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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第1四半期 39,717 3.7 △688 ― △1,166 ― △1,056 ―

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

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 △1,064百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △137百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 △60.47 ―

25年3月期第1四半期 4.20 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 432,014 134,462 30.9
25年3月期 435,515 136,056 31.1

（参考） 自己資本  26年3月期第1四半期  133,687百万円 25年3月期  135,281百万円

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

25年3月期 ― 30.00 ― 30.00 60.00

26年3月期 ―

26年3月期（予想） 30.00 ― 30.00 60.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 180,700 8.6 9,400 4.8 6,500 3.1 4,600 6.5 263.29



(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  
（注）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（1）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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
半期連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。 

※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   ：  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） 26年3月期1Q 17,524,723 株 25年3月期 17,524,723 株

② 期末自己株式数 26年3月期1Q 53,589 株 25年3月期 53,331 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 17,471,313 株 25年3月期1Q 17,471,358 株



 

 

(参考)平成 26 年３月期の個別業績予想（平成 25 年４月１日～平成 26 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 172,400 8.5 7,800 10.7 5,000 16.0 3,800 22.6 217.50

（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）経営成績に関する説明 

当第１四半期累計期間における当社の販売電力量は、電灯はお客さま数の増加による需要増により前年同期を上回

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1.0％増の17億39百万kWhとなり

ました。 

収支の状況については、収入面では、電気事業において販売電力量の増加や燃料費調整制度等の影響により売上高

は増加となりました。連結子会社においては外部向け売上高の減少となりました。その結果、前年同期に比べ売上高

は14億12百万円増（3.7％増）の397億17百万円、経常収益は14億79百万円増（3.8％増）の399億87百万円となりまし

た。 

一方、支出面では、電気事業において修繕費の減少があったものの、減価償却費、燃料費が増加したことから、

経常費用は前年同期に比べ27億93百万円増（7.3％増）の411億53百万円となりました。 

その結果、経常損失は11億66百万円、四半期純損失は10億56百万円となりました。 

   

（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）財政状態に関する説明 

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新設に伴う固定資産の増加はあったものの、現金及び預金の減少等により、

前連結会計年度末に比べ35億１百万円減（0.8％減）の4,320億14百万円となりました。 

負債については、未払税金や支払手形及び買掛金の減少等により、前連結会計年度末に比べ19億７百万円減

（0.6％減）の2,975億52百万円となりました。 

純資産については、利益剰余金の減少等により、前連結会計年度末に比べ15億94百万円減（1.2％減）の1,344億62

百万円となりました。 

この結果、自己資本比率は30.9％となりました。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

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等の影響による電灯電力料の減少が見込ま

れることにから、前回発表より17億円下方修正しております。利益については、売上高の減少や他社購入電力料の増

加があるものの、燃料費の減少等が見込まれることから、前回発表より営業利益を８億円、経常利益を８億円、当期

純利益を６億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

  25年３月期 

第１四半期 

26年３月期 

第１四半期 
前年同期比 

電 灯  660  669  101.4

電 力  1,062  1,070  100.8

合 計  1,722  1,739  101.0

  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） 182,400 8,600 5,700 4,000 228   95 

今回発表予想（Ｂ） 180,700 9,400 6,500 4,600 263   29 

増減額（Ｂ－Ａ） △1,700 ＋800 ＋800 ＋600  － 

増減率（％） △0.9 ＋9.3 ＋14.0 ＋15.0  － 

（ご参考）前期実績 

（平成25年3月期） 
166,439 8,969 6,307 4,318 247   20 



（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。 

   

  

  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） 174,100 7,000 4,000 3,000 171   71 

今回発表予想（Ｂ） 172,400 7,800 5,000 3,800 217   50 

増減額（Ｂ－Ａ） △1,700 ＋800 ＋1,000 ＋800  － 

増減率（％） △1.0 ＋11.4 ＋25.0 ＋26.7  － 

（ご参考）前期実績 

（平成25年3月期） 
158,911 7,047 4,309 3,098 177   35 

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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

固定資産 390,304 393,059

電気事業固定資産 329,331 345,092

汽力発電設備 145,726 162,695

内燃力発電設備 12,092 12,096

送電設備 51,413 50,721

変電設備 32,032 31,950

配電設備 71,631 71,495

業務設備 14,774 14,516

その他の電気事業固定資産 1,659 1,616

その他の固定資産 15,728 15,611

固定資産仮勘定 20,968 8,263

建設仮勘定及び除却仮勘定 20,968 8,263

投資その他の資産 24,276 24,091

長期投資 10,141 10,103

繰延税金資産 10,240 10,175

その他 3,993 3,911

貸倒引当金（貸方） △98 △98

流動資産 45,211 38,955

現金及び預金 17,730 9,738

受取手形及び売掛金 6,925 8,959

たな卸資産 13,217 14,999

繰延税金資産 1,807 2,107

その他 5,680 3,347

貸倒引当金（貸方） △150 △198

合計 435,515 432,014



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債及び純資産の部   

固定負債 239,004 233,950

社債 79,999 79,999

長期借入金 110,993 106,996

リース債務 32,064 31,185

退職給付引当金 15,080 14,970

その他 865 798

流動負債 60,455 63,601

1年以内に期限到来の固定負債 20,236 19,716

短期借入金 196 2,280

コマーシャル・ペーパー － 4,000

支払手形及び買掛金 10,917 9,214

未払税金 1,819 1,448

その他 27,285 26,941

負債合計 299,459 297,552

株主資本 133,988 132,407

資本金 7,586 7,586

資本剰余金 7,141 7,141

利益剰余金 119,533 117,953

自己株式 △273 △273

その他の包括利益累計額 1,292 1,279

その他有価証券評価差額金 1,292 1,279

少数株主持分 774 775

純資産合計 136,056 134,462

合計 435,515 432,014



（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24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

営業収益 38,304 39,717

電気事業営業収益 36,782 38,405

その他事業営業収益 1,522 1,311

営業費用 37,494 40,405

電気事業営業費用 35,962 39,144

その他事業営業費用 1,532 1,260

営業利益又は営業損失（△） 809 △688

営業外収益 203 270

受取配当金 72 77

受取利息 3 34

その他 127 157

営業外費用 864 748

支払利息 736 712

その他 127 35

四半期経常収益合計 38,508 39,987

四半期経常費用合計 38,359 41,153

経常利益又は経常損失（△） 148 △1,166

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（△）

148 △1,166

法人税等 88 △115

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（△）

60 △1,051

少数株主利益又は少数株主損失（△） △13 5

四半期純利益又は四半期純損失（△） 73 △1,056



（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24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25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（△）

60 △1,051

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △197 △13

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 △197 △13

四半期包括利益 △137 △1,064

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △121 △1,069

少数株主に係る四半期包括利益 △15 4



 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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