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四 半 期 報 告 書

１ 本書は四半期報告書を金融商品取引法第27条の30の２に規定する開

示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁

を付して出力・印刷したものであります。

２ 本書には、上記の方法により提出した四半期報告書に添付された四

半期レビュー報告書及び上記の四半期報告書と同時に提出した確認書

を末尾に綴じ込んでおります。

中 国 電 力 株 式 会 社
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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93期

第１四半期
連結累計期間

第94期
第１四半期
連結累計期間

第93期

会計期間
自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日

自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日

自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日

売上高(営業収益) (百万円) 282,277 304,510 1,200,379

経常利益 (百万円) 9,020 2,370 19,489

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 5,487 1,302 11,341

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 3,092 1,967 14,360

純資産額 (百万円) 602,552 574,544 581,162

総資産額 (百万円) 3,047,292 3,065,310 3,100,754

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 15.15 3.78 31.84

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) 13.35 3.28 27.95

自己資本比率 (％) 19.6 18.6 18.6

(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。

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はない。

　なお、主要な関係会社の異動は以下のとおり。

（電気事業）

平成29年４月３日、当社がＪＦＥスチール㈱との共同出資により千葉パワー㈱を設立し、同社は連結子会社となっ

た。

（その他の事業）

平成29年４月１日、中国企業㈱が㈱エネルギアＬ＆Ｂパートナーズに商号変更した。
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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。

［事業系統図］

　

　
(注) １ 平成29年４月１日、中国企業㈱が㈱エネルギアＬ＆Ｂパートナーズに商号変更した。

２ 平成29年４月３日、当社がＪＦＥスチール㈱との共同出資により千葉パワー㈱を設立し、同社は連結子会社となった。
(参考) 平成29年７月28日、当社は広島ガス㈱とともに、新会社を設立のうえバイオマス混焼発電事業を実施することに合意した。（平成

29年10月〔目途〕、新会社設立予定）
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、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。

２ 【経営上の重要な契約等】

該当事項なし

３ 【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

当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高(営業収益)が3,045億円と前年同四半期連結累計期間に比べ222億円

の増収、営業利益は31億円と前年同四半期連結累計期間に比べ78億円の減益となった。経常利益は23億円と前年同

四半期連結累計期間に比べ66億円の減益、親会社株主に帰属する四半期純利益は13億円と前年同四半期連結累計期

間に比べ41億円の減益となった。

前第１四半期

連結累計期間

(億円)

当第１四半期

連結累計期間

(億円)

差引

(億円)

増減率

(％)

売上高(営業収益) 2,822 3,045 222 7.9

営業利益 110 31 △78 △71.2

経常利益 90 23 △66 △73.7

親会社株主に帰属する四半期純利益 54 13 △41 △76.3

　

セグメントの業績は次のとおりである。

○電気事業

売上高(営業収益)は、販売電力量の減少はあったが、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の交付金と

賦課金の増加に加え、燃料費調整制度の影響により電気料金収入が増加したことなどから、2,773億円と前年同

四半期連結累計期間に比べ179億円の増収となった。

営業費用は、経営全般の効率化に努めたものの、燃料価格の上昇による原料費の増加に加え、「再生可能エネ

ルギーの固定価格買取制度」の納付金が増加したことなどから、2,751億円と前年同四半期連結累計期間に比べ

258億円の増加となった。

この結果、営業利益は22億円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ78億円の減益となった。

○総合エネルギー供給事業

売上高(営業収益)は、燃料販売事業収入が増加したことなどから、108億円と前年同四半期連結累計期間に比

べ32億円の増収となった。

営業費用は、燃料価格が上昇したことなどから、103億円と前年同四半期連結累計期間に比べ35億円の増加と

なった。

この結果、営業利益は４億円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ３億円の減益となった。

○情報通信事業

売上高(営業収益)は、情報関係事業収入が増加したことなどから、90億円と前年同四半期連結累計期間に比べ

0.3億円の増収となった。

営業費用は、86億円と前年同四半期連結累計期間とほぼ同額となった。

この結果、営業利益は３億円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ0.3億円の増益となった。
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(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、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。

　

(3) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間における研究開発活動の金額は、25億円である。

なお、電気事業において、革新的な低炭素石炭火力発電の実現を目指し、「酸素吹石炭ガス化複合発電実証試

験」を実施している。
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(4) 生産、受注及び販売の実績

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。

① 需給実績

種別
当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29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) 823 81.6

火力発電電力量(百万kWh) 6,882 86.4

原子力発電電力量(百万kWh) ― ―

新エネルギー等発電電力量(百万kWh) 2 107.1

融通・他社送受電電力量(百万kWh) 5,775 108.1

揚水発電所の揚水用電力量(百万kWh) △240 153.2

合計 13,242 93.5

損失電力量(百万kWh) △546 64.4

販売電力量(百万kWh) 12,696 95.4

出水率(％) 81.2 ―

(注) １ 融通・他社送受電電力量は、受電電力量から送電電力量を控除した電力量を示しており、期末時点で把握し

ている電力量を記載している。

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(29百万kWh)を含んでいる。

４ 出水率は、昭和61年度から平成27年度までの30か年の第１四半期連結累計期間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。

② 販売実績

種別
当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

前年同四半期比(％)

販売電力量(百万kWh)

電灯 3,956 100.3

電力 8,740 93.3

計 12,696 95.4

融通・他社販売 1,409 115.8

料金収入(百万円)

電灯 84,333 105.0

電力 133,266 101.1

計 217,600 102.6

融通・他社販売 11,240 108.4

(注) 上記金額には、消費税等は含まれていない。
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第３ 【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29年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年８月８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)

単元株式数は100株である。

計 371,055,259 371,055,259 ― ―

(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成29年８月１日からこの四半期報告書提出日までの「2018年満期ユーロ円建

転換社債型新株予約権付社債」及び「2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債」の転換により発行

された株式数は含まれていない。

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項なし

(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】

該当事項なし

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項なし

(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29年４月１日～
平成29年６月30日

― 371,055 ― 185,527 ― 16,676

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はない。

決算短信（宝印刷） 2017年08月03日 17時39分 11ページ（Tess 1.50(64) 20170306_01）



― 8 ―

(7) 【議決権の状況】

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29年３月31日)に基づく株主名簿による記載をしている。

① 【発行済株式】

平成29年３月31日現在

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

26,522,800
― ―

(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

341,671,800
3,416,716 ―

単元未満株式
普通株式

1,582,259
― 一単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 371,055,259 ― ―

総株主の議決権 ― 3,416,716 ―

(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。

② 【自己株式等】

平成29年３月31日現在

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 26,522,800 ― 26,522,800 7.15

(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 668,400 ― 668,400 0.18

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 ― 27,231,200 ― 27,231,200 7.34

(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570,000株を含めて完全議決権株式(自己株式等)は、27,801,200株であ

る。

２ 【役員の状況】

該当事項なし
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第４ 【経理の状況】

１ 四半期連結財務諸表の作成方法について

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)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。

２ 監査証明について

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、第１四半期連結会計期間(平成29年４月１日から平成

29年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成29年４月１日から平成29年６月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、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。
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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)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

固定資産 2,756,698 2,768,107

電気事業固定資産 1,316,657 1,317,921

水力発電設備 120,568 119,627

汽力発電設備 181,689 180,003

原子力発電設備 90,607 95,310

送電設備 312,685 313,105

変電設備 142,501 142,817

配電設備 366,652 366,451

業務設備 78,248 77,339

休止設備 19,217 18,823

その他の電気事業固定資産 4,485 4,441

その他の固定資産 127,514 126,104

固定資産仮勘定 771,968 782,670

建設仮勘定及び除却仮勘定 763,091 774,945

原子力廃止関連仮勘定 8,876 7,725

核燃料 147,485 150,758

装荷核燃料及び加工中等核燃料 147,485 150,758

投資その他の資産 393,073 390,652

長期投資 137,705 135,273

退職給付に係る資産 46,623 46,202

繰延税金資産 62,586 61,936

その他 146,335 147,418

貸倒引当金（貸方） △177 △178

流動資産 344,055 297,202

現金及び預金 65,233 66,974

受取手形及び売掛金 106,610 123,777

短期投資 65,000 －

たな卸資産 53,383 62,242

繰延税金資産 9,996 10,401

その他 44,314 34,267

貸倒引当金（貸方） △482 △460

合計 3,100,754 3,065,310
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

負債及び純資産の部

固定負債 1,863,747 1,798,909

社債 741,956 696,956

長期借入金 951,779 931,334

退職給付に係る負債 69,160 69,303

資産除去債務 77,376 77,723

その他 23,473 23,591

流動負債 574,275 609,867

1年以内に期限到来の固定負債 267,557 272,264

短期借入金 69,245 69,255

コマーシャル・ペーパー － 64,000

支払手形及び買掛金 57,818 57,495

未払税金 9,408 8,012

その他 170,246 138,838

特別法上の引当金 81,569 81,989

渇水準備引当金 1,220 1,022

原子力発電工事償却準備引当金 80,348 80,966

負債合計 2,519,592 2,490,765

株主資本 550,944 543,638

資本金 185,527 185,527

資本剰余金 17,068 17,067

利益剰余金 387,088 379,784

自己株式 △38,739 △38,741

その他の包括利益累計額 26,425 27,174

その他有価証券評価差額金 22,809 24,515

繰延ヘッジ損益 △247 △500

為替換算調整勘定 △305 △390

退職給付に係る調整累計額 4,168 3,550

非支配株主持分 3,791 3,731

純資産合計 581,162 574,544

合計 3,100,754 3,065,310
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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28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

営業収益 282,277 304,510

電気事業営業収益 259,074 276,198

その他事業営業収益 23,203 28,311

営業費用 271,220 301,320

電気事業営業費用 248,258 273,208

その他事業営業費用 22,962 28,111

営業利益 11,056 3,189

営業外収益 4,625 4,826

受取配当金 681 869

受取利息 191 14

持分法による投資利益 462 1,285

その他 3,290 2,656

営業外費用 6,662 5,645

支払利息 5,349 4,597

その他 1,312 1,047

四半期経常収益合計 286,903 309,336

四半期経常費用合計 277,883 306,965

経常利益 9,020 2,370

渇水準備金引当又は取崩し 138 △198

渇水準備金引当 138 －

渇水準備引当金取崩し（貸方） － △198

原子力発電工事償却準備金引当又は取崩し 527 617

原子力発電工事償却準備金引当 527 617

税金等調整前四半期純利益 8,354 1,951

法人税、住民税及び事業税 2,854 317

法人税等調整額 99 422

法人税等合計 2,953 739

四半期純利益 5,400 1,211

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △87 △91

親会社株主に帰属する四半期純利益 5,487 1,302
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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
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益 5,400 1,211

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,915 1,238

繰延ヘッジ損益 831 △252

為替換算調整勘定 △91 △70

退職給付に係る調整額 △489 △650

持分法適用会社に対する持分相当額 △642 491

その他の包括利益合計 △2,308 755

四半期包括利益 3,092 1,967

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,180 2,051

非支配株主に係る四半期包括利益 △88 △84
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【注記事項】

(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１四半期連結累計期間

(自 平成29年４月１日 至 平成29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。

(四半期連結貸借対照表関係)

　偶発債務

(1) 保証債務

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

日本原燃株式会社 62,488百万円 62,022百万円

従業員〔提携住宅ローン〕 31,208百万円 30,351百万円

水島エルエヌジー株式会社 7,826百万円 7,826百万円

エア・ウォーター＆エネルギア・パワー山口株式会社 4,214百万円 4,548百万円

3B Power Sdn.Bhd. 4,017百万円 4,136百万円

水島エコワークス株式会社 4,033百万円 4,033百万円

その他 15百万円 23百万円

計 113,804百万円 112,942百万円

(2) 社債の債務履行引受契約に係る偶発債務

　 次の社債については、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。

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

第357回社債

（引受先 株式会社みずほ銀行）
15,000百万円 15,000百万円

第376回社債

（引受先 株式会社みずほ銀行）
30,000百万円 30,000百万円

計 45,000百万円 45,000百万円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。

　なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであ

る。

前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日)

減価償却費 25,844百万円 25,226百万円

(株主資本等関係)

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)

　配当金支払額

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28年６月28日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 9,055 25.00 平成28年３月31日 平成28年６月29日

　 (注)配当金の総額は、内部取引消去後

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日)

　配当金支払額

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29年６月28日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 8,606 25.00 平成29年３月31日 平成29年６月29日

　 (注)配当金の総額は、内部取引消去後
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)

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

(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 259,074 7,317 6,816 273,208 9,069 282,277 － 282,277

セグメント間の内部
売上高又は振替高

323 280 2,155 2,759 16,128 18,887 △18,887 －

計 259,398 7,597 8,971 275,967 25,197 301,165 △18,887 282,277

セグメント利益又は
損失（△）

10,080 766 350 11,197 △75 11,121 △64 11,056

(注) １ 「その他」には、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△64百万円は、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。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日)

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

(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 276,198 10,430 6,951 293,580 10,929 304,510 － 304,510

セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,139 399 2,050 3,589 13,212 16,801 △16,801 －

計 277,337 10,830 9,002 297,169 24,142 321,312 △16,801 304,510

セグメント利益又は
損失（△）

2,212 436 380 3,029 34 3,064 125 3,189

(注) １ 「その他」には、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125百万円は、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。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎

は、以下のとおりである。

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日)

（1）１株当たり四半期純利益 15円15銭 3円78銭

(算定上の基礎)

親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) 5,487 1,302

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期
純利益(百万円)

5,487 1,302

普通株式の期中平均株式数(株) 362,225,419 344,267,628

（2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 13円35銭 3円28銭

(算定上の基礎)

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額
(百万円)

△1 △1

(うち持分法適用関連会社の潜在株式による
影響額(百万円))

(△1) (△1)

普通株式増加数(株) 48,773,264 53,025,450

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、
前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

－ －

２ 【その他】

該当事項なし
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし
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独立監査人の四半期レビュー報告書

平成29年８月８日

中国電力株式会社

取 締 役 会 御中

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 小 松 原 浩 平 印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 前 田 貴 史 印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 福 田 真 也 印

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29年４月１日から平成30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29年４月１日から平

成29年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29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、四半期連結包括利益計算書及び注記について四

半期レビューを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、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四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。

四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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て限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

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29年６月30日現在の財政

状態及び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。

利害関係

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

（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．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていない。
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【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29年８月８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】 代表取締役社長執行役員 清 水 希 茂

【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

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長執行役員清水希茂は、当社の第94期第１四半期(自 平成29年４月１日 至 平成29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。

　

２ 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。
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