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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86期 

第１四半期連結 
累計(会計)期間

第87期 
第１四半期連結 
累計(会計)期間

第86期

会計期間
自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日

自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日

自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日

売上高(営業収益) (百万円) 246,402 246,608 1,038,443

経常利益又は経常損失(△) (百万円) 18,247 △2,593 58,009

四半期(当期)純利益又は四半期純
損失(△)

(百万円) 10,070 △8,723 31,001

純資産額 (百万円) 668,052 659,671 679,685

総資産額 (百万円) 2,798,867 2,802,248 2,781,990

１株当たり純資産額 (円) 1,821.33 1,800.22 1,855.16

１株当たり四半期(当期)純利益又
は四半期純損失(△)

(円) 27.65 △23.96 85.14

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 (％) 23.7 23.4 24.3

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 27,439 △13,886 247,684

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △40,647 △45,863 △157,136

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 13,467 58,337 △87,904

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高

(百万円) 25,492 26,373 27,810

従業員数 (人) 14,358 14,463 14,146
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当第１四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。 

また、主要な関係会社についても異動はない。 

２ 【事業の内容】
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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。 
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当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はない。 

  

  

平成22年６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22年６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】

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

従業員数(人) 14,463

(2) 提出会社の状況

従業員数(人) 9,093
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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(23百万kWh)を含んでいる。 

４ 出水率は、昭和54年度から平成20年度までの30か年の第１四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１四半期連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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) 1,073 194.1

火力発電電力量(百万kWh) 8,587 107.8

原子力発電電力量(百万kWh) ― ―

他社受電電力量(百万kWh)
6,670 170.3
△678 104.9

融通電力量(百万kWh)
24 47.7

△24 91.1

揚水発電所の揚水用電力量(百万kWh) △183 234.6

合計 15,470 111.0

損失電力量(百万kWh) △974 92.7

販売電力量(百万kWh) 14,497 112.5

出水率(％) 111.5 ―

-6-



  

 
(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１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日現在)

前年同四半期比(％)

契約口数

電灯 4,691,144 100.4

電力 520,915 97.3

計 5,212,059 100.1

契約電力(千kW)

電灯 4,864 107.4

電力 3,282 97.3

計 8,146 103.1

② 販売電力量及び料金収入

種別
当第１四半期連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日)

前年同四半期比(％)

販売電力量(百万kWh)

電灯 4,426 106.7

電力 10,071 115.2

計 14,497 112.5

他社販売 676 104.7

料金収入(百万円)

電灯 86,012 98.0

電力 127,766 98.8

計 213,779 98.5

他社販売 5,894 102.9

種別
当第１四半期連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成22年６月30日)

前年同四半期比(％)

融通電力量(百万kWh) 23 93.4

同上販売電力料(百万円) 765 291.3
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当第１四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１四半期連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日)

販売電力量

(百万kWh) 前年同四半期比(％)

鉱工業

鉱業 37 112.6

製造業

食料品 252 102.9

繊維工業 112 119.5

パルプ・紙・紙加工品 131 108.1

化学工業 788 126.4

石油製品・石炭製品 107 154.2

ゴム製品 73 120.2

窯業土石 238 169.0

鉄鋼業 1,562 172.4

非鉄金属 386 105.5

機械器具 1,196 114.3

その他 311 111.8

計 5,156 130.5

計 5,193 130.4

その他

鉄道業 296 97.1

その他 356 100.8

計 652 99.1

合計 5,845 125.9

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１四半期連結会計期間におけるわが国の経済情勢をみると、輸出の増加を背景に生産活動や個人

消費の持ち直しが続いた上、設備投資や雇用情勢にも下げ止まりや持ち直しの動きが広がるなど、景気

は緩やかに回復した。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１四半期連結会計期間の業績は、売上高(営業収益)が2,466億円と前年同四半

期連結会計期間に比べ２億円の増収、営業利益は52億円と前年同四半期連結会計期間に比べ193億円の

減少、経常損失は25億円と前年同四半期連結会計期間に比べ208億円の減益となった。 

  

 
  

セグメントの業績は次のとおりである。 

当第１四半期連結会計期間は、産業用大口電力の増加などにより、販売電力量が144億97百万kWhと

前年同四半期連結会計期間に比べ16億５百万kWhの増となったものの、燃料費調整制度の影響などに

より、売上高(営業収益)は2,235億円と、前年同四半期連結会計期間に比べ23億円の減収となった。 

経営全般の効率化に努めたものの、島根原子力発電所１、２号機の運転停止等による原料費の増加

などから、営業費用は2,197億円と、前年同四半期連結会計期間に比べ164億円の増加となった。 

この結果、営業利益は37億円となり、前年同四半期連結会計期間に比べ187億円の減益となった。 

  

ＬＮＧ販売事業などの売上が増加したことから、売上高(営業収益)は99億円と、前年同四半期連結

会計期間に比べ28億円の増収となった。ＬＮＧ価格上昇等による原料費の増加などから、営業費用は

97億円と、前年同四半期連結会計期間に比べ35億円の増加となった。 

この結果、営業利益は２億円となり、前年同四半期連結会計期間に比べ６億円の減益となった。 

  

インターネット事業収入や法人向け事業収入が増加したことなどから、売上高(営業収益)は80億円

と、前年同四半期連結会計期間に比べ４億円の増収となった。委託費や修繕費の増加などから、営業

費用は71億円と、前年同四半期連結会計期間に比べ２億円の増加となった。 

この結果、営業利益は９億円となり、前年同四半期連結会計期間に比べ１億円の増益となった。 

  

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１四半期 
連結会計期間 
(億円)

当第１四半期  
連結会計期間  
(億円)

差引 
(億円)

増減率 
(％)

売上高(営業収益) 2,464 2,466 2 0.1

営業利益 246 52 △193 △78.7

経常利益又は経常損失(△) 182 △25 △208 ―

四半期純利益又は四半期 
純損失(△)

100 △87 △187 ―

○電気事業

○総合エネルギー供給事業

○情報通信事業
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○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損失となったことなどにより、前年同四半期連結会計期間に比べ413億円減

少の138億円の支出となった。 

○投資活動によるキャッシュ・フロー 

設備投資の増加などにより、前年同四半期連結会計期間に比べ52億円増加の458億円の支出となっ

た。 

この結果、差引フリー・キャッシュ・フローは、597億円の支出となった。 

○財務活動によるキャッシュ・フロー 

社債やコマーシャル・ペーパー等による資金の調達を行ったことなどにより、583億円の収入とな

った。 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ

14億円減少の263億円となった。 

 
  

当第１四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、前事業年度の有価証券

報告書に記載した「対処すべき課題」から、重要な変更及び新たに生じた課題はない。 

なお、島根原子力発電所点検不備に係る取り組みについて、直接原因に係る再発防止対策を、７月末

をもって完了した。根本原因に係る再発防止対策を、今後とも徹底して進めていく。 

  

当第１四半期連結会計期間における研究開発活動の金額は、14億円である。 

なお、当第１四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。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況

項          目
前第１四半期 
連結会計期間 
(億円)

当第１四半期 
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 274 △138 △413

○投資活動によるキャッシュ・フロー △406 △458 △52

  差引フリー・キャッシュ・フロー △132 △597 △465

○財務活動によるキャッシュ・フロー 134 583 448

社債・借入金による純増減 229 679 449

配当金の支払など △95 △95 △0

現金及び現金同等物(増減額) 2 △14

現金及び現金同等物(期末残高) 254 263

(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１四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。 

なお、以下の送電線の電圧と亘長、変電所の電圧と出力をそれぞれ変更した。 

  

(電気事業) 

主要送電設備 

(変更前) 

 
  

(変更後) 

 
  

主要変電設備 

(変更前) 

 
  

(変更後) 

 
  

第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

線路名 種別 電圧(kV) 亘長(km)

北松江幹線 架空 220 41.4

線路名 種別 電圧(kV) 亘長(km)

北松江幹線 架空 500 40.9

所在地 変電所名 電圧(kV) 出力(kVA) 土地面積(㎡)

島根県松江市 北松江 220 425,000 150,910

所在地 変電所名 電圧(kV) 出力(kVA) 土地面積(㎡)

島根県松江市 北松江 500 2,425,000 150,910
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当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度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。 

なお、前連結会計年度末において新設、除却等を計画中であった重要な設備のうち、当第１四半期連

結会計期間に営業運転を開始したものは次のとおりである。 

  

(電気事業) 

送電 

 
(注) ( )は一部使用開始時期 

  

変電 

 
(注) ( )は一部使用開始時期 

(2) 設備の新設、除却等の計画

件名 電圧(kV) 亘長(km) 着工年月 営業運転開始年月

北松江幹線昇圧 500 40.9 平成21年８月
平成22年５月
(平成22年４月)

件名 電圧(kV) 容量(kVA) 着工年月 営業運転開始年月

北松江（変）昇圧 500/220 2,000,000 平成19年10月
平成22年12月
(平成22年４月)
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該当事項なし 

  

該当事項なし 

  

該当事項なし 

  

 
  

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握していな

い。 

  

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１四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成22年６月30日)

提出日現在 
発行数(株) 

(平成22年８月11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) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

(4) 【ライツプランの内容】

(5) 【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22年６月30日 ― 371,055 ― 185,527 ― 16,676

(6) 【大株主の状況】
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当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成22年３月31日)に基づく株主名簿による記

載をしている。 

平成22年３月31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6,600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66個が含まれて 

いる。 

  

  

平成22年３月31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、8,196,800株であ

る。 

  

  

(7) 【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

6,918,400
― ―

(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

360,820,600
3,608,204 ―

単元未満株式
普通株式

2,037,859
― ―

発行済株式総数 371,055,259 ― ―

総株主の議決権 ― 3,608,204 ―

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 6,918,400 ― 6,918,400 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 ― 6,976,800 ― 6,976,800 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22年 
 ４月

平成22年 
 ５月

平成22年 
 ６月

最高(円) 1,877 1,822 1,848

最低(円) 1,766 1,704 1,713

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１四半期連結会計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び前第１四半期連結

累計期間(平成21年４月１日から平成21年６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１四半期連結会計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日

まで)及び当第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)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１四半期連結会計期間(平成21年４月

１日から平成21年６月30日まで)及び前第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日

まで)に係る四半期連結財務諸表については、あずさ監査法人による四半期レビューを受け、また、当第

１四半期連結会計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)及び当第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)に係る四半期連結財務諸表については、有限責任あずさ監査

法人による四半期レビューを受けている。 

なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年７月１日をもって有限責任あずさ監

査法人となっている。 

  

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１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

資産の部

固定資産 2,564,595 2,568,776

電気事業固定資産 ※1, ※2 1,531,492 ※1, ※2 1,533,531

水力発電設備 150,055 151,160

汽力発電設備 253,015 260,055

原子力発電設備 77,930 72,207

送電設備 393,740 398,338

変電設備 159,170 152,741

配電設備 389,155 391,774

業務設備 105,772 104,556

その他の電気事業固定資産 2,653 2,697

その他の固定資産 ※1, ※2 109,844 ※1, ※2 111,392

固定資産仮勘定 445,874 440,833

建設仮勘定及び除却仮勘定 445,874 440,833

核燃料 158,455 156,782

装荷核燃料及び加工中等核燃料 158,455 156,782

投資その他の資産 318,929 326,236

長期投資 47,705 51,093

使用済燃料再処理等積立金 80,710 83,778

繰延税金資産 72,907 72,118

その他 118,002 119,613

貸倒引当金（貸方） △397 △366

流動資産 237,653 213,213

現金及び預金 56,389 54,626

受取手形及び売掛金 57,098 62,563

たな卸資産 ※3 65,348 ※3 52,810

繰延税金資産 14,165 10,070

その他 45,416 33,905

貸倒引当金（貸方） △764 △763

資産合計 2,802,248 2,781,990
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

負債の部

固定負債 1,620,448 1,638,882

社債 859,978 879,978

長期借入金 502,227 513,709

退職給付引当金 60,963 60,870

使用済燃料再処理等引当金 92,660 94,625

使用済燃料再処理等準備引当金 4,680 4,634

原子力発電施設解体引当金 － 61,345

資産除去債務 76,243 －

その他 23,695 23,717

流動負債 473,165 417,666

1年以内に期限到来の固定負債 162,088 127,567

短期借入金 71,440 72,270

コマーシャル・ペーパー 105,000 40,000

支払手形及び買掛金 50,070 43,846

未払税金 7,425 28,764

その他 77,141 105,217

特別法上の引当金 48,962 45,755

渇水準備引当金 792 －

原子力発電工事償却準備引当金 48,170 45,755

負債合計 2,142,577 2,102,304

純資産の部

株主資本 651,015 668,846

資本金 185,527 185,527

資本剰余金 17,218 17,218

利益剰余金 460,780 478,607

自己株式 △12,510 △12,506

評価・換算差額等 4,490 6,670

その他有価証券評価差額金 4,557 6,740

為替換算調整勘定 △66 △70

少数株主持分 4,164 4,168

純資産合計 659,671 679,685

負債純資産合計 2,802,248 2,781,990
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(2) 【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
(自 平成21年４月１日
 至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年６月30日)

営業収益 246,402 246,608

電気事業営業収益 225,077 223,022

その他事業営業収益 21,325 23,585

営業費用 ※1 221,776 ※1 241,370

電気事業営業費用 201,487 218,253

その他事業営業費用 20,289 23,117

営業利益 24,626 5,237

営業外収益 3,676 2,748

受取配当金 383 366

受取利息 402 370

持分法による投資利益 612 28

その他 2,278 1,982

営業外費用 10,055 10,579

支払利息 7,167 6,798

その他 2,888 3,781

四半期経常収益合計 250,079 249,356

四半期経常費用合計 231,832 251,950

経常利益又は経常損失（△） 18,247 △2,593

渇水準備金引当又は取崩し － 792

渇水準備金引当 － 792

原子力発電工事償却準備金引当又は取崩し 2,047 2,414

原子力発電工事償却準備金引当 2,047 2,414

特別損失 － 6,816

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,816

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（△）

16,200 △12,616

法人税、住民税及び事業税 6,102 △4,077

法人税等調整額 75 158

法人税等合計 6,178 △3,918

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △8,698

少数株主利益又は少数株主損失（△） △48 24

四半期純利益又は四半期純損失（△） 10,070 △8,723
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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１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
 至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年６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（△）

16,200 △12,616

減価償却費 32,384 31,183

減損損失 380 －

核燃料減損額 1,580 －

持分法による投資損益（△は益） △612 △28

固定資産除却損 1,355 904

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,816

退職給付引当金の増減額（△は減少） 411 92

使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減
少）

△900 △1,965

使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は
減少）

272 46

原子力発電施設解体引当金の増減額（△は減
少）

564 －

渇水準備引当金の増減額（△は減少） － 792

原子力発電工事償却準備引当金の増減額（△は
減少）

2,047 2,414

受取利息及び受取配当金 △785 △737

支払利息 7,167 6,798

使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増
加）

2,854 3,067

売上債権の増減額（△は増加） 14,281 5,368

たな卸資産の増減額（△は増加） △352 △12,203

仕入債務の増減額（△は減少） △11,172 5,871

その他 △28,199 △23,681

小計 37,476 12,122

利息及び配当金の受取額 1,034 991

利息の支払額 △10,523 △10,271

法人税等の支払額 △547 △16,729

営業活動によるキャッシュ・フロー 27,439 △13,886

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 △41,428 △46,156

投融資による支出 △20,373 △15,210

投融資の回収による収入 20,379 15,080

その他 775 422

投資活動によるキャッシュ・フロー △40,647 △45,863
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(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
 至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年６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 19,933 19,933

長期借入れによる収入 12,500 －

長期借入金の返済による支出 △29,299 △16,957

短期借入れによる収入 22,300 10,120

短期借入金の返済による支出 △17,440 △10,180

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 125,000 210,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出 △110,000 △145,000

自己株式の取得による支出 △19 △5

配当金の支払額 △9,103 △9,103

少数株主への配当金の支払額 △27 △22

その他 △376 △448

財務活動によるキャッシュ・フロー 13,467 58,337

現金及び現金同等物に係る換算差額 23 △24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 282 △1,436

現金及び現金同等物の期首残高 25,209 27,810

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1 25,492 ※1 26,373
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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１四半期連結会計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

 会計方針の変更 (1) 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連  

   会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

 当第１四半期連結会計期間から、「持分法に関する会計

基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表分）

及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）を適用し

ている。 

 なお、この変更に伴う損益に与える影響はない。

(2) 資産除去債務に関する会計基準の適用

 当第１四半期連結会計期間から、「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

いる。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

正されている。 

 これにより、税金等調整前四半期純損失は6,816百万円

増加している。 

 また、当会計基準等の適用による資産除去債務の計上額

は76,243百万円（うち、原子力発電施設解体引当金からの

振替額は61,345百万円）である。

【表示方法の変更】

当第１四半期連結会計期間 
(自  平成22年４月１日   
至  平成22年６月30日)

（四半期連結損益計算書関係）

 「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１四半期連結累計期間で

は、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目を表示している。

【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１四半期連結会計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６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１四半期連結会計期間末 
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末 
(平成22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

82,045百万円 

 

3,911,601百万円

81,982百万円 

 

3,886,017百万円

※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

 

 

3,409百万円

12,580百万円

49,357百万円

 計 65,348百万円
 

 

3,595百万円

9,795百万円

39,419百万円

 計 52,810百万円

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

  岡山パイプライン株式会社

  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

 

  

71,073百万円

44,665百万円

16,750百万円

4,033百万円

1,550百万円

646百万円

（529百万円）

1,103百万円

計 139,823百万円
 

69,842百万円

45,416百万円

15,500百万円

4,033百万円

550百万円

      651百万円

（532百万円）

   949百万円

計 136,942百万円

(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)

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６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 20,681 9,954

退職給与金 3,057 3,057

燃料費 44,658 ―

修繕費 24,085 598

委託費 8,926 3,287

減価償却費 29,412 2,286

他社購入 
電力料

33,642 ―

その他 38,887 10,442

小計 203,352 29,627

相殺消去額 △1,864 ―

合計 201,487 ―
 

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 20,889 10,078

退職給与金 1,542 1,542

燃料費 53,643 ―

修繕費 17,992 494

委託費 7,948 2,762

減価償却費 28,396 2,157

他社購入 
電力料

50,768 ―

その他 38,579 11,059

小計 219,761 28,096

相殺消去額 △1,508 ―

合計 218,253 ―

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

項目
前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
 (自 平成22年４月１日
 至 平成22年６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 55,508百万円

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 25,492百万円
 

現金及び預金 56,389百万円

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 26,373百万円
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当第１四半期連結会計期間末(平成22年６月30日)及び当第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日

至 平成22年６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 

  配当金支払額 

 
   (注)配当金の総額は、内部取引消去後 

  

(株主資本等関係)

株式の種類
当第１四半期 
連結会計期間末

普通株式 (株) 371,055,259

株式の種類
当第１四半期 
連結会計期間末

普通株式 (株) 6,928,534

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22年６月29日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 9,103 25.00 平成22年３月31日 平成22年６月30日
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前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６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 

 
  

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６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１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６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。 

  

(セグメント情報等)

【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

225,077 4,970 6,847 9,507 246,402 ― 246,402

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

789 2,704 202 20,962 24,659 （24,659） ―

計 225,866 7,674 7,050 30,470 271,062 （24,659） 246,402

営業利益 22,514 806 900 382 24,604 21 24,626

     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、情報処理事業

総合エネルギー供給事業 燃料販売事業、電気・熱エネルギー供給事業

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

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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１  報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となってい

るものである。 

 当社グループは、電気事業を中核とし、グループの強みを活かせる事業領域(戦略的事業領域）へ集中

的に経営資源を投入することで、トータルソリューション事業を展開している。 

 したがって、当社グループは、電気事業を中心として保有している経営資源をもとに提供する製品・サ

ービス別のセグメントから構成されており、「電気事業」、「総合エネルギー供給事業」及び「情報通信

事業」の３つを報告セグメントとしている。 

 「電気事業」は、中国地域を事業展開の基盤とした電力供給を行っている。「総合エネルギー供給事

業」は、ＬＮＧ等の燃料販売や電気・熱販売等エネルギー利用サービスの提供を行っている。「情報通信

事業」は、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した電気通信サービス、情報処理サービスの提供を行ってい

る。 

  

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

 
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、環境調和創生、ビジネス・生活支  

  援、電気事業サポート等の事業を含んでいる。 

２ セグメント利益又は損失（△）の調整額105百万円は、セグメント間取引消去である。 

３ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。 

  

(追加情報) 

 当第１四半期連結会計期間から、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準 

 第17号 平成21年3月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会 

 計基準適用指針第20号 平成20年3月21日）を適用している。 

  

【セグメント情報】

(単位：百万円)

報告セグメント

その他 
（注）１

合計
調整額 
（注）２

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）３電気事業

総合 
エネルギー 
供給事業

情報通信 
事業

計

売上高

 外部顧客への売上高 223,022 9,614 5,460 238,096 8,511 246,608 － 246,608

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

503 309 2,617 3,431 17,445 20,876 △ 20,876 －

計 223,526 9,923 8,077 241,528 25,956 267,485 △ 20,876 246,608

セグメント利益又は 
損失（△）

3,764 206 932 4,904 227 5,131 105 5,237
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当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日） 

 
（注）原子力発電施設解体引当金からの振替額61,345百万円及び 

   当第１四半期特別損失に計上している6,816百万円を含む。 

  

(資産除去債務関係)

会計基準適用による期首調整額 （注） 75,807百万円
期中変動額 435百万円
期末残高 76,243百万円
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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 

 
(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 

  

 
  

該当事項なし 

  

(１株当たり情報)

当第１四半期連結会計期間末 
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末 
(平成22年３月31日)

 
１株当たり純資産額 1,800円22銭

 
１株当たり純資産額 1,855円16銭

項目
当第１四半期連結会計期間末 
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末 
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 659,671 679,685

純資産の部の合計額から控除する金額 
(百万円)

4,164 4,168

 (うち少数株主持分(百万円)) 4,164 4,168

普通株式に係る純資産額(百万円) 655,506 675,517

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) 6,928,534 6,926,174

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)

364,126,725 364,129,085

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
  至 平成22年６月30日)

 
１株当たり四半期純利益 27円65銭

 
１株当たり四半期純損失 23円96銭

項目
前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日  
  至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年６月30日)

四半期純利益(百万円) 10,070 ―

四半期純損失(百万円) ― 8,723

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) 10,070 ―

普通株式に係る四半期純損失(百万円) ― 8,723

普通株式の期中平均株式数(株) 364,145,844 364,127,311

２ 【その他】
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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21年８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１四半期連結会計期間

(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21

年６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６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシ

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 
  

 
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。 

  
  

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。



  

平成22年８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22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間

(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)及び第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)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22

年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシ

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 
  

 
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。 

  
  
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 
業務執行社員

公認会計士  髙  橋  義  則  印

指定有限責任社員 
業務執行社員

公認会計士  山  本  昭  人  印

指定有限責任社員 
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。



 

 
  

 

【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成22年８月11日

【会社名】 中国電力株式会社

【英訳名】 The Chugoku Electric Power Company, Incorporated

【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

 (大阪市中央区北浜一丁目８番16号)



当社取締役社長山下隆は、当社の第87期第１四半期(自 平成22年４月１日 至 平成22年６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】


