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業績予想修正のポイント

販売電力量等の増加販売電力量等の増加

減損会計の早期適用減損会計の早期適用

　固定資産の減損会計をＨ16年度中間期から早期適用することに伴い、最近の

収支動向を踏まえて業績予想を見直した結果、連結純利益の予想（通期・中間

期）が当初予想より大きく減少したため、業績予想の修正を行うもの。

1

関係会社の再編関係会社の再編

＜主な変動要因とその内訳（通期ベース）＞

 ●連結・単独ともに

        売上高　+500億円

 ●連結・単独ともに

        売上高　+500億円

●連結特別損失　約440億円

●単独特別損失  約260億円

●連結特別損失　約440億円

●単独特別損失  約260億円

●連結特別損失　約380億円●連結特別損失　約380億円

+36億kWh（1,381→1,418億kWh）
   　電灯　+13億kWh（447→460億kWh）
      電力　+23億kWh（934→957億kWh）

+36億kWh（1,381→1,418億kWh）
   　電灯　+13億kWh（447→460億kWh）
      電力　+23億kWh（934→957億kWh）

・連結子会社→賃貸用不動産、

　　　　　　　　　  遊休資産他
・単独決算→未使用地中電線路他

・連結子会社→賃貸用不動産、

　　　　　　　　　  遊休資産他
・単独決算→未使用地中電線路他

・従業員に対する退職金等の清算

                                           280億円
・固定資産の評価減等　  100億円

・従業員に対する退職金等の清算

                                           280億円
・固定資産の評価減等　  100億円

※再編により、平年ベースで約１００億円程度の収支改善効果（人件費の減少や統合による業務効率化等）
を見込んでいる。



業績予想の修正について（平成17年3月期　通期）

（単位：億円）

連結

今回予想
（9/27）

年初予想
（5/18） 増減

単独

25,300 ＋500 23,500 23,000 ＋500売上高

2,350 ＋350 2,200 ＋300経常利益

730 ▲520 1,210 1,210 －当期純利益

今回予想
（9/27）

年初予想
（5/18） 増減

24,800

2,000

1,250

3,150 ＋350 3,000 2,700 ＋300営業利益 2,800

820 ＋820 260 － ＋260特別損失 －

1,900
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業績予想の修正について（平成17年3月期　中間期）

（単位：億円）

連結

今回予想
（9/27）

年初予想
（5/18） 増減

単独

13,200 ＋400 12,400 12,000 ＋400売上高

2,200 ＋300 2,200 ＋300経常利益

610 ▲600 1,210 1,210 －当期純利益

今回予想
（9/27）

年初予想
（5/18） 増減

12,800

1,900

1,210

2,600 ＋300 2,600 2,300 ＋300営業利益 2,300

820 ＋820 260 － ＋260特別損失 －

1,900
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通期収支見通しの前提の変更について

販売電力量（億ｋＷｈ）

電灯（億ｋＷｈ）
　電力（億ｋＷｈ）

原子力利用率（％）

出水率（％）

全日本原油ＣＩＦ価格（$/b）

為替レート（ｲﾝﾀｰﾊﾞﾝｸ）（円/$）

今回前提

1,418

 460
957

75程度

102.1

35程度

110程度

年初前提

1,381

 447
934

86.8

100

30程度

110程度

増　減

＋36

＋13
＋23

▲11.8程度

＋2.1

＋5程度

－

金利（長期ﾌﾟﾗｲﾑﾚｰﾄ）（％） 1.7 1.7 －

4

（＋2.6％）

（＋3.0％）

（＋2.5％）



連結業績予想の差額説明（平成17年3月期　通期）

今回予想
(9/27)

年初予想
(5/18) 差額 差額説明

H15年度
実績

売上高 25,300 24,800 ＋500
(+2.0%) 販売電力量の増加等　＋500 25,401

経常利益 2,350 2,000 ＋350
(+17.5%)

売上高の増加　＋500
諸経費の減少　＋230
有価証券等の売却　＋65
出水率の向上　＋15
関係会社再編による収支改善　＋50

原子力発電電力量の減少　▲330
ＣＩＦ価格の高騰　▲180

1,873

特別損失 820 － ＋820 固定資産の減損損失  ＋440
関係会社事業再編損失　＋380 107

当期純利益 730 1,250 ▲520
(▲41.6%) 901

5

※グループ事業の収支見通しについて、再編による収支改善効果以外は、年初想定どおりです。

（単位：億円）



連結業績予想の差額説明（平成17年3月期　中間期）

今回予想
(9/27)

年初予想
(5/18) 差額 差額説明

H15中間
実績

売上高 13,200 12,800 ＋400
(+3.1%) 販売電力量の増加　＋400 12,761

経常利益 2,200 1,900 ＋300
(+15.8%)

売上高の増加　＋400
諸経費の減少　＋130
有価証券等の売却益　＋65
出水率の向上　＋15

原子力発電電力量の減　▲210
ＣＩＦ価格の高騰　▲110

1,799

特別損失 820 － ＋820 固定資産の減損損失  ＋440
関係会社事業再編損失　＋380 －

中間純利益 610 1,210 ▲600
(▲49.6%) 1,080
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※グループ事業の収支見通しについては、年初想定どおりです。

（単位：億円）



　ご質問・お問い合わせ等は、下記までお願いします。

　　担　　当： ＩＲチーム　 伊藤、奥出、吉川

　　電話番号：０６－７５０１－０３１５
　　　　　　　０７０－５９３７－４３２１（伊藤）
　　　　　　　０７０－５７８８－０２１９（奥出）
　　　　　　　０７０－５７８８－１０５７（吉川）

　　Ｆ Ａ Ｘ：０６－６４４７－７１７４

　　e - mail： finance@kepco.co.jp


