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1. 平成30年3月期第2四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年9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 ％

30年3月期第2四半期 649,950 9.2 22,465 △40.2 19,414 △37.1 16,308 △27.1

29年3月期第2四半期 594,972 △4.2 37,541 28.6 30,882 30.3 22,372 7.3

（注）包括利益 30年3月期第2四半期　　16,204百万円 （△21.1％） 29年3月期第2四半期　　20,534百万円 （21.1％）

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

30年3月期第2四半期 47.37 41.04

29年3月期第2四半期 61.76 54.43

(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 ％

30年3月期第2四半期 3,089,466 588,776 18.9

29年3月期 3,100,754 581,162 18.6

（参考）自己資本 30年3月期第2四半期 585,137百万円 29年3月期 577,370百万円

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

29年3月期 ― 25.00 ― 25.00 50.00

30年3月期 ― 25.00

30年3月期（予想） ― ― ―

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

平成30年3月期の中間配当につきましては、これまで未定としておりましたが、1株につき25円とすることとしました。

なお、平成30年3月期の期末配当予想につきましては、引き続き未定としております。

3. 平成30年3月期の連結業績予想（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 1,286,000 7.1 35,000 1.4 24,000 23.1 15,000 32.3 43.57

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

(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.8「四半期連結財務諸表に関する注記事項」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） 30年3月期2Q 371,055,259 株 29年3月期 371,055,259 株

② 期末自己株式数 30年3月期2Q 26,792,703 株 29年3月期 26,786,189 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期2Q 344,265,678 株 29年3月期2Q 362,224,023 株

※四半期決算短信は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数値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：http://www.energia.co.jp/ir/irzaimu/hosoku.html）

　当社は、平成29年11月8日（水）に機関投資家・証券アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する資料については、

開催後速やかに当社ウェブサイトに掲載する予定です。（URL：http://www.energia.co.jp/ir/irzaimu/presen.html）



【参考】平成30年3月期の個別業績予想（平成29年4月1日～平成30年3月31日）
（％表示は、対前期増減率）

百万円  　％ 百万円  　％ 百万円  　％ 百万円  　％ 円　銭 

(注)　直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

14,0001,202,000 7.2 32,000 11.0 22,000 35.9

1株当たり当期
純利益

△4.6

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

40.64通期
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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
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

固定資産 2,756,698 2,776,078

電気事業固定資産 1,316,657 1,310,885

水力発電設備 120,568 118,219

汽力発電設備 181,689 183,344

原子力発電設備 90,607 93,507

送電設備 312,685 309,034

変電設備 142,501 141,332

配電設備 366,652 366,041

業務設備 78,248 76,498

休止設備 19,217 18,428

その他の電気事業固定資産 4,485 4,479

その他の固定資産 127,514 126,010

固定資産仮勘定 771,968 799,040

建設仮勘定及び除却仮勘定 763,091 792,466

原子力廃止関連仮勘定 8,876 6,573

核燃料 147,485 147,964

装荷核燃料及び加工中等核燃料 147,485 147,964

投資その他の資産 393,073 392,178

長期投資 137,705 137,185

退職給付に係る資産 46,623 47,481

繰延税金資産 62,586 62,198

その他 146,335 145,490

貸倒引当金（貸方） △177 △176

流動資産 344,055 313,387

現金及び預金 65,233 78,190

受取手形及び売掛金 106,610 135,749

短期投資 65,000 －

たな卸資産 53,383 58,537

繰延税金資産 9,996 10,010

その他 44,314 31,385

貸倒引当金（貸方） △482 △485

合計 3,100,754 3,089,466
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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２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

負債及び純資産の部

固定負債 1,863,747 1,853,524

社債 741,956 756,957

長期借入金 951,779 926,417

退職給付に係る負債 69,160 69,250

資産除去債務 77,376 77,990

その他 23,473 22,909

流動負債 574,275 564,624

1年以内に期限到来の固定負債 267,557 226,244

短期借入金 69,245 69,255

コマーシャル・ペーパー － 45,000

支払手形及び買掛金 57,818 53,047

未払税金 9,408 16,700

その他 170,246 154,377

特別法上の引当金 81,569 82,540

渇水準備引当金 1,220 910

原子力発電工事償却準備引当金 80,348 81,630

負債合計 2,519,592 2,500,690

株主資本 550,944 558,638

資本金 185,527 185,527

資本剰余金 17,068 17,067

利益剰余金 387,088 394,791

自己株式 △38,739 △38,747

その他の包括利益累計額 26,425 26,499

その他有価証券評価差額金 22,809 23,927

繰延ヘッジ損益 △247 9

為替換算調整勘定 △305 △370

退職給付に係る調整累計額 4,168 2,933

非支配株主持分 3,791 3,638

純資産合計 581,162 588,776

合計 3,100,754 3,089,466
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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 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)

営業収益 594,972 649,950

電気事業営業収益 548,496 594,320

その他事業営業収益 46,475 55,630

営業費用 557,431 627,485

電気事業営業費用 511,353 573,081

その他事業営業費用 46,077 54,404

営業利益 37,541 22,465

営業外収益 6,496 7,969

受取配当金 735 1,048

受取利息 341 30

持分法による投資利益 868 2,131

その他 4,550 4,759

営業外費用 13,155 11,020

支払利息 10,615 8,818

その他 2,540 2,201

四半期経常収益合計 601,468 657,920

四半期経常費用合計 570,586 638,505

経常利益 30,882 19,414

渇水準備金引当又は取崩し 199 △310

渇水準備金引当 199 －

渇水準備引当金取崩し（貸方） － △310

原子力発電工事償却準備金引当又は取崩し 820 1,281

原子力発電工事償却準備金引当 820 1,281

税金等調整前四半期純利益 29,862 18,443

法人税、住民税及び事業税 7,734 1,848

法人税等調整額 △106 479

法人税等合計 7,627 2,327

四半期純利益 22,235 16,116

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △137 △192

親会社株主に帰属する四半期純利益 22,372 16,308
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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 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)

四半期純利益 22,235 16,116

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △537 953

繰延ヘッジ損益 806 256

為替換算調整勘定 △612 △49

退職給付に係る調整額 △978 △1,301

持分法適用会社に対する持分相当額 △378 228

その他の包括利益合計 △1,700 88

四半期包括利益 20,534 16,204

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 20,663 16,382

非支配株主に係る四半期包括利益 △129 △177
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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 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29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 29,862 18,443

減価償却費 52,096 51,307

原子力発電施設解体費 769 758

原子力廃止関連仮勘定償却費 2,302 2,302

持分法による投資損益（△は益） △868 △2,131

固定資産除却損 1,994 2,529

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △202 777

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △3,188 △3,349

使用済燃料再処理等引当金の増減額
（△は減少）

△4,548 －

使用済燃料再処理等準備引当金の増減額
（△は減少）

155 －

渇水準備引当金の増減額（△は減少） 199 △310

原子力発電工事償却準備引当金の増減額
（△は減少）

820 1,281

受取利息及び受取配当金 △1,076 △1,078

支払利息 10,615 8,818

使用済燃料再処理等積立金の増減額
（△は増加）

6,351 －

売上債権の増減額（△は増加） △20,214 △29,572

たな卸資産の増減額（△は増加） 135 △5,083

仕入債務の増減額（△は減少） 5,419 △5,478

その他 △20,735 18,854

小計 59,887 58,069

利息及び配当金の受取額 2,477 2,102

利息の支払額 △10,774 △9,402

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △10,938 4,954

営業活動によるキャッシュ・フロー 40,650 55,723

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 △86,657 △92,342

投融資による支出 △35,012 △29,229

投融資の回収による収入 42,400 33,329

その他 5,606 7,212

投資活動によるキャッシュ・フロー △73,664 △81,030
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29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 49,815 69,759

社債の償還による支出 △35,000 △105,000

長期借入れによる収入 52,100 37,000

長期借入金の返済による支出 △54,849 △53,144

短期借入れによる収入 116,091 97,825

短期借入金の返済による支出 △116,985 △103,765

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 10,000 129,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出 － △84,000

自己株式の取得による支出 △19 △11

配当金の支払額 △9,061 △8,612

非支配株主への配当金の支払額 △16 △29

その他 △945 △808

財務活動によるキャッシュ・フロー 11,130 △21,785

現金及び現金同等物に係る換算差額 △194 50

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △22,077 △47,043

現金及び現金同等物の期首残高 93,475 100,223

現金及び現金同等物の四半期末残高 71,397 53,180
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（4） 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。 
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