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

24年3月期第1四半期 347,229 △11.8 △11,798 ― △19,134 ― △16,691 ―

23年3月期第1四半期 393,897 △1.4 49,364 △6.3 40,952 △3.7 19,303 △31.5

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △16,453百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 16,671百万円 （△44.1％）

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1四半期 △33.48 ―

23年3月期第1四半期 38.72 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 4,004,943 849,565 20.0
23年3月期 4,028,861 876,488 20.5

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  800,588百万円 23年3月期  827,328百万円

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  

 平成24年３月期の中間および期末配当予想額については、現時点では未定です。 

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 ― 20.00 50.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） ― ― ― ―

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、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 平成24年３月期の業績予想につきましては、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響により、現時点において合理的な算定が困難であることから
未定としております。今後、業績予想の算定が可能となった時点において、速やかに開示いたします。 

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

第2四半期(累計) ― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―



(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  ：  無  

(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 
 １．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。 
 ２．決算補足説明資料については，当社ホームページに掲載しております。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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1Q 502,882,585 株 23年3月期 502,882,585 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 4,353,625 株 23年3月期 4,352,234 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 498,529,392 株 23年3月期1Q 498,546,937 株
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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，３月に発生した東日本大震災の影響により販売電力量が減少したこ

となどから，売上高（営業収益）は前年同期に比べ 466 億円（11.8％）減の 3,472 億円，四半期経

常収益は前年同期に比べ 463 億円（11.7％）減の 3,508 億円となりました。 

一方，費用面では，修繕費や購入電力料などの減少はあったものの，原子力発電所の停止に伴う

火力の焚き増しなどにより燃料費が大幅に増加したことなどから，四半期経常費用は前年同期に比

べ 137 億円（3.9％）増の 3,699 億円となりました。 

以上の結果，経常損益は前年同期に比べ 600 億円減の 191 億円の損失，四半期純損益は前年同期

に比べ 359 億円減の 166 億円の損失となりました。 

 

② 販売電力量の状況 

販売電力量は，３月に発生した東日本大震災の影響を受け，前年同期に比べ 16.2％減の 166 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，11.7％減の 64 億キロワット時，また，特定規模

需要については，18.8％減の 102 億キロワット時となりました。 

 

                            （単位：百万 kWh,％） 

23年３月期
第１四半期

24年３月期
第１四半期

前年同期比

電　　　灯 6,259    5,548    88.6    

電　　　力 974    841    86.3    

計 7,233    6,389    88.3    

12,618    10,243    81.2    

19,851    16,632    83.8    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 

資産は，減価償却の進行などによる固定資産の減少に加え，現金及び預金などの流動資産が減少

したことなどから，前年度末に比べ 239 億円（0.6％）減の 4兆 49 億円となりました。 

負債は，長期借入金が増加したことなどから，前年度末に比べ 30 億円（0.1％）増の 3 兆 1,553

億円となりました。 

純資産は，四半期純損失の計上により利益剰余金が減少したことなどから，前年度末に比べ 269

億円（3.1％）減の 8,495 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 0.5 ポイント低下し，20.0％となりました。 
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当社におきましては，東日本大震災により，太平洋側の火力発電所が甚大な被害を受け，供給力

が大幅に低下したことから，可能な限りの供給力確保に全力で取組んでいるところであります。 

現時点においては，震災後の電力需要の回復動向，夏場の気温影響やお客さまの節電動向及び原

子力発電所の再稼動時期など需給両面にわたり不確定要素が多く，売上高・費用とも合理的に算定

することが困難なことから，平成 24 年３月期の業績予想は，第２四半期（累計），通期とも未定と

しております。今後，需給両面での見通しが立った時点において速やかに開示いたします。 

 

２．その他の情報 

（１）追加情報 

当第１四半期連結会計期間より，「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計

基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 
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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日現在) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日現在) 

資産の部   

固定資産 3,591,804 3,577,257

電気事業固定資産 2,424,229 2,559,717

水力発電設備 166,553 165,180

汽力発電設備 289,240 283,090

原子力発電設備 384,096 374,914

送電設備 597,955 733,564

変電設備 243,377 256,738

配電設備 612,482 613,115

業務設備 103,268 104,868

その他の電気事業固定資産 27,254 28,245

その他の固定資産 234,374 231,765

固定資産仮勘定 308,642 154,035

建設仮勘定及び除却仮勘定 308,642 154,035

核燃料 152,325 151,381

装荷核燃料 27,746 34,729

加工中等核燃料 124,579 116,651

投資その他の資産 472,232 480,357

長期投資 96,644 94,634

使用済燃料再処理等積立金 106,506 103,375

繰延税金資産 166,209 178,178

その他 103,836 105,072

貸倒引当金（貸方） △965 △904

流動資産 437,056 427,686

現金及び預金 168,632 155,305

受取手形及び売掛金 118,681 107,673

たな卸資産 72,719 86,248

繰延税金資産 25,991 21,761

その他 51,924 57,367

貸倒引当金（貸方） △892 △670

合計 4,028,861 4,004,943
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日現在) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日現在) 

負債及び純資産の部   

固定負債 2,317,977 2,345,959

社債 1,183,701 1,113,708

長期借入金 551,834 651,796

退職給付引当金 221,074 222,984

使用済燃料再処理等引当金 110,441 110,538

使用済燃料再処理等準備引当金 12,505 12,630

災害復旧費用引当金 13,427 13,225

資産除去債務 125,411 126,132

再評価に係る繰延税金負債 2,283 2,255

その他 97,298 92,688

流動負債 834,090 807,877

1年以内に期限到来の固定負債 228,098 261,673

短期借入金 55,090 57,422

支払手形及び買掛金 131,788 105,198

未払税金 19,988 15,721

災害復旧費用引当金 88,546 80,771

その他 310,578 287,090

特別法上の引当金 304 1,540

渇水準備引当金 304 1,540

負債合計 3,152,372 3,155,377

株主資本 829,407 802,763

資本金 251,441 251,441

資本剰余金 26,701 26,700

利益剰余金 559,633 532,991

自己株式 △8,369 △8,369

その他の包括利益累計額 △2,078 △2,174

その他有価証券評価差額金 △516 △578

土地再評価差額金 △1,430 △1,450

為替換算調整勘定 △131 △146

新株予約権 265 265

少数株主持分 48,893 48,710

純資産合計 876,488 849,565

合計 4,028,861 4,004,943

東北電力（株）　9506　平成24年３月期　第１四半期決算短信

‐5‐



（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 
(平成22年４月１日から 
  平成22年６月30日まで) 

当第１四半期連結累計期間 
(平成23年４月１日から 
  平成23年６月30日まで) 

営業収益 393,897 347,229

電気事業営業収益 362,440 309,905

その他事業営業収益 31,457 37,324

営業費用 344,533 359,027

電気事業営業費用 312,834 323,373

その他事業営業費用 31,698 35,653

営業利益又は営業損失（△） 49,364 △11,798

営業外収益 3,331 3,635

受取配当金 557 423

受取利息 465 478

固定資産売却益 13 1

持分法による投資利益 1,143 1,337

その他 1,152 1,394

営業外費用 11,743 10,971

支払利息 10,065 9,562

その他 1,678 1,408

四半期経常収益合計 397,229 350,864

四半期経常費用合計 356,276 369,998

経常利益又は経常損失（△） 40,952 △19,134

渇水準備金引当又は取崩し 330 1,235

渇水準備金引当 330 1,235

特別損失 9,143 1,782

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 2,589 1,782

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（△）

31,478 △22,152

法人税、住民税及び事業税 7,902 1,134

法人税等調整額 4,798 △6,932

法人税等合計 12,700 △5,797

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（△）

18,777 △16,355

少数株主利益又は少数株主損失（△） △525 335

四半期純利益又は四半期純損失（△） 19,303 △16,691
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 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 
(平成22年４月１日から 
  平成22年６月30日まで) 

当第１四半期連結累計期間 
(平成23年４月１日から 
  平成23年６月30日まで) 

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（△）

18,777 △16,355

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,597 △83

為替換算調整勘定 △506 △14

持分法適用会社に対する持分相当額 △1 △0

その他の包括利益合計 △2,106 △98

四半期包括利益 16,671 △16,453

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 17,227 △16,767

少数株主に係る四半期包括利益 △555 313

東北電力（株）　9506　平成24年３月期　第１四半期決算短信

‐7‐



（３）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（４）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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