
　　　③　表示方法の変更

　　　　 (連結損益計算書)

　　　　　「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、当連結会計年度では「少数株主

　　　　損益調整前当期純利益」の科目で表示している。

  (8) 連結財務諸表に関する注記事項

　　　　 (連結包括利益計算書関係)

　　　　 (追加情報)

　　　　　当連結会計年度から「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号　平成22年６月30日)を適用

　　　　している。ただし、「その他の包括利益累計額」及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金

　　　　額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」の金額を記載している。

　　　　当連結会計年度(平成22年４月１日から平成23年３月31日まで)

　　　　※１　当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益

　　　　　　　親会社株主に係る包括利益 45,635百万円

　　　　　　　少数株主に係る包括利益 429百万円

　　　　　　　計 46,064百万円

　　　　※２　当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益

　　　　　　　その他有価証券評価差額金 3,047百万円

　　　　　　　繰延ヘッジ損益 477百万円

　　　　　　　持分法適用会社に対する持分相当額 333百万円

　　　　　　　計 3,859百万円
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　　　　 (セグメント情報等)

　　　　１ 事業の種類別セグメント情報

　　　　前連結会計年度(平成21年４月１日から平成22年３月31日まで)

Ⅰ 売上高及び営業損益

 　売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 1,310,085 65,503 58,142 11,210 1,444,941 　　　 － 1,444,941

 (2) セグメント間の内部売上高
　　 又は振替高

計 1,312,103 163,800 99,184 26,560 1,601,648 (156,707) 1,444,941

   営業費用 1,229,154 156,398 92,823 23,344 1,501,720 (156,506) 1,345,214

   営業利益 82,949 7,401 6,361 3,215 99,928 (200) 99,727

Ⅱ 資産、減価償却費、
　 減損損失及び資本的支出

   資産 3,645,116 281,892 142,979 146,972 4,216,961 (162,769) 4,054,192

   減価償却費
   (核燃料減損額を含む)

   減損損失 1,785 　　　 － 　　　 － 200 1,985 　　　 － 1,985

   資本的支出 215,507 4,900 18,994 9,372 248,774 (4,593) 244,180

 (注) １　事業区分の方法

３ 海外売上高

　　　 － 

 　       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

情報通信
事業

(百万円)

その他の
事業

(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

41,042 15,349 156,707 (156,707)

19,903 5,228 259,593 (2,893) 256,699

電気事業
(百万円)

エネルギー
関連事業
(百万円)

219,833 14,628

2,018 98,296

　   海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略している。

２ 所在地別セグメント情報

　　 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、その記載を省略している。

　 前連結会計年度(平成21年４月１日から平成22年３月31日まで)

　 前連結会計年度(平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）

事業区分

 電気事業

 エネルギー関連事業

 情報通信事業

 その他の事業

 電気通信回線の提供、電気通信機器製造販売・工事及び保守、情報システム開
 発・運用及び保守

 有価証券の取得・保有及び事業資金の貸付、不動産の管理及び賃貸、用地業務
 の受託

主要な製品・事業活動

 電力供給

 液化天然ガスの受入・貯蔵・気化及び送出、電気機械器具の製造及び販売、発
 電所の建設及び保修工事、コンクリートポールの生産及び販売、発電所の環境
 保全関連業務、土木・建築工事の調査及び設計
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　　　　 (セグメント情報)

　　　　 (追加情報)

　  当連結会計年度から、「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。

　　　　　  なお、前連結会計年度のセグメント情報については、本会計基準に準拠して作成した場合と同様の情報が開示されるため

　　　　　本会計基準に準拠して作成した前連結会計年度のセグメント情報の開示を省略している。

　　　　１　報告セグメントの概要

　  当社の報告セグメントは、当社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、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。

　  当社は、製品・事業活動の種類を勘案して区分した各セグメントから構成されており、「電気事業」、「エネルギー関連

　事業」、「情報通信事業」及び「その他の事業」の４つを報告セグメントとしている。

　  各報告セグメントに属する主要な製品・事業活動は以下のとおりである。

　　　　２　報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

　  報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載

  と同一である。

　  報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値である。セグメント間の内部売上高は市場価格に基づいている。

　　　　３　報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

　当連結会計年度(平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）

（注）１ セグメント利益の調整額△578百万円及びセグメント資産の調整額△159,357百万円は、セグメント間取引消去である。

　　　２ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。

(単位：百万円）

電気事業
エネルギー
関連事業

情報通信
事業

その他の
事業

計

　売上高

　　外部顧客への売上高 1,354,204 59,768 60,912 11,198 1,486,083 ―　 1,486,083

　　セグメント間の内部
　　売上高又は振替高

2,113 98,247 35,315 14,898 150,574 △150,574 ―　

計 1,356,317 158,015 96,227 26,097 1,636,657 △150,574 1,486,083

　セグメント利益 86,598 3,023 6,484 3,380 99,487 △578 98,908

　セグメント資産 3,741,007 300,946 147,889 154,974 4,344,818 △159,357 4,185,460

　その他の項目

　　減価償却費
　　(核燃料減損額を含む)

222,955 14,130 19,625 5,324 262,035 △2,957 259,077

　　有形固定資産及び
    無形固定資産の増加額

228,812 6,465 23,668 7,600 266,546 △4,730 261,816

報告セグメント
調整額
(注)１

連結財務諸表
計上額
(注)２

報告セグメント

 電気事業

 エネルギー関連事業

 情報通信事業

 その他の事業  有価証券の取得・保有及び事業資金の貸付、不動産の管理及び賃貸、用地業務の受託

主要な製品・事業活動

 電力供給

 液化天然ガスの受入・貯蔵・気化及び送出、電気機械器具の製造及び販売、発電所の建設及び
 保修工事、コンクリートポールの生産及び販売、発電所の環境保全関連業務、土木・建築工事
 の調査及び設計

 電気通信回線の提供、電気通信機器製造販売・工事及び保守、情報システム開発・運用及び保守
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（関連情報）

　当連結会計年度(平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）

   １ 製品及びサービスごとの情報

　　 セグメント情報に同様の情報を開示しているため、その記載を省略している。

　 ２ 地域ごとの情報

    (1) 売上高

　　　　国内の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えているため、その記載を省略している。

　　(2) 有形固定資産

　　　　国内に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えているため、その記載

　　　　を省略している。

　 ３ 主要な顧客ごとの情報

　　 外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、その記載を省略している。

（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

　当連結会計年度(平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）

　　重要性が乏しいため、その記載を省略している。

（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

　当連結会計年度(平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）

　　重要性が乏しいため、その記載を省略している。

 (報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)

　当連結会計年度(平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）

　　重要性が乏しいため、その記載を省略している。
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(１株当たり情報) 
 

項目 
前連結会計年度 

(平成21年４月１日から 
平成22年３月31日まで) 

当連結会計年度 
(平成22年４月１日から 
平成23年３月31日まで) 

１株当たり純資産額 2,265.59円 2,246.30円 

１株当たり当期純利益 88.38円 60.73円 

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載していない。  

   ２ 算定上の基礎 

(1) １株当たり純資産額 

 
前連結会計年度 

 (平成22年３月31日) 
当連結会計年度 

 (平成23年３月31日) 

純資産の部の合計額 1,089,066百万円 1,079,679百万円 

純資産の部の合計額から控

除する金額 
17,273百万円 17,220百万円 

 (うち少数株主持分) (17,273百万円) (17,220百万円) 

普通株式に係る純資産額 1,071,792百万円 1,062,458百万円 

１株当たり純資産額の算定

に用いられた普通株式の数 
473,073千株 472,981千株 

 

(2) １株当たり当期純利益 

 
前連結会計年度 

(平成21年４月１日から 
平成22年３月31日まで) 

当連結会計年度 
(平成22年４月１日から 
平成23年３月31日まで) 

当期純利益 41,812百万円 28,729百万円 

普通株主に帰属しない金額 ― ― 

普通株式に係る当期純利益 41,812百万円 28,729百万円 

普通株式の期中平均株式数 473,124千株 473,039千株 

(重要な後発事象) 

    該当事項はありません。
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