
平成23年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年1月28日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 東北電力株式会社 上場取引所 東 大 

コード番号 9506 URL http://www.tohoku-epco.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 海輪 誠

問合せ先責任者 （役職名） 経理部経理調査課長 （氏名） 菅野 功 TEL （022）-225-2111

四半期報告書提出予定日 平成23年2月10日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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 ％

23年3月期第3四半期 1,248,071 4.5 120,771 74.8 95,019 152.1 50,799 100.3
22年3月期第3四半期 1,194,392 △9.6 69,090 ― 37,687 ― 25,356 ―

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

23年3月期第3四半期 101.90 101.88
22年3月期第3四半期 50.86 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期第3四半期 3,966,390 961,960 23.0 1,827.38
22年3月期 3,918,574 943,973 22.8 1,790.38

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  911,013百万円 22年3月期  892,590百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 30.00 ― 30.00 60.00
23年3月期 ― 30.00 ―

23年3月期 
（予想）

30.00 60.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

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 1,710,000 2.8 112,000 25.5 76,000 75.5 36,000 39.5 72.21



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(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。 
 なお、業績予想に関する事項については、【添付資料】Ｐ３ 「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】Ｐ３「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 502,882,585株 22年3月期  502,882,585株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  4,346,988株 22年3月期  4,333,258株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 498,543,488株 22年3月期3Q  498,563,161株



【参　考】

 平成23年3月期の個別業績予想（平成22年4月１日 ～ 平成23年3月31日）

通　　　期

　（注）当四半期における業績予想の修正有無 無

2.8

百万円

1,550,000

％ 百万円

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益

％百万円 ％ ％百万円

当期純利益
１株当たり

当期純利益
円 銭 

60.18  29.295,000 116.560,000 49.030,000
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１． 当四半期の連結業績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 

① 収支の状況 

収益面では，当社において，販売電力量が増加したことなどから，売上高（営業収益）は前年同

期に比べ 536 億円（4.5％）増の 1兆 2,480 億円，四半期経常収益は前年同期に比べ 554 億円（4.6％）

増の 1兆 2,549 億円となりました。 

一方，費用面では，販売電力量は増加したものの，原子力発電の高稼働などにより燃料費が小幅

な増加に留まったこと，及び退職給付費用の減による人件費の減少や，支払利息の減少などから，

四半期経常費用は前年同期に比べ 19 億円（0.2％）減の 1兆 1,599 億円となりました。 

以上の結果，経常利益は前年同期に比べ 573 億円（152.1％）増の 950 億円，四半期純利益は前年

同期に比べ 254 億円（100.3％）増の 507 億円となりました。 

② 販売電力量の状況 

販売電力量につきましては，前年同期に比べ 7.4％増の 610 億キロワット時となりました。 

このうち特定規模需要以外の需要については，夏場の記録的な高気温による冷房需要の増加に加

え，オール電化住宅の普及拡大などから，前年同期に比べ 6.8％増の 212 億キロワット時となりま

した。 

また，特定規模需要については，産業用需要における「鉄鋼」「非鉄」「機械」「化学」などを中心

とした生産水準の回復や前年同期の減産影響の反動などから，前年同期に比べ 7.7％増の 398 億キ

ロワット時となりました。 

 

                            （単位：百万 kWh,％） 

22年３月期
第３四半期

23年３月期
第３四半期

前年同期比

電　　　灯 17,078    18,236    106.8    

電　　　力 2,800    2,989    106.7    

計 19,878    21,225    106.8    

36,893    39,740    107.7    

56,771    60,965    107.4    合 計

特 定 規 模 需 要

　
以
外
の
需
要

特
定
規
模
需
要

 

 

（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 

  資産は，資産除去債務相当資産の計上などにより電気事業固定資産が増加したことなどから，前

年度末に比べ 478 億円（1.2％）増の 3兆 9,663 億円となりました。 

  負債は，資産除去債務を計上したことなどから，前年度末に比べ 298 億円（1.0％）増の 3 兆 44

億円となりました。 

  純資産は，四半期純利益の計上により利益剰余金が増加したことなどから，前年度末に比べ 179

億円（1.9％）増の 9,619 億円となりました。 

  以上の結果，自己資本比率は前年度末から 0.2 ポイント上昇し，23.0％となりました。 
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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） 

税金等調整前四半期純利益が増加したことなどから，前年同期に比べ 180 億円（8.9％）増の

2,220 億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） 

   固定資産の取得による支出は減少したものの，投融資による支出が増加したことなどから，前

年同期に比べ 72 億円（4.6％）増の 1,654 億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） 

   コマーシャル・ペーパーによる資金調達が減少したことなどから，前年同期に比べ 32 億円

（5.6％）減の 552 億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四半期末残高は，1,245 億円となりました。 

 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

業績予想につきましては，平成 22 年 10 月 29 日に公表した数値から変更はありません。 

 

２．その他の情報 

（１）重要な子会社の異動の概要 

   該当事項はありません。 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

   該当事項はありません。 

（３）会計処理の原則・手続，表示方法等の変更の概要 

① 会計処理の変更 

  （資産除去債務に関する会計基準等の適用） 

   第１四半期連結会計期間より，「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第 18 号 平 

成 20 年３月 31 日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 

21 号 平成 20 年３月 31 日）を適用しております。また，これらの会計基準等の適用に伴い，「原 

子力発電施設解体引当金に関する省令」（経済産業省令）が改正されております。 

   この結果，当第３四半期連結累計期間の営業利益，経常利益はそれぞれ 437 百万円減少し，税 

金等調整前四半期純利益は，当会計基準等の適用により生じた期首差額を特別損失に計上したこ 

とから 6,991 百万円減少しております。また，当会計基準等の適用開始による資産除去債務の計 

上額は，122,200 百万円（うち，原子力発電施設解体引当金からの振替額は 58,171 百万円）であ 

ります。 
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（企業結合に関する会計基準等の適用） 

   当第３四半期連結会計期間より，「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第 21 号 平成 

20 年 12 月 26 日），「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 22 号 平成 20 年 12 月 26 

日），「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第 23 号 平成 20 年 12 月 26 

日），「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成 20 年 12 月 26 日），「持分法に 

関する会計基準」（企業会計基準第 16 号 平成 20 年 12 月 26 日公表分）及び「企業結合会計基準 

及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第 10 号 平成 20 年 12 月 26 

日）を適用しております。 

 

② 表示方法の変更 

  （四半期連結貸借対照表） 

   電気事業会計規則の一部改正（平成 22 年３月 31 日 経済産業省令第 20 号）により，当第３四 

半期連結会計期間末では風力発電及び地熱発電の新エネルギー等に係る設備（21,356 百万円）に 

ついて，「その他の電気事業固定資産」に含めて表示しております。 

   なお，前第３四半期連結会計期間末における風力発電に係る設備（790 百万円）は「水力発電 

設備」に，地熱発電に係る設備（22,359 百万円）は「汽力発電設備」に含めて表示しております。 

     

（四半期連結損益計算書） 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 22 号 平成 20 年 12 月 26 日）に基づく財 

務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成 21 年３月 24 日 内閣府令第５号）の適用によ 

り，当第３四半期連結累計期間では，「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しており 

ます。 
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３. 四半期連結財務諸表等 
(１) 四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日現在) 

前連結会計年度末 
(平成22年３月31日現在) 

資産の部   

固定資産 3,584,303 3,558,344

電気事業固定資産 2,444,443 2,429,981

水力発電設備 165,219 169,709

汽力発電設備 304,779 295,685

原子力発電設備 393,246 360,676

送電設備 597,198 610,626

変電設備 245,511 245,746

配電設備 609,077 611,457

業務設備 101,595 106,416

その他の電気事業固定資産 27,814 29,662

その他の固定資産 234,820 245,496

固定資産仮勘定 294,395 305,041

建設仮勘定及び除却仮勘定 294,395 305,041

核燃料 153,213 145,230

装荷核燃料 25,192 28,811

加工中等核燃料 128,021 116,418

投資その他の資産 457,430 432,594

長期投資 92,003 75,245

使用済燃料再処理等積立金 103,444 106,425

繰延税金資産 160,540 157,201

その他 102,344 94,863

貸倒引当金（貸方） △902 △1,142

流動資産 382,087 360,229

現金及び預金 115,417 106,652

受取手形及び売掛金 118,834 123,523

たな卸資産 73,697 57,543

繰延税金資産 15,717 20,892

その他 59,375 52,615

貸倒引当金（貸方） △955 △997

合計 3,966,390 3,918,574
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日現在) 

前連結会計年度末 
(平成22年３月31日現在) 

負債及び純資産の部   

固定負債 2,238,241 2,232,668

社債 1,163,696 1,192,578

長期借入金 504,301 525,416

退職給付引当金 219,531 215,662

使用済燃料再処理等引当金 110,531 110,478

使用済燃料再処理等準備引当金 12,193 9,939

原子力発電施設解体引当金 － 58,171

資産除去債務 124,308 －

繰延税金負債 9 －

再評価に係る繰延税金負債 2,311 2,528

その他 101,357 117,892

流動負債 764,492 740,437

1年以内に期限到来の固定負債 277,042 257,628

短期借入金 57,842 54,710

支払手形及び買掛金 94,893 98,386

未払税金 47,654 26,131

その他 287,059 303,581

特別法上の引当金 1,696 1,495

渇水準備引当金 1,696 1,495

負債合計 3,004,430 2,974,601

株主資本 913,904 892,924

資本金 251,441 251,441

資本剰余金 26,702 26,702

利益剰余金 644,121 623,116

自己株式 △8,360 △8,335

評価・換算差額等 △2,890 △334

その他有価証券評価差額金 △973 953

土地再評価差額金 △1,410 △1,292

為替換算調整勘定 △506 4

新株予約権 265 －

少数株主持分 50,680 51,382

純資産合計 961,960 943,973

合計 3,966,390 3,918,574
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(２) 四半期連結損益計算書 
 (第３四半期連結累計期間) 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(平成21年４月１日から 
  平成21年12月31日まで) 

当第３四半期連結累計期間 
(平成22年４月１日から 
  平成22年12月31日まで) 

営業収益 1,194,392 1,248,071

電気事業営業収益 1,084,587 1,133,701

その他事業営業収益 109,804 114,369

営業費用 1,125,302 1,127,299

電気事業営業費用 1,019,853 1,018,221

その他事業営業費用 105,448 109,078

営業利益 69,090 120,771

営業外収益 5,144 6,871

受取配当金 888 849

受取利息 1,472 1,497

固定資産売却益 87 47

持分法による投資利益 － 1,482

その他 2,695 2,995

営業外費用 36,546 32,623

支払利息 32,322 29,948

その他 4,224 2,674

四半期経常収益合計 1,199,536 1,254,942

四半期経常費用合計 1,161,848 1,159,923

経常利益 37,687 95,019

渇水準備金引当又は取崩し △7,832 225

渇水準備金引当 － 225

渇水準備引当金取崩し（貸方） △7,832 －

特別損失 － 9,853

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,554

有価証券評価損 － 3,299

税金等調整前四半期純利益 45,519 84,940

法人税、住民税及び事業税 3,921 30,049

法人税等調整額 16,110 4,035

法人税等合計 20,031 34,084

少数株主損益調整前四半期純利益 － 50,855

少数株主利益 131 55

四半期純利益 25,356 50,799

東北電力（株）　9506　平成23年３月期　第３四半期決算短信

－　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３四半期連結累計期間 
(平成21年４月１日から 
  平成21年12月31日まで) 

当第３四半期連結累計期間 
(平成22年４月１日から 
  平成22年12月31日まで) 

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 45,519 84,940

減価償却費 180,713 176,795

原子力発電施設解体費 － 4,284

核燃料減損額 6,912 8,769

固定資産除却損 8,334 4,834

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,554

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21,782 3,863

使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） 764 52

使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減
少）

1,532 2,254

原子力発電施設解体引当金の増減額（△は減少） 3,097 －

渇水準備引当金の増減額（△は減少） △7,832 201

受取利息及び受取配当金 △2,361 △2,346

支払利息 32,322 29,948

売上債権の増減額（△は増加） 7,083 △16,461

仕入債務の増減額（△は減少） △51,314 △3,386

その他 △2,166 △40,237

小計 244,388 260,067

利息及び配当金の受取額 2,343 2,317

利息の支払額 △34,280 △31,989

法人税等の支払額 △8,481 △8,365

営業活動によるキャッシュ・フロー 203,969 222,030

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 △210,534 △153,388

投融資による支出 △14,459 △36,759

投融資の回収による収入 10,806 6,544

その他 55,915 18,113

投資活動によるキャッシュ・フロー △158,271 △165,489

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 119,632 79,748

社債の償還による支出 △90,000 △60,000

長期借入れによる収入 30,183 47,700

長期借入金の返済による支出 △67,508 △95,408

短期借入れによる収入 226,430 236,900

短期借入金の返済による支出 △225,130 △233,800

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 372,000 283,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出 △394,000 △283,000

配当金の支払額 △28,438 △28,452

少数株主への配当金の支払額 △793 △710

その他 △856 △1,196

財務活動によるキャッシュ・フロー △58,480 △55,219

現金及び現金同等物に係る換算差額 6 △79

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △12,776 1,240

現金及び現金同等物の期首残高 129,905 123,321

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △22 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 117,106 124,562
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継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

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。

（４）

（５）
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