,147

長期投資 9,420 9,121

繰延税金資産 10,491 10,531

その他 1,755 1,629

貸倒引当金（貸方） △179 △135

流動資産 32,413 41,457

現金及び預金 9,477 11,172

受取手形及び売掛金 6,680 10,201

たな卸資産 10,117 15,089

繰延税金資産 1,944 1,986

その他 4,358 3,272

貸倒引当金（貸方） △165 △263

合計 400,687 419,336



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債及び純資産の部   

固定負債 206,357 217,883

社債 69,999 79,999

長期借入金 119,076 120,816

退職給付引当金 14,734 15,012

その他 2,546 2,054

流動負債 62,040 62,403

1年以内に期限到来の固定負債 29,522 17,202

短期借入金 1,650 8,500

コマーシャル・ペーパー － 5,000

支払手形及び買掛金 13,425 11,340

未払税金 1,823 3,964

その他 15,619 16,397

負債合計 268,398 280,287

株主資本 130,718 137,632

資本金 7,586 7,586

資本剰余金 7,141 7,141

利益剰余金 116,264 123,178

自己株式 △273 △273

その他の包括利益累計額 794 632

その他有価証券評価差額金 794 632

少数株主持分 776 782

純資産合計 132,289 139,048

合計 400,687 419,336



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

営業収益 86,564 90,176

電気事業営業収益 82,850 86,932

その他事業営業収益 3,714 3,243

営業費用 77,381 78,776

電気事業営業費用 73,825 75,681

その他事業営業費用 3,556 3,095

営業利益 9,182 11,399

営業外収益 388 379

受取配当金 138 141

受取利息 33 25

その他 215 211

営業外費用 1,693 1,683

支払利息 1,470 1,475

その他 222 208

四半期経常収益合計 86,952 90,555

四半期経常費用合計 79,074 80,460

経常利益 7,878 10,094

税金等調整前四半期純利益 7,878 10,094

法人税等 2,307 2,645

少数株主損益調整前四半期純利益 5,570 7,449

少数株主利益 33 10

四半期純利益 5,536 7,438



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 5,570 7,449

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 60 △163

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 60 △164

四半期包括利益 5,631 7,284

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 5,598 7,277

少数株主に係る四半期包括利益 33 7



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 7,878 10,094

減価償却費 11,072 10,425

固定資産除却損 306 422

退職給付引当金の増減額（△は減少） 304 278

受取利息及び受取配当金 △172 △167

支払利息 1,470 1,475

売上債権の増減額（△は増加） △1,476 △3,520

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,336 △4,912

仕入債務の増減額（△は減少） △814 △2,084

その他 △1,748 960

小計 15,483 12,972

利息及び配当金の受取額 172 168

利息の支払額 △1,453 △1,516

法人税等の支払額 △1,458 △376

法人税等の還付額 － 540

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,743 11,787

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 △24,568 △21,668

固定資産の売却による収入 131 123

投融資による支出 △56 △20

投融資の回収による収入 250 36

その他 △1,182 1,305

投資活動によるキャッシュ・フロー △25,424 △20,223

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 － △10,000

長期借入れによる収入 11,664 10,100

長期借入金の返済による支出 △9,470 △10,819

短期借入金の純増減額（△は減少） － 7,000

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） － 5,000

配当金の支払額 △524 △523

その他 △204 △242

財務活動によるキャッシュ・フロー 11,431 10,480

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,250 2,044

現金及び現金同等物の期首残高 9,534 7,487

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,284 9,532



該当事項はありません。   

   

   

該当事項はありません。   

   

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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