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(百万円未満切捨て)

１．2023年３月期第１四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年６月30日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2023年３月期第１四半期 314,753 43.0 △29,193 － △31,321 － △26,759 －

2022年３月期第１四半期 220,103 △28.5 △4,953 － △2,675 － △1,360 －
(注)包括利益 2023年３月期第１四半期△17,909百万円( －％) 2022年３月期第１四半期 838百万円(△92.5％)
　

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

2023年３月期第１四半期 △74.28 －

2022年３月期第１四半期 △3.78 －

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2023年３月期第１四半期 3,695,490 588,376 15.8

2022年３月期 3,566,947 608,445 17.0
(参考) 自己資本 2023年３月期第１四半期 582,266百万円 2022年３月期 605,777百万円
　
　
　

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2022年３月期 － 25.00 － 15.00 40.00

2023年３月期 －

2023年３月期(予想) － － － －
(注１)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

(注２)2023年３月期の配当予想につきましては、未定としております。

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023年３月31日）
　業績予想につきましては、総販売電力量や燃料調達環境の見通しに加え、為替・燃料価格動向も不透明であり、具
体的な業績予想をお示しできる状況にないため、現時点では売上高・利益ともに未定とさせていただきます。
　今後、為替や燃料価格動向等を踏まえ、総販売電力量や発電計画等を見通すことが可能となった時点で、速やかに
お知らせいたします。引き続き、業績の回復に向けて、利益水準の底上げや燃料・電力の価格変動リスクの低減に最
大限取り組んでまいります。

　　



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

(注)詳細は、【添付資料】P.6「１．四半期連結財務諸表及び主な注記(３)四半期連結財務諸表に関する注記事項
（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2023年３月期１Ｑ 387,154,692株 2022年３月期 387,154,692株

② 期末自己株式数 2023年３月期１Ｑ 26,896,728株 2022年３月期 26,895,398株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期１Ｑ 360,258,220株 2022年３月期１Ｑ 360,268,572株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　本資料に記載されている業績の予想等将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したも
のであり、実際の業績等は、今後様々な要因により予想と異なる場合があります。

　決算補足説明資料は、当社ウェブサイトに同日掲載しています。

　（URL：https://www.energia.co.jp/ir/irzaimu/hosoku.html）
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１．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

固定資産 3,227,510 3,263,841

電気事業固定資産 1,312,281 1,302,369

水力発電設備 101,790 101,085

汽力発電設備 156,976 147,195

原子力発電設備 98,669 96,496

送電設備 296,174 297,917

変電設備 165,545 165,935

配電設備 388,609 389,383

業務設備 86,469 85,986

休止設備 12,850 12,570

その他の電気事業固定資産 5,194 5,797

その他の固定資産 113,723 112,794

固定資産仮勘定 1,191,353 1,207,083

建設仮勘定及び除却仮勘定 1,168,629 1,184,360

使用済燃料再処理関連加工仮勘定 22,723 22,723

核燃料 139,772 139,931

装荷核燃料及び加工中等核燃料 139,772 139,931

投資その他の資産 470,380 501,662

長期投資 149,705 148,109

退職給付に係る資産 68,309 68,021

繰延税金資産 74,229 87,895

その他 188,868 208,397

貸倒引当金（貸方） △10,731 △10,761

流動資産 339,436 431,649

現金及び預金 66,584 83,051

受取手形、売掛金及び契約資産 104,747 98,847

棚卸資産 59,659 96,804

その他 109,220 153,586

貸倒引当金（貸方） △774 △639

合計 3,566,947 3,695,490
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

負債及び純資産の部

固定負債 2,263,498 2,303,276

社債 991,413 1,018,413

長期借入金 1,093,112 1,105,041

退職給付に係る負債 61,845 61,549

資産除去債務 98,593 99,027

繰延税金負債 359 1,029

その他 18,174 18,215

流動負債 694,205 803,356

1年以内に期限到来の固定負債 182,567 214,218

短期借入金 65,695 65,695

コマーシャル・ペーパー 170,000 260,000

支払手形及び買掛金 81,550 114,748

未払税金 10,584 6,068

その他 183,808 142,626

特別法上の引当金 797 482

渇水準備引当金 797 482

負債合計 2,958,502 3,107,114

株主資本 580,519 548,053

資本金 197,024 197,024

資本剰余金 28,580 28,579

利益剰余金 393,793 361,329

自己株式 △38,878 △38,879

その他の包括利益累計額 25,258 34,213

その他有価証券評価差額金 8,094 7,722

繰延ヘッジ損益 3,483 4,328

為替換算調整勘定 3,105 12,121

退職給付に係る調整累計額 10,574 10,040

非支配株主持分 2,667 6,109

純資産合計 608,445 588,376

合計 3,566,947 3,695,490
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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 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

営業収益 220,103 314,753

電気事業営業収益 184,542 269,145

その他事業営業収益 35,560 45,607

営業費用 225,056 343,946

電気事業営業費用 190,411 301,278

その他事業営業費用 34,645 42,668

営業損失（△） △4,953 △29,193

営業外収益 5,848 5,113

受取配当金 939 747

受取利息 2 5

持分法による投資利益 1,680 922

デリバティブ評価益 211 1,069

貸倒引当金戻入額 1,244 －

その他 1,769 2,369

営業外費用 3,570 7,242

支払利息 2,485 2,492

デリバティブ損失 2 1,518

その他 1,082 3,231

四半期経常収益合計 225,952 319,867

四半期経常費用合計 228,627 351,189

経常損失（△） △2,675 △31,321

渇水準備金引当又は取崩し 27 △315

渇水準備金引当 27 －

渇水準備引当金取崩し（貸方） － △315

特別損失 － 8,669

火力発電所廃止損失 － 8,669

税金等調整前四半期純損失（△） △2,703 △39,675

法人税、住民税及び事業税 △1,256 △13,309

法人税等調整額 △33 491

法人税等合計 △1,289 △12,817

四半期純損失（△） △1,413 △26,858

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △53 △99

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △1,360 △26,759
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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 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

四半期純損失（△） △1,413 △26,858

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △902 △116

繰延ヘッジ損益 282 △268

為替換算調整勘定 2,204 4,413

退職給付に係る調整額 △447 △500

持分法適用会社に対する持分相当額 1,114 5,421

その他の包括利益合計 2,251 8,948

四半期包括利益 838 △17,909

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 906 △17,803

非支配株主に係る四半期包括利益 △68 △106
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項なし

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項なし

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

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）

特別損失の内容

2022年５月23日開催の取締役会において、水島発電所２号機、下松発電所３号機及び下関発電

所１・２号機の廃止を決定したことに伴い、固定資産に係る減損損失及び貯蔵品評価損の計

8,669百万円を火力発電所廃止損失として計上している。

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

当第１四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。

　


