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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96期

第２四半期
連結累計期間

第97期
第２四半期
連結累計期間

第96期

会計期間
自 2019年４月１日
至 2019年９月30日

自 2020年４月１日
至 2020年９月30日

自 2019年４月１日
至 2020年３月31日

売上高(営業収益) (百万円) 682,330 644,016 1,347,352

経常利益 (百万円) 30,940 44,685 39,848

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 85,434 34,309 90,056

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 83,455 36,105 83,927

純資産額 (百万円) 633,535 673,040 646,698

総資産額 (百万円) 3,386,266 3,376,702 3,265,374

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 248.18 95.22 258.59

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) 193.14 86.73 206.72

自己資本比率 (％) 18.6 19.8 19.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 26,226 37,151 129,654

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △129,237 △106,532 △172,111

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 126,549 102,325 △1,451

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 114,747 79,886 47,341

回次
第96期

第２四半期
連結会計期間

第97期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 2019年７月１日
至 2019年９月30日

自 2020年７月１日
至 2020年９月30日

１株当たり四半期純利益 (円) 241.73 63.17

(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２四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。

主要な関係会社の異動は以下のとおり。

（送配電事業）

　2020年４月１日、当社は吸収分割により中国電力ネットワーク株式会社に一般送配電事業等を承継した。

　なお、2020年度第１四半期連結会計期間より、セグメント区分を変更している。変更の内容については、「第４

経理の状況 １ 四半期連結財務諸表 注記事項（セグメント情報等）」に記載している。
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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］

持分法を適用していない非連結子会社・関連会社25社は、記載を省略している。

（注）１ 2020年４月１日、当社は吸収分割により中国電力ネットワーク株式会社に一般送配電事業等を承継した。

２ 2020年４月１日、株式会社電力サポート中国が直接出資会社から間接出資会社となった。

３ 2020年度第１四半期連結会計期間より、株式会社エネルギア・スマイルと株式会社エネルギア介護サービスが連結子会社から持分

法適用非連結子会社となった。また、千葉パワー株式会社が連結子会社から持分法非適用子会社となり、瀬戸内パワー株式会社、

ハウスプラス中国住宅保証株式会社、株式会社小月製鋼所が持分法適用関連会社から持分法非適用関連会社となった。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識し

ている主要なリスクの発生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」についての重要な変更は

ない。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 財政状態及び経営成績の状況

　① 経営成績

当第２四半期連結累計期間の売上高(営業収益)は、競争進展に加え、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う

生産活動の停滞などによる小売販売電力量の減少により、電気料金収入が減少したことなどから、6,440億円と前

年同四半期連結累計期間に比べ383億円の減収となった。

営業費用は、燃料価格の低下や小売販売電力量の減少などによる原料費の減少に加え、経営全般にわたる効率

化に努めたことなどから、5,969億円と前年同四半期連結累計期間に比べ516億円の減少となった。

この結果、営業利益は470億円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ133億円の増益となった。

支払利息などの営業外損益を加えた経常利益は446億円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ137億円の増

益となった。

渇水準備金を引き当て、法人税などを控除した結果、親会社株主に帰属する四半期純利益は343億円となった。

なお、原子力発電工事償却準備引当金の全額を取崩した前年同四半期連結累計期間に比べ511億円の減益となっ

た。

前第２四半期

連結累計期間

(億円)

当第２四半期

連結累計期間

(億円)

差引

(億円)

増減率

(％)

売上高(営業収益) 6,823 6,440 △383 △5.6

営業利益 337 470 133 39.6

経常利益 309 446 137 44.4

親会社株主に帰属する四半期純利益 854 343 △511 △59.8

セグメントの経営成績は次のとおりである。

　なお、2020年度第１四半期連結会計期間より、当社は「電気事業」、「総合エネルギー供給事業」及び「情報通

信事業」としていた報告セグメントを「総合エネルギー事業」、「送配電事業」及び「情報通信事業」に変更して

おり、当第２四半期連結累計期間の比較・分析は、変更後の区分に基づいている。

○総合エネルギー事業

売上高(営業収益)は、競争進展に加え、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う生産活動の停滞などによる小

売販売電力量の減少により、電気料金収入が減少したことなどから、5,904億円と前年同四半期連結累計期間に

比べ610億円の減収となった。

営業費用は、燃料価格の低下や小売販売電力量の減少などによる原料費の減少に加え、経営全般にわたる効率

化に努めたことなどから、5,581億円と前年同四半期連結累計期間に比べ699億円の減少となった。

この結果、営業利益は322億円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ89億円の増益となった。

○送配電事業

売上高(営業収益)は、1,784億円と前年同四半期連結累計期間に比べ106億円の増収となった。

営業費用は、1,646億円と前年同四半期連結累計期間に比べ62億円の増加となった。

この結果、営業利益は138億円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ43億円の増益となった。
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○情報通信事業

売上高(営業収益)は、200億円と前年同四半期連結累計期間に比べ１億円の増収となった。

営業費用は、188億円と前年同四半期連結累計期間に比べ３億円の増加となった。

この結果、営業利益は12億円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ１億円の減益となった。
　

② 財政状態

資産は、島根原子力発電所の安全対策工事や三隅発電所２号機建設工事の進捗により固定資産仮勘定が増加し

たことなどから、前連結会計年度末に比べ1,113億円増加し、３兆3,767億円となった。

負債は、有利子負債の増加などから、前連結会計年度末に比べ849億円増加し、２兆7,036億円となった。

純資産は、配当金の支払いによる減少はあったものの、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上などから、

前連結会計年度末に比べ263億円増加し、6,730億円となった。

この結果、自己資本比率は、19.8％となった。

(2) キャッシュ・フローの状況

○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を計上したことなどにより、前年同四半期連結累計期間に比べ109億円増加の371億

円の収入となった。
　

○投資活動によるキャッシュ・フロー

投融資による支出が減少したことなどにより、前年同四半期連結累計期間に比べ227億円減少の1,065億円の支

出となった。

　この結果、差引フリー・キャッシュ・フローは、693億円のマイナスとなった。
　

○財務活動によるキャッシュ・フロー

社債・借入金による資金の調達を行ったことなどにより、1,023億円の収入となった。
　

以上の結果、当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ325億

円増加し、798億円となった。

　

項 目

前第２四半期

連結累計期間

(億円)

当第２四半期

連結累計期間

(億円)

差 引

(億円)

○営業活動によるキャッシュ・フロー 262 371 109

○投資活動によるキャッシュ・フロー △1,292 △1,065 227

差引フリー・キャッシュ・フロー △1,030 △693 336

○財務活動によるキャッシュ・フロー 1,265 1,023 △242

うち社債・借入金による純増減 1,360 1,125 △235

うち配当金の支払額 △86 △90 △4

現金及び現金同等物(増減額) 233 325

現金及び現金同等物(期末残高) 1,147 798

　

(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第２四半期連結累計期間において、優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更及び新たに生じ

た課題はない。

(4) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間における研究開発活動の金額は、57億円である。

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

　



― 6 ―

(5) 従業員数

　① 連結会社の状況

当第２四半期連結累計期間において、連結会社の従業員数に著しい増減はない。

　② 提出会社の状況

当第２四半期累計期間において、当社の従業員数は前事業年度末から4,483名減少し、3,773名となっている

（2020年９月30日現在）。これは主に、2020年４月１日に、一般送配電事業等を中国電力ネットワーク株式会社

に承継したことにより減少したものである。

セグメントの名称 従業員数(人)

総合エネルギー事業 3,773

送配電事業 　 －

情報通信事業 　 －

その他 　 －

合計 3,773

(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。

(6) 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、当社の電気事業が事業の大半を占めることか

ら、当社の電気事業の販売実績及び発受電実績についてのみ記載している。

なお、当社は、2020年４月１日付で会社分割によって一般送配電事業等を中国電力ネットワーク株式会社に承継

しており、前第２四半期連結累計期間の数値は、当第２四半期連結累計期間との比較を容易にするため、一定の前

提のもと２社に分社したと仮定した想定値としている。

① 販売実績

種別
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)

前年同四半期比
(％)

総販売電力量
(百万kWh)

小売販売電力量

電灯 7,628 7,666 100.5

電力 16,868 14,755 87.5

他社販売電力量 3,393 3,210 94.6

計 27,889 25,631 91.9

料金収入
(百万円)

電灯料・電力料 458,219 406,273 88.7

他社販売電力料 32,505 29,064 89.4

計 490,725 435,337 88.7

(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれていない。

２ 他社販売電力量及び他社販売電力料には、中国電力ネットワーク株式会社とのインバランス・調整電源に

係る他社販売電力量及び他社販売電力料を含んでいない。

３ 前第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結累計期間の総販売電力量には、自社用を含んでいない。
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② 発受電実績

種別
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)

前年同四半期比
(％)

発受電
電力量

(百万kWh)

自社

水力発電電力量 1,561 2,016 129.1

火力発電電力量 14,447 12,677 87.8

原子力発電電力量 － － －

新エネルギー等
発電電力量

4 4 96.4

他社送受電
電力量

受電電力量 17,096 15,745 92.1

送電電力量 △ 6,086 △5,575 91.6

揚水発電所の揚水用電力量 △ 456 △481 105.4

合計 26,566 24,387 91.8

出水率(％) 79.4 111.6 －

(注) １ 他社送受電電力量は、当第２四半期連結会計期間末日現在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 当第２四半期連結累計期間の出水率は、1989年度から2018年度までの30か年の第２四半期連結累計期間の

平均に対する比である。

４ 四捨五入の関係で合計と一致しない場合がある。

(7) 主要な設備

当第２四半期連結累計期間において、総合エネルギー事業における主要な設備の変動は以下のとおりである。

第１四半期連結会計期間（４月１日～６月30日）において、廃止した設備

区分 所在地 発電所名 認可出力(kW) 廃止年月

汽力発電所 山口県岩国市 岩国発電所２号 350,000 2020年６月

汽力発電所 山口県岩国市 岩国発電所３号 500,000 2020年６月

当第２四半期連結会計期間（７月１日～９月30日）における著しい変動はない。

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はない。
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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２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2020年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2020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 387,154,692 387,154,692
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株である。

計 387,154,692 387,154,692 ― ―

(注) 「提出日現在発行数」欄には、2020年11月１日からこの四半期報告書提出日までの「2022年満期ユーロ円建転

換社債型新株予約権付社債（2017年12月７日発行）」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】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項なし

　

② 【その他の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) 【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

(株)

発行済株式
総数残高
(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)

2020年７月１日～
2020年９月30日

― 387,154,692 ― 197,024 ― 28,173
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(5) 【大株主の状況】

2020年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式(自己株式を除
く。)の総数に対する
所有株式数の割合(％)

山口県 山口県山口市滝町１番１号 34,005 9.43

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町二丁目11番３号 30,625 8.49

株式会社日本カストディ銀行
（信託口）

東京都中央区晴海一丁目８番12号 17,271 4.79

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

14,818 4.11

STATE STREET BANK WEST
CLIENT - TREATY 505234
（常任代理人 株式会社みずほ
銀行決済営業部）

1776 HERITAGE DRIVE,NORTH QUINCY,
MA 02171,U.S.A.
（東京都港区港南二丁目15番１号品川イ
ンターシティＡ棟）

8,229 2.28

中国電力株式投資会 広島市中区小町４番33号 6,940 1.92

株式会社日本カストディ銀行
（信託口５）

東京都中央区晴海一丁目８番12号 6,015 1.67

株式会社広島銀行 広島市中区紙屋町一丁目３番８号 5,842 1.62

株式会社山陰合同銀行 島根県松江市魚町10番地 5,547 1.54

JP MORGAN CHASE BANK 385781
（常任代理人 株式会社みずほ
銀行決済営業部）

25 BANK STREET,CANARY WHARF,LONDON,
E14 5JP, UNITED KINGDOM
（東京都港区港南二丁目15番１号品川イ
ンターシティＡ棟）

4,785 1.33

計 ― 134,077 37.18

(注) １ 上記のほか、当社が保有する自己株式が、26,568千株ある。

２ 従来は、信託財産を合算（名寄せ）して表示していたが、当第２四半期連結会計期間末現在の状況より株主

名簿の記載どおりに表示している。

３ 2020年７月21日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、野村證券株式会社及びその共同保有者

が2020年７月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年９月30日

現在における実質保有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況には含めていない。

なお、その変更報告書の内容は次のとおりである。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

(千株)
株券等保有割合

(％)

野村證券株式会社ほか２名
東京都中央区日本橋一丁目９
番１号ほか

24,345 5.92

４ 「所有株式数(千株)」及び「保有株券等の数(千株)」は、千株未満四捨五入で記載している。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2020年９月30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 ― ―

26,568,000

(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

3,578,701 ―
357,870,300

単元未満株式
普通株式

― 一単元(100株)未満の株式
1,437,992

発行済株式総数 387,154,692 ― ―

総株主の議決権 ― 3,578,701 ―

(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が5,600株含まれてい

る。

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数56個が含まれている。

② 【自己株式等】

2020年９月30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 26,568,000 － 26,568,000 6.86

(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

668,400 － 668,400 0.17

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 ― 27,276,400 － 27,276,400 7.05

(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株式会社が所有する信託業務に係る株式のうち、株式会社

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、

27,846,400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２四半期連結会計期間(2020年７月１日から2020年

９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2020年４月１日から2020年９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
(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 2,976,035 3,001,736

電気事業固定資産 1,298,685 1,294,630

水力発電設備 109,265 102,097

汽力発電設備 170,226 169,130

原子力発電設備 97,489 97,113

送電設備 299,634 296,535

変電設備 148,766 153,975

配電設備 368,242 370,075

業務設備 85,549 86,731

休止設備 14,316 13,933

その他の電気事業固定資産 5,194 5,038

その他の固定資産 116,898 114,981

固定資産仮勘定 1,032,292 1,064,054

建設仮勘定及び除却仮勘定 1,017,143 1,048,905

使用済燃料再処理関連加工仮勘定 15,149 15,149

核燃料 141,949 139,807

装荷核燃料及び加工中等核燃料 141,949 139,807

投資その他の資産 386,209 388,264

長期投資 127,337 132,166

退職給付に係る資産 44,858 45,701

繰延税金資産 60,487 59,665

その他 153,662 150,861

貸倒引当金（貸方） △136 △130

流動資産 289,338 374,965

現金及び預金 67,401 119,946

受取手形及び売掛金 128,572 157,989

たな卸資産 ※1 56,639 ※1 52,966

その他 37,007 44,327

貸倒引当金（貸方） △282 △263

合計 3,265,374 3,376,702
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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 2,086,596 2,093,828

社債 801,523 871,492

長期借入金 1,106,744 1,043,747

退職給付に係る負債 65,718 65,391

資産除去債務 93,639 94,178

繰延税金負債 92 0

その他 18,878 19,017

流動負債 531,293 608,850

1年以内に期限到来の固定負債 197,590 223,337

短期借入金 67,195 67,195

コマーシャル・ペーパー － 80,000

支払手形及び買掛金 56,223 56,533

未払税金 20,016 24,060

災害復旧費用引当金 239 70

その他 190,027 157,653

特別法上の引当金 786 983

渇水準備引当金 786 983

負債合計 2,618,675 2,703,662

株主資本 642,644 667,471

資本金 197,024 197,024

資本剰余金 28,544 28,547

利益剰余金 455,867 480,702

自己株式 △38,791 △38,801

その他の包括利益累計額 673 2,483

その他有価証券評価差額金 5,933 8,055

繰延ヘッジ損益 1,841 1,833

為替換算調整勘定 △1,444 △2,981

退職給付に係る調整累計額 △5,656 △4,422

非支配株主持分 3,380 3,084

純資産合計 646,698 673,040

合計 3,265,374 3,376,702
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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 682,330 644,016

電気事業営業収益 605,249 577,455

その他事業営業収益 77,080 66,561

営業費用 ※1 648,602 ※1 596,929

電気事業営業費用 573,947 532,136

その他事業営業費用 74,655 64,793

営業利益 33,727 47,087

営業外収益 6,245 6,188

受取配当金 1,033 879

受取利息 62 37

持分法による投資利益 1,924 1,394

その他 3,225 3,877

営業外費用 9,033 8,590

支払利息 6,118 5,437

その他 2,914 3,152

四半期経常収益合計 688,576 650,205

四半期経常費用合計 657,635 605,519

経常利益 30,940 44,685

渇水準備金引当又は取崩し △284 197

渇水準備金引当 － 197

渇水準備引当金取崩し（貸方） △284 －

原子力発電工事償却準備金引当又は取崩し △86,281 －

原子力発電工事償却準備金引当 457 －

原子力発電工事償却準備引当金取崩し（貸方） △86,739 －

税金等調整前四半期純利益 117,506 44,488

法人税、住民税及び事業税 31,859 10,426

法人税等調整額 209 △216

法人税等合計 32,068 10,210

四半期純利益 85,438 34,277

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

3 △31

親会社株主に帰属する四半期純利益 85,434 34,309
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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 85,438 34,277

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,333 1,226

繰延ヘッジ損益 154 26

為替換算調整勘定 △761 △531

退職給付に係る調整額 304 1,264

持分法適用会社に対する持分相当額 △347 △157

その他の包括利益合計 △1,982 1,828

四半期包括利益 83,455 36,105

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 83,442 36,120

非支配株主に係る四半期包括利益 12 △14
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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 117,506 44,488

減価償却費 40,263 41,415

原子力発電施設解体費 1,306 1,329

持分法による投資損益（△は益） △1,924 △1,394

固定資産除却損 1,971 1,964

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △168 156

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △1,276 451

渇水準備引当金の増減額（△は減少） △284 197

原子力発電工事償却準備引当金の増減額
（△は減少）

△86,281 －

災害復旧費用引当金の増減額（△は減少） △367 △164

受取利息及び受取配当金 △1,095 △916

支払利息 6,118 5,437

売上債権の増減額（△は増加） △21,211 △28,894

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,839 3,799

仕入債務の増減額（△は減少） 6,350 △268

その他 △26,623 △18,004

小計 31,444 49,596

利息及び配当金の受取額 2,290 2,140

利息の支払額 △6,432 △5,466

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,076 △9,119

営業活動によるキャッシュ・フロー 26,226 37,151

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 △85,025 △89,472

投融資による支出 △82,034 △44,763

投融資の回収による収入 32,941 22,755

その他 4,881 4,948

投資活動によるキャッシュ・フロー △129,237 △106,532
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(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)

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 152,594 99,595

社債の償還による支出 △80,000 △40,000

長期借入れによる収入 93,000 19,500

長期借入金の返済による支出 △31,274 △46,664

短期借入れによる収入 72,097 126,418

短期借入金の返済による支出 △70,335 △126,290

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 10,000 180,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出 △10,000 △100,000

自己株式の取得による支出 △7 △13

配当金の支払額 △8,610 △9,012

非支配株主への配当金の支払額 △18 △79

その他 △896 △1,129

財務活動によるキャッシュ・フロー 126,549 102,325

現金及び現金同等物に係る換算差額 △190 △164

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 23,347 32,779

現金及び現金同等物の期首残高 91,399 47,341

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △234

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1 114,747 ※1 79,886
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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２四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日　至 2020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。

(追加情報)

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)

（連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用）

　当社及び一部の国内連結子会社等は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創

設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項

目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対

応報告第39号 2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第28号 2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改

正前の税法の規定に基づいて計上する方法によっている。

（会計上の見積りに対する新型コロナウイルス感染症の影響に関する開示）

　新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等は不透明であるものの、当第２四半期連結累計期間の

小売販売電力量等への影響を勘案すると、現時点では、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りに重要な影

響を及ぼすことはないと判断している。
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(四半期連結貸借対照表関係)

※１ たな卸資産の内訳

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)

商品及び製品 2,054百万円 2,042百万円

仕掛品 4,820百万円 8,974百万円

原材料及び貯蔵品 49,764百万円 41,949百万円

計 56,639百万円 52,966百万円

　

２ 偶発債務

　 保証債務

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)

日本原燃株式会社 49,266百万円 45,548百万円

従業員〔提携住宅ローン〕 23,504百万円 22,177百万円

エア・ウォーター＆エネルギア・パワー山口株式会社 12,983百万円 11,997百万円

海田バイオマスパワー株式会社 11,650百万円 11,650百万円

エア・ウォーター＆エネルギア・パワー小名浜株式会社 9,181百万円 9,685百万円

3B Power Sdn.Bhd. 7,735百万円 7,985百万円

Orchid Wind Power GmbH 3,998百万円 4,465百万円

水島エコワークス株式会社 3,915百万円 3,915百万円

水島エルエヌジー株式会社 4,133百万円 3,516百万円

その他 1,049百万円 1,238百万円

計 127,417百万円 122,180百万円
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(四半期連結損益計算書関係)

※１ 営業費用の内訳

電気事業営業費用のうち、販売費及び一般管理費の内訳（相殺消去前）

電気事業営業費用（相殺消去後532,136百万円、相殺消去額△166,504百万円（前第２四半期連結累計期間は相

殺消去後573,947百万円、相殺消去額△13,769百万円））に含まれる販売費及び一般管理費の金額（相殺消去前）

は、63,743百万円（前第２四半期連結累計期間49,544百万円）であり、主要な費目及び金額は以下のとおりであ

る。

なお、電気事業における連結会社間の取引に係る相殺消去は電気事業営業費用総額で行っていることから、相

殺消去前の金額を記載している。

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)

給料手当 17,695百万円 19,045百万円

委託費 7,640百万円 9,528百万円

退職給与金 2,584百万円 3,886百万円

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※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

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)

現金及び預金 174,807百万円 119,946百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △60,060百万円 △40,060百万円

現金及び現金同等物 114,747百万円 79,886百万円
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(株主資本等関係)

Ⅰ 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)

１．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

2019年６月26日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 8,606 25.00 2019年３月31日 2019年６月27日

　 (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

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

2019年10月31日
取締役会

普通株式 利益剰余金 8,605 25.00 2019年９月30日 2019年11月29日

　 (注)配当金の総額は、内部取引消去後

Ⅱ 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)

１．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

2020年６月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 9,008 25.00 2020年３月31日 2020年６月26日

　 (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

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

2020年10月30日
取締役会

普通株式 利益剰余金 9,008 25.00 2020年９月30日 2020年11月30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２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９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

総合
エネルギー

事業
送配電事業

情報通信
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 616,588 32,304 15,285 664,178 18,151 682,330 － 682,330

セグメント間の内部
売上高又は振替高

34,929 135,516 4,601 175,047 25,267 200,314 △200,314 －

計 651,518 167,821 19,886 839,225 43,418 882,644 △200,314 682,330

セグメント利益又は
損失（△）

23,326 9,444 1,400 34,172 △124 34,047 △319 33,727

(注) １ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない連結子会社である。

２ セグメント利益又は損失（△）の調整額△319百万円は、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２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)

１．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

総合
エネルギー

事業
送配電事業

情報通信
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 560,788 51,125 15,386 627,300 16,716 644,016 － 644,016

セグメント間の内部
売上高又は振替高

29,680 127,317 4,675 161,673 25,997 187,671 △187,671 －

計 590,468 178,443 20,062 788,973 42,714 831,688 △187,671 644,016

セグメント利益 32,270 13,808 1,246 47,325 319 47,645 △557 47,087

(注) １ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない連結子会社である。

２ セグメント利益の調整額△557百万円は、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。

２．報告セグメントの変更等に関する情報

2020年度第１四半期連結会計期間より、「電気事業」について、2020年４月１日に実施した送配電部門の法的分

離を踏まえ、「送配電事業」を独立した報告セグメントとして分離するとともに、一体で事業展開する「総合エネ

ルギー供給事業」と統合し、名称を「総合エネルギー事業」に変更した。

変更前 変更後

〔電気事業〕

　 発電事業、電力販売事業、一般送配電事業等

〔総合エネルギー供給事業〕

　 電力販売事業、燃料販売事業、熱供給事業等

〔情報通信事業〕

　 電気通信事業、情報処理事業等

〔総合エネルギー事業〕

　 発電事業、電力販売事業、燃料販売事業、熱供給事業等

〔送配電事業〕

　 一般送配電事業等

〔情報通信事業〕（変更なし）

　 電気通信事業、情報処理事業等

なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の区分に基づき作成したものを記載している。
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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)

(1) １株当たり四半期純利益 248円18銭 95円22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)

85,434 34,309

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)

85,434 34,309

普通株式の期中平均株式数(株) 344,239,229 360,326,510

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 193円14銭 86円73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)

△34 △23

(うち支払利息(税額相当額控除後)
(百万円))

(△32) (△21)

(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))

(△2) (△1)

普通株式増加数(株) 97,922,431 34,989,503

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】

第97期(2020年４月１日から2021年３月31日まで）中間配当については、2020年10月30日開催の取締役会において、

2020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。

(1)配当金の総額 9,014百万円

(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 2020年11月30日
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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

　



独立監査人の四半期レビュー報告書

2020年11月12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

　広島事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 尾 﨑 更 三 印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 鬼 頭 潤 子 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

　

監査人の結論

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2020年４月１日から2021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（2020年７月１日から2020年９

月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020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、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー

計算書及び注記について四半期レビューを行った。

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2020年９月30日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する第２四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全ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

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。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、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基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　



四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書にお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。

監査人は、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従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・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する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。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。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、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、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められない

かどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書に

おいて四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注

記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められてい

る。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企

業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、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

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財

務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信

じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監

査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講

じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子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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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97期第２四半期(自 2020年７月１日 至 2020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。

　

２ 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。


