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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２四半期連結 
累計期間

第87期 
第２四半期連結 
累計期間

第86期 
第２四半期連結 
会計期間

第87期 
第２四半期連結 
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 
    ９月30日

自  平成22年 
    ４月１日 
至  平成22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22年 
    ７月１日 
至  平成22年 
    ９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) 512,391 540,597 265,988 293,989 1,038,443

経常利益 (百万円) 38,904 15,759 20,657 18,352 58,009

四半期(当期)純利益 (百万円) 21,404 1,196 11,333 9,919 31,001

純資産額 (百万円) ― ― 677,681 669,163 679,685

総資産額 (百万円) ― ― 2,789,641 2,820,323 2,781,990

１株当たり純資産額 (円) ― ― 1,848.08 1,826.19 1,855.16

１株当たり四半期 
(当期)純利益

(円) 58.78 3.29 31.12 27.24 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 (％) ― ― 24.1 23.6 24.3

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 113,736 52,568 ― ― 247,684

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △76,221 △101,359 ― ― △157,136

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △38,314 49,805 ― ― △87,904

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高

(百万円) ― ― 24,346 28,764 27,810

従業員数 (人) ― ― 14,336 14,412 14,146
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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。 

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】

  

-3-



  
[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22年８月26日、産興㈱が㈱ワークスエムアイディ及びアートハウス㈱の株式の一部を譲渡し、両社は関係

会社に該当しなくなった。 
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当第２四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22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】

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

従業員数(人) 14,412

(2) 提出会社の状況

従業員数(人) 9,067
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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54年度から平成20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22年７月１日 
 至 平成22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) 1,087 101.9

火力発電電力量(百万kWh) 11,207 124.3

原子力発電電力量(百万kWh) ― ―

他社受電電力量(百万kWh)
6,895 127.7
△715 108.3

融通電力量(百万kWh)
428 1,525.3
△27 72.7

揚水発電所の揚水用電力量(百万kWh) △524 140.9

合計 18,351 111.6

損失電力量(百万kWh) △1,699 120.9

販売電力量(百万kWh) 16,653 110.8

出水率(％) 87.2 ―
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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22年９月30日現在)

前年同四半期比(％)

契約口数

電灯 4,695,055 100.4

電力 527,578 97.6

計 5,222,633 100.1

契約電力(千kW)

電灯 4,946 107.1

電力 3,306 97.5

計 8,252 103.0

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22年７月１日 
 至 平成22年９月30日)

前年同四半期比(％)

販売電力量(百万kWh)

電灯 4,945 113.1

電力 11,708 109.8

計 16,653 110.8

他社販売 713 107.9

料金収入(百万円)

電灯 105,482 114.0

電力 155,614 107.4

計 261,096 110.0

他社販売 6,615 121.8

種別
当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
  至 平成22年９月30日)

前年同四半期比(％)

融通電力量(百万kWh) 27 75.8

同上販売電力料(百万円) 253 66.2
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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22年７月１日 
 至 平成22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 38 107.7

製造業

食料品 301 109.4

繊維工業 122 124.4

パルプ・紙・紙加工品 126 94.4

化学工業 830 114.7

石油製品・石炭製品 120 131.0

ゴム製品 84 119.5

窯業土石 208 124.8

鉄鋼業 1,522 114.6

非鉄金属 409 102.2

機械器具 1,375 110.0

その他 347 110.8

計 5,444 112.3

計 5,482 112.2

その他

鉄道業 316 99.1

その他 397 102.4

計 713 100.9

合計 6,195 110.8

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、輸出の増勢が鈍化し、生産活動の回

復ペースも緩やかになってきたものの、個人消費が持ち直すなど、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２四半期連結会計期間の業績は、売上高(営業収益)が2,939億円と前年同四半

期連結会計期間に比べ280億円の増収、営業利益は243億円と前年同四半期連結会計期間に比べ34億円の

減少、経常利益は183億円と前年同四半期連結会計期間に比べ23億円の減益、四半期純利益は99億円と

前年同四半期連結会計期間に比べ14億円の減少となった。 

  

 
  

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、冷房需要や産業用大口電力の増加などにより、販売電力量が166億

53百万kWhと前年同四半期連結会計期間に比べ16億18百万kWhの増となり、売上高(営業収益)は2,709

億円と、前年同四半期連結会計期間に比べ250億円の増収となった。 

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2,494億円と、前年同四半期連結会計期間に比べ288億円の増加となった。 

この結果、営業利益は215億円となり、前年同四半期連結会計期間に比べ38億円の減益となった。 

  

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92億円と、前年同四半期連結

会計期間に比べ16億円の増収となった。ＬＮＧ価格上昇等による原料費の増加などから、営業費用は

87億円と、前年同四半期連結会計期間に比べ14億円の増加となった。 

この結果、営業利益は５億円となり、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。 

  

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。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0.7億円の増加となった。 

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0.3億円の減益となった。 

  

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) 2,659 2,939 280 10.5

営業利益 278 243 △34 △12.5

経常利益 206 183 △23 △11.2

四半期純利益 113 99 △14 △12.5

○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利益の減少や、法人税等の還付の減少などにより、前年同四半期連結会計期

間に比べ198億円減少の664億円の収入となった。 

○投資活動によるキャッシュ・フロー 

投融資による支出の増加などにより、前年同四半期連結会計期間に比べ199億円増加の554億円の支

出となった。 

この結果、差引フリー・キャッシュ・フローは、109億円の収入となった。 

○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、85億円の支出となった。 

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23億円増加の287億円となった。 

 
  

(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 862 664 △198

○投資活動によるキャッシュ・フロー △355 △554 △199

  差引フリー・キャッシュ・フロー 507 109 △397

○財務活動によるキャッシュ・フロー △517 △85 432

[再掲]社債・借入金による純増減 △513 △80 432

現金及び現金同等物(増減額) △11 23

現金及び現金同等物(期末残高) 243 287
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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、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、島根原子力発電所における点検不備について、二度とこのような問題を起こさないという強い

決意のもと、「原子力品質マネジメントシステムの充実」と「原子力安全文化醸成活動の推進」の二つ

を柱として、次のとおり再発防止に向け取り組んでいる。 

  

（主な取り組み内容） 

・機器等の不具合情報を適切に管理するようプロセスを改善するとともに、国の制度変更等の状況変

化にも速やかに対応し適切に業務を管理できるよう、仕組みの強化に取り組んでいる。 

・本年６月に社長直属の組織として「原子力強化プロジェクト」を設置し、「報告する文化」、「常

に問いかける姿勢」を中心に具体的な施策を検討し、安全文化醸成活動を推進している。 

また、「原子力安全文化有識者会議」を開催し、地元の方々を含め幅広い分野の方々からご意

見・ご提言をいただき、再発防止対策に反映している。 

・松江市内４箇所において説明会を開催するとともに、地元の各家庭への訪問活動を行い、点検不備

の原因、再発防止対策等について説明するとともに、施策を検討する上で参考となるご意見を多数

いただいた。 

・発電所保守業務における人的エラーの低減を図るため、紙で管理している膨大なデータについて、

統合型保全システム（ＥＡＭ(注)）を活用して管理していく。なお、本年９月から不適合管理等にお

いて一部運用を開始している。 

(注)ＥＡＭ（Enterprise Asset Management）：保守管理活動全体を管理するシステム 

・従来から公開している運転状況やトラブル事象等に加え、不適合情報の全てをホームページ上で公

開している。 

また、「原子力安全文化有識者会議」でのご意見・ご提言や安全文化醸成に向けた取り組み状況

についても情報発信している。 

  

再発防止の取り組み状況及び２号機の機器の健全性について国の確認を受け、本年９月、保安規定変

更の認可をいただくとともに、２号機の安全上問題はないという評価をいただいた。 

また、本年10月には島根県及び松江市から２号機の運転再開についてのご判断をいただいたことなど

から、２号機の運転を再開（本年12月予定）することとした。１号機に関しては、引き続き点検時期を

超過した機器の点検を実施していく。 

今後とも役員の責任と強い関与のもと、社員一人ひとりが真摯に、かつ使命感をもって再発防止の取

り組みを継続し定着させるとともに、積極的に情報公開していく。こうした取り組みを積み重ねていく

ことで、みなさまに安心していただけるよう努めていく。 

  

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。 

  

(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 

  

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22年９月30日)

提出日現在 
発行数(株) 

(平成22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)

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９月30日 ― 371,055 ― 185,527 ― 16,676
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平成22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、6,926千株(1.87％)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)の所有株式数には、特別勘定口に係る株式数が184千株含まれている。 

５  「所有株式数(千株)」は、千株未満四捨五入で記載している。 

  

(6) 【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 28,780 7.76

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

21,018 5.66

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 16,691 4.50

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 5,774 1.56

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

高知信用金庫 高知県高知市はりまや町二丁目４番４号 3,329 0.90

計 － 145,274 39.15

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱ 28,780千株

日本マスタートラスト信託銀行㈱ 16,691千株
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平成22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6,600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、8,204,800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

6,926,400
― ―

(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

360,850,300
3,608,501 ―

単元未満株式
普通株式

2,000,159
― ―

発行済株式総数 371,055,259 ― ―

総株主の議決権 ― 3,608,501 ―

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 6,926,400 ― 6,926,400 1.87

(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 ― 6,984,800 ― 6,984,800 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

平成22年 
   ７月

平成22年 
   ８月

平成22年 
   ９月

最高(円) 1,877 1,822 1,848 1,864 1,856 1,873

最低(円) 1,766 1,704 1,713 1,783 1,773 1,641

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21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び前第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22年７月１日から平成22年９月30日

まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22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21年７月

１日から平成21年９月30日まで)及び前第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

２四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平

成22年４月１日から平成22年９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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 2,584,366 2,568,776

電気事業固定資産 ※1, ※2 1,511,265 ※1, ※2 1,533,531

水力発電設備 148,078 151,160

汽力発電設備 246,158 260,055

原子力発電設備 77,826 72,207

送電設備 387,839 398,338

変電設備 156,369 152,741

配電設備 387,229 391,774

業務設備 104,984 104,556

その他の電気事業固定資産 2,780 2,697

その他の固定資産 ※1, ※2 107,867 ※1, ※2 111,392

固定資産仮勘定 465,540 440,833

建設仮勘定及び除却仮勘定 465,540 440,833

核燃料 159,276 156,782

装荷核燃料及び加工中等核燃料 159,276 156,782

投資その他の資産 340,415 326,236

長期投資 67,852 51,093

使用済燃料再処理等積立金 79,520 83,778

繰延税金資産 73,281 72,118

その他 120,095 119,613

貸倒引当金（貸方） △334 △366

流動資産 235,957 213,213

現金及び預金 58,780 54,626

受取手形及び売掛金 71,292 62,563

たな卸資産 ※3 57,820 ※3 52,810

繰延税金資産 10,116 10,070

その他 38,727 33,905

貸倒引当金（貸方） △780 △763

資産合計 2,820,323 2,781,990
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 1,671,770 1,638,882

社債 879,979 879,978

長期借入金 534,405 513,709

退職給付引当金 60,458 60,870

使用済燃料再処理等引当金 90,647 94,625

使用済燃料再処理等準備引当金 4,727 4,634

原子力発電施設解体引当金 － 61,345

資産除去債務 76,679 －

その他 24,873 23,717

流動負債 428,575 417,666

1年以内に期限到来の固定負債 149,142 127,567

短期借入金 71,420 72,270

コマーシャル・ペーパー 57,000 40,000

支払手形及び買掛金 53,075 43,846

未払税金 14,172 28,764

その他 83,764 105,217

特別法上の引当金 50,814 45,755

原子力発電工事償却準備引当金 50,814 45,755

負債合計 2,151,159 2,102,304

純資産の部

株主資本 660,925 668,846

資本金 185,527 185,527

資本剰余金 17,218 17,218

利益剰余金 470,700 478,607

自己株式 △12,520 △12,506

評価・換算差額等 4,030 6,670

その他有価証券評価差額金 4,125 6,740

繰延ヘッジ損益 △11 －

為替換算調整勘定 △83 △70

少数株主持分 4,207 4,168

純資産合計 669,163 679,685

負債純資産合計 2,820,323 2,781,990
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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21年４月１日
 至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年９月30日)

営業収益 512,391 540,597

電気事業営業収益 470,312 493,683

その他事業営業収益 42,079 46,913

営業費用 ※1 459,929 ※1 511,014

電気事業営業費用 420,317 466,440

その他事業営業費用 39,612 44,573

営業利益 52,461 29,582

営業外収益 6,725 5,115

受取配当金 437 423

受取利息 827 734

持分法による投資利益 1,097 30

その他 4,362 3,927

営業外費用 20,282 18,938

支払利息 14,297 13,605

その他 5,985 5,332

四半期経常収益合計 519,117 545,712

四半期経常費用合計 480,212 529,952

経常利益 38,904 15,759

原子力発電工事償却準備金引当又は取崩し 4,534 5,058

原子力発電工事償却準備金引当 4,534 5,058

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 34,369 3,884

法人税、住民税及び事業税 13,006 2,338

法人税等調整額 104 280

法人税等合計 13,111 2,618

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,266

少数株主利益又は少数株主損失（△） △145 69

四半期純利益 21,404 1,196
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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21年７月１日
 至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
 至 平成22年９月30日)

営業収益 265,988 293,989

電気事業営業収益 245,235 270,661

その他事業営業収益 20,753 23,327

営業費用 ※1 238,153 ※1 269,643

電気事業営業費用 218,830 248,187

その他事業営業費用 19,322 21,456

営業利益 27,835 24,345

営業外収益 3,048 2,366

受取配当金 53 56

受取利息 425 363

持分法による投資利益 485 1

その他 2,084 1,944

営業外費用 10,226 8,358

支払利息 7,129 6,807

その他 3,097 1,551

四半期経常収益合計 269,037 296,355

四半期経常費用合計 248,380 278,002

経常利益 20,657 18,352

渇水準備金引当又は取崩し － △792

渇水準備引当金取崩し（貸方） － △792

原子力発電工事償却準備金引当又は取崩し 2,487 2,643

原子力発電工事償却準備金引当 2,487 2,643

税金等調整前四半期純利益 18,169 16,501

法人税、住民税及び事業税 6,903 6,415

法人税等調整額 29 121

法人税等合計 6,932 6,537

少数株主損益調整前四半期純利益 － 9,964

少数株主利益又は少数株主損失（△） △96 44

四半期純利益 11,333 9,919

-21-



  

(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21年４月１日
 至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22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 34,369 3,884

減価償却費 65,149 62,710

減損損失 1,054 －

核燃料減損額 3,017 －

持分法による投資損益（△は益） △1,097 △30

固定資産除却損 2,439 2,051

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） 83 △412

使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減
少）

△1,682 △3,978

使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は
減少）

503 92

原子力発電施設解体引当金の増減額（△は減
少）

1,072 －

原子力発電工事償却準備引当金の増減額（△は
減少）

4,534 5,058

受取利息及び受取配当金 △1,264 △1,157

支払利息 14,297 13,605

使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増
加）

3,718 4,257

売上債権の増減額（△は増加） 8,521 △8,988

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,915 △4,438

仕入債務の増減額（△は減少） △9,243 8,827

その他 △6,041 △6,191

小計 122,348 82,108

利息及び配当金の受取額 1,542 1,443

利息の支払額 △14,256 △13,662

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 4,102 △17,321

営業活動によるキャッシュ・フロー 113,736 52,568

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 △77,097 △80,330

投融資による支出 △36,147 △52,545

投融資の回収による収入 35,527 30,395

その他 1,496 1,121

投資活動によるキャッシュ・フロー △76,221 △101,359
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(単位：百万円)

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22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 49,848 49,833

社債の償還による支出 △20,000 △25,000

長期借入れによる収入 12,500 40,300

長期借入金の返済による支出 △33,264 △21,719

短期借入れによる収入 94,120 79,240

短期借入金の返済による支出 △89,090 △79,820

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 176,500 364,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出 △219,000 △347,000

自己株式の取得による支出 △46 △17

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 △750 △885

財務活動によるキャッシュ・フロー △38,314 49,805

現金及び現金同等物に係る換算差額 △64 △60

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △862 954

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 24,346 ※1 28,764
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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22年４月１日
至 平成22年９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

 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、この変更に伴う当第２四半期連結累計期間の損益

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

 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、当第２四半期連結累計期間の税金等調整前

四半期純利益は6,816百万円減少している。 

 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76,679百万円（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２四半期連結累計期間 
(自  平成22年４月１日   
至  平成22年９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２四半期連結累計期間で

は、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示している。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 前第２四半期連結累計期間において区分掲記していた「減損損失」は、金額が少額となったため、当第２四半

期連結累計期間から営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示している。 

 なお、当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれている「減損損

失」の金額は214百万円である。

当第２四半期連結会計期間 
(自  平成22年７月１日   
至  平成22年９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２四半期連結会計期間で

は、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示している。
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【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22年４月１日
至 平成22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22年９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

81,945百万円 

 

3,936,445百万円

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

 

 

3,297百万円

14,081百万円

40,440百万円

 計 57,820百万円
 

 

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

 

  

73,451百万円

44,796百万円

17,075百万円

4,033百万円

1,550百万円

595百万円

（484百万円）

1,062百万円

計 142,564百万円
 

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)

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21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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 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 ―
 

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 41,770 20,155

退職給与金 4,281 4,281

燃料費 126,527 ―

修繕費 41,174 1,135

委託費 18,376 6,278

減価償却費 57,055 4,333

他社購入 
電力料

100,380 ―

その他 79,636 20,965

小計 469,204 57,149

相殺消去額 △2,763 ―

合計 466,440 ―

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21年７月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22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 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 ―
 

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 20,881 10,077

退職給与金 2,738 2,738

燃料費 72,883 ―

修繕費 23,182 641

委託費 10,428 3,515

減価償却費 28,658 2,175

他社購入 
電力料

49,612 ―

その他 41,056 9,905

小計 249,442 29,053

相殺消去額 △1,255 ―

合計 248,187 ―
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(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21年４月１日 
  至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
 (自 平成22年４月１日
 至 平成22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 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
 

現金及び預金 58,780百万円

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 28,764百万円
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当第２四半期連結会計期間末(平成22年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日

至 平成22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 

  

(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) 6,934,134

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

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10月29日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 9,103 25.00 平成22年９月30日 平成22年11月30日
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前第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 

 
  

前第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)及び前第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21年７月１日 至 平成21年９月30日)及び前第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。 

  

(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

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

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】

-30-



  

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２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日) 

 
当第２四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９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 当第２四半期連結累計期間におけるセグメント利益又は損失（△）の調整額 △0百万円及び当第２四半期  
  連結会計期間におけるセグメント利益又は損失（△）の調整額 △106百万円は、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) 
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 493,683 18,379 10,902 522,965 17,631 540,597 － 540,597

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

804 838 5,541 7,184 37,075 44,259 △ 44,259 －

計 494,487 19,217 16,444 530,149 54,706 584,856 △ 44,259 540,597

セグメント利益又は 
損失（△）

25,283 751 2,118 28,153 1,429 29,583 0 29,582

(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 270,661 8,765 5,442 284,869 9,119 293,989 － 293,989

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

300 528 2,923 3,752 19,629 23,382 △ 23,382 －

計 270,961 9,293 8,366 288,621 28,749 317,371 △ 23,382 293,989

セグメント利益又は 
損失（△）

21,518 544 1,186 23,249 1,201 24,451 △ 106 24,345
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当第２四半期連結会計期間末（平成22年９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２四半期連結累計期間に 

   特別損失に計上している6,816百万円を含む。 

  

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 

 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の算定上の基礎 

  

 
  

(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 871百万円
期末残高 76,679百万円

(１株当たり情報)

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22年９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 1,826円19銭

 
１株当たり純資産額 1,855円16銭

項目
当第２四半期連結会計期間末 
(平成22年９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) 669,163 679,685

純資産の部の合計額から控除する金額 
(百万円)

4,207 4,168

 (うち少数株主持分(百万円)) 4,207 4,168

普通株式に係る純資産額(百万円) 664,955 675,517

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) 6,934,134 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)

364,121,125 364,129,085

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
  至 平成22年９月30日)

 
１株当たり四半期純利益 58円78銭

 
１株当たり四半期純利益 3円29銭

項目
前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年９月30日)

四半期純利益(百万円) 21,404 1,196

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 1,196

普通株式の期中平均株式数(株) 364,141,759 364,124,997
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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の算定上の基礎 

  

 
  

第87期(平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）中間配当については、平成22年10月29日開催の

取締役会において、平成22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21年７月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

 
１株当たり四半期純利益 31円12銭

 
１株当たり四半期純利益 27円24銭

項目
前第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)

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日)

四半期純利益(百万円) 11,333 9,919

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 9,919

普通株式の期中平均株式数(株) 364,137,674 364,122,682

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22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。



  

平成22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２四半期連結会計期間

(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22

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22

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 
  

 
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11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

【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)

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２四半期(自 平成22年７月１日 至 平成22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】


