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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85期 
第２四半期連結 
会計期間

第84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20年７月１日 
至 平成20年９月30日

自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日

売上高(営業収益) (百万円) 577,982 314,473 1,108,353

経常利益又は経常損失(△) (百万円) △25,282 △25,143 58,869

当期純利益又は四半期純損失
(△)

(百万円) △20,785 △18,979 25,270

純資産額 (百万円) ― 680,438 711,080

総資産額 (百万円) ― 2,802,914 2,710,681

１株当たり純資産額 (円) ― 1,854.75 1,938.37

１株当たり当期純利益又は四半
期純損失(△)

(円) △57.07 △52.11 69.37

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 26.0

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 39,874 ― 186,418

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △117,058 ― △192,622

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 87,987 ― 3,253

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高

(百万円) ― 28,054 17,056

従業員数 (人) ― 14,424 14,257
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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20年７月22日、当社が共同出資により岡山パイプライン㈱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】

[総合エネルギー供給事業]
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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) １ 平成20年４月１日、当社及び中電プラント㈱が、中国ベンド㈱の全株式を買取り、同社は完全子会社となっ

た。 

２ 平成20年４月１日、㈱エネルギア・ソリューション・アンド・サービスがＭＣＭエネルギーサービス㈱の増

資を引受け、同社は持分法を適用していない関連会社となった。 

３ 平成20年７月22日、当社が共同出資により岡山パイプライン㈱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20年７月22日、当社が共同出資により岡山パイプライン㈱を設立し、同社は持分法適用関連会社と

なった。 

 
  

  

平成20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20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)

岡山パイプライン㈱
岡山県 
倉敷市

400 ガス導管事業 50.0
兼 任１ 
転籍等２

－

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

従業員数(人) 14,424

(2) 提出会社の状況

従業員数(人) 9,278
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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(28百万kWh)を含んでいる。 

４ 出水率は、昭和52年度から平成18年度までの30か年間の第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20年７月１日 
 至 平成20年９月30日)

発受電
電力量

自社

水力発電電力量(百万kWh) 833

火力発電電力量(百万kWh) 10,661

原子力発電電力量(百万kWh) 2,336

他社受電電力量(百万kWh)
6,301
△704

融通電力量(百万kWh)
26

△135

揚水発電所の揚水用電力量(百万kWh) △542

合計 18,774

損失電力量(百万kWh) △1,832

販売電力量(百万kWh) 16,942

出水率(％) 55.6
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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20年９月30日現在)

契約口数

電灯 4,664,000

電力 556,928

計 5,220,928

契約電力(千kW)

電灯 4,229

電力 3,493

計 7,722

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20年７月１日 
 至 平成20年９月30日)

販売電力量(百万kWh)

電灯 4,628

電力 12,314

計 16,942

他社販売 704

料金収入(百万円)

電灯 103,208

電力 172,782

計 275,991

他社販売 6,812

種別
当第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)

融通電力量(百万kWh) 134

同上販売電力料(百万円) 2,374
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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20年７月１日 
 至 平成20年９月30日)

販売電力量 
(百万kWh)

鉱工業

鉱業 38

製造業

食料品 283

繊維工業 66

パルプ・紙・紙加工品 173

化学工業 988

石油製品・石炭製品 130

ゴム製品 91

窯業土石 214

鉄鋼業 1,854

非鉄金属 444

機械器具 1,533

その他 334

計 6,110

計 6,148

その他

鉄道業 326

その他 403

計 729

合計 6,877
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該当事項なし 

  

  

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、個人消費が低調となったほか、輸出

の減速を背景に生産活動も弱い動きとなるなど、景気の停滞感が強まった。当中国地方においても、輸

出は比較的堅調だったものの、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3,144億円、営業損失は

143億円、経常損失が251億円、四半期純損失は189億円となった。 

  

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、産業用大口電力の堅調な伸びなどにより販売電力量が前年同四半期

連結会計期間に比べ1.7％増加の169.4億kWhとなったことや燃料費調整制度の影響などにより、売上

高(営業収益)は2,909億円となった。 

営業費用は、経営全般の効率化に努めたものの、燃料価格上昇等による原料費の増加などから、

3,051億円となった。この結果、営業損失は142億円となった。 

  

ＦＴＴＨ契約数の増によりインターネット事業収入の増加はあったものの、情報事業収入などが減

少したことから、売上高(営業収益)は82億円となったのに対し、営業費用は、委託費や減価償却費な

どの減少により、72億円となった。 

この結果、営業利益は９億円となった。 

  

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120億円となったのに対し、

営業費用は、燃料価格上昇等による原料費の増加などにより、113億円となった。 

この結果、営業利益は６億円となった。 

  

売上高(営業収益)は322億円となったのに対し、営業費用は308億円となった。 

この結果、営業利益は14億円となった。 

  

２ 【経営上の重要な契約等】

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 業績の状況

○電気事業

○情報通信事業

○総合エネルギー供給事業

○その他の事業
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当第２四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、燃料価格上昇等による原

料費の増加などから、税金等調整前四半期純損失となったが、減価償却費等により325億円の収入とな

った。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、島根原子力発電所３号機増設工事の設備投資などにより、

661億円の支出となった。 

 この結果、差引フリー・キャッシュ・フローは、336億円の支出となった。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、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、463億円の収入となった。 

 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、280億円となった。 

  

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、９億円である。 

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。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況

(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20年９月30日)

提出日現在 
発行数(株) 

(平成20年11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)

―

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20年９月30日 ― 371,055 ― 185,527 ― 16,676
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平成20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、6,854千株(1.85％)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、特別年金勘定口に係る株式数がそれぞれ101千

株及び21千株含まれている。 

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

日本生命保険相互会社
東京都千代田区丸の内１丁目６－６ 
日本生命証券管理部内

23,249 6.27

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１丁目８－11 22,467 6.05

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２丁目11－３ 13,377 3.61

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１丁目３－３ 5,801 1.56

住友信託銀行株式会社 大阪市中央区北浜４丁目５－33 5,498 1.48

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町１丁目13－１ 5,395 1.45

中国電力株式投資会 広島市中区小町４番33号 5,393 1.45

株式会社広島銀行 広島市中区紙屋町１丁目３－８ 5,092 1.37

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 － 140,074 37.75

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱ 22,467千株

日本マスタートラスト信託銀行㈱ 13,377千株

住友信託銀行㈱ 512千株
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平成20年９月30日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」欄の普通株式には、㈱証券保管振替機構名義の株式が、

それぞれ18,200株及び26株含まれている。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式11株及び相互保有株式92株〔㈱中電工92株〕が含

まれている。 

  

  

平成20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、8,112,200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

6,853,800
― ―

(相互保有株式)
普通株式

1,258,400
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

360,744,300
3,607,259 ―

単元未満株式
普通株式

2,198,759
― ―

発行済株式総数 371,055,259 ― ―

総株主の議決権 ― 3,607,259 ―

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 6,853,800 ― 6,853,800 1.85

(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３丁
目17－８

20,000 ― 20,000 0.01

計 ― 6,892,200 ― 6,892,200 1.86
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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提出日後、当四半期報告書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20年 
 ４月

 
５月

 
６月

 
７月

 
８月

 
９月

最高(円) 2,385 2,355 2,290 2,320 2,460 2,495

最低(円) 2,225 2,215 2,115 2,175 2,285 2,160

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。 

  

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、当第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)及び当第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、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20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部 

固定資産 2,554,977 2,550,963 

電気事業固定資産 ※1, ※2 1,641,589 ※1, ※2 1,681,483 

水力発電設備 159,189 163,543 

汽力発電設備 279,960 294,038 

原子力発電設備 78,158 79,224 

送電設備 430,529 440,762 

変電設備 163,054 165,852 

配電設備 404,413 409,768 

業務設備 121,506 123,523 

その他の電気事業固定資産 4,777 4,768 

その他の固定資産 ※1, ※2 114,391 ※1, ※2 117,636 

固定資産仮勘定 330,157 289,226 

建設仮勘定及び除却仮勘定 330,157 289,226 

核燃料 147,625 133,840 

装荷核燃料及び加工中等核燃料 147,625 133,840 

投資その他の資産 321,213 328,776 

長期投資 51,143 55,471 

使用済燃料再処理等積立金 87,339 91,115 

繰延税金資産 61,083 61,101 

その他 121,949 121,397 

貸倒引当金（貸方） △302 △309 

流動資産 247,933 159,711 

現金及び預金 53,070 17,073 

受取手形及び売掛金 69,716 68,670 

たな卸資産 ※3 65,985 ※3 48,303 

繰延税金資産 20,609 10,436 

その他 39,484 16,020 

貸倒引当金（貸方） △931 △792 

繰延資産 3 6 

その他 3 6 

資産合計 2,802,914 2,710,681 
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(単位：百万円) 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部 

固定負債 1,670,093 1,609,053 

社債 869,974 804,972 

長期借入金 555,458 560,928 

退職給付引当金 60,441 60,786 

使用済燃料再処理等引当金 100,391 100,691 

使用済燃料再処理等準備引当金 3,360 2,753 

原子力発電施設解体引当金 57,826 56,547 

その他 22,639 22,374 

流動負債 423,567 366,666 

1年以内に期限到来の固定負債 128,373 127,994 

短期借入金 70,570 67,600 

コマーシャル・ペーパー 74,500 28,500 

支払手形及び買掛金 66,297 47,500 

未払税金 10,733 14,974 

その他 73,092 80,097 

特別法上の引当金 28,815 23,880 

原子力発電工事償却準備引当金 28,815 23,880 

負債合計 2,122,476 1,999,601 

純資産の部 

株主資本 668,045 698,043 

資本金 185,527 185,527 

資本剰余金 17,207 17,200 

利益剰余金 477,662 507,554 

自己株式 △12,352 △12,239 

評価・換算差額等 7,443 7,988 

その他有価証券評価差額金 7,810 7,982 

繰延ヘッジ損益 △348 － 

為替換算調整勘定 △18 5 

少数株主持分 4,949 5,048 

純資産合計 680,438 711,080 

負債純資産合計 2,802,914 2,710,681 
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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） 

当第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) 

営業収益 577,982 

電気事業営業収益 526,511 

その他事業営業収益 51,470 

営業費用 ※1 587,887 

電気事業営業費用 539,204 

その他事業営業費用 48,683 

営業損失（△） △9,904 

営業外収益 6,113 

受取配当金 610 

受取利息 782 

その他 4,720 

営業外費用 21,491 

支払利息 14,524 

持分法による投資損失 2,058 

その他 4,908 

四半期経常収益合計 584,096 

四半期経常費用合計 609,379 

経常損失（△） △25,282 

原子力発電工事償却準備金引当又は取崩し 4,934 

原子力発電工事償却準備金引当 4,934 

税金等調整前四半期純損失（△） △30,217 

法人税、住民税及び事業税 △9,755 

法人税等調整額 379 

法人税等合計 △9,376 

少数株主損失（△） △55 

四半期純損失（△） △20,785 
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円） 

当第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) 

営業収益 314,473 

電気事業営業収益 287,513 

その他事業営業収益 26,959 

営業費用 ※1 328,837 

電気事業営業費用 303,876 

その他事業営業費用 24,960 

営業損失（△） △14,363 

営業外収益 1,952 

受取配当金 121 

受取利息 366 

その他 1,465 

営業外費用 12,733 

支払利息 7,222 

持分法による投資損失 2,660 

その他 2,850 

四半期経常収益合計 316,426 

四半期経常費用合計 341,570 

経常損失（△） △25,143 

原子力発電工事償却準備金引当又は取崩し 2,757 

原子力発電工事償却準備金引当 2,757 

税金等調整前四半期純損失（△） △27,900 

法人税、住民税及び事業税 △9,160 

法人税等調整額 229 

法人税等合計 △8,931 

少数株主利益 10 

四半期純損失（△） △18,979 
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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） 

当第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) 

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（△） △30,217 

減価償却費 67,643 

減損損失 150 

核燃料減損額 3,649 

持分法による投資損益（△は益） 2,058 

固定資産除却損 3,302 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △344 

使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減
少） 

△299 

使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は
減少） 

607 

原子力発電施設解体引当金の増減額（△は減
少） 

1,279 

原子力発電工事償却準備引当金の増減額（△は
減少） 

4,934 

受取利息及び受取配当金 △1,393 

支払利息 14,524 

使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増
加） 

3,775 

売上債権の増減額（△は増加） △2,283 

たな卸資産の増減額（△は増加） △16,859 

仕入債務の増減額（△は減少） 18,402 

その他 △14,748 

小計 54,182 

利息及び配当金の受取額 1,665 

利息の支払額 △14,721 

法人税等の支払額 △1,251 

営業活動によるキャッシュ・フロー 39,874 

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 

投融資による支出 △27,438 

投融資の回収による収入 4,118 

その他 2,050 

投資活動によるキャッシュ・フロー △117,058 
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（単位：百万円） 

当第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) 

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 

社債の償還による支出 △20,000 

長期借入れによる収入 27,800 

長期借入金の返済による支出 △43,537 

短期借入れによる収入 88,080 

短期借入金の返済による支出 △85,180 

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 385,500 

コマーシャル・ペーパーの償還による支出 △339,500 

自己株式の取得による支出 △137 

配当金の支払額 △9,105 

少数株主への配当金の支払額 △33 

その他 △626 

財務活動によるキャッシュ・フロー 87,987 

現金及び現金同等物に係る換算差額 193 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 10,997 

現金及び現金同等物の期首残高 17,056 

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1 28,054 
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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20年４月１日
至 平成20年９月30日)

１ 持分法の適用に関する 

 事項の変更

 平成20年４月１日に株式を取得した、中国ベンド株式会社

を第１四半期連結会計期間より、持分法適用の範囲に含めて

いる。 

 平成20年７月22日、新規に設立した岡山パイプライン株式

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 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

  たな卸資産

 たな卸資産については、従来、主として総平均法による

原価法によっていたが、第１四半期連結会計期間より、

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員

会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）が適用された

ことに伴い、主として総平均法による原価法（収益性低下

による簿価切下げの方法）により算定している。 

 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。

(2) 重要なリース取引の処理方法の変更

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっていた

が、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13

号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成

19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１

月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19

年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結

会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することがで

きることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間か

らこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会

計処理によっている。ただし、リース取引開始日が第１四

半期連結会計期間開始前の所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引については、通常の売買取引に係る会計処理に変

更したものを除き、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっている。 

 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20年４月１日  
  至 平成20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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【追加情報】

当第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)

 重要な減価償却資産の減価償却の方法の変更 

 耐用年数

第１四半期連結会計期間から、平成20年度の法人税

法の改正に伴い、改正後の法人税法に基づく耐用年数

に変更している。

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。
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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20年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成20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

78,311百万円 

 

3,744,671百万円

77,984百万円 

 

3,703,790百万円

※３ たな卸資産の内訳 

    商品

   製品

   原材料

   仕掛品

   その他の貯蔵品

 

 

1,324百万円

2,710百万円

2,604百万円

11,189百万円

48,157百万円

 計 65,985百万円
 

 

918百万円

2,999百万円

2,362百万円

8,394百万円

33,628百万円

 計 48,303百万円

４ 偶発債務

(1) 保証債務

  日本原燃㈱

  従業員（提携住宅ローンほか）

  水島エルエヌジー㈱

  ㈱ひろしまケーブルテレビ

 

  その他

 

(注) ( )内は保証人間の契約に基づく当社負担額

 

 

72,676百万円

45,726百万円

13,125百万円

841百万円

（692百万円） 

858百万円

計 133,227百万円
 

76,945百万円

45,003百万円

11,500百万円

917百万円

（752百万円）

    934百万円

計 135,300百万円

(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 ㈱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
当第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)

※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 ―

第２四半期連結会計期間

項目
当第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)

※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 ―
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当第２四半期連結会計期間末(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20年４月１日

至 平成20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
当第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)

※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

(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) 6,861,520

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20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 9,105 25.00 平成20年３月31日 平成20年６月30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20年10月31日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 9,104 25.00 平成20年９月30日 平成20年11月28日
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当第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２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20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 

 
  

(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

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

     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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当第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) 

当社は本邦以外の国また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。 

  

当第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) 

当社は本邦以外の国また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。 

  

当第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) 

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。 

  

当第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) 

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20年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成20年３月31日)

 
１株当たり純資産額 1,854円75銭

 
１株当たり純資産額 1,938円37銭

項目
当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 680,438 711,080

純資産の部の合計額から控除する金額 
(百万円)

4,949 5,048

 (うち少数株主持分(百万円)) 4,949 5,048

普通株式に係る純資産額(百万円) 675,488 706,031

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) 6,861,520 6,815,382

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)

364,193,739 364,239,877

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

 
１株当たり四半期純損失 57円7銭

 
１株当たり四半期純損失 52円11銭

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

四半期純損失(百万円) 20,785 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損失(百万円) 20,785 18,979

普通株式の期中平均株式数(株) 364,218,026 364,204,034
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第85期(平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）中間配当については、平成20年10月31日開催の

取締役会において、平成20年９月30日現在の株主名簿に記載又は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。 

 
  

(重要な後発事象)

当第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)

 平成20年９月７日から実施している島根原子力発電所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

実施することを平成20年10月31日に決定した。 

 これに伴う平成20年度の損益への影響は、定期検査期間

の延長による火力燃料費の増加などにより300億円程度と見

積もっている。なお、この影響については、今後様々な要

因により変動する場合がある。

２ 【その他】

(1)配当金の総額 9,105百万円

(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20年11月28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。






