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1. 2022年3月期第2四半期の連結業績（2021年4月1日～2021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 ％

2022年3月期第2四半期 873,131 △15.9 49,050 △45.1 39,944 △50.4 34,203 △39.0

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

（注）包括利益 2022年3月期第2四半期　　33,450百万円 （△44.2％） 2021年3月期第2四半期　　59,955百万円 （33.4％）

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

2022年3月期第2四半期 68.45 ―

2021年3月期第2四半期 112.30 104.31

(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 ％

2022年3月期第2四半期 4,525,791 924,603 18.8

2021年3月期 4,471,081 901,534 18.5

（参考）自己資本 2022年3月期第2四半期 849,133百万円 2021年3月期 826,466百万円

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

2021年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00

2022年3月期 ― 20.00

2022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 ： 無

3. 2022年3月期の連結業績予想（2021年4月1日～2022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 1,810,000 ― 52,000 △40.9 35,000 △48.2 23,000 △21.7 46.03

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

　売上高については、2022年3月期より「収益認識に関する会計基準」を適用しており、当該基準に基づいた予想値となっております。このため、当該基準適用
前の2021年3月期の売上高の実績値に対する増減率は記載しておりません。



※ 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 ： 有

(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 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 有

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

（注）「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」の詳細については、【添付資料】Ｐ11をご覧ください。

(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） 2022年3月期2Q 502,882,585 株 2021年3月期 502,882,585 株

② 期末自己株式数 2022年3月期2Q 3,081,048 株 2021年3月期 3,343,189 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年3月期2Q 499,698,413 株 2021年3月期2Q 499,575,907 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(2022年3月期第2四半期　1,037,071株、2021年3月期　1,307,000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

１．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。

２．業績予想に関連する事項等につきましては、【添付資料】Ｐ２「１．（１）当期の連結業績予想」をご覧ください。

３．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】Ｐ２「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。

４．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】

2022年3月期第2四半期の連結キャッシュ利益（2021年4月1日～2021年9月30日）

2022年3月期第2四半期

※東北電力グループ中長期ビジョン「よりそうnext」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

175,701

連結キャッシュ利益



○添付資料の目次 

 

  １．当期の連結業績予想及び新型コロナウイルス感染症による影響について 

   （１）当期の連結業績予想・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

   （２）新型コロナウイルス感染症による影響・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

 

  ２．配当に関する説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

 

  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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

   （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・・・・・・・・・・・６ 

   （３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

（４）継続企業の前提に関する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記・・・・・・・・・・・・・９ 

（６）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用・・・・・・・・・・・・９ 

   （７）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示・・・・・・・・・・・10 

東北電力（株）　9506　2022年３月期　第２四半期決算短信

－1－



 

１．当期の連結業績予想及び新型コロナウイルス感染症による影響について  

（１）当期の連結業績予想 

 

連 結 業 績 予 想                                           
                          

  （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 18,100 520 350 230 

 

 2021 年７月 30 日に公表した通期連結業績予想からの修正はありません。今後、燃料価格の

変動等、様々な要因により業績が変動する可能性があります。 

 

 

（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を前提に算出しております。 

連結業績予想への影響については、販売電力量（小売）において３億 kWh 程度減少と見込ん

でおります。 

なお、当第２四半期においては、業務用での営業時間の短縮等による一定のマイナス影響が

あるものの、産業用での稼動が回復基調にあることから、影響は縮小傾向にあるものと見込ん

でおります。 

 

 

 

※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、利益配分については、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、燃料費調整制度のタイムラグ影響や福島県沖地震による火力発電所の停止影響

などがあるものの、一定の利益水準を確保することができる見通しです。 

また、当社は、「東北電力グループ中長期ビジョン『よりそうｎｅｘｔ』」のもと、基盤

事業の「電力供給事業」の構造改革を通じた徹底的な競争力強化により安定的に収益を確保

するとともに、成長事業の「スマート社会実現事業」に挑戦し経営資源を戦略的に投入して

いくことで、ビジネスモデルを大きく転換させていくこととしております。 

このような状況を総合的に勘案し、2022 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。 

2022 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
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

固定資産 3,731,366 3,739,207

電気事業固定資産 2,492,694 2,455,369

水力発電設備 177,880 174,834

汽力発電設備 398,062 382,512

原子力発電設備 247,275 236,294

送電設備 579,633 572,147

変電設備 251,793 248,885

配電設備 680,945 689,652

業務設備 129,929 124,146

その他の電気事業固定資産 27,173 26,895

その他の固定資産 223,546 220,764

固定資産仮勘定 449,526 494,249

建設仮勘定及び除却仮勘定 399,393 444,464

原子力廃止関連仮勘定 24,124 23,775

使用済燃料再処理関連加工仮勘定 26,009 26,009

核燃料 174,071 174,138

装荷核燃料 30,591 30,591

加工中等核燃料 143,479 143,547

投資その他の資産 391,526 394,685

長期投資 109,699 111,024

退職給付に係る資産 6,191 6,204

繰延税金資産 159,536 159,284

その他 116,389 118,455

貸倒引当金（貸方） △290 △284

流動資産 739,715 786,584

現金及び預金 205,290 192,393

受取手形及び売掛金 270,266 176,693

棚卸資産 65,255 78,334

その他 199,679 339,783

貸倒引当金（貸方） △777 △620

合計 4,471,081 4,525,791

　

東北電力（株）　9506　2022年３月期　第２四半期決算短信

－4－



(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債及び純資産の部

固定負債 2,518,124 2,598,848

社債 1,025,000 1,140,000

長期借入金 1,117,549 1,090,770

災害復旧費用引当金 6,614 6,614

退職給付に係る負債 160,468 152,589

資産除去債務 170,236 171,033

再評価に係る繰延税金負債 1,323 1,310

その他 36,933 36,529

流動負債 1,051,422 1,002,339

1年以内に期限到来の固定負債 269,587 261,421

支払手形及び買掛金 142,186 136,565

未払税金 58,750 20,688

諸前受金 323,575 323,775

災害復旧費用引当金 11,060 6,167

その他 246,262 253,720

負債合計 3,569,547 3,601,187

株主資本 819,051 842,691

資本金 251,441 251,441

資本剰余金 22,369 22,290

利益剰余金 550,245 573,695

自己株式 △5,004 △4,735

その他の包括利益累計額 7,415 6,442

その他有価証券評価差額金 △124 △55

繰延ヘッジ損益 171 △1,009

土地再評価差額金 △902 △906

為替換算調整勘定 666 579

退職給付に係る調整累計額 7,604 7,834

非支配株主持分 75,067 75,470

純資産合計 901,534 924,603

合計 4,471,081 4,525,791
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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 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

営業収益 1,038,078 873,131

電気事業営業収益 942,118 760,347

その他事業営業収益 95,960 112,784

営業費用 948,682 824,081

電気事業営業費用 855,627 715,677

その他事業営業費用 93,054 108,403

営業利益 89,395 49,050

営業外収益 2,222 2,258

受取配当金 379 317

受取利息 88 145

物品売却益 179 874

持分法による投資利益 647 －

その他 927 921

営業外費用 11,057 11,365

支払利息 7,960 7,258

持分法による投資損失 － 847

その他 3,097 3,258

四半期経常収益合計 1,040,300 875,390

四半期経常費用合計 959,740 835,446

経常利益 80,560 39,944

特別利益 － 7,516

有価証券売却益 － 7,516

税金等調整前四半期純利益 80,560 47,460

法人税、住民税及び事業税 25,767 12,728

法人税等調整額 △1,498 215

法人税等合計 24,268 12,943

四半期純利益 56,291 34,516

非支配株主に帰属する四半期純利益 186 313

親会社株主に帰属する四半期純利益 56,104 34,203
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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 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

四半期純利益 56,291 34,516

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △271 41

繰延ヘッジ損益 300 △716

為替換算調整勘定 428 △104

退職給付に係る調整額 3,205 179

持分法適用会社に対する持分相当額 0 △465

その他の包括利益合計 3,664 △1,066

四半期包括利益 59,955 33,450

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 59,738 33,234

非支配株主に係る四半期包括利益 217 216
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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 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021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 80,560 47,460

減価償却費 113,049 90,498

原子力発電施設解体費 3,495 3,555

原子力廃止関連仮勘定償却費 31 348

固定資産除却損 1,919 1,588

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △3,198 △7,349

受取利息及び受取配当金 △467 △462

支払利息 7,960 7,258

売上債権の増減額（△は増加） △7,292 24,279

未収入金の増減額（△は増加） △448 △45,675

棚卸資産の増減額（△は増加） 9,722 △14,498

仕入債務の増減額（△は減少） △38,391 △5,500

その他 △63,105 △75,629

小計 103,835 25,872

利息及び配当金の受取額 468 463

利息の支払額 △8,135 △7,302

法人税等の支払額 △15,799 △35,512

営業活動によるキャッシュ・フロー 80,368 △16,478

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 △135,350 △121,107

投融資による支出 △13,646 △13,197

投融資の回収による収入 12,991 10,341

その他 45,719 △4,570

投資活動によるキャッシュ・フロー △90,286 △128,534

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 179,528 174,430

社債の償還による支出 △75,000 △50,000

長期借入れによる収入 27,100 43,242

長期借入金の返済による支出 △60,430 △89,466

短期借入れによる収入 2,800 4,257

短期借入金の返済による支出 △2,800 △4,301

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 58,000 342,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出 △48,000 △277,000

配当金の支払額 △9,959 △9,532

非支配株主への配当金の支払額 △637 △645

その他 △2,916 △1,909

財務活動によるキャッシュ・フロー 67,683 131,074

現金及び現金同等物に係る換算差額 142 326

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 57,908 △13,611

現金及び現金同等物の期首残高 252,322 209,593

現金及び現金同等物の四半期末残高 310,230 195,982
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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。 

 

（６）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

・税金費用の計算 

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。 
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（７）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計方針の変更） 

・収益認識に関する会計基準等の適用 

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2020 年３月 31 日。以下「収益認

識会計基準」という。）、「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第 30 号 2021 年３月 26 日）、「電気事業会計規則」（昭和 40 年６月 15 日通商産業省令

第 57 号）（2021 年３月 31 日改正）を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した

財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見

込まれる金額で収益を認識することといたしました。 

収益認識会計基準等の適用による主な変更点として、従来、電気事業営業収益に計上して

いた再生可能エネルギー固定価格買取制度に基づく「再エネ特措法賦課金」及び「再エネ特

措法交付金」の取引金額は、電気事業営業収益より除き、対応する費用を計上しない方法に

変更しております。         

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第 84 項ただし書きに定める経過

的な取扱いに従っており、第 1 四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適

用した場合の累積的影響額を、第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該

期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第 86 項に定め

る方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとん

ど全ての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収

益認識会計基準第 86 項また書き（1）に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期

首より前までに行われた契約変更について、全ての契約変更を反映した後の契約条件に基づ

き、会計処理を行い、その累積的影響額を算定しましたが、第１四半期連結会計期間の期首

の利益剰余金に影響はありませんでした。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の営業収益及び営業費用が 279,946 百万円減少しま

したが、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に影響はありません。また、流

動資産の「受取手形及び売掛金」が 118,866 百万円減少し、「その他」に含まれる諸未収入

金が同額増加しております。 

 

 

・時価の算定に関する会計基準の適用 

 「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号 2019 年７月４日。以下「時価算

定会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準

第 19 項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第 10 号 2019 年７月４日）第 44

－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、

将来にわたって適用することとしております。 

なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 

東北電力（株）　9506　2022年３月期　第２四半期決算短信

－10－



 

・税金費用の計算方法の変更 

従来、税金費用については、年度決算と同様の方法による税金費用の計算における簡便的

な方法により計算しておりましたが、第１四半期連結会計期間より連結納税制度を適用した

ことから、四半期決算に迅速かつ効率的に対応するため、第１四半期連結会計期間より連結

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する方法に変更しております。 

なお、この変更による四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であるため、遡及適用は行

っておりません。 

 

 

（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） 

・有形固定資産の減価償却方法の変更 

 従来、当社及び連結子会社は、有形固定資産の減価償却方法について、主として定率法を

採用しておりましたが、第１四半期連結会計期間の期首より主として定額法に変更しており

ます。 

当社の主たる供給区域である東北６県・新潟県においては、人口減少・少子高齢化の進展

等に伴い、今後の電力需要は安定的に推移する見通しであります。また、電力システム改革

の進展により、発電・小売事業は競争環境下におかれることで、効率的・安定的な事業運営

が求められるほか、送配電事業においても中立性、公平性を確保した効率的運営により安定

供給に取り組む役割が期待されております。 

 このような事業環境の変化に対応するため、当社は「東北電力グループ中長期ビジョン」

の早期具現化に向けて「2021 年度東北電力グループ中期計画の力点」を策定し、中長期的な

設備利用・投資方針を明確化しました。具体的には、発電事業については、2021 年度中に試

運転開始を予定する上越火力発電所 1 号機新設を以て大規模電源新増設は一巡し、現有設備

の特徴を踏まえた機能維持・向上のための投資が中心となり、新たに整備されている電力取

引市場も活用しつつ、長期安定稼働・効率運用に取り組んでいくこととしました。また、送

配電事業においては、独立した経営のもと、安定供給、託送料金の安定化を実現する必要が

あることから、現有設備の機能維持や高経年設備の計画的更新などの設備投資を着実に実施

するとともに、設備の効率的な維持・運用に取り組んでいくことといたしました。 

以上を踏まえると、今後は、電力供給事業を中心に設備の安定的な利用が見込まれること

から、有形固定資産の減価償却方法を定額法へ変更することが経済的便益の費消パターンを

より適切に財務諸表に反映すると判断いたしました。 

この変更により、従来の方法と比べて、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利

益がそれぞれ 21,953 百万円増加しております。 
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