
平成24年5月8日  

九州電力株式会社　

　平成24年４月26日に発表いたしました「平成24年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部につい

て記載誤りがございましたので、お詫びするとともに、下記のとおり訂正いたします。

     記

  　〔訂正箇所〕

　　・17ページ　３．連結財務諸表　(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

　　　　訂正内容については、本資料の２～３ページに記載。

　　・25ページ　４．個別財務諸表　(1) 貸借対照表

　　　　訂正内容については、本資料の４～５ページに記載。

  　　・28～30ページ　４．個別財務諸表　(3) 株主資本等変動計算書

　　　　訂正内容については、本資料の６～11ページに記載。

「平成24年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

当社ホームページの決算短信につきましては、
訂正して掲載しております。
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訂正箇所には下線を付しております。

17ページ　３．連結財務諸表　(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

 【訂正前】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成22年４月１日から
  平成23年３月31日まで)

当連結会計年度
(平成23年４月１日から
  平成24年３月31日まで)

営業活動によるキャッシュ・フロー

　税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
　損失（△）

48,318 △214,750

　減価償却費 234,117 235,563

　原子力発電施設解体費 7,524 3,106

　核燃料減損額 24,960 8,906

　固定資産除却損 8,435 9,784

　資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 18,428 －

　退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,986 9,129

　使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） △4,212 △12,567

　使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減
　少）

3,923 2,288

　渇水準備引当金の増減額（△は減少） － 1,216

　受取利息及び受取配当金 △5,180 △6,697

　支払利息 34,025 34,025

　持分法による投資損益（△は益） △1,492 △956

　負ののれん発生益 172 2,592

　使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） △29,503 △23,020

　売上債権の増減額（△は増加） △4,824 △13,961

　たな卸資産の増減額（△は増加） 5,225 △19,287

　仕入債務の増減額（△は減少） 9,147 40,552

　その他 12,968 8,121

　小計 365,022 64,044

　利息及び配当金の受取額 5,526 7,294

　利息の支払額 △34,460 △33,905

　法人税等の支払額 △34,741 △20,523

　営業活動によるキャッシュ・フロー 301,346 16,909

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 △243,749 △229,351

　投融資による支出 △64,210 △6,729

　投融資の回収による収入 8,547 4,204

　その他 3,397 3,596

　投資活動によるキャッシュ・フロー △296,015 △228,279
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 【訂正後】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成22年４月１日から
  平成23年３月31日まで)

当連結会計年度
(平成23年４月１日から
  平成24年３月31日まで)

営業活動によるキャッシュ・フロー

　税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
　損失（△）

48,318 △214,750

　減価償却費 234,117 235,563

　原子力発電施設解体費 7,524 3,106

　核燃料減損額 24,960 8,906

　固定資産除却損 8,435 9,784

　資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 18,428 －

　退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,986 9,129

　使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） △4,212 △12,567

　使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減
　少）

3,923 2,288

　渇水準備引当金の増減額（△は減少） － 1,216

　受取利息及び受取配当金 △5,180 △6,697

　支払利息 34,025 34,025

　持分法による投資損益（△は益） △1,492 △956

　負ののれん発生益 △172 △2,592

　使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） △29,503 △23,020

　売上債権の増減額（△は増加） △4,824 △13,961

　たな卸資産の増減額（△は増加） 5,225 △19,287

　仕入債務の増減額（△は減少） 9,147 40,552

　その他 13,314 13,306

　小計 365,022 64,044

　利息及び配当金の受取額 5,526 7,294

　利息の支払額 △34,460 △33,905

　法人税等の支払額 △34,741 △20,523

　営業活動によるキャッシュ・フロー 301,346 16,909

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 △243,749 △229,351

　投融資による支出 △64,210 △6,729

　投融資の回収による収入 8,547 4,204

　その他 3,397 3,596

　投資活動によるキャッシュ・フロー △296,015 △228,279
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25ページ　４．個別財務諸表　(1) 貸借対照表

 【訂正前】

（単位：百万円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

負債の部

　固定負債 2,355,345 2,817,264

　　社債 1,192,555 1,072,556

　　長期借入金 430,531 1,013,915

　　長期未払債務 9,363 8,495

　　リース債務 1,914 1,968

　　関係会社長期債務 2,825 2,229

　　退職給付引当金 127,722 136,875

　　使用済燃料再処理等引当金 346,568 334,000

　　使用済燃料再処理等準備引当金 22,362 24,651

　　資産除去債務 207,689 211,840

　　雑固定負債 13,813 10,731

　流動負債 568,030 525,769

　　1年以内に期限到来の固定負債 204,205 167,980

　　短期借入金 116,000 111,000

　　コマーシャル・ペーパー 30,000 －

　　買掛金 38,934 81,712

　　未払金 40,503 33,990

　　未払費用 57,746 67,854

　　未払税金 31,947 13,337

　　預り金 1,444 2,073

　　関係会社短期債務 41,060 40,503

　　諸前受金 4,092 5,168

　　雑流動負債 2,094 2,149

　特別法上の引当金 － 1,216

　　渇水準備引当金 － 1,216

　負債合計 2,923,375 3,344,250

純資産の部

　株主資本 958,542 755,124

　　資本金 237,304 237,304

　　資本剰余金 31,114 31,110

　　　資本準備金 31,087 31,087

　　　その他資本剰余金 27 22

　　利益剰余金 692,219 488,839

　　　利益準備金 59,326 59,326

　　　その他利益剰余金 632,892 429,512

　　　  海外投資等損失準備金 10 10

　　　  原価変動調整積立金 100,300 100,300

　　　  別途積立金 456,000 456,000

　　　  繰延利益剰余金 76,582 △126,797

　　自己株式 △2,096 △2,129

　評価・換算差額等 8,972 11,575

　　その他有価証券評価差額金 10,727 11,634

　　繰延ヘッジ損益 △1,754 △59

　純資産合計 967,515 766,700

負債純資産合計 3,890,891 4,110,950
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 【訂正後】

（単位：百万円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

負債の部

　固定負債 2,355,345 2,817,264

　　社債 1,192,555 1,072,556

　　長期借入金 430,531 1,013,915

　　長期未払債務 9,363 8,495

　　リース債務 1,914 1,968

　　関係会社長期債務 2,825 2,229

　　退職給付引当金 127,722 136,875

　　使用済燃料再処理等引当金 346,568 334,000

　　使用済燃料再処理等準備引当金 22,362 24,651

　　資産除去債務 207,689 211,840

　　雑固定負債 13,813 10,731

　流動負債 568,030 525,769

　　1年以内に期限到来の固定負債 204,205 167,980

　　短期借入金 116,000 111,000

　　コマーシャル・ペーパー 30,000 －

　　買掛金 38,934 81,712

　　未払金 40,503 33,990

　　未払費用 57,746 67,854

　　未払税金 31,947 13,337

　　預り金 1,444 2,073

　　関係会社短期債務 41,060 40,503

　　諸前受金 4,092 5,168

　　雑流動負債 2,094 2,149

　特別法上の引当金 － 1,216

　　渇水準備引当金 － 1,216

　負債合計 2,923,375 3,344,250

純資産の部

　株主資本 958,542 755,124

　　資本金 237,304 237,304

　　資本剰余金 31,114 31,110

　　　資本準備金 31,087 31,087

　　　その他資本剰余金 27 22

　　利益剰余金 692,219 488,839

　　　利益準備金 59,326 59,326

　　　その他利益剰余金 632,892 429,512

　　　  海外投資等損失準備金 10 11

　　　  原価変動調整積立金 100,300 100,300

　　 　 別途積立金 456,000 456,000

　　　  繰延利益剰余金 76,582 △126,798

　　自己株式 △2,096 △2,129

　評価・換算差額等 8,972 11,575

　　その他有価証券評価差額金 10,727 11,634

　　繰延ヘッジ損益 △1,754 △59

　純資産合計 967,515 766,700

負債純資産合計 3,890,891 4,110,950
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28～30ページ　４．個別財務諸表　(3) 株主資本等変動計算書

 【訂正前】

(単位：百万円)

前事業年度 当事業年度
(平成22年４月１日から. (平成23年４月１日から.
.平成23年３月31日まで) .平成24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 29 27

　　　当期変動額

　　　　自己株式の処分 △2 △4

　　　　当期変動額合計 △2 △4

　　　当期末残高 27 22

　　資本剰余金合計

　　　当期首残高 31,117 31,114

　　　当期変動額

　　　　自己株式の処分 △2 △4

　　　　当期変動額合計 △2 △4

　　　当期末残高 31,114 31,110

　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 10

　　　　当期末残高 10 10

　　　原価変動調整積立金

　　　　当期首残高 100,300 100,300

　　　　当期末残高 100,300 100,300

　　　別途積立金

　　　　当期首残高 456,000 456,000

　　　　当期末残高 456,000 456,000
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(単位：百万円)

前事業年度 当事業年度
(平成22年４月１日から. (平成23年４月１日から.
.平成23年３月31日まで) .平成24年３月31日まで)

　　　繰越利益剰余金

　　　　当期首残高 84,539 76,582

　　　　当期変動額

　　　　　剰余金の配当 △28,400 △28,396

　　　　　当期純利益又は当期純損失（△） 20,443 △174,983

　　　　　当期変動額合計 △7,956 △203,380

　　　　当期末残高 76,582 △126,797

　　利益剰余金合計

　　　当期首残高 700,176 692,219

　　　当期変動額

　　　　剰余金の配当 △28,400 △28,396

　　　　当期純利益又は当期純損失（△） 20,443 △174,983

　　　　当期変動額合計 △7,956 △203,380

　　　当期末残高 692,219 488,839

　自己株式

　　当期首残高 △1,968 △2,096

　　当期変動額

　　　自己株式の取得 △142 △43

　　　自己株式の処分 14 10

　　　当期変動額合計 △127 △33

　　当期末残高 △2,096 △2,129

　株主資本合計

　　当期首残高 966,630 958,542

　　当期変動額                                                       

　　　剰余金の配当 △28,400 △28,396

　　　当期純利益又は当期純損失（△） 20,443 △174,983

　　　自己株式の取得 △142 △43

　　　自己株式の処分 11 5

　　　当期変動額合計 △8,087 △203,418

　　当期末残高 958,542 755,124
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(単位：百万円)

前事業年度 当事業年度
(平成22年４月１日から. (平成23年４月１日から.
.平成23年３月31日まで) .平成24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 15,481 10,727

　　当期変動額
　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,753 907

　　　当期変動額合計 △4,753 907

　　当期末残高 10,727 11,634

　繰延ヘッジ損益

　　当期首残高 1,997 △1,754

　　当期変動額
　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,752 1,695

　　　当期変動額合計 △3,752 1,695

　　当期末残高 △1,754 △59

　評価・換算差額等合計

　　当期首残高 17,478 8,972

　　当期変動額
　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,505 2,602

　　　当期変動額合計 △8,505 2,602

　　当期末残高 8,972 11,575

純資産合計

　当期首残高 984,109 967,515

　当期変動額

　　剰余金の配当 △28,400 △28,396

　　当期純利益又は当期純損失（△） 20,443 △174,983

　　自己株式の取得 △142 △43

　　自己株式の処分 11 5
　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,505 2,602

　　当期変動額合計 △16,593 △200,815

　当期末残高 967,515 766,700
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 【訂正後】

(単位：百万円)

前事業年度 当事業年度
(平成22年４月１日から. (平成23年４月１日から.
.平成23年３月31日まで) .平成24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 29 27

　　　当期変動額

　　　　自己株式の処分 △2 △4

　　　　当期変動額合計 △2 △4

　　　当期末残高 27 22

　　資本剰余金合計

　　　当期首残高 31,117 31,114

　　　当期変動額

　　　　自己株式の処分 △2 △4

　　　　当期変動額合計 △2 △4

　　　当期末残高 31,114 31,110

　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 10

　　　　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 10 11

　　　原価変動調整積立金

　　　　当期首残高 100,300 100,300

　　　　当期末残高 100,300 100,300

　　　別途積立金

　　　　当期首残高 456,000 456,000

　　　　当期末残高 456,000 456,000
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(単位：百万円)

前事業年度 当事業年度
(平成22年４月１日から. (平成23年４月１日から.
.平成23年３月31日まで) .平成24年３月31日まで)

　　　繰越利益剰余金

　　　　当期首残高 84,539 76,582

　　　　当期変動額

　　　　　海外投資等損失準備金の積立 － －

　　　　　剰余金の配当 △28,400 △28,396

　　　　　当期純利益又は当期純損失（△） 20,443 △174,983

　　　　　当期変動額合計 △7,956 △203,380

　　　　当期末残高 76,582 △126,798

　　利益剰余金合計

　　　当期首残高 700,176 692,219

　　　当期変動額

　　　　海外投資等損失準備金の積立 － －

　　　　剰余金の配当 △28,400 △28,396

　　　　当期純利益又は当期純損失（△） 20,443 △174,983

　　　　当期変動額合計 △7,956 △203,380

　　　当期末残高 692,219 488,839

　自己株式

　　当期首残高 △1,968 △2,096

　　当期変動額

　　　自己株式の取得 △142 △43

　　　自己株式の処分 14 10

　　　当期変動額合計 △127 △33

　　当期末残高 △2,096 △2,129

　株主資本合計

　　当期首残高 966,630 958,542

　　当期変動額                                                       

　　　海外投資等損失準備金の積立 － －

　　　剰余金の配当 △28,400 △28,396

　　　当期純利益又は当期純損失（△） 20,443 △174,983

　　　自己株式の取得 △142 △43

　　　自己株式の処分 11 5

　　　当期変動額合計 △8,087 △203,418

　　当期末残高 958,542 755,124
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(単位：百万円)

前事業年度 当事業年度
(平成22年４月１日から. (平成23年４月１日から.
.平成23年３月31日まで) .平成24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 15,481 10,727

　　当期変動額
　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,753 907

　　　当期変動額合計 △4,753 907

　　当期末残高 10,727 11,634

　繰延ヘッジ損益

　　当期首残高 1,997 △1,754

　　当期変動額
　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,752 1,695

　　　当期変動額合計 △3,752 1,695

　　当期末残高 △1,754 △59

　評価・換算差額等合計

　　当期首残高 17,478 8,972

　　当期変動額
　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,505 2,602

　　　当期変動額合計 △8,505 2,602

　　当期末残高 8,972 11,575

純資産合計

　当期首残高 984,109 967,515

　当期変動額

　　海外投資等損失準備金の積立 － －

　　剰余金の配当 △28,400 △28,396

　　当期純利益又は当期純損失（△） 20,443 △174,983

　　自己株式の取得 △142 △43

　　自己株式の処分 11 5
　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,505 2,602

　　当期変動額合計 △16,593 △200,815

　当期末残高 967,515 766,700

以　上

－11－


