
(3) 株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成23年４月１日から 
 平成24年３月31日まで) 

当事業年度 
(平成24年４月１日から 
 平成25年３月31日まで) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 237,304 237,304

当期末残高 237,304 237,304

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 31,087 31,087

当期末残高 31,087 31,087

その他資本剰余金   

当期首残高 27 22

当期変動額   

自己株式の処分 △4 △2

当期変動額合計 △4 △2

当期末残高 22 19

資本剰余金合計   

当期首残高 31,114 31,110

当期変動額   

自己株式の処分 △4 △2

当期変動額合計 △4 △2

当期末残高 31,110 31,107

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 59,326 59,326

当期末残高 59,326 59,326

その他利益剰余金   

海外投資等損失準備金   

当期首残高 10 11

当期変動額   

海外投資等損失準備金の積立 － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 11 11

原価変動調整積立金   

当期首残高 100,300 100,300

当期変動額   

原価変動調整積立金の取崩し － △100,300

当期変動額合計 － △100,300

当期末残高 100,300 －

別途積立金   

当期首残高 456,000 456,000

当期変動額   

別途積立金の取崩し － △99,000

当期変動額合計 － △99,000

当期末残高 456,000 357,000
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成23年４月１日から 
 平成24年３月31日まで) 

当事業年度 
(平成24年４月１日から 
 平成25年３月31日まで) 

繰越利益剰余金   

当期首残高 76,582 △126,798

当期変動額   

海外投資等損失準備金の積立 － －

原価変動調整積立金の取崩し － 100,300

別途積立金の取崩し － 99,000

剰余金の配当 △28,396 △9,464

当期純損失（△） △174,983 △338,050

当期変動額合計 △203,380 △148,215

当期末残高 △126,798 △275,013

利益剰余金合計   

当期首残高 692,219 488,839

当期変動額   

海外投資等損失準備金の積立 － －

原価変動調整積立金の取崩し － －

別途積立金の取崩し － －

剰余金の配当 △28,396 △9,464

当期純損失（△） △174,983 △338,050

当期変動額合計 △203,380 △347,515

当期末残高 488,839 141,323

自己株式   

当期首残高 △2,096 △2,129

当期変動額   

自己株式の取得 △43 △9

自己株式の処分 10 3

当期変動額合計 △33 △5

当期末残高 △2,129 △2,134

株主資本合計   

当期首残高 958,542 755,124

当期変動額   

海外投資等損失準備金の積立 － －

原価変動調整積立金の取崩し － －

別途積立金の取崩し － －

剰余金の配当 △28,396 △9,464

当期純損失（△） △174,983 △338,050

自己株式の取得 △43 △9

自己株式の処分 5 1

当期変動額合計 △203,418 △347,523

当期末残高 755,124 407,601
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成23年４月１日から 
 平成24年３月31日まで) 

当事業年度 
(平成24年４月１日から 
 平成25年３月31日まで) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 10,727 11,634

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 907 6,191

当期変動額合計 907 6,191

当期末残高 11,634 17,826

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △1,754 △59

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,695 3,918

当期変動額合計 1,695 3,918

当期末残高 △59 3,859

評価・換算差額等合計   

当期首残高 8,972 11,575

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,602 10,109

当期変動額合計 2,602 10,109

当期末残高 11,575 21,685

純資産合計   

当期首残高 967,515 766,700

当期変動額   

海外投資等損失準備金の積立 － －

原価変動調整積立金の取崩し － －

別途積立金の取崩し － －

剰余金の配当 △28,396 △9,464

当期純損失（△） △174,983 △338,050

自己株式の取得 △43 △9

自己株式の処分 5 1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,602 10,109

当期変動額合計 △200,815 △337,413

当期末残高 766,700 429,287

九州電力株式会社（9508）　平成25年3月期　決算短信

－32－


