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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第93期

第２四半期
連結累計期間

第94期
第２四半期
連結累計期間

第93期

会計期間
自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日

自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日

自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日

売上高 (百万円) 334,379 343,844 702,776

経常利益 (百万円) 15,754 6,044 12,603

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 11,826 5,445 8,793

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 12,440 4,315 10,891

純資産額 (百万円) 201,576 201,367 200,022

総資産額 (百万円) 1,799,602 1,876,330 1,829,539

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 53.18 22.14 34.09

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 10.61 10.14 10.32

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 29,961 35,596 67,081

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △63,847 △79,063 △145,216

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 4,206 60,699 57,357

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 79,126 105,260 88,027
 

 

回次
第93期

第２四半期
連結会計期間

第94期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成28年７月１日
至 平成28年９月30日

自 平成29年７月１日
至 平成29年９月30日

１株当たり四半期純利益又は
四半期純損失（△）

（円） △7.63 11.36
 

(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい

ない。

２　売上高には、消費税等は含まれていない。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。

４　第１四半期連結会計期間からの連結納税制度適用を契機に、四半期連結累計期間の課税所得に対応した税金

費用をより合理的かつ適切に算定するため、税金費用の計算について変更を行っている。当該会計方針の変

更は遡及適用され、前第２四半期連結累計期間及び前第２四半期連結会計期間については遡及適用後の数値

を記載している。

 

２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はない。

また、主要な関係会社に異動はない。

 

EDINET提出書類

北海道電力株式会社(E04500)

四半期報告書

 2/24



第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等はない。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はない。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等はない。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 

(1) 経営成績の分析

当第２四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ94億65百万円増の3,438億44百万円と

なり、これに営業外収益を加えた経常収益は、86億42百万円増の3,448億25百万円となった。

　一方、経常費用は、前年同四半期連結累計期間に比べ183億53百万円増の3,387億81百万円となった。

以上により、経常利益は、前年同四半期連結累計期間に比べ97億10百万円減の60億44百万円となり、親会社株主

に帰属する四半期純利益は、63億81百万円減の54億45百万円となった。

　

セグメントの業績(内部取引消去後)は、次のとおりである。

　

① 電気事業

当第２四半期連結累計期間の販売電力量は、他事業者への契約切り替えの影響などにより、前年同四半期連

結累計期間に比べ8.6％の減少となった。　

当第２四半期連結累計期間の収支については、収入面では、販売電力量の減少はあったが、燃料価格の上昇

による燃料費調整制度の影響や再生可能エネルギーの固定価格買取制度の影響などにより、売上高は、前年同

四半期連結累計期間に比べ72億38百万円増の3,286億46百万円となった。支出面では、経営全般にわたる徹底し

た効率化への継続的な取り組みのもと、火力発電所の定期検査基数の減少による修繕費の減少などはあった

が、燃料価格の上昇や渇水による燃料費の増加に加え、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の影響などに

より、営業費用は、前年同四半期連結累計期間に比べ166億24百万円増の3,173億19百万円となった。

以上により、営業利益は、前年同四半期連結累計期間に比べ93億86百万円減の113億27百万円となった。

　

② その他

当第２四半期連結累計期間の収支については、収入面では、建設業の売上が増加したことなどにより、売上

高は、前年同四半期連結累計期間に比べ22億26百万円増の151億98百万円となった。支出面では、建設業の売上

原価の増加などにより、営業費用は、前年同四半期連結累計期間に比べ21億39百万円増の132億20百万円となっ

た。

以上により、営業利益は、前年同四半期連結累計期間に比べ86百万円増の19億77百万円となった。
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（参考情報）

① 需給実績

 

種別  
当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
至　平成29年９月30日)

前年同四半期比（％）

発受電電力量

自社

水力発電電力量 (百万kWh) 1,840 71.6

火力発電電力量 (百万kWh) 8,517 107.2

原子力発電電力量 (百万kWh) ― ―

新エネルギー等発電電力量 (百万kWh) 63 109.7

融通・他社受電電力量 (百万kWh)
3,365

△1,286
89.1
160.1

揚水発電所の揚水用電力量 (百万kWh) △109 151.1

合計 (百万kWh) 12,390 92.0

損失電力量等 (百万kWh) △992 98.7

販売電力量 (百万kWh) 11,398 91.4

出水率(自流) (％) 89.5 ―
 

(注) １　他社受電電力量には、連結子会社の北海道パワーエンジニアリング㈱及びほくでんエコエナジー㈱からの

受電電力量が含まれている。

２　融通・他社受電電力量の上段は受電電力量、下段は送電電力量を示す。

　　 ３ 融通・他社受電電力量には、期末日において未確定であるインバランス電力量は含んでいない。

４　揚水発電所の揚水用電力量とは貯水池運営のための揚水用に使用する電力である。

５　販売電力量の中には、自社事業用電力量21百万kWhを含んでいる。

６　出水率は、自社の昭和61年度から平成27年度までの当該累計期間の30ヶ年平均に対する比である。

 

② 販売電力量及び料金収入

 

種別
当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
至　平成29年９月30日)

前年同四半期比（％）

販売電力量
(百万kWh)

低圧 5,366 94.2

高圧・特別高圧 6,032 89.1

合計 11,398 91.4

融通・他社販売 969 147.8

料金収入
(百万円)

電灯料 125,707 99.1

電力料 140,009 96.3

電灯電力合計 265,716 97.6

融通・他社販売 12,547 155.9
 

(注) 上記料金収入には消費税等は含まれていない。
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(2) 財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末における資産は、減価償却による電気事業固定資産の減少はあったが、石狩湾新港

発電所１号機新設工事などの固定資産仮勘定の増加や現金及び預金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ467

億90百万円増の1兆8,763億30百万円となった。

負債は、工事及び委託に係る未払債務の支払いなどはあったが、有利子負債の増加などにより、前連結会計年度

末に比べ454億45百万円増の1兆6,749億62百万円となった。

純資産は、配当金の支払いやその他有価証券評価差額金の減少などはあったが、親会社株主に帰属する四半期純

利益の計上により、前連結会計年度末に比べ13億44百万円増の2,013億67百万円となった。

以上の結果、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ0.2ポイント減少し10.1％

となった。

　

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ172億32百万円増の1,052億

60百万円となった。
　

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローは、次のとおりである。
　

［営業活動によるキャッシュ・フロー］

税金等調整前四半期純利益の減少などはあったが、未払費用などの債務支払いや法人税の支払いが減少したこと

などにより、前年同四半期連結累計期間に比べ56億34百万円増の355億96百万円の収入となった。
　

［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が増加したことなどにより、前年同四半期連結累計期間に比べ152億15百万円増の790

億63百万円の支出となった。
　

［財務活動によるキャッシュ・フロー］

有利子負債の増加などにより、前年同四半期連結累計期間に比べ564億92百万円増の606億99百万円の収入となっ

た。

　

(4) 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等

当第２四半期連結累計期間において、ほくでんグループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等について、

重要な変更はない。

　

(5) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間における研究開発費の総額は、9億98百万円である。

　

(6) 設備の新設、除却等の計画

前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設、除却等のうち、当第２四半期連結累計期間に運用

を開始した設備は次のとおりである。

 

電力流通設備

（送電）

送電線路名 区　　間 電圧(kV) 亘長(km) 回路数 着工年月 運用開始年月

 今金中里支線
 （新設）

 函館幹線No.299
  ～今金中里（変）

187 0.1 1 平成29年３月 平成29年５月
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 495,000,000

Ａ種優先株式 500

計 495,000,000
 

(注)　当社の各種類株式の発行可能種類株式総数の合計は495,000,500株であるが、上記の「計」の欄では、当社定款

に定める発行可能株式総数495,000,000株を記載している。なお、当社が、実際に発行できる株式の総数は、

発行可能株式総数の範囲内である。また、発行可能種類株式総数の合計と発行可能株式総数の一致について

は、会社法上要求されていない。

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成29年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年11月13日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 215,291,912 215,291,912
札幌証券取引所
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株である。

Ａ種優先株式 470 470 非上場
単元株式数は１株である。
(注)

計 215,292,382 215,292,382 ― ―
 

(注) Ａ種優先株式の内容

(1) 優先配当金

① Ａ種優先配当金

　当社は、剰余金の配当（Ａ種優先中間配当金（⑤に定義する。以下同じ。）を除く。）を行うとき

は、当該配当に係る基準日現在の株主名簿に記録された最終のＡ種優先株式を有する株主（以下「Ａ

種優先株主」という。）又はＡ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ａ種優先登録株式質権者」とい

う。）に対し、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者

（以下「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、Ａ種優先株式１株につき②に定める額の剰余金

（以下「Ａ種優先配当金」という。）を配当する。ただし、当該配当に係る基準日を含む事業年度に

属する日を基準日として、Ａ種優先配当金の全部又は一部の配当（③に定める累積未払Ａ種優先配当

金の配当を除き、Ａ種優先中間配当金を含む。）がすでに行われているときは、かかる配当の累積額

を控除した額とする。

② Ａ種優先配当金の額

　Ａ種優先配当金の額は、(i)平成27年３月31日に終了する事業年度から平成31年３月31日に終了する

事業年度までの各事業年度に属する日を基準日とする場合は、１株につき3,800,000円とし、(ii)平成

32年３月31日に終了する事業年度に属する日を基準日とする場合は、１株につき5,464,384円とし、

(iii)平成33年３月31日に終了する事業年度以降の事業年度に属する日を基準日とする場合は１株につ

き6,300,000円とする（ただし、Ａ種優先株式につき、株式の分割、株式の併合、株式無償割当て又は

これに類する事由があった場合には、適切に調整される。以下同じ。）。

③ 累積条項

　ある事業年度に属する日を基準日として、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対して支払

う１株当たり剰余金の配当（以下に定める累積未払Ａ種優先配当金の配当を除き、Ａ種優先中間配当
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金を含む。）の額の合計額が当該事業年度に係るＡ種優先配当金の額に達しないときは、その不足額

は、当該事業年度の翌事業年度の初日（同日を含む。）以降、実際に支払われた日（同日を含む。）

まで、(i)平成31年７月31日までは年率3.8％、(ii)平成31年８月１日以降は年率6.3％で１年毎の複利

計算により累積する。なお、当該計算は、１年を365日とした日割計算により行うものとし、除算は最

後に行い、円位未満小数第１位まで計算し、その小数第１位を四捨五入する。累積した不足額（以下

「累積未払Ａ種優先配当金」という。）については、Ａ種優先配当金、Ａ種優先中間配当金及び普通

株主若しくは普通登録株式質権者に対する配当金に先立って、これをＡ種優先株主又はＡ種優先登録

株式質権者に対して支払う。

④ 非参加条項

　Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対しては、Ａ種優先配当金を超えて剰余金を配当しな

い。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第８号ロ若しくは同法第760条第

７号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若

しくは同法第765条第１項第８号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

⑤ Ａ種優先中間配当金

　当社は、毎年９月30日を基準日として剰余金の配当を行うときは、毎年９月30日現在の株主名簿に

記録された最終のＡ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権

者に先立ち、Ａ種優先株式１株につき当該基準日の属する事業年度におけるＡ種優先配当金の額の２

分の１に相当する額（１円に満たない金額は切り上げる。）（以下「Ａ種優先中間配当金」とい

う。）を配当する。ただし、平成31年９月30日を基準日とするＡ種優先中間配当金は2,323,014円とす

る。
 

(2) 残余財産の分配

　当社は、残余財産を分配するときは、Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は

普通登録株式質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株当たりの残余財産分配価額として、以下の算式に基づい

て算出される額（以下「基準価額」という。）を支払う。ただし、Ａ種優先株式につき、株式の分割、株

式の併合、株式無償割当て又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。

 

（基準価額算式）

　１株当たりの残余財産分配価額

　　　＝ 100,000,000円＋累積未払Ａ種優先配当金

　　　　　　　　　　　＋前事業年度未払Ａ種優先配当金＋当事業年度未払優先配当金額

 

　上記算式における「累積未払Ａ種優先配当金」は、残余財産分配がなされる日（以下「残余財産分配

日」という。）を実際に支払われた日として、(1)③に従い計算される額の合計額とし、「前事業年度未

払Ａ種優先配当金」は、基準日の如何にかかわらず、残余財産分配日の属する事業年度の前事業年度（以

下(2)において「前事業年度」という。）に係るＡ種優先配当金のうち、残余財産分配日までに実際に支

払われていないＡ種優先配当金がある場合における当該前事業年度に係るＡ種優先配当金の不足額（ただ

し、累積未払Ａ種優先配当金に含まれる場合を除く。）とし、また、「当事業年度未払優先配当金額」

は、残余財産分配日の属する事業年度の初日（同日を含む。）以降、残余財産分配日（同日を含む。）ま

での期間について適用あるＡ種優先配当金の額（残余財産分配日が平成32年３月31日に終了する事業年度

に属する場合、事業年度の初日（同日を含む。）から平成31年７月31日までは3,800,000円、平成31年８

月１日以降は6,300,000円を意味する。）を当該期間の実日数で日割計算して算出される金額（ただし、

残余財産分配日が平成27年３月31日に終了する事業年度に属する場合は、3,800,000円）から、残余財産

分配日の属する事業年度の初日（同日を含む。）以降に支払われたＡ種優先中間配当金がある場合におけ

るＡ種優先中間配当金の額を控除した金額とする。

　なお、当該計算は、１年を365日とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小

数第１位まで計算し、その小数第１位を四捨五入する。

　Ａ種優先株主又はＡ種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。
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(3) 議決権

　Ａ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
 

(4) 種類株主総会における決議

　当社が会社法第322条第１項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を

除き、Ａ種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨、当社定款に規定している。
 

(5) 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

　当社は、法令に定める場合を除き、Ａ種優先株式について株式の分割又は併合を行わない。当社は、Ａ

種優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、ま

た、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
 

(6) 金銭を対価とする取得請求権

　Ａ種優先株主は、当社に対し、平成26年８月１日以降いつでも、金銭を対価としてＡ種優先株式の全部

又は一部を取得することを請求することができる（当該請求をした日を、以下「金銭対価取得請求権取得

日」という。）。当社は、この請求がなされた場合には、Ａ種優先株式の全部又は一部を取得するのと引

換えに、金銭対価取得請求権取得日における会社法第461条第２項所定の分配可能額を限度として、法令

上可能な範囲で、金銭対価取得請求権取得日に、Ａ種優先株主に対して、次に定める取得価額の金銭の交

付を行うものとする。ただし、分配可能額を超えてＡ種優先株主から取得請求があった場合、取得すべき

Ａ種優先株式は取得請求される株数に応じた比例按分の方法により決定する。

　Ａ種優先株式１株当たりの取得価額は、(2)に定める基準価額算式に従って計算される。なお、(6)にお

いて取得価額を算出する場合は、(2)に定める基準価額の計算における「残余財産分配日」を「金銭対価

取得請求権取得日」と読み替えて、基準価額を計算する。
 

(7) 金銭を対価とする取得条項

　当社は、平成26年８月１日以降の日で、当社の取締役会が別に定める日が到来したときは、当該日にお

いて、Ａ種優先株主又はＡ種登録株式質権者の意思にかかわらず、法令上可能な範囲で、次に定める取得

価額の金銭の交付と引換えにＡ種優先株式の全部又は一部を取得することができる（以下当該取得を行う

日を「金銭対価取得条項取得日」という。）。なお、一部取得するときは、比例按分又はその他当社の取

締役会が定める合理的な方法による。

　Ａ種優先株式１株当たりの取得価額は、(2)に定める基準価額算式に従って計算される。なお、(7)にお

いて取得価額を算出する場合は、(2)に定める基準価額の計算における「残余財産分配日」を「金銭対価

取得条項取得日」と読み替えて、基準価額を計算する。
 

(8) 株券等の譲渡制限

　当社とＡ種優先株式の割当先である株式会社日本政策投資銀行（以下「割当先」という。）との間で締

結された平成26年４月30日付の投資契約において、割当先との間で、金銭を対価とする取得請求権の行使

が可能となるまでの間は、当社の事前の承諾無く本優先株式の全部又は一部の譲渡ができない旨、合意し

ている。
 

(9) 議決権を有しないこととしている理由

　資本増強にあたり、既存株主への影響を考慮したものである。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

　　　 該当事項なし
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　 該当事項なし

 

(4) 【ライツプランの内容】

　　　 該当事項なし

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金
増減額
(百万円)

資本金
残高

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成29年７月１日～
平成29年９月30日

－ 215,292,382 － 114,291 － －

 

 
(6) 【大株主の状況】

　平成29年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11番３号 12,655 5.88

株式会社北洋銀行 札幌市中央区大通西３丁目７番地 10,215 4.74

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 9,039 4.20

モルガン・スタンレーＭＵＦＧ
証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目９番７号
大手町フィナンシャルシティサウスタワー

7,663 3.56

MSIP CLIENT SECURITIES
 
（常任代理人　モルガン・スタン
　レーＭＵＦＧ証券株式会社）

25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF,
LONDON E14 4QA, U.K.
 
（東京都千代田区大手町一丁目９番７号
 大手町フィナンシャルシティサウス
 タワー）

6,033 2.80

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海一丁目８番11号 4,434 2.06

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 4,226 1.96

株式会社北海道銀行 札幌市中央区大通西４丁目１番地 4,131 1.92

北海道電力従業員持株会 札幌市中央区大通東１丁目２番地 4,123 1.91

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 4,048 1.88

計 ― 66,566 30.92
 

(注) １　上記のほか、当社が実質的に所有する自己株式が、9,769千株(4.54％)ある。

２ 平成28年10月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、株式会社みず

ほ銀行及び共同保有者（計３名）が平成28年10月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されてい

るものの、当社として当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができないので、上記

大株主の状況には含めていない。

なお、その大量保有報告書（変更報告書）の内容は次のとおりである。

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社みずほ銀行
ほか２名

東京都千代田区大手町一丁目５番５号ほか 13,253 6.16
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    ３ 平成28年12月５日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、株式会社三菱

ＵＦＪフィナンシャル・グループ（株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行及び共同保有者（計５名））が平成28年

11月28日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第２四半期会計期間

末現在における実質所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況には含めていない。

なお、その大量保有報告書（変更報告書）の内容は次のとおりである。

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
ほか４名

東京都千代田区丸の内二丁目７番１号ほか 12,974 6.03
 

　　 ４ 平成29年10月５日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、モルガン・ス

タンレーＭＵＦＧ証券株式会社及び共同保有者（計３名）が平成29年９月29日現在で以下の株式を所有し

ている旨が記載されているものの、当社として当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確

認ができないので、上記大株主の状況には含めていない。

なお、その大量保有報告書（変更報告書）の内容は次のとおりである。

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

モルガン・スタンレーＭＵＦＧ
証券株式会社ほか２名

東京都千代田区大手町一丁目９番７号
大手町フィナンシャルシティサウスタワー
ほか

12,046 5.60

 

なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりである。

　平成29年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有議決権数

（個）

総株主の議決
権に対する所
有議決権数
の割合(％)

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11番３号 126,554 6.19

株式会社北洋銀行 札幌市中央区大通西３丁目７番地 102,147 4.99

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 90,392 4.42

モルガン・スタンレーＭＵＦＧ
証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目９番７号
大手町フィナンシャルシティサウスタワー

76,632 3.75

MSIP CLIENT SECURITIES
 
（常任代理人　モルガン・スタン
　レーＭＵＦＧ証券株式会社）

25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF,
LONDON E14 4QA, U.K.
 
（東京都千代田区大手町一丁目９番７号
 大手町フィナンシャルシティサウス
 タワー）

60,331 2.95

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海一丁目８番11号 44,335 2.17

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 42,258 2.07

株式会社北海道銀行 札幌市中央区大通西４丁目１番地 41,306 2.02

北海道電力従業員持株会 札幌市中央区大通東１丁目２番地 41,226 2.02

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 40,477 1.98

計 ― 665,658 32.54
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　平成29年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 Ａ種優先株式　　　　 470 ―
１(1)②「発行済株式」の内
容の記載を参照

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式    　 9,768,900 ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式  　 204,538,400 2,045,384 ―

単元未満株式 普通株式         984,612 ― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 215,292,382 ― ―

総株主の議決権 ― 2,045,384 ―
 

(注) １　「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、全て当社保有の自己株式である。

２　「完全議決権株式(その他)」欄に、証券保管振替機構名義の株式2,000株(議決権20個)が含まれている。

３　「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式56株及び当社所有の自己株式28株が含

まれている。

 

② 【自己株式等】

  平成29年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
北海道電力株式会社

札幌市中央区大通東１丁目２番地 9,768,900 ― 9,768,900 4.54

計 ― 9,768,900 ― 9,768,900 4.54
 

(注)　株主名簿上は当社名義となっているが、実質的に所有していない株式が100株(議決権１個)あり、当該株式数

は上記①「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含まれている。

 

 

２ 【役員の状況】

　該当事項なし
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に準拠し、「電気事業会計規則」（昭和40年通商産業省令第57号）に準じて作成している。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成29年７月１日から平成

29年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成29年４月１日から平成29年９月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、新日本有限責任監査法人の四半期レビューを受けている。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

資産の部   

 固定資産 1,624,832 1,639,352

  電気事業固定資産 1,070,863 1,055,227

   水力発電設備 226,540 220,839

   汽力発電設備 75,534 81,202

   原子力発電設備 210,736 203,974

   送電設備 158,576 154,500

   変電設備 77,359 76,187

   配電設備 277,806 276,565

   業務設備 39,065 37,004

   その他の電気事業固定資産 5,243 4,953

  その他の固定資産 55,132 56,010

  固定資産仮勘定 231,716 260,574

   建設仮勘定 231,352 260,003

   除却仮勘定 364 571

  核燃料 162,767 165,047

   加工中等核燃料 162,767 165,047

  投資その他の資産 104,352 102,492

   長期投資 56,889 54,536

   退職給付に係る資産 12,572 13,100

   繰延税金資産 32,987 33,090

   その他 3,661 3,539

   貸倒引当金（貸方） △1,758 △1,774

 流動資産 204,706 236,977

  現金及び預金 88,027 105,260

  受取手形及び売掛金 57,037 68,259

  たな卸資産 ※1  36,508 ※1  43,096

  繰延税金資産 5,744 5,713

  その他 18,187 15,447

  貸倒引当金（貸方） △798 △800

 合計 1,829,539 1,876,330
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

負債及び純資産の部   

 負債の部   

  固定負債 1,247,515 1,255,763

   社債 611,900 635,000

   長期借入金 505,146 491,093

   退職給付に係る負債 38,875 38,081

   資産除去債務 77,773 78,731

   その他 13,820 12,857

  流動負債 379,770 418,146

   1年以内に期限到来の固定負債 187,226 211,561

   短期借入金 52,370 53,090

   コマーシャル・ペーパー － 30,000

   支払手形及び買掛金 40,816 33,685

   未払税金 7,388 18,498

   その他 91,968 71,311

  特別法上の引当金 2,231 1,053

   渇水準備引当金 2,231 1,053

  負債合計 1,629,516 1,674,962

 純資産の部   

  株主資本 187,727 190,354

   資本金 114,291 114,291

   資本剰余金 46,750 46,750

   利益剰余金 44,875 47,507

   自己株式 △18,190 △18,194

  その他の包括利益累計額 1,132 △143

   その他有価証券評価差額金 4,391 3,484

   退職給付に係る調整累計額 △3,258 △3,628

  非支配株主持分 11,162 11,156

  純資産合計 200,022 201,367

 合計 1,829,539 1,876,330
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

営業収益 334,379 343,844

 電気事業営業収益 321,407 328,646

 その他事業営業収益 12,971 15,198

営業費用 311,775 330,540

 電気事業営業費用 ※1  300,694 ※1  317,319

 その他事業営業費用 11,080 13,220

営業利益 22,603 13,304

営業外収益 1,803 981

 受取配当金 420 395

 受取利息 583 4

 その他 799 581

営業外費用 8,652 8,241

 支払利息 7,691 7,471

 持分法による投資損失 41 81

 その他 919 687

四半期経常収益合計 336,183 344,825

四半期経常費用合計 320,428 338,781

経常利益 15,754 6,044

渇水準備金引当又は取崩し 1,576 △1,178

 渇水準備金引当 1,576 －

 渇水準備引当金取崩し（貸方） － △1,178

税金等調整前四半期純利益 14,178 7,222

法人税、住民税及び事業税 2,021 1,195

法人税等調整額 364 423

法人税等合計 2,386 1,618

四半期純利益 11,792 5,603

非支配株主に帰属する四半期純利益又は
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）

△34 158

親会社株主に帰属する四半期純利益 11,826 5,445
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益 11,792 5,603

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 1,269 △907

 退職給付に係る調整額 △620 △380

 その他の包括利益合計 648 △1,288

四半期包括利益 12,440 4,315

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 12,467 4,169

 非支配株主に係る四半期包括利益 △26 146
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前四半期純利益 14,178 7,222

 減価償却費 42,190 40,798

 原子力発電施設解体費 1,269 1,262

 固定資産除却損 631 1,183

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △2,170 △1,840

 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） △3,357 －

 渇水準備引当金の増減額（△は減少） 1,576 △1,178

 受取利息及び受取配当金 △1,004 △400

 支払利息 7,691 7,471

 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） 4,313 －

 受取手形及び売掛金の増減額（△は増加） 767 △11,202

 たな卸資産の増減額（△は増加） △2,533 △6,588

 支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） △8,794 △7,276

 未払費用の増減額（△は減少） △13,735 △3,544

 未払消費税等の増減額（△は減少） △834 8,105

 その他 △968 8,392

 小計 39,219 42,405

 利息及び配当金の受取額 1,024 445

 利息の支払額 △7,735 △7,441

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,545 186

 営業活動によるキャッシュ・フロー 29,961 35,596

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 △64,645 △81,395

 投融資による支出 △1,394 △5

 投融資の回収による収入 507 500

 その他 1,685 1,836

 投資活動によるキャッシュ・フロー △63,847 △79,063

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 社債の発行による収入 89,667 109,641

 社債の償還による支出 △20,000 △50,000

 長期借入れによる収入 － 19,200

 長期借入金の返済による支出 △58,150 △45,852

 短期借入れによる収入 84,952 94,263

 短期借入金の返済による支出 △83,683 △93,088

 コマーシャル・ペーパーの発行による収入 － 40,000

 コマーシャル・ペーパーの償還による支出 － △10,000

 配当金の支払額 △4,692 △2,823

 その他 △3,886 △640

 財務活動によるキャッシュ・フロー 4,206 60,699

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △29,679 17,232

現金及び現金同等物の期首残高 108,805 88,027

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  79,126 ※1  105,260
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

（会計方針の変更）

税金費用の計算は、従来、四半期会計期間を含む年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税

率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該実効税率を乗じて算定する方法で計算していたが、第１四半期

連結会計期間からの連結納税制度適用を契機に、四半期連結累計期間の課税所得に対応した税金費用をより合理

的かつ適切に算定するため、年度決算と同様の方法による税金費用の計算における簡便的な方法に変更してい

る。

　この変更に伴い、遡及適用した結果、前第２四半期連結累計期間の法人税等が1,519百万円増加し、四半期純利

益及び親会社株主に帰属する四半期純利益が同額減少している。なお、１株当たり情報に与える影響は当該箇所

に記載している。

 
(追加情報)

（連結納税制度の適用）

第１四半期連結会計期間より、連結納税制度を適用している。　

 

(四半期連結貸借対照表関係)

※１　たな卸資産の内訳

 

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

貯蔵品 32,739百万円 34,678百万円

商品 40百万円 63百万円

仕掛品 3,727百万円 8,354百万円
 

 

　２　偶発債務

　(1) 日本原燃株式会社

　社債及び㈱日本政策投資銀行ほかからの借入金に対する保証債務

 

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

 43,214百万円 40,119百万円
 

 

　(2) 従業員

　財形住宅融資による㈱みずほ銀行ほかからの借入金に対する連帯保証債務

 

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

 8,292百万円 7,440百万円
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(四半期連結損益計算書関係)

※１　営業費用の内訳

電気事業営業費用の内訳

　　前第２四半期連結累計期間(自　平成28年４月１日　至　平成28年９月30日)

区　分
電気事業営業費用

(百万円)

電気事業営業費用のうち
販売費・一般管理費の計

(百万円)

給料手当 21,644 8,096

燃料費 45,962 －

修繕費 46,853 625

委託費 14,143 6,129

諸費 4,311 2,923

減価償却費 39,511 2,376

他社購入電力料 58,275 －

その他 78,012 7,009

小計 308,713 27,160

内部取引の消去 △8,019 －

合計 300,694 －
 

 

　　当第２四半期連結累計期間(自　平成29年４月１日　至　平成29年９月30日)

区　分
電気事業営業費用

(百万円)

電気事業営業費用のうち
販売費・一般管理費の計

(百万円)

給料手当 21,193 7,841

燃料費 61,536 －

修繕費 37,656 588

委託費 14,251 6,196

諸費 5,307 3,559

減価償却費 38,101 2,192

他社購入電力料 65,666 －

その他 82,609 7,516

小計 326,324 27,894

内部取引の消去 △9,004 －

合計 317,319 －
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)

現金及び預金勘定 79,126百万円 105,260百万円

現金及び現金同等物 79,126百万円 105,260百万円
 

 

(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年６月28日
定時株主総会

普通株式 1,027 5 平成28年３月31日 平成28年６月29日 利益剰余金

Ａ種優先株式 3,657 7,781,358 平成28年３月31日 平成28年６月29日 利益剰余金
 

（注）Ａ種優先株式の１株当たり配当額には、平成27年３月期累積未払配当金3,981,358円が含まれている。

　

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末

後となるもの

      該当事項なし

 

当第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年６月28日
定時株主総会

普通株式 1,027 5 平成29年３月31日 平成29年６月29日 利益剰余金

Ａ種優先株式 1,786 3,800,000 平成29年３月31日 平成29年６月29日 利益剰余金
 

　

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末

後となるもの

      該当事項なし
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位：百万円)

 

報告セグメント

その他 計 調整額(注1)
四半期連結
損益計算書
計上額(注2)電気事業

売上高      

  外部顧客への売上高 321,407 12,971 334,379 － 334,379

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

710 45,615 46,325 △46,325 －

計 322,118 58,586 380,704 △46,325 334,379

セグメント利益 19,895 2,122 22,018 585 22,603
 

（注）１　セグメント利益の調整額585百万円は、セグメント間取引消去によるものである。

     ２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。

 

当第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位：百万円)

 

報告セグメント

その他 計 調整額(注1)
四半期連結
損益計算書
計上額(注2)電気事業

売上高      

  外部顧客への売上高 328,646 15,198 343,844 － 343,844

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

713 43,753 44,466 △44,466 －

計 329,359 58,951 388,311 △44,466 343,844

セグメント利益 10,106 2,757 12,863 441 13,304
 

（注）１　セグメント利益の調整額441百万円は、セグメント間取引消去によるものである。

     ２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりである。

 

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)

１株当たり四半期純利益  53.18円 22.14円

    (算定上の基礎)    

親会社株主に帰属する四半期純利益 (百万円)  11,826  5,445

   普通株主に帰属しない金額 (百万円) 895 895 

   （うち優先株主に帰属する金額） (百万円) (　 895) (　 895)

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益

(百万円) 10,931 4,549 

   普通株式の期中平均株式数 (千株)  205,535  205,526 
 

（注）１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。

２　「会計方針の変更等」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間からの会計方針の変更は遡及適用さ

れ、前第２四半期連結累計期間については遡及適用後の四半期連結財務諸表となっている。この結

果、遡及適用を行う前と比べて、前第２四半期連結累計期間の１株当たり四半期純利益は、7円39銭減

少している。

 
２ 【その他】

 

該当事項なし

 

 
 
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項なし
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成２９年１１月１３日

北海道電力株式会社

取締役会  御中

新日本有限責任監査法人
 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   藤原   明    　印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士    白羽   龍三    　印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   藤森  允浩 　 　印

 

 

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている北海道電力

株式会社の平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成２９年

７月１日から平成２９年９月３０日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成２９年４月１日から平成２９年９月３０

日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益

計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、北海道電力株式会社及び連結子会社の平成２９年９月３０日現在

の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表

示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
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強調事項

会計方針の変更に記載されているとおり、会社は、第１四半期連結会計期間より、四半期連結財務諸表における税金

費用の計算方法について、四半期会計期間を含む年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理

的に見積り、税引前四半期純利益に当該実効税率を乗じて算定する方法から年度決算と同様の方法による税金費用の計

算における簡便的な方法に変更している。

　当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　　以  上

 
 

（注）１　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

　報告書提出会社）が別途保管しております。

２　XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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