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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

本ページ以外では、「当期純利益」を「非支配持分控除前当期純利益」と表示しています。 
連結資本利益率（少数株主持分控除前）＝当期純利益／資本合計（純資産） 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 税引前当期純利益 当期純利益
当社株主に帰属する当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 9,041,071 △6.5 422,028 2.4 344,537 △38.2 237,721 △42.4 175,326 △49.5
24年3月期 9,665,883 3.8 412,280 △7.3 557,730 29.0 412,808 36.2 347,179 45.3

（注）当期包括利益 25年3月期 420,680百万円 （7.2％） 24年3月期 392,581百万円 （71.8％）

1株当たり当社株主に帰属
する当期純利益

潜在株式調整後1株当たり
当社株主に帰属する当期純

利益

株主資本当社株主に
帰属する当期純利益

率

連結資本利益率（少
数株主持分控除前）

総資産税引前当期純
利益率

売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％ ％

25年3月期 37.28 36.29 9.1 8.0 3.6 4.7
24年3月期 76.81 71.86 21.6 15.8 6.0 4.3

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  △40,447百万円 24年3月期  △15,571百万円

総資産 資本合計（純資産） 株主資本 株主資本比率 1株当たり株主資本
百万円 百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期 9,809,230 3,179,287 2,082,560 21.2 431.13
24年3月期 9,418,526 2,773,995 1,771,782 18.8 382.26

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

25年3月期 583,508 △553,457 △180,445 527,632
24年3月期 447,155 △195,584 △167,838 619,577

2.  配当の状況 

26年3月期の配当予想額は、未定です。 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

株主資本配
当率（連結）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 百万円 ％ ％

24年3月期 ― 3.00 ― 5.00 8.00 36,727 10.4 2.3
25年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 47,690 26.8 2.5
26年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

3. 平成26年3月期の連結業績予想（平成25年4月1日～平成26年3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 

「2013年3月期 決算補足資料」29ページに、事業部門別売上高・営業利益の見通しを記載しています。 
本ページ以外では、「当期純利益」を「非支配持分控除前当期純利益」と表示しています。 

売上高 営業利益 税引前当期純利益 当期純利益
当社株主に帰属する当

期純利益

1株当たり当社
株主に帰属す
る当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 4,350,000 △0.1 130,000 △20.5 90,000 △22.6 40,000 △38.9 10,000 △66.8 2.07
通期 9,200,000 1.8 500,000 18.5 425,000 23.4 305,000 28.3 210,000 19.8 43.47



※  注記事項 
(1) 期中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） ： 有  

同社は、英国の原子力発電事業開発会社です。 

(2) 会計方針の変更 

詳細は、「2013年3月期 決算」の20ページ「注記事項」を参照下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 1社 （社名） Horizon Nuclear Power Limited 、 除外 ―社 （社名）

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  ： 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期 4,833,463,387 株 24年3月期 4,637,785,317 株
② 期末自己株式数 25年3月期 2,948,425 株 24年3月期 2,792,569 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 4,702,790,707 株 24年3月期 4,520,117,309 株

（参考）個別業績の概要 

平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 1,911,529 2.2 34,781 94.6 76,050 55.4 57,681 △77.3
24年3月期 1,870,475 4.2 17,869 △46.0 48,923 △61.6 254,549 296.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

25年3月期 12.27 11.94
24年3月期 56.31 52.70

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期 3,423,417 1,298,882 37.9 268.89
24年3月期 3,331,589 1,212,199 36.4 261.52

（参考） 自己資本 25年3月期  1,298,882百万円 24年3月期  1,212,199百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続きは終了しておりません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料における当社の今後の計画、見通し、戦略等の将来予想に関する記述は、当社が本資料の発表日現在において合理的であると判断する一定の前提に 
基づいており、実際の業績等の結果は見通しと大きく異なることがありえます。 
詳細は、「2013年3月期 決算」の11ページ「将来の見通しに関するリスク情報」を参照下さい。 


