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(注) １  当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については、記載して

いない。 

２  売上高(営業収益)には、消費税等は含まれていない。 

３  潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益は、潜在株式が存在しないため記載していない。 

  

第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第85期 

第２四半期連結 
累計期間

第86期 
第２四半期連結 
累計期間

第85期 
第２四半期連結 
会計期間

第86期 
第２四半期連結 
会計期間

第85期

会計期間

自  平成20年 
    ４月１日 
至  平成20年 
    ９月30日

自  平成21年 
    ４月１日 
至  平成21年 
    ９月30日

自  平成20年 
    ７月１日 
至  平成20年 
    ９月30日

自  平成21年 
    ７月１日 
至  平成21年 
    ９月30日

自  平成20年 
    ４月１日 
至  平成21年 
    ３月31日

売上高(営業収益) (百万円) 577,982 512,391 314,473 265,988 1,173,726

経常利益又は経常損失
(△)

(百万円) △25,282 38,904 △25,143 20,657 △19,107

四半期純利益又は四半
期(当期)純損失(△)

(百万円) △20,785 21,404 △18,979 11,333 △23,576

純資産額 (百万円) ― ― 680,438 677,681 663,974

総資産額 (百万円) ― ― 2,802,914 2,789,641 2,806,111

１株当たり純資産額 (円) ― ― 1,854.75 1,848.08 1,809.91

１株当たり四半期 
純利益又は四半期 
(当期)純損失(△)

(円) △57.07 58.78 △52.11 31.12 △64.73

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― ― 24.1 24.1 23.5

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 39,874 113,736 ― ― 150,119

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △117,058 △76,221 ― ― △232,968

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 87,987 △38,314 ― ― 91,138

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高

(百万円) ― ― 28,054 24,346 25,209

従業員数 (人) ― ― 14,424 14,336 14,170
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当第２四半期連結会計期間において、当社グループにおいて営まれている事業の内容に重要な変更はな

い。 

なお、主要な関係会社の異動は次のとおりである。 

平成21年７月29日、当社が共同出資により大崎クールジェン㈱を設立し、同社は持分法適用関連会社

となった。 

２ 【事業の内容】

  

[その他の事業]
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[事業系統図] 

当社グループを事業系統図によって示すと、次のとおりである。 

 

(注) 平成21年７月29日、当社が共同出資により大崎クールジェン㈱を設立し、同社は持分法適用関連会社となった。 
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平成21年７月29日、当社が共同出資により大崎クールジェン㈱を設立し、同社は持分法適用関連会社と

なった。 

 
  

  

平成21年９月30日現在 

 
(注)  従業員数は就業人員数であり、出向者及び休職者を除いている。 

  

  

平成21年９月30日現在 

 
(注)  従業員数は就業人員数であり、出向者及び休職者を除いている。 

  

  

３ 【関係会社の状況】

名称 住所
資本金 
(百万円)

主要な事業の内容
議決権の 
所有割合 
(％)

役員の 
兼任等 
(人)

関係内容

(持分法適用関連会社)

大崎クールジェン㈱
広島市 
中区

490

酸素吹石炭ガス化複合発電技
術及び二酸化炭素分離回収技
術に関する大型実証試験設備
の建設及び試験の実施

50.0 転籍等３ －

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

従業員数(人) 14,336

(2) 提出会社の状況

従業員数(人) 9,086
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当社及び連結子会社の業種は広範囲かつ多種多様であり、また、電気事業が事業の大半を占めることか

ら、電気事業の需給実績及び販売実績についてのみ記載している。 

  

 
(注) １  他社受電電力量及び融通電力量の上段は受電電力量、下段は送電電力量を示す。 

２  揚水発電所の揚水用電力量とは、貯水池運営のための揚水用に使用する電力である。 

３  販売電力量の中には自社事業用電力量(27百万kWh)を含んでいる。 

４  出水率は、昭和53年度から平成19年度までの30か年の第２四半期の平均に対する比である。 

５  四捨五入の関係で合計と一致しない場合がある。 

  

第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 需給実績

種別
当第２四半期連結会計期間 
(自  平成21年７月１日 
  至  平成21年９月30日)

前年同四半期比(％)

発受電
電力量

自社

水力発電電力量(百万kWh) 1,067 128.1

火力発電電力量(百万kWh) 9,015 84.6

原子力発電電力量(百万kWh) 2,003 85.7

他社受電電力量(百万kWh)
5,398 85.6
△660 93.8

融通電力量(百万kWh)
28 108.2

△38 27.8

揚水発電所の揚水用電力量(百万kWh) △372 68.6

合計 16,440 87.5

損失電力量(百万kWh) △1,405 76.6

販売電力量(百万kWh) 15,035 88.7

出水率(％) 100.2 ―
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(注)  本表には、特定規模需要及び他社販売を含まない。 

  

  

 
(注) １  本表には、下記の電力会社融通(送電分)電力量及び同販売電力料を含まない。 

２  上記金額には、消費税等は含まれていない。 

  

 
(注)  上記金額には、消費税等は含まれていない。 

  

(2) 販売実績

①  契約高

種別
当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日現在)

前年同四半期比(％)

契約口数

電灯 4,675,435 100.2

電力 540,355 97.0

計 5,215,790 99.9

契約電力(千kW)

電灯 4,619 109.2

電力 3,390 97.1

計 8,009 103.7

②  販売電力量及び料金収入

種別
当第２四半期連結会計期間 
(自  平成21年７月１日 
  至  平成21年９月30日)

前年同四半期比(％)

販売電力量(百万kWh)

電灯 4,372 94.5

電力 10,663 86.6

計 15,035 88.7

他社販売 660 93.8

料金収入(百万円)

電灯 92,499 89.6

電力 144,930 83.9

計 237,429 86.0

他社販売 5,432 79.7

種別
当第２四半期連結会計期間 
(自  平成21年７月１日 
  至  平成21年９月30日)

前年同四半期比(％)

融通電力量(百万kWh) 36 26.6

同上販売電力料(百万円) 382 16.1
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(注)  日本標準産業分類の改定に伴い、平成21年４月より業種別分類がそれ以前と異なる。そのため、前年同四半期

比は、前年同四半期実績を現在の区分に合わせることにより算定している。 

  

当第２四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変

動等又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はない。 

  

該当事項なし 

  

③  産業別(大口電力)需要実績

種別

当第２四半期連結会計期間 
(自  平成21年７月１日 
  至  平成21年９月30日)

販売電力量

(百万kWh) 前年同四半期比(％)

鉱工業

鉱業 35 92.4

製造業

食料品 276 97.5

繊維工業 98 81.5

パルプ・紙・紙加工品 134 84.6

化学工業 724 77.5

石油製品・石炭製品 92 70.3

ゴム製品 70 77.1

窯業土石 166 77.4

鉄鋼業 1,328 71.7

非鉄金属 399 89.9

機械器具 1,250 81.5

その他 313 89.7

計 4,850 79.4

計 4,885 79.4

その他

鉄道業 319 97.5

その他 387 96.4

計 706 96.9

合計 5,591 81.3

２ 【事業等のリスク】

３ 【経営上の重要な契約等】
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当第２四半期連結会計期間におけるわが国の経済情勢をみると、雇用情勢を中心に厳しい状況が続い

ているものの、わが国及び諸外国の経済対策を受け、輸出や生産活動、個人消費が持ち直しに向かうな

ど、一部に明るい動きもみられた。当中国地方においても、ほぼ全国と同様の状況で推移した。 

このような中で、当第２四半期連結会計期間の業績は、売上高(営業収益)が2,659億円と前年同四半

期連結会計期間に比べ484億円の減収、営業利益は278億円と前年同四半期連結会計期間に比べ421億円

の増加、経常利益は206億円と前年同四半期連結会計期間に比べ458億円の増益、四半期純利益は113億

円と前年同四半期連結会計期間に比べ303億円の増加となった。 

  

 
  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりである。 

当第２四半期連結会計期間は、産業用大口電力の減少などにより、販売電力量が150億35百万kWhと

前年同四半期連結会計期間に比べ19億７百万kWhの減となり、売上高(営業収益)は2,459億円と、前年

同四半期連結会計期間に比べ449億円の減収となった。 

販売電力量の減や燃料価格低下等による原料費の大幅な減少などから、営業費用は2,206億円と、

前年同四半期連結会計期間に比べ845億円の減少となった。 

この結果、営業利益は253億円となり、前年同四半期連結会計期間に比べ395億円の増益となった。 

  

ＦＴＴＨ契約数の増によりインターネット事業収入が増加したことなどから、売上高(営業収益)は

83億円と、前年同四半期連結会計期間に比べ0.4億円の増収となった。 

賃借料の減少などにより、営業費用は71億円と、前年同四半期連結会計期間に比べ１億円の減少と

なった。 

この結果、営業利益は12億円となり、前年同四半期連結会計期間に比べ２億円の増益となった。 

  

ＬＮＧ販売事業などの売上が減少したことから、売上高(営業収益)は76億円と、前年同四半期連結

会計期間に比べ43億円の減収となった。 

燃料価格低下等による原料費の減少などから、営業費用は73億円と、前年同四半期連結会計期間に

比べ40億円の減少となった。 

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

前第２四半期 
連結会計期間 
(億円)

当第２四半期 
連結会計期間 
(億円)

差  引 
(億円)

増減率 
(％)

売上高(営業収益) 3,144 2,659 △484 △15.4

営業利益又は営業損失(△) △143 278 421 ―

経常利益又は経常損失(△) △251 206 458 ―

四半期純利益又は四半期 
純損失(△)

△189 113 303 ―

○電気事業

○情報通信事業

○総合エネルギー供給事業
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この結果、営業利益は３億円となり、前年同四半期連結会計期間に比べ３億円の減益となった。 

  

売上高(営業収益)は301億円と、前年同四半期連結会計期間に比べ20億円の減収、営業費用は290億

円と、前年同四半期連結会計期間に比べ17億円の減少となった。 

この結果、営業利益は11億円となり、前年同四半期連結会計期間に比べ２億円の減益となった。 

  

○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の増加などにより、前年同四半期連結会計期間に比べ537億円増加の862

億円の収入となった。 

○投資活動によるキャッシュ・フロー 

投融資や設備投資の減少及び投融資回収の増加などにより、前年同四半期連結会計期間に比べ305

億円減少の355億円の支出となった。 

この結果、差引フリー・キャッシュ・フローは、前年同四半期連結会計期間に比べ843億円増加の507

億円の収入となった。 

○財務活動によるキャッシュ・フロー 

有利子負債の削減などにより、517億円の支出となった。 

以上の結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、第１四半期連結会計期間

末に比べ11億円減少の243億円となった。 

 
  

当第２四半期連結会計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生

じた課題はない。 

  

当第２四半期連結会計期間における研究開発活動の金額は、10億円である。 

なお、当第２四半期連結会計期間において、研究開発活動の状況について重要な変更はない。 

  

○その他の事業

(2) キャッシュ・フローの状況

項          目
前第２四半期 
連結会計期間 
(億円)

当第２四半期 
連結会計期間 
(億円)

差  引 
(億円)

○営業活動によるキャッシュ・フロー 325 862 537

○投資活動によるキャッシュ・フロー △661 △355 305

  差引フリー・キャッシュ・フロー △336 507 843

○財務活動によるキャッシュ・フロー 463 △517 △981

[再掲]社債・借入金による純増減 468 △513 △982

現金及び現金同等物(増減額) 127 △11

現金及び現金同等物(期末残高) 280 243

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

(4) 研究開発活動
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当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。 

  

  

当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の

新設、除却等について、重要な変更はない。また、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画は

ない。 

  

  

第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

(2) 設備の新設、除却等の計画
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該当事項なし 

  

該当事項なし 

  

 
  

第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 1,000,000,000

計 1,000,000,000

② 【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成21年９月30日)

提出日現在 
発行数(株) 

(平成21年11月12日)

上場金融商品取引所 
名又は登録認可金融 
商品取引業協会名

内容

普通株式 371,055,259 371,055,259

東京証券取引所 
(市場第一部) 
大阪証券取引所 
(市場第一部)

単元株式数は100株である。

計 371,055,259 371,055,259 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

(3) 【ライツプランの内容】

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式 
総数残高 
(千株)

資本金増減額 
  

(百万円)

資本金残高 
  

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金 
残高 

(百万円)

平成21年９月30日 ― 371,055 ― 185,527 ― 16,676
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平成21年９月30日現在 

 
(注) １  上記のほか、当社が保有する自己株式が、6,912千株(1.86％)ある。 

２  上記「所有株式数」のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりである。 

 
３  日本マスタートラスト信託銀行㈱が所有する信託業務に係る株式のうち、㈱中電工が議決権に係る指図の権

利を留保している1,220千株については、会社法施行規則第67条第１項の規定により議決権を有していな

い。 

４  日本生命保険(相)及び第一生命保険(相)の所有株式数には、特別勘定口に係る株式数がそれぞれ235千株及

び28千株含まれている。 

５  「所有株式数(千株)」は、千株未満四捨五入で記載している。 

  

(5) 【大株主の状況】

氏名又は名称 住所
所有株式数 
(千株)

発行済株式総数に対する 
所有株式数の割合(％)

財団法人山口県振興財団 山口県山口市滝町１番１号 49,505 13.34

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社

東京都中央区晴海一丁目８番11号 29,879 8.05

日本生命保険相互会社
東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 
日本生命証券管理部内

23,383 6.30

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社

東京都港区浜松町二丁目11番３号 14,445 3.89

株式会社みずほコーポレート銀
行

東京都千代田区丸の内一丁目３番３号 5,801 1.56

中国電力株式投資会 広島市中区小町４番33号 5,432 1.46

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番１号 5,402 1.46

株式会社広島銀行 広島市中区紙屋町一丁目３番８号 5,092 1.37

住友信託銀行株式会社 大阪市中央区北浜四丁目５番33号 4,986 1.34

株式会社山陰合同銀行 島根県松江市魚町10番地 4,297 1.16

計 － 148,222 39.95

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱ 29,879千株

日本マスタートラスト信託銀行㈱ 14,445千株
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平成21年９月30日現在 

 
(注)  「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、㈱証券保管振替機構名義の株式が6,700株含まれている。 

また、「議決権の数」欄には、㈱証券保管振替機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数67個が含まれ 

ている。 

  

平成21年９月30日現在 

 
(注) １  株主名簿上は、当社名義となっているが、実質的に所有していない株式が200株ある。 

なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含めている。 

２  上記のほかに、日本マスタートラスト信託銀行㈱が所有する信託業務に係る株式のうち、㈱中電工が議決権

に係る指図の権利を留保している1,220,000株を含めて完全議決権株式(自己株式等)は、8,190,500株であ

る。 

  

  

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式

6,912,100
― ―

(相互保有株式)
普通株式

1,278,400
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

360,789,600
3,607,894 ―

単元未満株式
普通株式

2,075,159
― ―

発行済株式総数 371,055,259 ― ―

総株主の議決権 ― 3,607,894 ―

② 【自己株式等】

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義 
所有株式数 
(株)

他人名義 
所有株式数 
(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式総数 
に対する所有 
株式数の割合(％)

(自己保有株式)

中国電力株式会社 広島市中区小町４番33号 6,912,100 ― 6,912,100 1.86

(相互保有株式)

株式会社中電工 広島市中区小網町６番12号 18,400 ― 18,400 0.00

中国地下工業株式会社
広島市安佐南区中筋三丁目
17番８号

40,000 ― 40,000 0.01

計 ― 6,970,500 ― 6,970,500 1.88
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(注)  株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。 

  

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はない。 

  

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年 
   ４月

平成21年 
   ５月

平成21年 
   ６月

平成21年 
   ７月

平成21年 
   ８月

平成21年 
   ９月

最高(円) 2,180 2,060 2,025 2,040 2,050 2,040

最低(円) 1,971 1,942 1,919 1,953 1,954 1,959

３ 【役員の状況】
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当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に準拠し、「電気事業会計規則」(昭和

40年通商産業省令第57号)に準じて作成している。 

  なお、前第２四半期連結会計期間(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び前第２四半期連結

累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に準拠し、

改正前の電気事業会計規則に準じ、当第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日

まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)は、改正後の四半期

連結財務諸表規則に準拠し、改正後の電気事業会計規則に準じて作成している。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間(平成20年７月

１日から平成20年９月30日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日

まで)に係る四半期連結財務諸表について、また、当第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成

21年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)に係る

四半期連結財務諸表について、あずさ監査法人による四半期レビューを受けている。 

  

第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

２  監査証明について
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１ 【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) 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

固定資産 2,562,102 2,571,751 

電気事業固定資産 ※1, ※2 1,573,188 ※1, ※2 1,594,179 

水力発電設備 153,194 156,808 

汽力発電設備 272,431 268,372 

原子力発電設備 74,955 75,629 

送電設備 408,448 419,180 

変電設備 155,065 159,199 

配電設備 394,749 401,000 

業務設備 111,726 111,432 

その他の電気事業固定資産 2,616 2,555 

その他の固定資産 ※1, ※2 111,097 ※1, ※2 112,789 

固定資産仮勘定 407,048 ※2 389,086 

建設仮勘定及び除却仮勘定 407,048 389,086 

核燃料 155,303 155,425 

装荷核燃料及び加工中等核燃料 155,303 155,425 

投資その他の資産 315,463 320,270 

長期投資 45,760 44,729 

使用済燃料再処理等積立金 83,522 87,241 

繰延税金資産 66,777 67,339 

その他 119,690 121,210 

貸倒引当金（貸方） △287 △249 

流動資産 227,539 234,360 

現金及び預金 54,362 55,225 

受取手形及び売掛金 62,260 70,519 

たな卸資産 ※3 56,612 ※3 58,806 

繰延税金資産 16,914 16,772 

その他 38,219 33,905 

貸倒引当金（貸方） △830 △869 

資産合計 2,789,641 2,806,111 
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(単位：百万円) 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

固定負債 1,684,960 1,669,636 

社債 904,976 879,975 

長期借入金 535,369 544,592 

退職給付引当金 60,397 60,313 

使用済燃料再処理等引当金 96,546 98,229 

使用済燃料再処理等準備引当金 3,913 3,410 

原子力発電施設解体引当金 59,713 58,641 

その他 24,042 24,473 

流動負債 386,002 436,038 

1年以内に期限到来の固定負債 129,799 136,338 

短期借入金 72,430 67,430 

コマーシャル・ペーパー 31,000 73,500 

支払手形及び買掛金 35,695 44,567 

未払税金 24,814 13,267 

その他 92,262 100,934 

特別法上の引当金 40,997 36,462 

原子力発電工事償却準備引当金 40,997 36,462 

負債合計 2,111,960 2,142,137 

純資産の部 

株主資本 668,363 656,093 

資本金 185,527 185,527 

資本剰余金 17,218 17,216 

利益剰余金 478,113 465,812 

自己株式 △12,494 △12,463 

評価・換算差額等 4,588 2,987 

その他有価証券評価差額金 4,644 3,291 

繰延ヘッジ損益 － △231 

為替換算調整勘定 △55 △73 

少数株主持分 4,728 4,893 

純資産合計 677,681 663,974 

負債純資産合計 2,789,641 2,806,111 
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(2) 【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 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業収益 577,982 512,391 

電気事業営業収益 526,511 470,312 

その他事業営業収益 51,470 42,079 

営業費用 ※1 587,887 ※1 459,929 

電気事業営業費用 539,204 420,317 

その他事業営業費用 48,683 39,612 

営業利益又は営業損失（△） △9,904 52,461 

営業外収益 6,113 6,725 

受取配当金 610 437 

受取利息 782 827 

持分法による投資利益 － 1,097 

その他 4,720 4,362 

営業外費用 21,491 20,282 

支払利息 14,524 14,297 

持分法による投資損失 2,058 － 

その他 4,908 5,985 

四半期経常収益合計 584,096 519,117 

四半期経常費用合計 609,379 480,212 

経常利益又は経常損失（△） △25,282 38,904 

原子力発電工事償却準備金引当又は取崩し 4,934 4,534 

原子力発電工事償却準備金引当 4,934 4,534 

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（△） 

△30,217 34,369 

法人税、住民税及び事業税 △9,755 13,006 

法人税等調整額 379 104 

法人税等合計 △9,376 13,111 

少数株主損失（△） △55 △145 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △20,785 21,404 
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【第２四半期連結会計期間】 

(単位：百万円) 

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業収益 314,473 265,988 

電気事業営業収益 287,513 245,235 

その他事業営業収益 26,959 20,753 

営業費用 ※1 328,837 ※1 238,153 

電気事業営業費用 303,876 218,830 

その他事業営業費用 24,960 19,322 

営業利益又は営業損失（△） △14,363 27,835 

営業外収益 1,952 3,048 

受取配当金 121 53 

受取利息 366 425 

持分法による投資利益 － 485 

その他 1,465 2,084 

営業外費用 12,733 10,226 

支払利息 7,222 7,129 

持分法による投資損失 2,660 － 

その他 2,850 3,097 

四半期経常収益合計 316,426 269,037 

四半期経常費用合計 341,570 248,380 

経常利益又は経常損失（△） △25,143 20,657 

原子力発電工事償却準備金引当又は取崩し 2,757 2,487 

原子力発電工事償却準備金引当 2,757 2,487 

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（△） 

△27,900 18,169 

法人税、住民税及び事業税 △9,160 6,903 

法人税等調整額 229 29 

法人税等合計 △8,931 6,932 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 10 △96 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △18,979 11,333 
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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 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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又は税金等調整前四
半期純損失（△） 

△30,217 34,369 

減価償却費 67,643 65,149 

減損損失 150 1,054 

核燃料減損額 3,649 3,017 

持分法による投資損益（△は益） 2,058 △1,097 

固定資産除却損 3,302 2,439 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △344 83 

使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減
少） 

△299 △1,682 

使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は
減少） 

607 503 

原子力発電施設解体引当金の増減額（△は減
少） 

1,279 1,072 

原子力発電工事償却準備引当金の増減額（△は
減少） 

4,934 4,534 

受取利息及び受取配当金 △1,393 △1,264 

支払利息 14,524 14,297 

使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増
加） 

3,775 3,718 

売上債権の増減額（△は増加） △2,283 8,521 

たな卸資産の増減額（△は増加） △16,859 2,915 

仕入債務の増減額（△は減少） 18,402 △9,243 

その他 △14,748 △6,041 

小計 54,182 122,348 

利息及び配当金の受取額 1,665 1,542 

利息の支払額 △14,721 △14,256 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,251 4,102 

営業活動によるキャッシュ・フロー 39,874 113,736 

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 △95,789 △77,097 

投融資による支出 △27,438 △36,147 

投融資の回収による収入 4,118 35,527 

その他 2,050 1,496 

投資活動によるキャッシュ・フロー △117,058 △76,221 
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(単位：百万円) 

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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 84,727 49,848 

社債の償還による支出 △20,000 △20,000 

長期借入れによる収入 27,800 12,500 

長期借入金の返済による支出 △43,537 △33,264 

短期借入れによる収入 88,080 94,120 

短期借入金の返済による支出 △85,180 △89,090 

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 385,500 176,500 

コマーシャル・ペーパーの償還による支出 △339,500 △219,000 

自己株式の取得による支出 △137 △46 

配当金の支払額 △9,105 △9,103 

少数株主への配当金の支払額 △33 △27 

その他 △626 △750 

財務活動によるキャッシュ・フロー 87,987 △38,314 

現金及び現金同等物に係る換算差額 193 △64 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 10,997 △862 

現金及び現金同等物の期首残高 17,056 25,209 

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1 28,054 ※1 24,346 
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【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】

項目
当第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

  １  持分法の適用に関する 

    事項の変更

  平成21年７月29日に新規設立した大崎クールジェン株式

会社を当第２四半期連結会計期間より、持分法適用の範囲

に含めている。

  ２  会計方針の変更   完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更

  請負工事に係る収益の計上基準については、従来、主に

工事完成基準を適用していたが、「工事契約に関する会計

基準」（企業会計基準第15号  平成19年12月27日）及び

「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第18号  平成19年12月27日）を第１四半期連結会

計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工

事契約から、当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分

について成果の確実性が認められる工事については工事進

行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用し

ている。 

  なお、この変更に伴う当第２四半期連結累計期間の損益

に与える影響は、軽微である。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

項目
当第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

  税金費用の計算   税引前四半期純利益に見積実効税率を乗じるなど簡便な

方法により算定している。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

項目
当第２四半期連結会計期間末 
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成21年３月31日)

※１  固定資産の工事費負担金等の受入れによる圧縮記 

  帳額（累計）

※２  有形固定資産の減価償却累計額

80,749百万円 

 

3,846,177百万円

79,259百万円 

 

3,794,926百万円

※３  たな卸資産の内訳 

      商品及び製品

      仕掛品

      原材料及び貯蔵品

 

 

3,941百万円

13,241百万円

39,430百万円

 計  56,612百万円
 

 

3,880百万円

10,423百万円

44,502百万円

 計  58,806百万円

４  偶発債務

(1) 保証債務

    日本原燃株式会社

    従業員〔提携住宅ローンほか〕

    水島エルエヌジー株式会社

    水島エコワークス株式会社

    株式会社ひろしまケーブルテレビ

    （うち、保証人間の契約に基づく当社負担額）

    その他

 

  

71,738百万円

45,814百万円

14,425百万円

4,033百万円

708百万円

（581百万円）

1,537百万円

計  138,257百万円
 

72,970百万円

45,483百万円

12,750百万円

4,033百万円

766百万円

（632百万円）

782百万円

計  136,787百万円

(2) 社債の債務履行引受契約に係る偶発債務 

    第298回社債

     （引受先  株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）
 

5,000百万円
 

5,000百万円

第298回社債（発行総額40,000百万円）のうち

5,000百万円については、金融商品に関する会計基

準における経過措置を適用した債務履行引受契約

を締結し、債務の履行を委任している。
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(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

項目
前第２四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

※１  営業費用の内訳 

      電気事業営業費用の内訳

 

区分
電気事業 
営業費用 
(百万円)

うち販売 
費、一般 
管理費の計 
(百万円)

給料手当 42,468 20,318

退職給与金 4,167 4,167

燃料費 177,371 ―

修繕費 53,139 1,179

委託費 16,580 6,397

減価償却費 61,322 4,982

他社購入 
電力料

105,099 ―

その他 82,403 18,935

小計 542,553 55,980

相殺消去額 △3,349 ―

合計 539,204 ―
 

区分
電気事業 
営業費用 
(百万円)

うち販売 
費、一般 
管理費の計 
(百万円)

給料手当 41,544 20,037

退職給与金 7,137 7,137

燃料費 94,375 ―

修繕費 53,207 1,216

委託費 19,685 6,422

減価償却費 59,130 4,608

他社購入 
電力料

72,250 ―

その他 76,651 20,118

小計 423,982 59,541

相殺消去額 △3,665 ―

合計 420,317 ―

第２四半期連結会計期間

項目
前第２四半期連結会計期間
(自  平成20年７月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

※１  営業費用の内訳 

      電気事業営業費用の内訳

 

区分
電気事業 
営業費用 
(百万円)

うち販売 
費、一般 
管理費の計 
(百万円)

給料手当 21,311 10,222

退職給与金 2,735 2,735

燃料費 110,048 ―

修繕費 30,534 643

委託費 8,899 3,373

減価償却費 30,703 2,493

他社購入 
電力料

59,550 ―

その他 41,400 9,099

小計 305,181 28,567

相殺消去額 △1,305 ―

合計 303,876 ―
 

区分
電気事業 
営業費用 
(百万円)

うち販売 
費、一般 
管理費の計 
(百万円)

給料手当 20,862 10,082

退職給与金 4,080 4,080

燃料費 49,716 ―

修繕費 29,122 618

委託費 10,759 3,135

減価償却費 29,717 2,321

他社購入 
電力料

38,607 ―

その他 37,763 9,675

小計 220,630 29,914

相殺消去額 △1,800 ―

合計 218,830 ―
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当第２四半期連結会計期間末(平成21年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日 

 至  平成21年９月30日) 

１  発行済株式に関する事項 

 
  

  

２  自己株式に関する事項 

 
  

  

３  配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
      (注)配当金の総額は、内部取引消去後 

  

(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結 

    会計期間末後となるもの 

 
      (注)配当金の総額は、内部取引消去後 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

項目
前第２四半期連結累計期間 
(自  平成20年４月１日 
  至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
 (自  平成21年４月１日
 至  平成21年９月30日)

※１  現金及び現金同等物の四半

期末残高と四半期連結貸借対

照表に掲記されている科目の

金額との関係  

現金及び預金 53,070百万円

預入期間が３か月を 
超える定期預金

△25,016百万円

現金及び現金同等物 28,054百万円
 

現金及び預金 54,362百万円

預入期間が３か月を 
超える定期預金

△30,016百万円

現金及び現金同等物 24,346百万円

(株主資本等関係)

株式の種類
当第２四半期 
連結会計期間末

普通株式 (株) 371,055,259

株式の種類
当第２四半期 
連結会計期間末

普通株式 (株) 6,919,871

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額 
(百万円)

１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 9,103 25.00 平成21年３月31日 平成21年６月29日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額 
(百万円)

１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年10月30日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 9,103 25.00 平成21年９月30日 平成21年11月30日
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前第２四半期連結会計期間(自  平成20年７月１日  至  平成20年９月30日) 

  

 
  

当第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日) 

  

 
  

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

電気事業 
(百万円)

情報通信 
事業 

(百万円)

総合 
エネルギー 
供給事業 
(百万円)

その他の 
事業 
(百万円)

合計 
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
     対する売上高

287,513 4,987 11,408 10,564 314,473 ― 314,473

 (2) セグメント間の内部 
     売上高又は振替高

3,407 3,291 663 21,681 29,043 (29,043) ―

計 290,921 8,278 12,072 32,245 343,517 (29,043) 314,473

   営業利益又は 
   営業損失(△) △ 14,260 980 688 1,426 △ 11,164 (3,198) △ 14,363

電気事業 
(百万円)

情報通信 
事業 

(百万円)

総合 
エネルギー 
供給事業 
(百万円)

その他の 
事業 
(百万円)

合計 
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
     対する売上高

245,235 5,175 6,947 8,630 265,988 ― 265,988

 (2) セグメント間の内部 
     売上高又は振替高

720 3,151 738 21,565 26,175 (26,175) ―

計 245,955 8,326 7,685 30,196 292,164 (26,175) 265,988

   営業利益又は 
   営業損失(△)

25,324 1,217 341 1,175 28,058 (222) 27,835
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前第２四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20年９月30日) 

  

 
  

当第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日) 

  

 
  

（注）１  事業区分の方法 

     事業活動における業務の種類を勘案して区分している。 

 ２  各区分に属する主要な製品の名称等 

 
  

  

  

電気事業 
(百万円)

情報通信 
事業 

(百万円)

総合 
エネルギー 
供給事業 
(百万円)

その他の 
事業 
(百万円)

合計 
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
     対する売上高

526,511 9,726 20,762 20,981 577,982 ― 577,982

 (2) セグメント間の内部 
     売上高又は振替高

4,459 6,356 1,191 41,376 53,384 (53,384) ―

計 530,971 16,083 21,953 62,357 631,366 (53,384) 577,982

   営業利益又は 
   営業損失(△)

△ 11,581 1,449 1,444 1,964 △ 6,723 (3,180) △ 9,904

電気事業 
(百万円)

情報通信 
事業 

(百万円)

総合 
エネルギー 
供給事業 
(百万円)

その他の 
事業 
(百万円)

合計 
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
     対する売上高

470,312 10,145 13,795 18,137 512,391 ― 512,391

 (2) セグメント間の内部 
     売上高又は振替高

1,509 5,855 941 42,528 50,834 (50,834) ―

計 471,821 16,001 14,736 60,666 563,226 (50,834) 512,391

   営業利益又は 
   営業損失(△)

47,838 2,023 1,241 1,558 52,662 (200) 52,461

         事業区分                        主要な製品・事業活動                       

電気事業 電力供給

情報通信事業 電気通信事業、情報処理・情報システム設計

総合エネルギー供給事業 コジェネ・分散型電源、燃料販売、エネルギー利用事業等

その他の事業 ビジネス・生活支援事業、環境調和創生事業、電気事業サポート  ほか
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前第２四半期連結会計期間(自  平成20年７月１日  至  平成20年９月30日)及び当第２四半期 

  連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)並びに前第２四半期連結累計期間 

  (自  平成20年４月１日  至  平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自  平成21年 

  ４月１日  至  平成21年９月30日) 

  

当社は本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社がないため、該当事項はない。 

  

  

  

  

  

前第２四半期連結会計期間(自  平成20年７月１日  至  平成20年９月30日)及び当第２四半期 

  連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)並びに前第２四半期連結累計期間 

  (自  平成20年４月１日  至  平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自  平成21年 

  ４月１日  至  平成21年９月30日) 

  

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略している。 

  

  

  

  

  

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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１  １株当たり純資産額 

  

 
(注)  １株当たり純資産額の算定上の基礎 

  

 
  

２  １株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失 

第２四半期連結累計期間 

  

 
(注) １  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、潜在株式が存在しないため記載していない。 

２  １株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失の算定上の基礎 

  

 
  

(１株当たり情報)

当第２四半期連結会計期間末 
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成21年３月31日)

 
１株当たり純資産額 1,848円8銭

 
１株当たり純資産額 1,809円91銭

項目
当第２四半期連結会計期間末 
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 677,681 663,974

純資産の部の合計額から控除する金額 
(百万円)

4,728 4,893

  (うち少数株主持分(百万円)) 4,728 4,893

普通株式に係る純資産額(百万円) 672,952 659,080

普通株式の発行済株式数(株) 371,055,259 371,055,259

普通株式の自己株式数(株) 6,919,871 6,905,137

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
普通株式の数(株)

364,135,388 364,150,122

前第２四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

 
１株当たり四半期純損失 57円7銭

 
１株当たり四半期純利益 58円78銭

項目
前第２四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

四半期純利益(百万円) ― 21,404

四半期純損失(百万円) 20,785 ―

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益(百万円) ― 21,404

普通株式に係る四半期純損失(百万円) 20,785 ―

普通株式の期中平均株式数(株) 364,218,026 364,141,759
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第２四半期連結会計期間 

  

 
(注) １  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、潜在株式が存在しないため記載していない。 

２  １株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失の算定上の基礎 

  

 
  

  

第86期(平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）中間配当については、平成21年10月30日開催の

取締役会において、平成21年９月30日現在の株主名簿に記録された最終の株主又は登録株式質権者に対

し、次のとおり中間配当を行うことを決議した。 

 
  

前第２四半期連結会計期間
(自  平成20年７月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

 
１株当たり四半期純損失 52円11銭

 
１株当たり四半期純利益 31円12銭

項目
前第２四半期連結会計期間
(自  平成20年７月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

四半期純利益(百万円) ― 11,333

四半期純損失(百万円) 18,979 ―

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益(百万円) ― 11,333

普通株式に係る四半期純損失(百万円) 18,979 ―

普通株式の期中平均株式数(株) 364,204,034 364,137,674

２ 【その他】

(1)配当金の総額 9,103百万円

(2)１株当たりの金額 25円

(3)支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成21年11月30日
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該当事項なし 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
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平成20年11月11日

中国電力株式会社 

取  締  役  会  御中 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている中

国電力株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間

(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20

年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及

び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明すること

にある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、中国電力株式会社及び連結子会社の平成20

年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の

経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる

事項がすべての重要な点において認められなかった。 

追記情報 

重要な後発事象に島根原子力発電所２号機定期検査において、原子炉再循環系配管の取替工事を実施する

ことを決定した記載がある。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士    友    田    民    義    印

指定社員 
業務執行社員

公認会計士    髙    橋    義    則    印

指定社員 
業務執行社員

公認会計士    谷          宏    子    印

 

 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管している。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていない。



  

平成21年11月12日

中国電力株式会社 

取  締  役  会  御中 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている中

国電力株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間

(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21

年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及

び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明すること

にある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、中国電力株式会社及び連結子会社の平成21

年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の

経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる

事項がすべての重要な点において認められなかった。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士    髙    橋    義    則    印

指定社員 
業務執行社員

公認会計士    山    本    昭    人    印

指定社員 
業務執行社員

公認会計士    谷          宏    子    印

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管している。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていない。
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【提出先】 関東財務局長
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【会社名】 中国電力株式会社
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【代表者の役職氏名】 取締役社長    山  下    隆

【最高財務責任者の役職氏名】 ―

【本店の所在の場所】 広島市中区小町４番33号
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株式会社大阪証券取引所
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当社取締役社長山下隆は、当社の第86期第２四半期(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)の

四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】


