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1. 2021年3月期第2四半期の連結業績（2020年4月1日～2020年9月30日）

(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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年3月期第2四半期 1,038,078 △7.3 89,395 21.7 80,560 24.8 56,104 25.6

2020年3月期第2四半期 1,119,980 8.2 73,430 68.1 64,550 72.0 44,657 47.3

（注）包括利益 2021年3月期第2四半期　　59,955百万円 （33.4％） 2020年3月期第2四半期　　44,952百万円 （9.5％）

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

2021年3月期第2四半期 112.30 104.31

2020年3月期第2四半期 89.44 83.14

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2021年3月期第2四半期 4,460,030 912,651 18.9

2020年3月期 4,323,099 864,177 18.3

（参考）自己資本 2021年3月期第2四半期 841,134百万円 2020年3月期 791,121百万円

2. 配当の状況

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

2020年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00

2021年3月期 ― 20.00

2021年3月期（予想） ― 20.00 40.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

　2021年3月期の配当につきましては、これまで未定としておりましたが、今期の業績について一定の見通しが可能となったことなどを踏まえ、本資料にて公表い
たします。詳細は【添付資料】Ｐ４「２．配当に関する説明」をご覧ください。

3. 2021年3月期の連結業績予想（2020年4月1日～2021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
親会社株主に帰属する

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 2,080,000 △7.4 72,000 △38.1 55,000 △45.0 33,000 △47.7 66.06

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

　2021年3月期の業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症による販売電力量等への影響が不透明であり、合理的な算定が困難な状況であったた
め、未定としておりましたが、現時点で入手可能な情報や予測等に基づき算定いたしましたので、公表いたします。詳細は【添付資料】Ｐ２～３「１．当期の見通し
及び新型コロナウイルス感染症による影響について」をご覧ください。



※ 注記事項

(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

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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

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

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年3月期2Q 502,882,585 株 2020年3月期 502,882,585 株

② 期末自己株式数 2021年3月期2Q 3,315,816 株 2020年3月期 3,532,836 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期2Q 499,575,907 株 2020年3月期2Q 499,297,329 株

（注）当社は、業績連動型株式報酬制度「役員報酬ＢＩＰ信託」を導入しており、期末自己株式数には、「役員報酬ＢＩＰ信託」に係る信託口が保有する当社
株式（2021年3月期2Q　1,307,000株、2020年3月期　－株）が含まれております。また、当該信託口が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算におい
て控除する自己株式に含めております。

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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。

１．業績予想に関する事項については、【添付資料】Ｐ２「１．（１）当期の連結業績見通し」をご覧ください。

２．新型コロナウイルス感染症による影響については、【添付資料】Ｐ３「１．（２）新型コロナウイルス感染症による影響」をご覧ください。

３．四半期決算補足説明資料については、同日に当社ホームページに掲載いたします。



【参　考】

2021年３月期第２四半期の連結キャッシュ利益（2020年4月1日～2020年9月30日）

2021年３月期第２四半期

※　本年策定した東北電力グループの中長期ビジョンにおいて「連結キャッシュ利益」を財務目標として設定しております。
　 　（2024年度に3,200億円以上を目標）
　　 連結キャッシュ利益＝営業利益＋減価償却費＋核燃料減損額＋持分法投資損益
　　 （営業利益は、燃料費調整制度のタイムラグ影響を除く。）

百万円

171,091

連結キャッシュ利益
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１．当期の見通し及び新型コロナウイルス感染症による影響について 

（１）当期の連結業績見通し 

（単位：億円） 

 
売上高 営業利益 経常利益 

親会社株主に帰属

する当期純利益 

通  期 20,800 720 550 330 

 

2021 年３月期の業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症による販売電力

量等への影響が不透明であり、合理的な算定が困難な状況であったため、未定としており

ましたが、現時点で入手可能な情報や予測等に基づき算定いたしましたので、公表いたし

ます。 

連結業績予想における売上高は販売電力量（小売）が減少したこと等により、２兆 800

億円程度（前年度比 7.4％減）となる見通しです。 

経常利益は、新型コロナウイルス感染症や競争激化の影響による販売電力量（小売）の

減少等から、550億円程度（前年度比 45.0％減）となる見通しです。 

親会社株主に帰属する当期純利益は、330億円程度（前年度比 47.7％減）となる見通し

です。 

なお、新型コロナウイルス感染症による影響については、「（２）新型コロナウイルス感

染症による影響」のとおりです。 

 

【主要諸元】 

項  目 通  期 

販売電力量（億 kWh） 小  売 641 

卸  売 179 

合  計 820 

原油ＣＩＦ価格（ドル／バーレル） 41 

為替レート（円／ドル） 106 

原子力設備利用率（％） － 

 

【収支変動影響額】       （単位：億円） 

項  目 通  期 

原油ＣＩＦ価格（１ドル／バーレル） 17 

為替レート（１円／ドル） 21 
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（２）新型コロナウイルス感染症による影響 

 新型コロナウイルス感染症による当第２四半期における影響については、売上高は 220

億円程度の減少、経常利益は 100億円程度の減少があったものと見込んでおります。 

 

  連結業績予想における影響については、売上高は 450 億円程度の減少、経常利益は、

200億円程度の減少となる見通しです。 

   

なお、当社の販売電力量（小売）における影響については、当第２四半期においては、

15億 kWh程度の減少、通期においては、27億 kWh程度減少となる見通しです。影響の算

出にあたっては、以下のとおり前提をおいております。 

 

＜前提条件＞ 

・販売電力量（小売）への影響については、経済状況の改善に伴い販売電力量が徐々に

回復するものの、当面は一定のマイナス影響が続く見通し。 

業務用 

・第１四半期は休業要請や外出自粛により大きく減少したものの、その

後は徐々に回復傾向にある。ただし、外出を控える動きや営業時間の

短縮が継続すること等による一定のマイナス影響は当面続く見通し。 

産業用 

・第１四半期に引き続き、依然として稼動水準が低調に推移しており、

輸出産業を中心に海外経済の低迷の影響も受けるため、足元のマイナ

ス影響が継続する見通し。 

 

 

※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。 
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２．配当に関する説明 

当社は、配当につきましては、安定的な配当を行うことを基本に、当年度の業績や中長期的な収支見

通しなどを総合的に勘案し決定することを基本的な方針としております。 

当年度は、新型コロナウイルス感染症や競争激化等の影響はあるものの、一定の利益水準を確保でき

る見通しです。 

 

また、当社は、「東北電力グループ中長期ビジョン」の実現に向け、東北電力グループの基盤事業で

ある「電力供給事業」の構造改革を進めることにより、競争力を徹底的に強化していくとともに、「ス

マート社会実現事業」を成長事業と位置づけ、ビジネスモデルの転換に果敢に挑戦することとしており

ます。 

 

このような状況を総合的に勘案し、2021年 3月期中間配当につきましては、１株当たり 20円とさせ

ていただきます。 

2021年 3月期の期末配当予想につきましても、同様に１株当たり 20円とさせていただきます。 
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３．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

固定資産 3,679,082 3,666,531

電気事業固定資産 2,504,659 2,451,857

水力発電設備 187,035 174,960

汽力発電設備 402,870 379,310

原子力発電設備 254,447 241,343

送電設備 589,116 578,677

変電設備 255,044 253,557

配電設備 670,135 667,618

業務設備 118,187 130,035

その他の電気事業固定資産 27,821 26,353

その他の固定資産 226,872 222,256

固定資産仮勘定 403,472 442,805

建設仮勘定及び除却仮勘定 357,778 397,142

原子力廃止関連仮勘定 24,451 24,419

使用済燃料再処理関連加工仮勘定 21,243 21,243

核燃料 174,331 174,548

装荷核燃料 30,591 30,591

加工中等核燃料 143,740 143,957

投資その他の資産 369,745 375,062

長期投資 99,462 97,947

退職給付に係る資産 3,844 3,908

繰延税金資産 159,568 160,292

その他 107,199 113,242

貸倒引当金（貸方） △328 △328

流動資産 644,017 793,499

現金及び預金 244,010 240,840

受取手形及び売掛金 224,649 232,277

たな卸資産 67,374 57,656

その他 108,450 263,019

貸倒引当金（貸方） △466 △295

合計 4,323,099 4,460,030
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債及び純資産の部

固定負債 2,457,197 2,519,803

社債 865,000 995,000

長期借入金 1,190,302 1,128,288

災害復旧費用引当金 5,061 5,061

退職給付に係る負債 189,968 186,769

資産除去債務 165,848 167,071

再評価に係る繰延税金負債 1,330 1,330

その他 39,685 36,281

流動負債 1,001,724 1,027,575

1年以内に期限到来の固定負債 372,388 374,765

支払手形及び買掛金 144,616 106,014

未払税金 33,253 50,698

諸前受金 205,984 342,722

災害復旧費用引当金 2,613 1,951

その他 242,869 151,422

負債合計 3,458,921 3,547,379

株主資本 809,454 855,834

資本金 251,441 251,441

資本剰余金 22,390 22,390

利益剰余金 542,187 586,982

自己株式 △6,564 △4,980

その他の包括利益累計額 △18,332 △14,699

その他有価証券評価差額金 197 △122

繰延ヘッジ損益 △618 △317

土地再評価差額金 △895 △896

為替換算調整勘定 △288 140

退職給付に係る調整累計額 △16,727 △13,504

新株予約権 1,120 －

非支配株主持分 71,935 71,516

純資産合計 864,177 912,651

合計 4,323,099 4,460,030
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（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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

営業収益 1,119,980 1,038,078

電気事業営業収益 1,017,373 942,118

その他事業営業収益 102,606 95,960

営業費用 1,046,549 948,682

電気事業営業費用 946,840 855,627

その他事業営業費用 99,708 93,054

営業利益 73,430 89,395

営業外収益 3,948 2,222

受取配当金 515 379

受取利息 112 88

持分法による投資利益 1,506 647

その他 1,814 1,107

営業外費用 12,828 11,057

支払利息 8,897 7,960

その他 3,931 3,097

四半期経常収益合計 1,123,929 1,040,300

四半期経常費用合計 1,059,378 959,740

経常利益 64,550 80,560

税金等調整前四半期純利益 64,550 80,560

法人税、住民税及び事業税 14,411 25,767

法人税等調整額 5,276 △1,498

法人税等合計 19,687 24,268

四半期純利益 44,862 56,291

非支配株主に帰属する四半期純利益 205 186

親会社株主に帰属する四半期純利益 44,657 56,104
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益 44,862 56,291

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △731 △271

繰延ヘッジ損益 210 300

為替換算調整勘定 △611 428

退職給付に係る調整額 1,222 3,205

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 89 3,664

四半期包括利益 44,952 59,955

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 44,762 59,738

非支配株主に係る四半期包括利益 189 217
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（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 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020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 64,550 80,560

減価償却費 109,262 113,049

原子力発電施設解体費 3,450 3,495

原子力廃止関連仮勘定償却費 31 31

固定資産除却損 3,138 1,919

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △4,047 △3,198

受取利息及び受取配当金 △627 △467

支払利息 8,897 7,960

売上債権の増減額（△は増加） △4,535 △7,292

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,231 9,722

仕入債務の増減額（△は減少） △23,984 △38,391

預り金の増減額（△は減少） 6,231 △42,098

その他 △26,899 △21,454

小計 141,699 103,835

利息及び配当金の受取額 627 468

利息の支払額 △8,932 △8,135

法人税等の支払額 △7,759 △15,799

営業活動によるキャッシュ・フロー 125,635 80,368

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 △140,571 △135,350

工事負担金等受入による収入 1,865 48,086

投融資による支出 △7,946 △13,646

投融資の回収による収入 10,048 12,991

その他 △48 △2,366

投資活動によるキャッシュ・フロー △136,651 △90,286

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 144,577 179,528

社債の償還による支出 △55,000 △75,000

長期借入れによる収入 109,025 27,100

長期借入金の返済による支出 △151,555 △60,430

短期借入れによる収入 9,000 2,800

短期借入金の返済による支出 △8,300 △2,800

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 166,000 58,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出 △181,000 △48,000

配当金の支払額 △9,947 △9,959

非支配株主への配当金の支払額 △643 △637

その他 △2,014 △2,916

財務活動によるキャッシュ・フロー 20,141 67,683

現金及び現金同等物に係る換算差額 △290 142

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,833 57,908

現金及び現金同等物の期首残高 184,942 252,322

現金及び現金同等物の四半期末残高 193,776 310,230
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（４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

   

 

（５）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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