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Forward Looking Statements

The following contains statements that constitute forward-looking statements, plans for 

the future, management targets, etc. relating to the Company and/or the J-POWER group. 

These are based on current assumptions of future events, and there exist possibilities 

that such assumptions are objectively incorrect and actual results may differ from those 

in the statements as a result of various factors. 

Furthermore, information and data other than those concerning the Company and its 

subsidiaries/affiliates are quoted from public information, and the Company has not 

verified and will not warrant its accuracy or appropriateness.

※Display of Figures

 All figures are consolidated unless stated otherwise.

 Amounts less than 100 million yen and electric power sales volume less than 100 million kWh shown 
in the consolidated financial data have been rounded down. Consequently, the sum of the individual 
amounts may not necessarily agree with figures shown in total columns.
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Summary of FY2020 Earnings Forecast

*OCT 30 Forecast was released on October 30, 2020.
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Interim Year end Annual
FY2019 35 yen 40 yen 75 yen
FY2020 35 yen 40 yen (Forecast) 75 yen (Forecast)

Cash dividends per share

(Unit: billion yen)

Operating Revenue 913.7 910.0 (3.7) (0.4)% 823.0 87.0

Operating Income 83.6 70.0 (13.6) (16.3)% 74.0 (4.0)

Ordinary Income 78.0 54.0 (24.0) (30.8)% 68.0 (14.0)

Profit attributable to owners of parent 42.2 39.0 (3.2) (7.8)% 51.0 (12.0)

Operating Revenue 571.2 591.0 19.7 3.4 % 519.0 72.0

Operating Income 24.8 76.0 51.1 205.4 % 13.0 63.0

Ordinary Income 60.5 110.0 49.4 81.5 % 48.0 62.0

Profit 57.3 90.0 32.6 56.9 % 44.0 46.0

J-POWER EBITDA 177.9 173.0 (4.9) (2.8)% 187.0 (14.0)

Consolidated FY2019
Result

FY2020
Current
Forecast

Comparison with
FY2019 Result

FY2020
OCT 30

Forecast*

Comparison
with OCT 30

Forecast

Non-consolidated FY2019
Result

FY2020
Current
Forecast

Comparison with
FY2019 Result

FY2020
OCT 30

Forecast*

Comparison
with OCT 30

Forecast

Growth indicator FY2019
Result

FY2020
Current
Forecast

Comparison with
FY2019 Result

FY2020
OCT 30

Forecast*

Comparison
with OCT 30

Forecast



Key Data

*1 Electric power sales volume of electricity procured from wholesale electricity market, etc.
*2 Electric power sales volume of overseas consolidated subsidiaries (Electric power sales volume of equity method affiliated companies is not included.）
*3 Sales for the overseas business segment (Sales from overseas consolidated subsidiaries and overseas consulting business, etc.)
*4 “Other Business” is composed of “Electric Power-Related Business” segment and “Other Business“ segment. 
*5  OCT 30 Forecast was released on October 30, 2020.
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Water supply rate 101% 93% 95%

Load factor 77% 73% 77%

Yen/USD 109.56 103.50 110.00

Yen/THB 3.63 3.44 3.30

THB/USD 30.15 30.04 30.15

Yen/USD 108.70 105.73 108.46

FY2020
OCT 30

Forecast*5

FY2019
Result

FY2020
Current
Forecast

Foreign exchange rate
at term end

Average foreign
exchange rate

Electric Power Sales  (TWh)

Electric Power Business 73.1 73.6 74.2 (0.5)

Hydroelectric Power 9.1 8.9 9.1 (0.2)

Thermal Power 52.0 51.7 53.8 (2.1)

Wind Power 0.8 1.1 1.1 0.0

Other*1 11.0 11.8 10.0 1.7

Overseas Business*2 15.6 11.0 13.5 (2.4)

Operating Revenue  (Billion yen) 913.7 910.0 823.0 87.0

Electric Power Business 684.1 731.0 633.0 98.0

631.0 681.0 566.0 115.0

49.6 50.0 50.0 -

Overseas Business*3 179.0 138.0 151.0 (13.0)

Other Business*4 50.5 41.0 39.0 2.0

FY2020
OCT 30

Forecast*5

Comparison
with OCT 30

Forecast

(41.0) (22.9)%

Transmission/Transformatio
n Business

(9.5) (18.9)%

46.8 6.8 %

49.9 7.9 %

0.3 0.7 %

0.3 35.9 %

(4.5) (29.0)%

(3.7) (0.4)%

0.5 0.7 %

(0.2) (3.0)%

(0.3) (0.6)%

FY2019
Result

FY2020
 Current
Forecast

Comparison with
FY2019 Result

Electric Power Generation
Business

0.8 7.5 %


決算概要

		

														（単位：億円） タンイオクエン										（単位：億円） タンイオクエン

		OK		連　　結 レンムスブ				2019年度
第3四半期 ネンドダイシハンキ		2020年度
第3四半期 ネンドダイシハンキ		前年同期比 ゼンネンドウキヒ								2016年度 ネンド		予想比 ヨソウヒ

								（4-12月） ガツ		（4-12月） ガツ		増減額		増減率						予想 ヨソウ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

				売上高				6,760		6,062		-697		-10.3%						7,130		-1,067		-15.0%

				営業利益				682		749		67		9.8%						730		19		2.7%

				経常利益				669		670		1		0.2%						530		140		26.5%

		四半期注意⇒ シハンキチュウイ		親会社株主に帰属する四半期純利益 オヤガイシャカブヌシキゾクシハンキジュンリエキ				387		560		173		44.7%						370		190		51.5%

		OK		個　　別 コベツ				2019年度
第3四半期 ネンドダイシハンキ		2020年度
第3四半期 ネンドダイシハンキ		前年同期比 ゼンネンドウキヒ								2016年度 ネンド		予想比 ヨソウヒ

								（4-12月） ガツ		（4-12月） ガツ		増減額		増減率						予想 ヨソウ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

				売上高				4,241		3,840		-401		-9.5%						5,080		-1,239		-24.4%

				営業利益				270		274		3		1.2%						280		-5		-2.1%

				経常利益				656		628		-28		-4.3%						580		48		8.3%

		四半期注意⇒ シハンキチュウイ		四半期純利益 シハンキジュンリエキ				607		557		-49		-8.2%						510		47		9.4%

		OK		成長性指標 セイチョウセイシヒョウ				2019年度
第3四半期 ネンドダイシハンキ		2020年度
第3四半期 ネンドダイシハンキ		前年同期比 ゼンネンドウキヒ

								（4-12月） ガツ		（4-12月） ガツ		増減額		増減率

				J-POWER　EBITDA*1				1,382		1,586		203		14.7%

																(Unit: billion yen)										(Unit: billion yen)		(Unit: billion yen)

				Consolidated				FY2019
3rd Quarter		FY2020
3rd Quarter		Year-on-year
change								FY2016
Forecast
(Apr.-Mar.)		Comparison with the forecast

								(Apr.-Dec.)		(Apr.-Dec.)

				Operating Revenue				676.0		606.2		(69.7)		(10.3)		%				713.0		(106.7)		(15.0)		%		%

				Operating Income				68.2		74.9		6.7		9.8		%				73.0		1.9		2.7		%		%

				Ordinary Income				66.9		67.0		0.1		0.2		%				53.0		14.0		26.5		%		%

				Profit attributable to owners of parent				38.7		56.0		17.3		44.7		%				37.0		19.0		51.5		%		%

				Non-consolidated				FY2019
3rd Quarter		FY2020
3rd Quarter		Year-on-year
change								FY2016
Forecast
(Apr.-Mar.)		Comparison with the forecast

								(Apr.-Dec.)		(Apr.-Dec.)

				Operating Revenue				424.1		384.0		(40.1)		(9.5)		%				508.0		(123.9)		(24.4)		%		%

				Operating Income				27.0		27.4		0.3		1.2		%				28.0		(0.5)		(2.1)		%		%

				Ordinary Income				65.6		62.8		(2.8)		(4.3)		%				58.0		4.8		8.3		%		%

				Profit				60.7		55.7		(4.9)		(8.2)		%				51.0		4.7		9.4		%		%

				Growth indicator				FY2019
3rd Quarter		FY2020
3rd Quarter		Year-on-year
change

								(Apr.-Dec.)		(Apr.-Dec.)

				J-POWER EBITDA*1				138.2		158.6		20.3		14.7		%

				連結 レンケツ				2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		前期比 ゼンキヒ								2016年度 ネンド

								3Q実績 ジッセキ		3Q実績 ジッセキ		増減額		増減率

				売上高				676,003		606,252		-69,751		-10.3%						713,000		-106,748		-15.0%

				営業利益				68,237		74,937		6,700		9.8%						73,000		1,937		2.7%

				経常利益				66,911		67,036		125		0.2%						53,000		14,036		26.5%

				四半期純利益 シハンキジュンリエキ				38,743		56,071		17,328		44.7%						37,000		19,071		51.5%

				個別 コベツ				2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		前期比 ゼンキヒ								2016年度 ネンド

								3Q実績 ジッセキ		3Q実績 ジッセキ		増減額		増減率

				売上高				424,174		384,045		-40,129		-9.5%						508,000		-123,955		-24.4%

				営業利益				27,084		27,410		326		1.2%						28,000		-590		-2.1%

				経常利益				65,699		62,842		-2,857		-4.3%						58,000		4,842		8.3%

				四半期純利益 シハンキジュンリエキ				60,784		55,792		-4,992		-8.2%						51,000		4,792		9.4%

				JP EBITDA				2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		前期比 ゼンキヒ

								3Q実績 ジッセキ		3Q実績 ジッセキ		増減額		増減率

				億円単位 オクエンタンイ				1,382.95		1,586.56		203.61		14.7%



黄色：更新済

黄色：更新済



主要諸元（2013.4Qより）

		

		OK														2019年度
第3四半期 ネンドダイシハンキ		2020年度
第3四半期 ネンドダイシハンキ		増　　減 ゾウゲン												2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		増　　減 ゾウゲン												2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		増　　減 ゾウゲン												2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		増　　減 ゾウゲン														2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		増　　減 ゾウゲン

																																第3四半期 ダイシハンキ		第3四半期 ダイシハンキ														第2四半期 ダイシハンキ		第2四半期 ダイシハンキ														第1四半期 ダイシハンキ		第1四半期 ダイシハンキ

																（4-12月） ガツ		（4-12月） ガツ		数値 スウチ				比率 ヒリツ								(4-12月) ガツ		(4-12月) ガツ		数値 スウチ				比率 ヒリツ								(4-9月) ガツ		(4-9月) ガツ		数値 スウチ				比率 ヒリツ								(4-6月) ガツ		(4-6月) ガツ		数値 スウチ				比率 ヒリツ										実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		数値 スウチ				比率 ヒリツ

				販売電力量（億kWh） ハンバイデンリョクリョウオク

						電気事業 デンキジギョウ										532		547		14		0		2.8%								493		472		-21		0		-4.3%								329		306		-22		0		-6.8%								137		133		-4		0		-3.1%										656		654		-1		0		-0.3%

								水力 スイリョク								70		68		-1		0		-2.5%								68		69		1		0		1.5%								47		50		2		0		5.0%								22		23		0		0		2.6%										90		87		-2		0		-3.0%

								火力 カリョク								373		391		18		0		4.9%								409		385		-23		0		-5.9%								272		245		-26		0		-9.7%								110		104		-5		0		-5.2%										543		543		-0		-0		-0.0%

								風力 フウリョク								5		7		2		0		44.4%								15		17		1		0		10.9%								9		10		1		0		16.0%								4		5		0		0		20.1%										22		23		1		0		4.7%

								その他*1 タ								83		79		-4		0		-5.2%

						海外事業*2 カイガイジギョウ										114		90		-23		0		-21.0%								23		56		32		0		136.4%								12		29		17		0		141.4%								3		12		8		0		243.1%										-		36		36		0		-

				水力出水率 スイリョクシュッスイリツ												98%		92%		- 6 ﾎﾟｲﾝﾄ												97%		95%		-2ﾎﾟｲﾝﾄ												91%		89%		-2ﾎﾟｲﾝﾄ												91%		81%		-10ﾎﾟｲﾝﾄ														102%		99%		-3ﾎﾟｲﾝﾄ

				火力利用率*3 カリョクリヨウリツ												74%		76%		+ 2 ﾎﾟｲﾝﾄ												79%		74%		-5ﾎﾟｲﾝﾄ												79%		72%		-7 ﾎﾟｲﾝﾄ												64%		61%		-3 ﾎﾟｲﾝﾄ														78%		79%		+1ﾎﾟｲﾝﾄ

		OK														2019年度
第3四半期 ネンドダイシハンキ		2020年度
第3四半期 ネンドダイシハンキ		増　　減 ゾウゲン												2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		増　　減 ゾウゲン												2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		増　　減 ゾウゲン												2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		増　　減 ゾウゲン														2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		増　　減 ゾウゲン

																																第3四半期 ダイシハンキ		第3四半期 ダイシハンキ														第2四半期 ダイシハンキ		第2四半期 ダイシハンキ														第1四半期 ダイシハンキ		第1四半期 ダイシハンキ

																（4-12月） ガツ		（4-12月） ガツ		数値 スウチ				比率 ヒリツ								(4-12月) ガツ		(4-12月) ガツ		数値 スウチ				比率 ヒリツ								(4-9月) ガツ		(4-9月) ガツ		数値 スウチ				比率 ヒリツ								(4-6月) ガツ		(4-6月) ガツ		数値 スウチ				比率 ヒリツ										実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		数値 スウチ				比率 ヒリツ

				売上高（億円） ウリアゲダカオクエン												6,760		6,062		-697		0		-10.3%								5,195		5,439		243		0		4.7%								3,468		3,486		17		0		0.5%								1,618		1,597		-20		0		-1.3%										6,560		7,068		507		0		7.7%

						電気事業 デンキジギョウ										5,098		4,711		-387		0		-7.6%								4,567		4,392		-174		0		-3.8%								3,105		2,888		-216		0		-7.0%								1,465		1,336		-129		0		-8.8%										6,053		6,090		37		0		0.6%

								うち発電事業 ハツデンジギョウ								4,703		4,247		-455		0		-9.7%								803		808		5		0		0.6%								556		560		4		0		0.8%								274		274		0		0		0.3%										1,066		1,047		-19		0		-1.8%

								うち託送事業 タクソウジギョウ								373		374		0		0		0.1%								3,106		2,898		-208		0		-6.7%								2,134		1,885		-248		0		-11.7%								985		839		-145		0		-14.8%										4,139		4,118		-20		0		-0.5%

								うちその他の電気事業 タデンキジギョウ								0		0		0		0		0.0%								255		301		46		0		18.2%								148		185		37		0		25.0%								74		95		20		0		28.1%										307		378		71		0		23.3%

						海外事業*1 カイガイジギョウ										1,306		1,072		-233		0		-17.9%								267		664		397		0		148.7%								140		338		197		0		140.8%								41		145		103		0		250.4%										16		428		411		0		-

						その他事業*2 タジギョウ										355		278		-77		0		-21.7%								361		383		21		0		6.0%								223		259		36		0		16.3%								110		115		5		0		4.6%										490		549		58		0		11.9%

				為替レート（円/US$）（9月末時点） カワセエンガツマツジテン												107.92		105.80														99.36		106.73														98.86		103.01														98.78		102.17																82.91		100.17

				（円/THB）（9月末時点） エンガツマツジテン												3.53		3.34														3.11		3.38														3.16		3.12														3.20		3.17																2.82		3.20

				　　　　　　（THB/US$）（9月末時点） ガツマツジテン												30.59		31.66

				平均為替レート（円/US$） ヘイキンカワセエン												108.65		106.11														31.39		32.37														31.13		32.46														29.31		32.44																30.63		32.81

																FY2019
3rd Quarter		FY2020
3rd Quarter		Year-on-year
change												FY2013
3rd Quarter
(Apr.-Dec.)		FY2014
3rd Quarter
(Apr.-Dec.)		Year-on-year
change												FY2013
2nd Quarter
(Apr.-Sep.)		FY2014
2ndQuarter
(Apr.-Sep.)		Year-on-year
change												FY2013
1st Quarter
(Apr.-Jun.)		FY2014
1st Quarter
(Apr.-Jun.)		Year-on-year
change														FY2012
(Apr.-Mar.)		FY2013
(Apr.-Mar.)		Year-on-year
change

																(Apr.-Dec.)		(Apr.-Dec.)

				Electric Power Sales (TWh)

						Electric Power Business										53.2		54.7		1.4		0.0		2.8				%				49.3		47.2		(2.1)		0.0		(4.3)%								32.9		30.6		(2.2)		0.0		(6.8)%								13.7		13.3		(0.4)		0.0		(3.1)%										65.6		65.4		(0.1)		0.0		(0.3)%

								Hydroelectric Power								7.0		6.8		(0.1)		0.0		(2.5)				%				6.8		6.9		0.1		0.0		1.5%								4.7		5.0		0.2		0.0		5.0%								2.2		2.3		0.0		0.0		2.6%										9.0		8.7		(0.2)		0.0		(3.0)%

										Water supply rate						0%		0%		0%		0		0				%				0%		0%		0%		0		0								0%		0%		0%		0		0								0%		0%		0%		0		0										0%		0%		0%		0		0

								Thermal Power								37.3		39.1		1.8		0.0		4.9				%				40.9		38.5		(2.3)		0.0		(5.9)%								27.2		24.5		(2.6)		0.0		(9.7)%								11.0		10.4		(0.5)		0.0		(5.2)%										54.3		54.3		(0.0)		(0.0)		(0.0)%

										Load factor						0%		0%		0%		0		0				%				0%		0%		0%		0		0								0%		0%		0%		0		0								0%		0%		0%		0		0										0%		0%		0%		0		0

								Wind Power								0.5		0.7		0.2		0.0		44.4				%				1.5		1.7		0.1		0.0		10.9%								0.9		1.0		0.1		0.0		16.0%								0.4		0.5		0.0		0.0		20.1%										2.2		2.3		0.1		0.0		4.7%

																0.0		0.0		(0.1)		0.0		0.0				%		←増減数値直接投入 ゾウゲンスウチチョクセツトウニュウ

								Other*1								8.3		7.9		(0.4)		0.0		(5.2)				%

						Overseas Business*2										11.4		9.0		(2.3)		0		(21.0)				%				2.3		5.6		3.2		0		136.4%								1.2		2.9		1.7		0		141.4%								0.3		1.2		0.8		0		243.1%										-		3.6		3.6		0		-

																0		0														0		0														0		0														0		0																0		0

				Water supply rate												98%		92%		(6) points										←直接投入 チョクセツトウニュウ		97%		95%		(2)points												91%		89%		(2)points												91%		81%		(10)points														102%		99%		(3)points

				Load factor *3												74%		76%		+ 2 points										←直接投入 チョクセツトウニュウ		79%		74%		(5)points												79%		72%		(7)points												64%		61%		(3)points														78%		79%		+1point

																FY2019
3rd Quarter		FY2020
3rd Quarter		Year-on-year
change												FY2013
3rd Quarter
(Apr.-Dec.)		FY2014
3rd Quarter
(Apr.-Dec.)		Year-on-year
change												FY2013
2nd Quarter
(Apr.-Sep.)		FY2014
2nd Quarter
(Apr.-Sep.)		Year-on-year
change												FY2013
1st Quarter
(Apr.-Jun.)		FY2014
1st Quarter
(Apr.-Jun.)		Year-on-year
change														FY2012
(Apr.-Mar.)		FY2013
(Apr.-Mar.)		Year-on-year
change

																(Apr.-Dec.)		(Apr.-Dec.)

				Operating Revenue  (Billion yen)												676.0		606.2		(69.7)		0.0		(10.3)		0.0		%				519.5		543.9		24.3		0.0		4.7%		0						346.8		348.6		1.7		0.0		0.5%		0						161.8		159.7		(2.0)		0.0		(1.3)%		0								656.0		706.8		50.7		0.0		7.7%		0

						Electric Power Business										509.8		471.1		(38.7)		0.0		(7.6)		0.0		%				456.7		439.2		(17.4)		0.0		(3.8)%		0						310.5		288.8		(21.6)		0.0		(7.0)%		0						146.5		133.6		(12.9)		0.0		(8.8)%		0								605.3		609.0		3.7		0.0		0.6%		0.0%

								Electric Power Generation Business								470.3		424.7		(45.5)		0.0		(9.7)		0.0		%				80.3		80.8		0.5		0.0		0.6%		0						55.6		56.0		0.4		0.0		0.8%		0						27.4		27.4		0.0		0.0		0.3%		0								106.6		104.7		(1.9)		0.0		(1.8)%		0

								Transmission / Transformation Business								37.3		37.4		0.0		0.0		0.1		0.0		%		←直接投入 チョクセツトウニュウ		310.6		289.8		(20.8)		0.0		(6.7)%		0						213.4		188.5		(24.8)		0.0		(11.7)%		0						98.5		83.9		(14.5)		0.0		(14.8)%		0								413.9		411.8		(2.0)		0.0		(0.5)%		0

								Other Electric Power Business								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		%				25.5		30.1		4.6		0.0		18.2%		0						14.8		18.5		3.7		0.0		25.0%		0						7.4		9.5		2.0		0.0		28.1%		0								30.7		37.8		7.1		0.0		23.3%		0.0%

						Overseas Business*1										130.6		107.2		(23.3)		0		(17.9)		0.0		%				26.7		66.4		39.7		0		148.7%		0						14.0		33.8		19.7		0		140.8%		0						4.1		14.5		10.3		0		250.4%		0								1.6		42.8		41.1		0		-		0.0%

						Other Business*2										35.5		27.8		(7.7)		0.0		(21.7)		0.0		%				36.1		38.3		2.1		0.0		6.0%		0						22.3		25.9		3.6		0.0		16.3%		0						11.0		11.5		0.5		0.0		4.6%		0								49.0		54.9		5.8		0.0		11.9%		0.0%

				Foreign exchange rate at the end of September (Yen/US$)												107.92		105.80														99.36		106.73														98.86		103.01														98.78		102.17																82.91		100.17

				Foreign exchange rate at the end of September (Yen/THB)												3.53		3.34														3.11		3.38														3.16		3.12														3.20		3.17																2.82		3.20

				Foreign exchange rate at the end of September (THB/US$)												30.59		31.66

				Average foreign exchange rate (Yen/US$)												108.65		106.11														31.39		32.37														31.13		32.46														29.31		32.44																30.63		32.81

																2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		増　　減 ゾウゲン												2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		増　　減 ゾウゲン												2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		増　　減 ゾウゲン												2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		増　　減 ゾウゲン														2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		増　　減 ゾウゲン

																3Q		3Q		数値 スウチ				比率 ヒリツ								3Q		3Q		数値 スウチ				比率 ヒリツ								2Q		2Q		数値 スウチ				比率 ヒリツ								1Q		1Q		数値 スウチ				比率 ヒリツ										実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		数値 スウチ				比率 ヒリツ

				販売電力量（億kWh） ハンバイデンリョクリョウオク

						電気事業 デンキジギョウ										53,275		54,745		1,470		0		2.8%								49,382		47,260		-2,122		0		-4.3%								32,929		30,680		-2,249		0		-6.8%								13,736		13,307		-429		0		-3.1%										65,606		65,422		-184		0		-0.3%

								水力 スイリョク								7,058		6,879		(179)		0		-2.5%								6,835		6,938		103		0		1.5%								4,790		5,028		238		0		5.0%								2,284		2,343		59		0		2.6%										9,033		8,760		-273		0		-3.0%

								　水力出水率 スイリョクシュッスイリツ												0%		0		0								91%				-91%		0		-1								91%				-91%		0		-1								91%				-91%		0		-1										0%				0%		0		0

								火力 カリョク								37,329		39,171		1,842		0		4.9%								40,952		38,553		-2,399		0		-5.9%								27,216		24,583		-2,633		0		-9.7%								11,014		10,437		-577		0		-5.2%										54,333		54,316		-17		0		-0.0%

								　火力利用率 カリョクリヨウリツ												0%		0		0												0%		0		0								64%				-64%		0		-1								64%				-64%		0		-1										0%				0%		0		0

								風力 フウリョク								550		794		244		0		44.4%								1,594		1,768		174		0		10.9%								922		1,070		148		0		16.0%								438		526		88		0		20.1%										2,239		2,346		106		0		4.7%

								その他 タ								8,338		7,901		(437)		0		-5.2%

						海外事業* カイガイジギョウ										11,416		9,022		-2,393				-21.0%								2,393		5,658		3,265				136.4%								1,242		2,999		1,757				141.4%								363		1,246		883				243.1%												3,666		3,666

				水力出水率 スイリョクシュッスイリツ												98%		92%		- 6 ﾎﾟｲﾝﾄ												97%		95%		-2ﾎﾟｲﾝﾄ												91%		89%		-2ﾎﾟｲﾝﾄ												91%		81%		-10ﾎﾟｲﾝﾄ														102%		99%		-3ﾎﾟｲﾝﾄ

				火力利用率 カリョクリヨウリツ												74%		76%		+ 2 ﾎﾟｲﾝﾄ												79%		74%		-5ﾎﾟｲﾝﾄ												79%		72%		-7 ﾎﾟｲﾝﾄ												64%		61%		-3 ﾎﾟｲﾝﾄ														78%		79%		1ﾎﾟｲﾝﾄ

																2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		増　　減 ゾウゲン												2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		増　　減 ゾウゲン												2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		増　　減 ゾウゲン												2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		増　　減 ゾウゲン														2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		増　　減 ゾウゲン

																3Q		3Q		数値 スウチ				比率 ヒリツ								3Q		3Q		数値 スウチ				比率 ヒリツ								2Q		2Q		数値 スウチ				比率 ヒリツ								1Q		1Q		数値 スウチ				比率 ヒリツ										実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		数値 スウチ				比率 ヒリツ

				売上高（百万円） ウリアゲダカヒャクマンエン												676,003		606,252		-69,751				-10.3%								519,592		543,969		24,377				4.7%								346,877		348,661		1,784				0.5%								161,812		159,739		-2,072				-1.3%										656,057		706,835		50,779				7.7%

						電気事業 デンキジギョウ										509,840		471,129		-38,711				-7.6%								456,723		439,227		-17,496				-3.8%								310,531		288,894		-21,637				-7.0%								146,584		133,621		-12,964				-8.8%										605,339		609,081		3,742				0.6%

								発電事業 ハツデンジギョウ								470,373		424,775		-45,598				-9.7%								80,361		80,880		519				0.6%								55,632		56,098		467				0.8%								27,405		27,482		77.37				0.3%										106,682		104,765		-1,916				-1.8%

								託送事業 タクソウジギョウ								37,360		37,407		47				0.1%								310,608		289,804		-20,804				-6.7%								213,492		188,594		-24,897				-11.7%								98,515		83,945		-14,570				-14.8%										413,939		411,850		-2,088				-0.5%

								うちその他の電気事業 タデンキジギョウ												0				0.0%								25,548		30,195		4,647				18.2%								14,859		18,577		3,717				25.0%								7,469		9,567		2,098				28.1%										30,707		37,876		7,169				23.3%

						海外事業 カイガイジギョウ										130,608		107,276		-23,332				-17.9%								26,716		66,432		39,716				148.7%								14,043		33,819		19,776				140.8%								4,147		14,531		10,384				250.4%										1,647		42,834		41,187				2500.5%

						その他事業 タジギョウ										35,555		27,847		-7,708				-21.7%								36,152		38,309		2,157				6.0%								22,304		25,949		3,645				16.3%								11,080		11,587		507				4.6%										49,071		54,920		5,849				11.9%

				平均為替レート（円/US$） ヘイキンカワセエン												108.65		106.11														99.36		106.73														98.86		103.01														98.78		102.17																82.91		100.17

				為替レート（円/USD）（9月末時点） カワセエンガツマツジテン												107.92		105.80

				為替レート（円/THB）（9月末時点） カワセエンガツマツジテン												3.53		3.34														3.11		3.38														3.16		3.12														3.20		3.17																2.82		3.20

				　　　　　　 （THB/US$）（9月末時点） ガツマツジテン												30.59		31.66														31.39		32.37														31.13		32.46														29.31		32.44																30.63		32.81



タイ銀行HP（米国midrate四捨五入）
http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=123&language=eng

タイ銀行HP（米国midrate四捨五入）
http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=123&language=eng

かわしま:
「為替レート」シート参照

かわしま:
「為替レート」シート参照

タイ銀行HP（米国midrate四捨五入）
http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=123&language=eng

黄色：更新済

上表に数値貼り付けあり注意！！上表に数値貼り付けあり注意！！

黄色：更新済



為替レート

				2008年 ネン				米ドル（USD）								2009年 ネン				米ドル（USD）								2010年 ネン				米ドル（USD）								2011年 ネン				米ドル（USD）						タイ・バーツ（THB）								2012年 ネン				米ドル（USD）						タイ・バーツ（THB）								2013年 ネン				米ドル（USD）						タイ・バーツ（THB）								2014年 ネン				米ドル（USD）						タイ・バーツ（THB）								2015年 ネン				米ドル（USD）						タイ・バーツ（THB）								2016年 ネン				米ドル（USD）						タイ・バーツ（THB）								2017年 ネン				米ドル（USD）						タイ・バーツ（THB）								2018年 ネン				米ドル（USD）						タイ・バーツ（THB）								2019年 ネン				米ドル（USD）						タイ・バーツ（THB）								2020年 ネン				米ドル（USD）						タイ・バーツ（THB）								2021年 ネン				米ドル（USD）						タイ・バーツ（THB）

				平成20年 ヘイセイネン												平成21年 ヘイセイネン												平成22年 ヘイセイネン												平成23年 ヘイセイネン																		平成24年 ヘイセイネン																		平成25年 ヘイセイネン																		平成26年 ヘイセイネン																		平成27年 ヘイセイネン																		平成28年 ヘイセイネン																		平成29年 ヘイセイネン																		平成30年 ヘイセイネン

				DATE		曜 ヨウビ		TTS		TTB		TTM				DATE		曜 ヨウビ		TTS		TTB		TTM				DATE		曜 ヨウビ		TTS		TTB		TTM				DATE		曜 ヨウビ		TTS		TTB		TTM		TTS		TTB		TTM				DATE		曜 ヨウビ		TTS		TTB		TTM		TTS		TTB		TTM				DATE		曜 ヨウビ		TTS		TTB		TTM		TTS		TTB		TTM				DATE		曜 ヨウビ		TTS		TTB		TTM		TTS		TTB		TTM				DATE		曜 ヨウビ		TTS		TTB		TTM		TTS		TTB		TTM				DATE		曜 ヨウビ		TTS		TTB		TTM		TTS		TTB		TTM				DATE		曜 ヨウビ		TTS		TTB		TTM		TTS		TTB		TTM				DATE		曜 ヨウビ		TTS		TTB		TTM		TTS		TTB		TTM				DATE		曜 ヨウビ		TTS		TTB		TTM		TTS		TTB		TTM				DATE		曜 ヨウビ		TTS		TTB		TTM		TTS		TTB		TTM				DATE		曜 ヨウビ		TTS		TTB		TTM		TTS		TTB		TTM

				39,448		火 ヒ										39,814		木										40,179		金										40,544		土																40,909		日																41,275		火																41,640		水 スイ																42,005		木 モク																42,005		金																42,005		日																42,005		月																43,466		火 ヒ																43,831		水																44,197		金

				39,449		水								2008年度		39,815		金								2009年度		40,180		土								2010年度 ネンド		40,545		日														2011年度 ネンド		40,910		月														2012年度 ネンド		41,276		水														2013年度		41,641		木														2014年度		42,006		金 キン														2015年度		42,006		土																42,006		月																42,006		火 ヒ																43,467		水																43,832		木																44,198		土

				39,450		木								米ドルTTM		39,816		土								米ドルTTM		40,181		日								米ドルTTM ベイ		40,546		月														米ドルTTM ベイ		40,911		火														米ドルTTM ベイ		41,277		木														米ドルTTM		41,642		金														米ドルTTM		42,007		土 ド														米ドルTTM		42,007		日																42,007		火 ヒ																42,007		水 スイ																43,468		木																43,833		金																44,199		日

				39,451		金		110.28		108.28		109.28		100.7535		39,817		日								92.8923		40,182		月		93.93		91.93		92.93		85.73718		40,547		火		82.78		80.78		81.78		2.80		2.64		2.72		79.075447		40,912		水		77.69		75.69		76.69		2.53		2.37		2.45		82.914939		41,278		金		88.67		86.67		87.67		2.97		2.81		2.89		100.17		41,643		土 ド														109.76		42,008		日 ニチ														120.15		42,008		月		121.38		119.38		120.38		3.42		3.26		3.34				42,008		水		118.96		116.96		117.96		3.37		3.21		3.29				42,008		木		113.75		111.75		112.75		3.56		3.40		3.48				43,469		金		108.66		106.66		107.66		3.43		3.27		3.35				43,834		土																44,200		月		104.08		102.08		103.08		3.52		3.36		3.44

				39,452		土										39,818		月		93.05		91.05		92.05				40,183		火		93.34		91.34		92.34				40,548		水		83.03		81.03		82.03		2.80		2.64		2.72				40,913		木		77.75		75.75		76.75		2.52		2.36		2.44		3.8395		41,279		土														17.25		41,644		日														9.59		42,009		月		121.34		119.34		120.34		3.73		3.57		3.65		10.39		42,009		火		120.23		118.23		119.23		3.38		3.22		3.30				42,009		木		117.56		115.56		116.56		3.34		3.18		3.26				42,009		金		113.84		111.84		112.84		3.57		3.41		3.49				43,470		土																43,835		日																44,201		火		104.15		102.15		103.15		3.52		3.36		3.44

				39,453		日										39,819		火		94.10		92.10		93.10				40,184		水		92.62		90.62		91.62				40,549		木		84.38		82.38		83.38		2.84		2.68		2.76				40,914		金		78.19		76.19		77.19		2.52		2.36		2.44				41,280		日																41,645		月		105.64		103.64		104.64		3.24		3.08		3.16				42,010		火		120.35		118.35		119.35		3.70		3.54		3.62				42,010		水		120.00		118.00		119.00		3.38		3.22		3.30				42,010		金		116.72		114.72		115.72		3.32		3.16		3.24				42,010		土																43,471		日																43,836		月		109.11		107.11		108.11		3.66		3.50		3.58				44,202		水		103.68		101.68		102.68		3.52		3.36		3.44

				39,454		月		109.88		107.88		108.88				39,820		水		94.85		92.85		93.85				40,185		木		93.40		91.40		92.40				40,550		金		84.36		82.36		83.36		2.83		2.67		2.75				40,915		土																41,281		月		89.07		87.07		88.07		2.97		2.81		2.89				41,646		火		105.41		103.41		104.41		3.23		3.07		3.15				42,011		水		119.84		117.84		118.84		3.70		3.54		3.62				42,011		木		119.64		117.64		118.64		3.35		3.19		3.27				42,011		土																42,011		日																43,472		月		109.52		107.52		108.52		3.47		3.31		3.39				43,837		火		109.44		107.44		108.44		3.68		3.52		3.60				44,203		木		103.99		101.99		102.99		3.53		3.37		3.45

				39,455		火		110.20		108.20		109.20				39,821		木		93.78		91.78		92.78				40,186		金		94.37		92.37		93.37				40,551		土																40,916		日																41,282		火		88.55		86.55		87.55		2.96		2.80		2.88				41,647		火		105.78		103.78		104.78		3.25		3.09		3.17				42,012		木		120.46		118.46		119.46		3.72		3.56		3.64				42,012		金		118.86		116.86		117.86		3.33		3.17		3.25				42,012		日																42,012		月																43,473		火		109.79		107.79		108.79		3.49		3.33		3.41				43,838		水		108.83		106.83		107.83		3.64		3.48		3.56				44,204		金		104.85		102.85		103.85		3.54		3.38		3.46

				39,456		水		110.08		108.08		109.08				39,822		金		92.38		90.38		91.38				40,187		土										40,552		日																40,917		月																41,283		水		88.15		86.15		87.15		2.94		2.78		2.86				41,648		木		105.86		103.86		104.86		3.25		3.09		3.17				42,013		金		120.87		118.87		119.87		3.73		3.57		3.65				42,013		土																42,013		月																42,013		火		114.16		112.16		113.16		3.59		3.43		3.51				43,474		水		109.71		107.71		108.71		3.48		3.32		3.40				43,839		木		110.24		108.24		109.24		3.69		3.53		3.61				44,205		土

				39,457		木		111.13		109.13		110.13				39,823		土										40,188		日										40,553		月																40,918		火		77.86		75.86		76.86		2.50		2.34		2.42				41,284		木		89.20		87.20		88.20		2.98		2.82		2.90				41,649		金		105.95		103.95		104.95		3.26		3.10		3.18				42,014		土																42,014		日																42,014		火		116.96		114.96		115.96		3.33		3.17		3.25				42,014		水		113.45		111.45		112.45		3.57		3.41		3.49				43,475		木		109.19		107.19		108.19		3.47		3.31		3.39				43,840		金		110.57		108.57		109.57		3.70		3.54		3.62				44,206		日

				39,458		金		110.78		108.78		109.78				39,824		日										40,189		月										40,554		火		83.90		81.90		82.90		2.78		2.62		2.70				40,919		水		77.89		75.89		76.89		2.51		2.35		2.43				41,285		金		90.22		88.22		89.22		3.03		2.87		2.95				41,650		土 ド																42,015		日																42,015		月																42,015		水		116.96		114.96		115.96		3.34		3.18		3.26				42,015		木		112.47		110.47		111.47		3.55		3.39		3.47				43,476		金		109.47		107.47		108.47		3.48		3.32		3.40				43,841		土																44,207		月

				39,459		土										39,825		月										40,190		火		93.30		91.30		92.30				40,555		水		84.31		82.31		83.31		2.81		2.65		2.73				40,920		木		77.92		75.92		76.92		2.50		2.34		2.42				41,286		土																41,651		日																42,016		月																42,016		火		118.80		116.80		117.80		3.34		3.18		3.26				42,016		木		116.25		114.25		115.25		3.34		3.18		3.26				42,016		金		112.23		110.23		111.23		3.56		3.40		3.48				43,477		土																43,842		日																44,208		火		105.23		103.23		104.23		3.54		3.38		3.46

				39,460		日										39,826		火		90.48		88.48		89.48				40,191		水		92.24		90.24		91.24				40,556		木		84.11		82.11		83.11		2.82		2.66		2.74				40,921		金		77.81		75.81		76.81		2.50		2.34		2.42				41,287		日																41,652		月																42,017		火		119.01		117.01		118.01		3.68		3.52		3.60				42,017		水		118.91		116.91		117.91		3.33		3.17		3.25				42,017		金		116.03		114.03		115.03		3.33		3.17		3.25				42,017		土																43,478		日																43,843		月																44,209		水		104.68		102.68		103.68		3.53		3.37		3.45

				39,461		月										39,827		水		90.27		88.27		89.27				40,192		木		92.42		90.42		91.42				40,557		金		83.81		81.81		82.81		2.80		2.64		2.72				40,922		土																41,288		月																41,653		火		104.32		102.32		103.32		3.21		3.05		3.13				42,018		水		118.64		116.64		117.64		3.67		3.51		3.59				42,018		木		118.58		116.58		117.58		3.32		3.16		3.24				42,018		土																42,018		日																43,479		月																43,844		火		111.16		109.16		110.16		3.73		3.57		3.65				44,210		木		104.95		102.95		103.95		3.55		3.39		3.47

				39,462		火		109.03		107.03		108.03				39,828		木		90.24		88.24		89.24				40,193		金		92.30		90.30		91.30				40,558		土																40,923		日																41,289		火		90.59		88.59		89.59		3.05		2.89		2.97				41,654		水		105.16		103.16		104.16		3.26		3.10		3.18				42,019		木		118.71		116.71		117.71		3.68		3.52		3.60				42,019		金		119.16		117.16		118.16		3.34		3.18		3.26				42,019		日																42,019		月		111.90		109.90		110.90		3.56		3.40		3.48				43,480		火		109.40		107.40		108.40		3.48		3.32		3.40				43,845		水		110.95		108.95		109.95		3.72		3.56		3.64				44,211		金		104.84		102.84		103.84		3.55		3.39		3.47

				39,463		水		107.69		105.69		106.69				39,829		金		91.06		89.06		90.06				40,194		土										40,559		日																40,924		月		77.85		75.85		76.85		2.49		2.33		2.41				41,290		水		89.54		87.54		88.54		3.03		2.87		2.95				41,655		木		105.87		103.87		104.87		3.27		3.11		3.19				42,020		金		117.44		115.44		116.44		3.64		3.48		3.56				42,020		土																42,020		月		115.33		113.33		114.33		3.31		3.15		3.23				42,020		火		111.84		109.84		110.84		3.55		3.39		3.47				43,481		水		109.44		107.44		108.44		3.48		3.32		3.40				43,846		木		110.95		108.95		109.95		3.72		3.56		3.64				44,212		土

				39,464		木		108.13		106.13		107.13				39,830		土										40,195		日										40,560		月		83.95		81.95		82.95		2.80		2.64		2.72				40,925		火		77.89		75.89		76.89		2.49		2.33		2.41				41,291		木		89.67		87.67		88.67		3.06		2.90		2.98				41,656		金		105.40		103.40		104.40		3.28		3.12		3.20				42,021		土																42,021		日																42,021		火		115.16		113.16		114.16		3.30		3.14		3.22				42,021		水		111.36		109.36		110.36		3.54		3.38		3.46				43,482		木		109.97		107.97		108.97		3.52		3.36		3.44				43,847		金		111.33		109.33		110.33		3.72		3.56		3.64				44,213		日

				39,465		金		107.79		105.79		106.79				39,831		日										40,196		月		91.79		89.79		90.79				40,561		火		83.77		81.77		82.77		2.78		2.62		2.70				40,926		水		77.79		75.79		76.79		2.50		2.34		2.42				41,292		金		90.97		88.97		89.97		3.11		2.95		3.03				41,657		土 ド																42,022		日																42,022		月		118.05		116.05		117.05		3.30		3.14		3.22				42,022		水		113.83		111.83		112.83		3.28		3.12		3.20				42,022		木		112.33		110.33		111.33		3.56		3.40		3.48				43,483		金		110.39		108.39		109.39		3.54		3.38		3.46				43,848		土																44,214		月		104.83		102.83		103.83		3.53		3.37		3.45

				39,466		土										39,832		月		92.02		90.02		91.02				40,197		火		91.75		89.75		90.75				40,562		水		83.60		81.60		82.60		2.79		2.63		2.71				40,927		木		77.77		75.77		76.77		2.50		2.34		2.42				41,293		土																41,658		日																42,023		月		118.39		116.39		117.39		3.69		3.53		3.61				42,023		火		118.61		116.61		117.61		3.32		3.16		3.24				42,023		木		115.92		113.92		114.92		3.33		3.17		3.25				42,023		金		112.11		110.11		111.11		3.57		3.41		3.49				43,484		土																43,849		日																44,215		火		104.74		102.74		103.74		3.53		3.37		3.45

				39,467		日										39,833		火		91.43		89.43		90.43				40,198		水		92.15		90.15		91.15				40,563		木		83.16		81.16		82.16		2.77		2.61		2.69				40,928		金		78.14		76.14		77.14		2.52		2.36		2.44				41,294		日																41,659		月		105.04		103.04		104.04		3.24		3.08		3.16				42,024		火		118.90		116.90		117.90		3.69		3.53		3.61				42,024		水		118.55		116.55		117.55		3.32		3.16		3.24				42,024		金		116.15		114.15		115.15		3.34		3.18		3.26				42,024		土																43,485		日																43,850		月		111.19		109.19		110.19		3.71		3.55		3.63				44,216		水		104.93		102.93		103.93		3.55		3.39		3.47

				39,468		月		107.98		105.98		106.98				39,834		水		90.92		88.92		89.92				40,199		木		92.33		90.33		91.33				40,564		金		84.05		82.05		83.05		2.79		2.63		2.71				40,929		土																41,295		月		90.84		88.84		89.84		3.10		2.94		3.02				41,660		火		105.46		103.46		104.46		3.26		3.10		3.18				42,025		水		119.64		117.64		118.64		3.71		3.55		3.63				42,025		木		118.34		116.34		117.34		3.32		3.16		3.24				42,025		土																42,025		日																43,486		月		110.67		108.67		109.67		3.54		3.38		3.46				43,851		火		111.24		109.24		110.24		3.72		3.56		3.64				44,217		木		104.61		102.61		103.61		3.54		3.38		3.46

				39,469		火		106.93		104.93		105.93				39,835		木		89.87		87.87		88.87				40,200		金		91.27		89.27		90.27				40,565		土																40,930		日																41,296		火		90.78		88.78		89.78		3.10		2.94		3.02				41,661		水		105.26		103.26		104.26		3.25		3.09		3.17				42,026		木		119.13		117.13		118.13		3.71		3.55		3.63				42,026		金		118.77		116.77		117.77		3.34		3.18		3.26				42,026		日																42,026		月		111.75		109.75		110.75		3.56		3.40		3.48				43,487		火		110.69		108.69		109.69		3.53		3.37		3.45				43,852		水		110.91		108.91		109.91		3.70		3.54		3.62				44,218		金		104.53		102.53		103.53		3.54		3.38		3.46

				39,470		水		107.96		105.96		106.96				39,836		金		90.16		88.16		89.16				40,201		土										40,566		日																40,931		月		78.00		76.00		77.00		2.52		2.36		2.44				41,297		水		89.73		87.73		88.73		3.07		2.91		2.99				41,662		木		105.72		103.72		104.72		3.26		3.10		3.18				42,027		金		119.53		117.53		118.53		3.73		3.57		3.65				42,027		土																42,027		月		114.96		112.96		113.96		3.31		3.15		3.23				42,027		火		111.98		109.98		110.98		3.57		3.41		3.49				43,488		水		110.49		108.49		109.49		3.53		3.37		3.45				43,853		木		110.72		108.72		109.72		3.69		3.53		3.61				44,219		土

				39,471		木		107.90		105.90		106.90				39,837		土										40,202		日										40,567		月		83.69		81.69		82.69		2.77		2.61		2.69				40,932		火		78.00		76.00		77.00		2.53		2.37		2.45				41,298		木		89.61		87.61		88.61		3.05		2.89		2.97				41,663		金		104.50		102.50		103.50		3.24		3.08		3.16				42,028		土																42,028		日																42,028		火		113.78		111.78		112.78		3.28		3.12		3.20				42,028		水		111.28		109.28		110.28		3.56		3.40		3.48				43,489		木		110.54		108.54		109.54		3.54		3.38		3.46				43,854		金		110.59		108.59		109.59		3.68		3.52		3.60				44,220		日

				39,472		金		108.16		106.16		107.16				39,838		日										40,203		月		90.95		88.95		89.95				40,568		火		83.63		81.63		82.63		2.75		2.59		2.67				40,933		水		78.79		76.79		77.79		2.56		2.40		2.48				41,299		金		91.57		89.57		90.57		3.12		2.96		3.04				41,664		土 ド																42,029		日																42,029		月		119.63		117.63		118.63		3.38		3.22		3.30				42,029		水		114.74		112.74		113.74		3.31		3.15		3.23				42,029		木		110.50		108.50		109.50		3.56		3.40		3.48				43,490		金		110.77		108.77		109.77		3.55		3.39		3.47				43,855		土																44,221		月		104.84		102.84		103.84		3.55		3.39		3.47

				39,473		土										39,839		月		89.89		87.89		88.89				40,204		火		91.41		89.41		90.41				40,569		水		83.20		81.20		82.20		2.74		2.58		2.66				40,934		木		78.78		76.78		77.78		2.56		2.40		2.48				41,300		土																41,665		日																42,030		月		118.67		116.67		117.67		3.69		3.53		3.61				42,030		火		119.14		117.14		118.14		3.36		3.20		3.28				42,030		木		114.15		112.15		113.15		3.29		3.13		3.21				42,030		金		110.78		108.78		109.78		3.56		3.40		3.48				43,491		土																43,856		日																44,222		火		104.77		102.77		103.77		3.54		3.38		3.46

				39,474		日										39,840		火		90.35		88.35		89.35				40,205		水		90.54		88.54		89.54				40,570		木		83.00		81.00		82.00		2.74		2.58		2.66				40,935		金		78.39		76.39		77.39		2.55		2.39		2.47				41,301		日																41,666		月		103.32		101.32		102.32		3.19		3.03		3.11				42,031		火		119.57		117.57		118.57		3.72		3.56		3.64				42,031		水		119.25		117.25		118.25		3.38		3.22		3.30				42,031		金		115.60		113.60		114.60		3.33		3.17		3.25				42,031		土																43,492		日																43,857		月		110.06		108.06		109.06		3.64		3.48		3.56				44,223		水		104.68		102.68		103.68		3.54		3.38		3.46

				39,475		月		107.84		105.84		106.84				39,841		水		90.00		88.00		89.00				40,206		木		91.25		89.25		90.25				40,571		金		83.77		81.77		82.77		2.75		2.59		2.67				40,936		土																41,302		月		92.03		90.03		91.03		3.12		2.96		3.04				41,667		火		103.71		101.71		102.71		3.21		3.05		3.13				42,032		水		118.78		116.78		117.78		3.70		3.54		3.62				42,032		木		119.66		117.66		118.66		3.39		3.23		3.31				42,032		土																42,032		日																43,493		月		110.35		108.35		109.35		3.55		3.39		3.47				43,858		火		109.87		107.87		108.87		3.61		3.45		3.53				44,224		木		105.27		103.27		104.27		3.55		3.39		3.47

				39,476		火		107.77		105.77		106.77				39,842		木		91.46		89.46		90.46				40,207		金		90.77		88.77		89.77				40,572		土																40,937		日																41,303		火		91.49		89.49		90.49		3.11		2.95		3.03				41,668		水		104.10		102.10		103.10		3.21		3.05		3.13				42,033		木		118.77		116.77		117.77		3.70		3.54		3.62				42,033		金		121.87		119.87		120.87		3.45		3.29		3.37				42,033		日																42,033		月		109.71		107.71		108.71		3.55		3.39		3.47				43,494		火		110.18		108.18		109.18		3.54		3.38		3.46				43,859		水		110.08		108.08		109.08		3.63		3.47		3.55				44,225		金		105.48		103.48		104.48		3.56		3.40		3.48

				39,477		火		107.95		105.95		106.95				39,843		金		90.55		88.55		89.55				40,208		土										40,573		日																40,938		月		77.79		75.79		76.79		2.55		2.39		2.47				41,304		水		91.83		89.83		90.83		3.13		2.97		3.05				41,669		木		103.20		101.20		102.20		3.18		3.02		3.10				42,034		金		119.25		117.25		118.25		3.69		3.53		3.61				42,034		土																42,034		月		115.73		113.73		114.73		3.34		3.18		3.26				42,034		火		110.05		108.05		109.05		3.55		3.39		3.47				43,495		水		110.42		108.42		109.42		3.56		3.40		3.48				43,860		木		110.01		108.01		109.01		3.59		3.43		3.51				44,226		土

				39,478		木		107.40		105.40		106.40				39,844		土										40,209		日										40,574		月		83.13		81.13		82.13		2.72		2.56		2.64				40,939		火		77.38		75.38		76.38		2.54		2.38		2.46				41,305		木		92.14		90.14		91.14		3.15		2.99		3.07				41,670		金		103.86		101.86		102.86		3.20		3.04		3.12				42,035		土																42,035		日																42,035		火		114.81		112.81		113.81		3.32		3.16		3.24				42,035		水		109.79		107.79		108.79		3.55		3.39		3.47				43,496		木		109.96		107.96		108.96		3.56		3.40		3.48				43,861		金		110.06		108.06		109.06		3.59		3.43		3.51				44,227		日

				39,479		金		107.58		105.58		106.58				39,845		日										40,210		月		91.38		89.38		90.38				40,575		火		83.04		81.04		82.04		2.74		2.58		2.66				40,940		水		77.14		75.14		76.14		2.54		2.38		2.46				41,306		金		92.75		90.75		91.75		3.16		3.00		3.08				41,671		土 ド																42,036		日																42,036		月		122.17		120.17		121.17		3.47		3.31		3.39				42,036		水		114.08		112.08		113.08		3.30		3.14		3.22				42,036		木		110.24		108.24		109.24		3.57		3.41		3.49				43,497		金		109.94		107.94		108.94		3.57		3.41		3.49				43,862		土																44,228		月						105.00

				39,480		土										39,846		月		90.73		88.73		89.73				40,211		火		91.89		89.89		90.89				40,576		水		82.46		80.46		81.46		2.73		2.57		2.65				40,941		木		77.13		75.13		76.13		2.55		2.39		2.47				41,307		土																41,672		日																42,037		月		118.46		116.46		117.46		3.67		3.51		3.59				42,037		火		121.90		119.90		120.90		3.47		3.31		3.39				42,037		木		114.07		112.07		113.07		3.30		3.14		3.22				42,037		金		110.45		108.45		109.45		3.58		3.42		3.50				43,498		土																43,863		日																44,229		火						105.00

				39,481		日										39,847		火		90.43		88.43		89.43				40,212		水		91.53		89.53		90.53				40,577		木		82.62		80.62		81.62		2.73		2.57		2.65				40,942		金		77.24		75.24		76.24		2.55		2.39		2.47				41,308		日																41,673		月		103.24		101.24		102.24		3.18		3.02		3.10				42,038		火		118.34		116.34		117.34		3.69		3.53		3.61				42,038		水		120.71		118.71		119.71		3.42		3.26		3.34				42,038		金		113.98		111.98		112.98		3.30		3.14		3.22				42,038		土																43,499		日																43,864		月		109.52		107.52		108.52		3.56		3.40		3.48				44,230		水						105.00

				39,482		月		107.83		105.83		106.83				39,848		水		90.39		88.39		89.39				40,213		木		91.96		89.96		90.96				40,578		金		82.64		80.64		81.64		2.73		2.57		2.65				40,943		土																41,309		月		93.68		91.68		92.68		3.19		3.03		3.11				41,674		火		102.23		100.23		101.23		3.16		3.00		3.08				42,039		水		118.82		116.82		117.82		3.69		3.53		3.61				42,039		木		118.77		116.77		117.77		3.39		3.23		3.31				42,039		土																42,039		日																43,500		月		110.53		108.53		109.53		3.58		3.42		3.50				43,865		火		109.61		107.61		108.61		3.57		3.41		3.49				44,231		木						105.00

				39,483		火		107.77		105.77		106.77				39,849		木		90.42		88.42		89.42				40,214		金		90.63		88.63		89.63				40,579		土																40,944		日																41,310		火		93.29		91.29		92.29		3.18		3.02		3.10				41,675		水		102.58		100.58		101.58		3.18		3.02		3.10				42,040		木		118.27		116.27		117.27		3.68		3.52		3.60				42,040		金		117.99		115.99		116.99		3.37		3.21		3.29				42,040		日																42,040		月		110.90		108.90		109.90		3.58		3.42		3.50				43,501		火		111.03		109.03		110.03		3.59		3.43		3.51				43,866		水		110.46		108.46		109.46		3.61		3.45		3.53				44,232		金						105.00

				39,484		水		107.64		105.64		106.64				39,850		金		91.93		89.93		90.93				40,215		土										40,580		日																40,945		月		77.52		75.52		76.52		2.56		2.40		2.48				41,311		水		94.65		92.65		93.65		3.23		3.07		3.15				41,676		木		102.59		100.59		101.59		3.18		3.02		3.10				42,041		金		118.50		116.50		117.50		3.69		3.53		3.61				42,041		土																42,041		月		113.37		111.37		112.37		3.29		3.13		3.21				42,041		火		110.03		108.03		109.03		3.53		3.37		3.45				43,502		水		110.84		108.84		109.84		3.60		3.44		3.52				43,867		木		110.86		108.86		109.86		3.62		3.46		3.54				44,233		土

				39,485		木		107.46		105.46		106.46				39,851		土										40,216		日										40,581		月		83.28		81.28		82.28		2.75		2.59		2.67				40,946		火		77.55		75.55		76.55		2.55		2.39		2.47				41,312		木		94.54		92.54		93.54		3.22		3.06		3.14				41,677		金		103.04		101.04		102.04		3.19		3.03		3.11				42,042		土																42,042		日																42,042		火		112.75		110.75		111.75		3.27		3.11		3.19				42,042		水		110.38		108.38		109.38		3.56		3.40		3.48				43,503		木		110.94		108.94		109.94		3.60		3.44		3.52				43,868		金		110.92		108.92		109.92		3.60		3.44		3.52				44,234		日

				39,486		金		108.34		106.34		107.34				39,852		日										40,217		月		90.40		88.40		89.40				40,582		火		83.31		81.31		82.31		2.76		2.60		2.68				40,947		水		77.91		75.91		76.91		2.58		2.42		2.50				41,313		金		94.72		92.72		93.72		3.23		3.07		3.15				41,678		土 ド																42,043		日																42,043		月		118.02		116.02		117.02		3.37		3.21		3.29				42,043		水		113.45		111.45		112.45		3.29		3.13		3.21				42,043		木		110.38		108.38		109.38		3.54		3.38		3.46				43,504		金		110.84		108.84		109.84		3.60		3.44		3.52				43,869		土																44,235		月						105.00

				39,487		土										39,853		月		92.86		90.86		91.86				40,218		火		90.33		88.33		89.33				40,583		水		83.29		81.29		82.29		2.76		2.60		2.68				40,948		木		78.11		76.11		77.11		2.59		2.43		2.51				41,314		土																41,679		日																42,044		月		119.91		117.91		118.91		3.73		3.57		3.65				42,044		火		116.35		114.35		115.35		3.33		3.17		3.25				42,044		木		113.06		111.06		112.06		3.28		3.12		3.20				42,044		金		109.88		107.88		108.88		3.50		3.34		3.42				43,505		土																43,870		日																44,236		火						105.00

				39,488		日										39,854		火		92.25		90.25		91.25				40,219		水		90.95		88.95		89.95				40,584		水		83.49		81.49		82.49		2.77		2.61		2.69				40,949		金		78.68		76.68		77.68		2.61		2.45		2.53				41,315		日																41,680		月		103.48		101.48		102.48		3.21		3.05		3.13				42,045		火		119.50		117.50		118.50		3.72		3.56		3.64				42,045		水		115.73		113.73		114.73		3.32		3.16		3.24				42,045		金		114.74		112.74		113.74		3.33		3.17		3.25				42,045		土																43,506		日																43,871		月		110.67		108.67		109.67		3.58		3.42		3.50				44,237		水						105.00

				39,489		月										39,855		水										40,220		木										40,585		金																40,950		土																41,316		月																41,681		火 カ																42,046		水																42,046		木																42,046		土																42,046		日																43,507		月																43,872		火																44,238		木

				39,490		火		107.96		105.96		106.96				39,856		木		91.25		89.25		90.25				40,221		金		90.76		88.76		89.76				40,586		土																40,951		日																41,317		火		95.26		93.26		94.26		3.24		3.08		3.16				41,682		水		103.47		101.47		102.47		3.21		3.05		3.13				42,047		木		121.20		119.20		120.20		3.77		3.61		3.69				42,047		金		113.44		111.44		112.44		3.27		3.11		3.19				42,047		日																42,047		月																43,508		火		111.55		109.55		110.55		3.60		3.44		3.52				43,873		水		110.85		108.85		109.85		3.60		3.44		3.52				44,239		金						105.00

				39,491		水		108.39		106.39		107.39				39,857		金		91.74		89.74		90.74				40,222		土										40,587		日																40,952		月		78.70		76.70		77.70		2.60		2.44		2.52				41,318		水		94.30		92.30		93.30		3.21		3.05		3.13				41,683		木		103.47		101.47		102.47		3.24		3.08		3.16				42,048		金		120.03		118.03		119.03		3.74		3.58		3.66				42,048		土																42,048		月		114.96		112.96		113.96		3.33		3.17		3.25				42,048		火		109.73		107.73		108.73		3.52		3.36		3.44				43,509		水		111.55		109.55		110.55		3.61		3.45		3.53				43,874		木		110.91		108.91		109.91		3.61		3.45		3.53				44,240		土

				39,492		木		109.27		107.27		108.27				39,858		土										40,223		日										40,588		月		84.26		82.26		83.26		2.78		2.62		2.70				40,953		火		78.54		76.54		77.54		2.60		2.44		2.52				41,319		木		94.33		92.33		93.33		3.21		3.05		3.13				41,684		金		103.28		101.28		102.28		3.23		3.07		3.15				42,049		土																42,049		日																42,049		火		114.69		112.69		113.69		3.32		3.16		3.24				42,049		水		108.85		106.85		107.85		3.51		3.35		3.43				43,510		木		111.98		109.98		110.98		3.62		3.46		3.54				43,875		金		110.89		108.89		109.89		3.61		3.45		3.53				44,241		日

				39,493		金		108.98		106.98		107.98				39,859		日										40,224		月		91.09		89.09		90.09				40,589		火		84.32		82.32		83.32		2.80		2.64		2.72				40,954		水		79.53		77.53		78.53		2.63		2.47		2.55				41,320		金		93.95		91.95		92.95		3.20		3.04		3.12				41,685		土 ド																42,050		日																42,050		月		114.33		112.33		113.33		3.27		3.11		3.19				42,050		水		115.50		113.50		114.50		3.35		3.19		3.27				42,050		木		107.86		105.86		106.86		3.50		3.34		3.42				43,511		金		111.44		109.44		110.44		3.60		3.44		3.52				43,876		土																44,242		月						105.00

				39,494		土										39,860		月		92.66		90.66		91.66				40,225		火		91.05		89.05		90.05				40,590		水		84.73		82.73		83.73		2.80		2.64		2.72				40,955		木		79.44		77.44		78.44		2.62		2.46		2.54				41,321		土																41,686		日																42,051		月		119.59		117.59		118.59		3.72		3.56		3.64				42,051		火		115.66		113.66		114.66		3.30		3.14		3.22				42,051		木		115.11		113.11		114.11		3.34		3.18		3.26				42,051		金		107.29		105.29		106.29		3.48		3.32		3.40				43,512		土																43,877		日																44,243		火						105.00

				39,495		日										39,861		火		92.86		90.86		91.86				40,226		水		91.27		89.27		90.27				40,591		木		84.58		82.58		83.58		2.82		2.66		2.74				40,956		金		79.97		77.97		78.97		2.64		2.48		2.56				41,322		日																41,687		月		102.45		100.45		101.45		3.22		3.06		3.14				42,052		火		119.35		117.35		118.35		3.71		3.55		3.63				42,052		水		115.29		113.29		114.29		3.29		3.13		3.21				42,052		金		114.47		112.47		113.47		3.32		3.16		3.24				42,052		土																43,513		日																43,878		月		110.80		108.80		109.80		3.60		3.44		3.52				44,244		水						105.00

				39,496		月		108.87		106.87		107.87				39,862		水		93.27		91.27		92.27				40,227		木		92.06		90.06		91.06				40,592		金		84.37		82.37		83.37		2.80		2.64		2.72				40,957		土																41,323		月		94.82		92.82		93.82		3.22		3.06		3.14				41,688		火		103.18		101.18		102.18		3.25		3.09		3.17				42,053		水		120.25		118.25		119.25		3.74		3.58		3.66				42,053		木		114.97		112.97		113.97		3.28		3.12		3.20				42,053		土																42,053		日																43,514		月		111.54		109.54		110.54		3.62		3.46		3.54				43,879		火		110.86		108.86		109.86		3.61		3.45		3.53				44,245		木						105.00

				39,497		火		109.23		107.23		108.23				39,863		木		94.75		92.75		93.75				40,228		金		92.83		90.83		91.83				40,593		土																40,958		日																41,324		火		94.82		92.82		93.82		3.22		3.06		3.14				41,689		水		103.31		101.31		102.31		3.22		3.06		3.14				42,054		木		119.77		117.77		118.77		3.73		3.57		3.65				42,054		金		113.97		111.97		112.97		3.26		3.10		3.18				42,054		日																42,054		月		107.30		105.30		106.30		3.48		3.32		3.40				43,515		火		111.53		109.53		110.53		3.62		3.46		3.54				43,880		水		110.94		108.94		109.94		3.61		3.45		3.53				44,246		金						105.00

				39,498		水		108.95		106.95		107.95				39,864		金		95.18		93.18		94.18				40,229		土										40,594		日																40,959		月		80.61		78.61		79.61		2.67		2.51		2.59				41,325		水		94.68		92.68		93.68		3.22		3.06		3.14				41,690		木		103.27		101.27		102.27		3.22		3.06		3.14				42,055		金		120.10		118.10		119.10		3.74		3.58		3.66				42,055		土																42,055		月		113.88		111.88		112.88		3.31		3.15		3.23				42,055		火		107.80		105.80		106.80		3.49		3.33		3.41				43,516		水		111.75		109.75		110.75		3.64		3.48		3.56				43,881		木		112.28		110.28		111.28		3.65		3.49		3.57				44,247		土

				39,499		木		109.12		107.12		108.12				39,865		土										40,230		日										40,595		月		84.09		82.09		83.09		2.80		2.64		2.72				40,960		火		80.75		78.75		79.75		2.67		2.51		2.59				41,326		木		94.88		92.88		93.88		3.23		3.07		3.15				41,691		金		103.49		101.49		102.49		3.23		3.07		3.15				42,056		土																42,056		日																42,056		火		114.43		112.43		113.43		3.32		3.16		3.24				42,056		水		108.54		106.54		107.54		3.50		3.34		3.42				43,517		木		111.70		109.70		110.70		3.64		3.48		3.56				43,882		金		113.11		111.11		112.11		3.65		3.49		3.57				44,248		日

				39,500		金		108.58		106.58		107.58				39,866		日										40,231		月		92.78		90.78		91.78				40,596		火		83.93		81.93		82.93		2.80		2.64		2.72				40,961		水		80.82		78.82		79.82		2.68		2.52		2.60				41,327		金		94.31		92.31		93.31		3.21		3.05		3.13				41,692		土 ド																42,057		日																42,057		月		113.85		111.85		112.85		3.24		3.08		3.16				42,057		水		114.66		112.66		113.66		3.33		3.17		3.25				42,057		木		108.52		106.52		107.52		3.49		3.33		3.41				43,518		金		111.78		109.78		110.78		3.63		3.47		3.55				43,883		土																44,249		月						105.00

				39,501		土										39,867		月		94.17		92.17		93.17				40,232		火		92.20		90.20		91.20				40,597		水		83.83		81.83		82.83		2.79		2.63		2.71				40,962		木		81.34		79.34		80.34		2.71		2.55		2.63				41,328		土																41,693		日																42,058		月		120.08		118.08		119.08		3.74		3.58		3.66				42,058		火		113.67		111.67		112.67		3.24		3.08		3.16				42,058		木		114.37		112.37		113.37		3.32		3.16		3.24				42,058		金		108.01		106.01		107.01		3.48		3.32		3.40				43,519		土																43,884		日																44,250		火

				39,502		日										39,868		火		95.30		93.30		94.30				40,233		水		91.25		89.25		90.25				40,598		木		83.30		81.30		82.30		2.76		2.60		2.68				40,963		金		81.03		79.03		80.03		2.73		2.57		2.65				41,329		日																41,694		月		103.59		101.59		102.59		3.22		3.06		3.14				42,059		火		119.91		117.91		118.91		3.74		3.58		3.66				42,059		水		112.96		110.96		111.96		3.21		3.05		3.13				42,059		金		113.86		111.86		112.86		3.31		3.15		3.23				42,059		土																43,520		日																43,885		月																44,251		水						105.00

				39,503		月		108.43		106.43		107.43				39,869		水		97.72		95.72		96.72				40,234		木		91.23		89.23		90.23				40,599		金		82.96		80.96		81.96		2.76		2.60		2.68				40,964		土																41,330		月		95.08		93.08		94.08		3.23		3.07		3.15				41,695		火		103.55		101.55		102.55		3.24		3.08		3.16				42,060		水		119.77		117.77		118.77		3.73		3.57		3.65				42,060		木		113.17		111.17		112.17		3.23		3.07		3.15				42,060		土																42,060		日																43,521		月		111.78		109.78		110.78		3.62		3.46		3.54				43,886		火		111.91		109.91		110.91		3.59		3.43		3.51				44,252		木						105.00

				39,504		火		109.05		107.05		108.05				39,870		木		98.51		96.51		97.51				40,235		金		90.43		88.43		89.43				40,600		土																40,965		日																41,331		火		93.74		91.74		92.74		3.19		3.03		3.11				41,696		水		103.18		101.18		102.18		3.22		3.06		3.14				42,061		木		120.04		118.04		119.04		3.74		3.58		3.66				42,061		金		114.02		112.02		113.02		3.25		3.09		3.17				42,061		日																42,061		月		107.92		105.92		106.92		3.49		3.33		3.41				43,522		火		112.01		110.01		111.01		3.63		3.47		3.55				43,887		水		111.31		109.31		110.31		3.55		3.39		3.47				44,253		金						105.00

				39,505		水		108.29		106.29		107.29				39,871		金		98.81		96.81		97.81				40,236		土										40,601		日																40,966		月		82.29		80.29		81.29		2.75		2.59		2.67				41,332		水		93.09		91.09		92.09		3.17		3.01		3.09				41,697		木		103.39		101.39		102.39		3.22		3.06		3.14				42,062		金		120.27		118.27		119.27		3.77		3.61		3.69				42,062		土																42,062		月		113.18		111.18		112.18		3.29		3.13		3.21				42,062		火		107.86		105.86		106.86		3.50		3.34		3.42				43,523		水		111.59		109.59		110.59		3.62		3.46		3.54				43,888		木		111.32		109.32		110.32		3.55		3.39		3.47				44,254		土

				39,506		木		107.31		105.31		106.31				39,872		土										40,237		日										40,602		月		82.71		80.71		81.71		2.75		2.59		2.67				40,967		火		81.36		79.36		80.36		2.72		2.56		2.64				41,333		木		93.51		91.51		92.51		3.18		3.02		3.10				41,698		金		102.94		100.94		101.94		3.21		3.05		3.13				42,063		土																42,063		日																42,063		火		113.56		111.56		112.56		3.31		3.15		3.23				42,063		水		108.37		106.37		107.37		3.50		3.34		3.42				43,524		木		111.87		109.87		110.87		3.60		3.44		3.52				43,889		金		110.43		108.43		109.43		3.55		3.39		3.47				44,255		日

				39,507		金		105.78		103.78		104.78				39,873		日										40,238		月		90.00		88.00		89.00				40,603		火		82.94		80.94		81.94		2.76		2.60		2.68				40,968		水		81.68		79.68		80.68		2.75		2.59		2.67				41,334		金		93.67		91.67		92.67		3.20		3.04		3.12				41,699		土 ド																42,064		日																42,429		月		114.62		112.62		113.62		3.26		3.10		3.18				42,064		水		114.17		112.17		113.17		3.32		3.16		3.24				42,064		木		107.73		105.73		106.73		3.46		3.30		3.38				43,525		金		112.54		110.54		111.54		3.62		3.46		3.54				43,890		土																44,256		月						105.00

				39,508		土										39,874		月		98.14		96.14		97.14				40,239		火		90.31		88.31		89.31				40,604		水		82.91		80.91		81.91		2.76		2.60		2.68				40,969		木		82.19		80.19		81.19		2.74		2.58		2.66				41,335		土																41,700		日																42,065		月		120.87		118.87		119.87		3.78		3.62		3.70				42,064		火		113.49		111.49		112.49		3.24		3.08		3.16				42,065		木		115.00		113.00		114.00		3.34		3.18		3.26				42,065		金		107.28		105.28		106.28		3.47		3.31		3.39				43,526		土																43,891		日																44,257		火						105.00

				39,509		日										39,875		火		98.23		96.23		97.23				40,240		水		89.63		87.63		88.63				40,605		木		82.85		80.85		81.85		2.77		2.61		2.69				40,970		金		82.29		80.29		81.29		2.74		2.58		2.66				41,336		日																41,701		月		102.32		100.32		101.32		3.19		3.03		3.11				42,066		火		121.06		119.06		120.06		3.79		3.63		3.71				42,065		水		114.96		112.96		113.96		3.28		3.12		3.20				42,066		金		115.23		113.23		114.23		3.34		3.18		3.26				42,066		土																43,527		日																43,892		月		108.66		106.66		107.66		3.49		3.33		3.41				44,258		水						105.00

				39,510		月		104.07		102.07		103.07				39,876		水		99.39		97.39		98.39				40,241		木		89.52		87.52		88.52				40,606		金		83.36		81.36		82.36		2.78		2.62		2.70				40,971		土																41,337		月		94.65		92.65		93.65		3.22		3.06		3.14				41,702		火		102.54		100.54		101.54		3.20		3.04		3.12				42,067		水		120.58		118.58		119.58		3.78		3.62		3.70				42,066		木		114.67		112.67		113.67		3.28		3.12		3.20				42,067		土																42,067		日																43,528		月		113.03		111.03		112.03		3.61		3.45		3.53				43,893		火		109.24		107.24		108.24		3.53		3.37		3.45				44,259		木						105.00

				39,511		火		104.35		102.35		103.35				39,877		木		100.28		98.28		99.28				40,242		金		90.34		88.34		89.34				40,607		土																40,972		日																41,338		火		94.40		92.40		93.40		3.21		3.05		3.13				41,703		水		103.24		101.24		102.24		3.24		3.08		3.16				42,068		木		120.80		118.80		119.80		3.78		3.62		3.70				42,067		金		114.62		112.62		113.62		3.29		3.13		3.21				42,068		日																42,068		月		106.55		104.55		105.55		3.44		3.28		3.36				43,529		火		112.91		110.91		111.91		3.59		3.43		3.51				43,894		水		108.36		106.36		107.36		3.51		3.35		3.43				44,260		金						105.00

				39,512		水		104.43		102.43		103.43				39,878		金		99.50		97.50		98.50				40,243		土										40,608		日																40,973		月		82.57		80.57		81.57		2.74		2.58		2.66				41,339		水		94.14		92.14		93.14		3.21		3.05		3.13				41,704		木		103.40		101.40		102.40		3.25		3.09		3.17				42,069		金		121.04		119.04		120.04		3.78		3.62		3.70				42,068		土																42,069		月		114.78		112.78		113.78		3.33		3.17		3.25				42,069		火		107.24		105.24		106.24		3.47		3.31		3.39				43,530		水		112.74		110.74		111.74		3.60		3.44		3.52				43,895		木		108.53		106.53		107.53		3.51		3.35		3.43				44,261		土

				39,513		木		104.78		102.78		103.78				39,879		土										40,244		日										40,609		月		83.37		81.37		82.37		2.78		2.62		2.70				40,974		火		82.55		80.55		81.55		2.75		2.59		2.67				41,340		木		95.09		93.09		94.09		3.24		3.08		3.16				41,705		金		104.09		102.09		103.09		3.27		3.11		3.19				42,070		土																42,069		日																42,070		火		114.98		112.98		113.98		3.33		3.17		3.25				42,070		水		106.62		104.62		105.62		3.45		3.29		3.37				43,531		木		112.67		110.67		111.67		3.59		3.43		3.51				43,896		金		107.25		105.25		106.25		3.45		3.29		3.37				44,262		日

				39,514		金		103.88		101.88		102.88				39,880		日										40,245		月		91.41		89.41		90.41				40,610		火		83.25		81.25		82.25		2.78		2.62		2.70				40,975		水		81.74		79.74		80.74		2.71		2.55		2.63				41,341		金		95.96		93.96		94.96		3.27		3.11		3.19				41,706		土 ド																42,071		日																42,070		月		114.70		112.70		113.70		3.30		3.14		3.22				42,071		水		114.91		112.91		113.91		3.33		3.17		3.25				42,071		木		107.12		105.12		106.12		3.47		3.31		3.39				43,532		金		112.58		110.58		111.58		3.58		3.42		3.50				43,897		土																44,263		月						105.00

				39,515		土										39,881		月		99.12		97.12		98.12				40,246		火		91.14		89.14		90.14				40,611		水		83.90		81.90		82.90		2.81		2.65		2.73				40,976		木		82.33		80.33		81.33		2.74		2.58		2.66				41,342		土																41,707		日																42,072		月		121.74		119.74		120.74		3.79		3.63		3.71				42,071		火		114.03		112.03		113.03		3.27		3.11		3.19				42,072		木		115.60		113.60		114.60		3.33		3.17		3.25				42,072		金		107.73		105.73		106.73		3.49		3.33		3.41				43,533		土																43,898		日																44,264		火						105.00

				39,516		日										39,882		火		100.07		98.07		99.07				40,247		水		91.03		89.03		90.03				40,612		木		83.83		81.83		82.83		2.82		2.66		2.74				40,977		金		82.64		80.64		81.64		2.76		2.60		2.68				41,343		日																41,708		月		104.23		102.23		103.23		3.27		3.11		3.19				42,073		火		122.47		120.47		121.47		3.81		3.65		3.73				42,072		水		113.49		111.49		112.49		3.26		3.10		3.18				42,073		金		116.22		114.22		115.22		3.33		3.17		3.25				42,073		土																43,534		日																43,899		月		103.01		101.01		102.01		3.33		3.17		3.25				44,265		水						105.00

				39,517		月		103.33		101.33		102.33				39,883		水		99.72		97.72		98.72				40,248		木		91.46		89.46		90.46				40,613		金		83.92		81.92		82.92		2.81		2.65		2.73				40,978		土																41,344		月		97.10		95.10		96.10		3.31		3.15		3.23				41,709		火		104.28		102.28		103.28		3.27		3.11		3.19				42,074		水		122.21		120.21		121.21		3.79		3.63		3.71				42,073		木		114.31		112.31		113.31		3.29		3.13		3.21				42,074		土																42,074		日																43,535		月		111.95		109.95		110.95		3.58		3.42		3.50				43,900		火		104.28		102.28		103.28		3.37		3.21		3.29				44,266		木						105.00

				39,518		火		102.65		100.65		101.65				39,884		木		98.17		96.17		97.17				40,249		金		91.64		89.64		90.64				40,614		土																40,979		日																41,345		火		97.45		95.45		96.45		3.33		3.17		3.25				41,710		水		103.93		101.93		102.93		3.26		3.10		3.18				42,075		木		122.53		120.53		121.53		3.78		3.62		3.70				42,074		金		114.29		112.29		113.29		3.30		3.14		3.22				42,075		日																42,075		月		107.95		105.95		106.95		3.49		3.33		3.41				43,536		火		112.47		110.47		111.47		3.61		3.45		3.53				43,901		水		105.88		103.88		104.88		3.42		3.26		3.34				44,267		金						105.00

				39,519		水		104.09		102.09		103.09				39,885		金		98.58		96.58		97.58				40,250		土										40,615		日																40,980		月		83.30		81.30		82.30		2.77		2.61		2.69				41,346		水		97.04		95.04		96.04		3.33		3.17		3.25				41,711		木		103.81		101.81		102.81		3.26		3.10		3.18				42,076		金		122.44		120.44		121.44		3.78		3.62		3.70				42,075		土																42,076		月		115.82		113.82		114.82		3.33		3.17		3.25				42,076		火		107.37		105.37		106.37		3.48		3.32		3.40				43,537		水		112.29		110.29		111.29		3.60		3.44		3.52				43,902		木		105.60		103.60		104.60		3.40		3.24		3.32				44,268		土

				39,520		木		102.71		100.71		101.71				39,886		土										40,251		日										40,616		月		83.10		81.10		82.10		2.78		2.62		2.70				40,981		火		83.36		81.36		82.36		2.77		2.61		2.69				41,347		木		96.92		94.92		95.92		3.32		3.16		3.24				41,712		金		102.82		100.82		101.82		3.24		3.08		3.16				42,077		土																42,076		日																42,077		火		115.86		113.86		114.86		3.33		3.17		3.25				42,077		水		107.70		105.70		106.70		3.50		3.34		3.42				43,538		木		112.29		110.29		111.29		3.60		3.44		3.52				43,903		金		106.17		104.17		105.17		3.39		3.23		3.31				44,269		日

				39,521		金		102.05		100.05		101.05				39,887		日										40,252		月		91.80		89.80		90.80				40,617		火		82.86		80.86		81.86		2.78		2.62		2.70				40,982		水		84.19		82.19		83.19		2.80		2.64		2.72				41,348		金		97.17		95.17		96.17		3.34		3.18		3.26				41,713		土 ド																42,078		日																42,077		月		114.89		112.89		113.89		3.33		3.17		3.25				42,078		水		115.83		113.83		114.83		3.34		3.18		3.26				42,078		木		107.04		105.04		106.04		3.49		3.33		3.41				43,539		金		112.94		110.94		111.94		3.61		3.45		3.53				43,904		土																44,270		月						105.00

				39,522		土										39,888		月		99.40		97.40		98.40				40,253		火		91.25		89.25		90.25				40,618		水		82.12		80.12		81.12		2.74		2.58		2.66				40,983		木		85.00		83.00		84.00		2.81		2.65		2.73				41,349		土																41,714		日																42,079		月		122.40		120.40		121.40		3.77		3.61		3.69				42,078		火		114.90		112.90		113.90		3.33		3.17		3.25				42,079		木		114.28		112.28		113.28		3.32		3.16		3.24				42,079		金		107.28		105.28		106.28		3.49		3.33		3.41				43,540		土																43,905		日																44,271		火						105.00

				39,523		日										39,889		火		99.48		97.48		98.48				40,254		水		91.43		89.43		90.43				40,619		木		80.34		78.34		79.34		2.70		2.54		2.62				40,984		金		84.55		82.55		83.55		2.80		2.64		2.72				41,350		日																41,715		月		102.42		100.42		101.42		3.22		3.06		3.14				42,080		火		122.43		120.43		121.43		3.77		3.61		3.69				42,079		水		114.31		112.31		113.31		3.31		3.15		3.23				42,080		金		114.48		112.48		113.48		3.33		3.17		3.25				42,080		土																43,541		日																43,906		月		107.91		105.91		106.91		3.44		3.28		3.36				44,272		水						105.00

				39,524		月		98.52		96.52		97.52				39,890		水		99.73		97.73		98.73				40,255		木		91.39		89.39		90.39				40,620		金		82.35		80.35		81.35		2.76		2.60		2.68				40,985		土																41,351		月		95.95		93.95		94.95		3.29		3.13		3.21				41,716		火		102.82		100.82		101.82		3.24		3.08		3.16				42,081		水		122.33		120.33		121.33		3.77		3.61		3.69				42,080		木		113.85		111.85		112.85		3.32		3.16		3.24				42,081		土																42,081		日																43,542		月		112.58		110.58		111.58		3.60		3.44		3.52				43,907		火		107.60		105.60		106.60		3.40		3.24		3.32				44,273		木						105.00

				39,525		火		98.02		96.02		97.02				39,891		木		97.39		95.39		96.39				40,256		金		91.50		89.50		90.50				40,621		土																40,986		日																41,352		火		96.53		94.53		95.53		3.33		3.17		3.25				41,717		水		102.43		100.43		101.43		3.23		3.07		3.15				42,082		木		120.79		118.79		119.79		3.75		3.59		3.67				42,081		金		112.17		110.17		111.17		3.28		3.12		3.20				42,082		日																42,082		月		106.93		104.93		105.93		3.48		3.32		3.40				43,543		火		112.33		110.33		111.33		3.60		3.44		3.52				43,908		水		108.39		106.39		107.39		3.42		3.26		3.34				44,274		金						105.00

				39,526		水		100.72		98.72		99.72				39,892		金										40,257		土										40,622		日																40,987		月		84.56		82.56		83.56		2.80		2.64		2.72				41,353		水																41,718		木		103.32		101.32		102.32		3.24		3.08		3.16				42,083		金		121.75		119.75		120.75		3.76		3.60		3.68				42,082		土																42,083		月																42,083		火		107.13		105.13		106.13		3.48		3.32		3.40				43,544		水		112.65		110.65		111.65		3.61		3.45		3.53				43,909		木		109.98		107.98		108.98		3.42		3.26		3.34				44,275		土

				39,527		木										39,893		土										40,258		日										40,623		月																40,988		火																41,354		木		96.90		94.90		95.90		3.37		3.21		3.29				41,719		金																42,084		土																42,083		日																42,084		火		113.40		111.40		112.40		3.32		3.16		3.24				42,084		水																43,545		木																43,910		金																44,276		日

				39,528		金		100.53		98.53		99.53				39,894		日										40,259		月										40,624		火		82.00		80.00		81.00		2.76		2.60		2.68				40,989		水		84.68		82.68		83.68		2.80		2.64		2.72				41,355		金		96.08		94.08		95.08		3.34		3.18		3.26				41,720		土 ド																42,085		日																42,084		月																42,085		水		112.72		110.72		111.72		3.29		3.13		3.21				42,085		木		106.63		104.63		105.63		3.47		3.31		3.39				43,546		金		111.74		109.74		110.74		3.57		3.41		3.49				43,911		土																44,277		月						105.00

				39,529		土										39,895		月		97.19		95.19		96.19				40,260		火		91.29		89.29		90.29				40,625		水		82.03		80.03		81.03		2.76		2.60		2.68				40,990		木		84.40		82.40		83.40		2.80		2.64		2.72				41,356		土																41,721		日																42,086		月		120.95		118.95		119.95		3.77		3.61		3.69				42,085		火		112.93		110.93		111.93		3.29		3.13		3.21				42,086		木		112.48		110.48		111.48		3.30		3.14		3.22				42,086		金		105.93		103.93		104.93		3.44		3.28		3.36				43,547		土																43,912		日																44,278		火						105.00

				39,530		日										39,896		火		98.71		96.71		97.71				40,261		水		91.43		89.43		90.43				40,626		木		81.98		79.98		80.98		2.75		2.59		2.67				40,991		金		83.73		81.73		82.73		2.77		2.61		2.69				41,357		日																41,722		月		103.32		101.32		102.32		3.24		3.08		3.16				42,087		火		120.81		118.81		119.81		3.77		3.61		3.69				42,086		水		113.21		111.21		112.21		3.29		3.13		3.21				42,087		金		112.35		110.35		111.35		3.30		3.14		3.22				42,087		土																43,548		日																43,913		月		111.82		109.82		110.82		3.45		3.29		3.37				44,279		水						105.00

				39,531		月		100.86		98.86		99.86				39,897		水		98.87		96.87		97.87				40,262		木		92.84		90.84		91.84				40,627		金		82.00		80.00		81.00		2.76		2.60		2.68				40,992		土																41,358		月		95.84		93.84		94.84		3.33		3.17		3.25				41,723		火		103.21		101.21		102.21		3.24		3.08		3.16				42,088		水		120.82		118.82		119.82		3.77		3.61		3.69				42,087		木		113.42		111.42		112.42		3.27		3.11		3.19				42,088		土																42,088		日																43,549		月		110.91		108.91		109.91		3.55		3.39		3.47				43,914		火		111.63		109.63		110.63		3.46		3.30		3.38				44,280		木						105.00

				39,532		火		101.72		99.72		100.72				39,898		木		98.72		96.72		97.72				40,263		金		93.44		91.44		92.44				40,628		土																40,993		日																41,359		火		95.05		93.05		94.05		3.29		3.13		3.21				41,724		水		103.34		101.34		102.34		3.23		3.07		3.15				42,089		木		120.38		118.38		119.38		3.75		3.59		3.67				42,088		金		114.31		112.31		113.31		3.29		3.13		3.21				42,089		日																42,089		月		106.00		104.00		105.00		3.45		3.29		3.37				43,550		火		111.21		109.21		110.21		3.57		3.41		3.49				43,915		水		112.16		110.16		111.16		3.47		3.31		3.39				44,281		金						105.00

				39,533		水		100.90		98.90		99.90				39,899		金		99.59		97.59		98.59				40,264		土										40,629		日																40,994		月		83.74		81.74		82.74		2.78		2.62		2.70				41,360		水		95.59		93.59		94.59		3.30		3.14		3.22				41,725		木		102.85		100.85		101.85		3.21		3.05		3.13				42,090		金		120.17		118.17		119.17		3.73		3.57		3.65				42,089		土																42,090		月		111.44		109.44		110.44		3.28		3.12		3.20				42,090		火		106.59		104.59		105.59		3.47		3.31		3.39				43,551		水		111.53		109.53		110.53		3.57		3.41		3.49				43,916		木		111.77		109.77		110.77		3.46		3.30		3.38				44,282		土

				39,534		木		99.81		97.81		98.81				39,900		土										40,265		日										40,630		月		82.53		80.53		81.53		2.77		2.61		2.69				40,995		火		83.90		81.90		82.90		2.79		2.63		2.71				41,361		木		95.32		93.32		94.32		3.31		3.15		3.23				41,726		金		103.06		101.06		102.06		3.21		3.05		3.13				42,091		土																42,090		日																42,091		火		111.77		109.77		110.77		3.29		3.13		3.21				42,091		水		106.50		104.50		105.50		3.46		3.30		3.38				43,552		木		111.36		109.36		110.36		3.54		3.38		3.46				43,917		金		109.95		107.95		108.95		3.42		3.26		3.34				44,283		日

				39,535		金		100.40		98.40		99.40				39,901		日										40,266		月		93.48		91.48		92.48				40,631		火		82.60		80.60		81.60		2.77		2.61		2.69				40,996		水		83.98		81.98		82.98		2.78		2.62		2.70				41,362		金		95.05		93.05		94.05		3.28		3.12		3.20				41,727		土 ド																42,092		日																42,091		月		114.44		112.44		113.44		3.29		3.13		3.21				42,092		水		112.05		110.05		111.05		3.30		3.14		3.22				42,092		木		107.90		105.90		106.90		3.50		3.34		3.42				43,553		金		111.99		109.99		110.99		3.57		3.41		3.49				43,918		土																44,284		月						105.00

				39,536		土										39,902		月		99.14		97.14		98.14				40,267		火		93.17		91.17		92.17				40,632		水		83.47		81.47		82.47		2.80		2.64		2.72				40,997		木		83.70		81.70		82.70		2.76		2.60		2.68				41,363		土																41,728		日																42,093		月		120.26		118.26		119.26		3.73		3.57		3.65				42,092		火		114.26		112.26		113.26		3.28		3.12		3.20				42,093		木		112.37		110.37		111.37		3.31		3.15		3.23				42,093		金		107.24		105.24		106.24		3.48		3.32		3.40		2Q時点予想レート（実績含む） ジテンヨソウジッセキフク		43,554		土																43,919		日																44,285		火						105.00

				39,537		日										39,903		火		99.23		97.23		98.23				40,268		水		94.04		92.04		93.04				40,633		木		84.15		82.15		83.15		2.83		2.67		2.75				40,998		金		83.19		81.19		82.19		2.75		2.59		2.67				41,364		日																41,729		月		103.92		101.92		102.92		3.25		3.09		3.17				42,094		火		121.17		119.17		120.17		3.78		3.62		3.70				42,093		水		113.66		111.66		112.66		3.27		3.11		3.19				42,094		金		113.19		111.19		112.19		3.34		3.18		3.26		108.34		42,094		土														110.85		43,555		日																43,920		月		108.68		106.68		107.68		3.38		3.22		3.30				44,286		水						105.00

				39,538		月		101.19		99.19		100.19				39,904		水		99.89		97.89		98.89				40,269		木		94.43		92.43		93.43				40,634		金		84.48		82.48		83.48		2.84		2.68		2.76				40,999		土																41,365		月 ゲツ		95.39		93.39		94.39		3.30		3.14		3.22				41,730		火 カ		104.20		102.20		103.20		3.26		3.10		3.18				42,095		水		120.96		118.96		119.96		3.77		3.61		3.69				42,094		木		113.68		111.68		112.68		3.27		3.11		3.19		120.15		42,095		土																42,095		日																43,556		月		112.10		110.10		111.10		3.59		3.43		3.51				43,921		火		109.83		107.83		108.83		3.42		3.26		3.34				44,287		木

				39,539		火		100.84		98.84		99.84				39,905		木		99.59		97.59		98.59				40,270		金		94.82		92.82		93.82				40,635		土																41,000		日																41,366		火 カ		94.13		92.13		93.13		3.26		3.10		3.18				41,731		水 スイ		104.70		102.70		103.70		3.29		3.13		3.21				42,096		木		120.66		118.66		119.66		3.76		3.60		3.68				42,095		金		113.35		111.35		112.35		3.28		3.12		3.20				42,096		日																42,096		月		107.30		105.30		106.30		3.49		3.33		3.41				43,557		火		112.44		110.44		111.44		3.59		3.43		3.51				43,922		水		108.59		106.59		107.59		3.36		3.20		3.28				44,288		金

				39,540		水		102.91		100.91		101.91				39,906		金		100.89		98.89		99.89				40,271		土										40,636		日																41,001		月		84.20		82.20		83.20		2.79		2.63		2.71				41,367		水 スイ		94.66		92.66		93.66		3.27		3.11		3.19				41,732		木		104.88		102.88		103.88		3.28		3.12		3.20				42,097		金		120.71		118.71		119.71		3.77		3.61		3.69				42,096		土																42,097		月		112.27		110.27		111.27		3.33		3.17		3.25				42,097		火		106.84		104.84		105.84		3.47		3.31		3.39				43,558		水		112.52		110.52		111.52		3.60		3.44		3.52				43,923		木		108.50		106.50		107.50		3.33		3.17		3.25				44,289		土

				39,541		木		103.29		101.29		102.29				39,907		土										40,272		日										40,637		月		85.14		83.14		84.14		2.86		2.70		2.78				41,002		火		82.80		80.80		81.80		2.73		2.57		2.65				41,368		木 モク		93.91		91.91		92.91		3.24		3.08		3.16				41,733		金		104.91		102.91		103.91		3.28		3.12		3.20				42,098		土																42,097		日																42,098		火		111.60		109.60		110.60		3.30		3.14		3.22				42,098		水		107.54		105.54		106.54		3.50		3.34		3.42				43,559		木		112.54		110.54		111.54		3.60		3.44		3.52				43,924		金		109.11		107.11		108.11		3.36		3.20		3.28				44,290		日

				39,542		金		103.53		101.53		102.53				39,908		日										40,273		月		95.40		93.40		94.40				40,638		火		85.33		83.33		84.33		2.88		2.72		2.80				41,003		水		83.85		81.85		82.85		2.76		2.60		2.68				41,369		金 キン		97.94		95.94		96.94		3.39		3.23		3.31				41,734		土 ド																42,099		日																42,098		月		112.47		110.47		111.47		3.25		3.09		3.17				42,099		水		111.77		109.77		110.77		3.29		3.13		3.21				42,099		木		107.83		105.83		106.83		3.51		3.35		3.43				43,560		金		112.81		110.81		111.81		3.60		3.44		3.52				43,925		土																44,291		月

				39,543		土										39,909		月		101.77		99.77		100.77				40,274		火		95.26		93.26		94.26				40,639		水		86.18		84.18		85.18		2.90		2.74		2.82				41,004		木		83.36		81.36		82.36		2.73		2.57		2.65				41,370		土 ド																41,735		日																42,100		月		120.05		118.05		119.05		3.76		3.60		3.68				42,099		火		111.99		109.99		110.99		3.22		3.06		3.14				42,100		木		111.56		109.56		110.56		3.28		3.12		3.20				42,100		金		108.22		106.22		107.22		3.51		3.35		3.43				43,561		土																43,926		日																44,292		火

				39,544		日										39,910		火		101.60		99.60		100.60				40,275		水		94.76		92.76		93.76				40,640		木		86.44		84.44		85.44		2.92		2.76		2.84				41,005		金		83.38		81.38		82.38		2.74		2.58		2.66				41,371		日 ニチ																41,736		月		104.20		102.20		103.20		3.26		3.10		3.18				42,101		火		120.52		118.52		119.52		3.76		3.60		3.68				42,100		水		111.40		109.40		110.40		3.21		3.05		3.13				42,101		金		111.93		109.93		110.93		3.29		3.13		3.21				42,101		土																43,562		日																43,927		月		109.96		107.96		108.96		3.39		3.23		3.31				44,293		水

				39,545		月		103.12		101.12		102.12				39,911		水		101.66		99.66		100.66				40,276		木		94.39		92.39		93.39				40,641		金		86.16		84.16		85.16		2.91		2.75		2.83				41,006		土																41,372		月 ゲツ		99.54		97.54		98.54		3.44		3.28		3.36				41,737		火 カ		103.95		101.95		102.95		3.26		3.10		3.18				42,102		水		121.24		119.24		120.24		3.77		3.61		3.69				42,101		木		110.60		108.60		109.60		3.19		3.03		3.11				42,102		土																42,102		日																43,563		月		112.44		110.44		111.44		3.57		3.41		3.49				43,928		火		110.10		108.10		109.10		3.41		3.25		3.33				44,294		木

				39,546		火		103.42		101.42		102.42				39,912		木		100.82		98.82		99.82				40,277		金		94.63		92.63		93.63				40,642		土																41,007		日																41,373		火 カ		100.36		98.36		99.36		3.49		3.33		3.41				41,738		水 スイ		102.97		100.97		101.97		3.24		3.08		3.16				42,103		木		121.31		119.31		120.31		3.78		3.62		3.70				42,102		金		109.85		107.85		108.85		3.17		3.01		3.09				42,103		日																42,103		月		107.87		105.87		106.87		3.50		3.34		3.42				43,564		火		112.42		110.42		111.42		3.58		3.42		3.50				43,929		水		109.67		107.67		108.67		3.39		3.23		3.31				44,295		金

				39,547		水		103.62		101.62		102.62				39,913		金		101.66		99.66		100.66				40,278		土										40,643		日																41,008		月		82.51		80.51		81.51		2.72		2.56		2.64				41,374		水 スイ		100.20		98.20		99.20		3.52		3.36		3.44				41,739		木		103.06		101.06		102.06		3.26		3.10		3.18				42,104		金		121.51		119.51		120.51		3.79		3.63		3.71				42,103		土																42,104		月		112.43		110.43		111.43		3.30		3.14		3.22				42,104		火		107.75		105.75		106.75		3.50		3.34		3.42				43,565		水		112.20		110.20		111.20		3.58		3.42		3.50				43,930		木		110.07		108.07		109.07		3.42		3.26		3.34				44,296		土

				39,548		木		102.45		100.45		101.45				39,914		土										40,279		日										40,644		月		85.96		83.96		84.96		2.91		2.75		2.83				41,009		火		82.83		80.83		81.83		2.73		2.57		2.65				41,375		木 モク		100.67		98.67		99.67		3.51		3.35		3.43				41,740		金		102.54		100.54		101.54		3.23		3.07		3.15				42,105		土																42,104		日																42,105		火		111.83		109.83		110.83		3.29		3.13		3.21				42,105		水		108.10		106.10		107.10		3.52		3.36		3.44				43,566		木		112.11		110.11		111.11		3.58		3.42		3.50				43,931		金		109.61		107.61		108.61		3.40		3.24		3.32				44,297		日

				39,549		金		102.92		100.92		101.92				39,915		日										40,280		月		94.10		92.10		93.10				40,645		火		85.32		83.32		84.32		2.88		2.72		2.80				41,010		水		81.75		79.75		80.75		2.69		2.53		2.61				41,376		金 キン		100.63		98.63		99.63		3.51		3.35		3.43				41,741		土 ド																42,106		日																42,105		月		109.11		107.11		108.11		3.16		3.00		3.08				42,106		水		110.58		108.58		109.58		3.26		3.10		3.18				42,106		木		107.91		105.91		106.91		3.52		3.36		3.44				43,567		金		112.80		110.80		111.80		3.60		3.44		3.52				43,932		土																44,298		月

				39,550		土										39,916		月		101.36		99.36		100.36				40,281		火		94.00		92.00		93.00				40,646		水		85.01		83.01		84.01		2.86		2.70		2.78				41,011		木		81.99		79.99		80.99		2.71		2.55		2.63				41,377		土 ド																41,742		日																42,107		月		121.22		119.22		120.22		3.78		3.62		3.70				42,106		火		109.10		107.10		108.10		3.17		3.01		3.09				42,107		木		109.83		107.83		108.83		3.25		3.09		3.17				42,107		金		108.41		106.41		107.41		3.52		3.36		3.44				43,568		土																43,933		日																44,299		火

				39,551		日										39,917		火		101.37		99.37		100.37				40,282		水		94.38		92.38		93.38				40,647		木		84.71		82.71		83.71		2.86		2.70		2.78				41,012		金		81.99		79.99		80.99		2.72		2.56		2.64				41,378		日 ニチ																41,743		月		102.46		100.46		101.46		3.22		3.06		3.14				42,108		火		120.84		118.84		119.84		3.76		3.60		3.68				42,107		水		109.67		107.67		108.67		3.19		3.03		3.11				42,108		金		110.22		108.22		109.22		3.27		3.11		3.19				42,108		土																43,569		日																43,934		月		109.23		107.23		108.23		3.39		3.23		3.31				44,300		水

				39,552		月		102.44		100.44		101.44				39,918		水		99.84		97.84		98.84				40,283		木		94.41		92.41		93.41				40,648		金		84.69		82.69		83.69		2.86		2.70		2.78				41,013		土																41,379		月 ゲツ		99.64		97.64		98.64		3.48		3.32		3.40				41,744		火 カ		102.88		100.88		101.88		3.24		3.08		3.16				42,109		水		120.62		118.62		119.62		3.77		3.61		3.69				42,108		木		110.41		108.41		109.41		3.19		3.03		3.11				42,109		土																42,109		日																43,570		月		113.01		111.01		112.01		3.61		3.45		3.53				43,935		火		108.63		106.63		107.63		3.37		3.21		3.29				44,301		木

				39,553		火		102.16		100.16		101.16				39,919		木		100.41		98.41		99.41				40,284		金		93.89		91.89		92.89				40,649		土																41,014		日																41,380		火 カ		97.83		95.83		96.83		3.41		3.25		3.33				41,745		水 スイ		103.10		101.10		102.10		3.24		3.08		3.16				42,110		木		120.00		118.00		119.00		3.76		3.60		3.68				42,109		金		110.74		108.74		109.74		3.21		3.05		3.13				42,110		日																42,110		月		108.51		106.51		107.51		3.53		3.37		3.45				43,571		火		113.00		111.00		112.00		3.60		3.44		3.52				43,936		水		108.18		106.18		107.18		3.37		3.21		3.29				44,302		金

				39,554		水		102.86		100.86		101.86				39,920		金		100.73		98.73		99.73				40,285		土										40,650		日																41,015		月		81.98		79.98		80.98		2.71		2.55		2.63				41,381		水 スイ		98.99		96.99		97.99		3.47		3.31		3.39				41,746		木		103.14		101.14		102.14		3.25		3.09		3.17				42,111		金		120.05		118.05		119.05		3.76		3.60		3.68				42,110		土																42,111		月		109.29		107.29		108.29		3.24		3.08		3.16				42,111		火		108.08		106.08		107.08		3.52		3.36		3.44				43,572		水		113.14		111.14		112.14		3.61		3.45		3.53				43,937		木		108.70		106.70		107.70		3.37		3.21		3.29				44,303		土

				39,555		木		102.93		100.93		101.93				39,921		土										40,286		日										40,651		月		84.14		82.14		83.14		2.84		2.68		2.76				41,016		火		81.55		79.55		80.55		2.69		2.53		2.61				41,382		木 モク		98.86		96.86		97.86		3.48		3.32		3.40				41,747		金		103.55		101.55		102.55		3.27		3.11		3.19				42,112		土																42,111		日																42,112		火		110.19		108.19		109.19		3.26		3.10		3.18				42,112		水		108.20		106.20		107.20		3.52		3.36		3.44				43,573		木		113.04		111.04		112.04		3.61		3.45		3.53				43,938		金		108.94		106.94		107.94		3.40		3.24		3.32				44,304		日

				39,556		金		103.59		101.59		102.59				39,922		日										40,287		月		93.08		91.08		92.08				40,652		火		83.70		81.70		82.70		2.82		2.66		2.74				41,017		水		82.06		80.06		81.06		2.72		2.56		2.64				41,383		金 キン		99.29		97.29		98.29		3.51		3.35		3.43				41,748		土 ド																42,113		日																42,112		月		109.01		107.01		108.01		3.16		3.00		3.08				42,113		水		109.56		107.56		108.56		3.24		3.08		3.16				42,113		木		108.49		106.49		107.49		3.52		3.36		3.44				43,574		金		113.01		111.01		112.01		3.61		3.45		3.53				43,939		土																44,305		月

				39,557		土										39,923		月		100.23		98.23		99.23				40,288		火		93.62		91.62		92.62				40,653		水		83.86		81.86		82.86		2.84		2.68		2.76				41,018		木		82.44		80.44		81.44		2.72		2.56		2.64				41,384		土 ド																41,749		日																42,114		月		119.94		117.94		118.94		3.76		3.60		3.68				42,113		火		110.12		108.12		109.12		3.20		3.04		3.12				42,114		木		110.05		108.05		109.05		3.25		3.09		3.17				42,114		金		108.48		106.48		107.48		3.52		3.36		3.44				43,575		土																43,940		日																44,306		火

				39,558		日										39,924		火		99.07		97.07		98.07				40,289		水		94.07		92.07		93.07				40,654		木		83.30		81.30		82.30		2.83		2.67		2.75				41,019		金		82.66		80.66		81.66		2.73		2.57		2.65				41,385		日 ニチ																41,750		月		103.65		101.65		102.65		3.27		3.11		3.19				42,115		火		120.33		118.33		119.33		3.76		3.60		3.68				42,114		水		110.20		108.20		109.20		3.22		3.06		3.14				42,115		金		110.31		108.31		109.31		3.26		3.10		3.18				42,115		土																43,576		日																43,941		月		108.89		106.89		107.89		3.40		3.24		3.32				44,307		水

				39,559		月		105.00		103.00		104.00				39,925		水		99.60		97.60		98.60				40,290		木		93.91		91.91		92.91				40,655		金		82.77		80.77		81.77		2.82		2.66		2.74				41,020		土																41,386		月 ゲツ		100.75		98.75		99.75		3.57		3.41		3.49				41,751		火 カ		103.66		101.66		102.66		3.26		3.10		3.18				42,116		水		120.66		118.66		119.66		3.78		3.62		3.70				42,115		木		110.73		108.73		109.73		3.22		3.06		3.14				42,116		土																42,116		日																43,577		月		112.99		110.99		111.99		3.60		3.44		3.52				43,942		火		108.81		106.81		107.81		3.39		3.23		3.31				44,308		木

				39,560		火		104.14		102.14		103.14				39,926		木		98.79		96.79		97.79				40,291		金		94.38		92.38		93.38				40,656		土																41,021		日																41,387		火 カ		100.28		98.28		99.28		3.53		3.37		3.45				41,752		水 スイ		103.64		101.64		102.64		3.26		3.10		3.18				42,117		木		121.03		119.03		120.03		3.79		3.63		3.71				42,116		金		110.43		108.43		109.43		3.20		3.04		3.12				42,117		日																42,117		月		108.84		106.84		107.84		3.52		3.36		3.44				43,578		火		112.86		110.86		111.86		3.59		3.43		3.51				43,943		水		108.86		106.86		107.86		3.40		3.24		3.32				44,309		金

				39,561		水		104.06		102.06		103.06				39,927		金		98.83		96.83		97.83				40,292		土										40,657		日																41,022		月		82.50		80.50		81.50		2.72		2.56		2.64				41,388		水 スイ		100.63		98.63		99.63		3.54		3.38		3.46				41,753		木		103.50		101.50		102.50		3.25		3.09		3.17				42,118		金		120.54		118.54		119.54		3.77		3.61		3.69				42,117		土																42,118		月		110.96		108.96		109.96		3.29		3.13		3.21				42,118		火		109.76		107.76		108.76		3.53		3.37		3.45				43,579		水		112.95		110.95		111.95		3.58		3.42		3.50				43,944		木		108.83		106.83		107.83		3.42		3.26		3.34				44,310		土

				39,562		木		104.36		102.36		103.36				39,928		土										40,293		日										40,658		月		83.18		81.18		82.18		2.83		2.67		2.75				41,023		火		82.14		80.14		81.14		2.70		2.54		2.62				41,389		木 モク		100.56		98.56		99.56		3.52		3.36		3.44				41,754		金		103.39		101.39		102.39		3.25		3.09		3.17				42,119		土																42,118		日																42,119		火		110.93		108.93		109.93		3.28		3.12		3.20				42,119		水		109.88		107.88		108.88		3.54		3.38		3.46				43,580		木		113.28		111.28		112.28		3.59		3.43		3.51				43,945		金		108.73		106.73		107.73		3.41		3.25		3.33				44,311		日

				39,563		金		105.38		103.38		104.38				39,929		日										40,294		月		95.20		93.20		94.20				40,659		火		82.80		80.80		81.80		2.81		2.65		2.73				41,024		水		82.43		80.43		81.43		2.72		2.56		2.64				41,390		金 キン		100.16		98.16		99.16		3.48		3.32		3.40				41,755		土 ド																42,120		日																42,119		月		112.41		110.41		111.41		3.26		3.10		3.18				42,120		水		112.33		110.33		111.33		3.32		3.16		3.24				42,120		木		110.43		108.43		109.43		3.55		3.39		3.47				43,581		金		112.85		110.85		111.85		3.56		3.40		3.48				43,946		土																44,312		月

				39,564		土										39,930		月		97.98		95.98		96.98				40,295		火		94.78		92.78		93.78				40,660		水		82.49		80.49		81.49		2.80		2.64		2.72				41,025		木		82.36		80.36		81.36		2.71		2.55		2.63				41,391		土 ド																41,756		日																42,121		月		119.93		117.93		118.93		3.73		3.57		3.65				42,120		火		111.97		109.97		110.97		3.24		3.08		3.16				42,121		木		112.35		110.35		111.35		3.31		3.15		3.23				42,121		金		110.35		108.35		109.35		3.53		3.37		3.45				43,582		土																43,947		日																44,313		火

				39,565		日										39,931		火		97.56		95.56		96.56				40,296		水		94.06		92.06		93.06				40,661		木		83.08		81.08		82.08		2.83		2.67		2.75				41,026		金		82.19		80.19		81.19		2.72		2.56		2.64				41,392		日 ニチ																41,757		月		103.12		101.12		102.12		3.24		3.08		3.16				42,122		火		120.16		118.16		119.16		3.73		3.57		3.65				42,121		水		112.28		110.28		111.28		3.25		3.09		3.17				42,122		金		112.29		110.29		111.29		3.29		3.13		3.21				42,122		土																43,583		日																43,948		月		108.60		106.60		107.60		3.40		3.24		3.32				44,314		水

				39,566		月		105.74		103.74		104.74				39,932		水										40,297		木										40,662		金																41,027		土																41,393		月 ゲツ																41,758		火 カ																42,123		水																42,122		木		110.75		108.75		109.75		3.21		3.05		3.13				42,123		土																42,123		日																43,584		月																43,949		火		108.30		106.30		107.30		3.39		3.23		3.31				44,315		木

				39,567		火										39,933		木		98.78		96.78		97.78				40,298		金		95.07		93.07		94.07				40,663		土																41,028		日																41,394		火 カ		98.92		96.92		97.92		3.43		3.27		3.35				41,759		水 スイ		103.61		101.61		102.61		3.26		3.10		3.18				42,124		木		120.00		118.00		119.00		3.71		3.55		3.63				42,123		金																42,124		日																42,124		月																43,585		火																43,950		水																44,316		金

				39,568		水		105.14		103.14		104.14				39,934		金		100.08		98.08		99.08				40,299		土										40,664		日																41,029		月																41,395		水 スイ		98.14		96.14		97.14		3.40		3.24		3.32				41,760		木		103.21		101.21		102.21		3.23		3.07		3.15				42,125		金		120.65		118.65		119.65		3.71		3.55		3.63				42,124		土																42,125		月		112.49		110.49		111.49		3.30		3.14		3.22				42,125		火		110.36		108.36		109.36		3.54		3.38		3.46				43,586		水																43,951		木		107.87		105.87		106.87		3.38		3.22		3.30				44,317		土

				39,569		木		104.87		102.87		103.87				39,935		土										40,300		日										40,665		月		82.16		80.16		81.16		2.79		2.63		2.71				41,030		火		80.86		78.86		79.86		2.67		2.51		2.59				41,396		木 モク		98.24		96.24		97.24		3.39		3.23		3.31				41,761		金		103.37		101.37		102.37		3.24		3.08		3.16				42,126		土																42,125		日																42,126		火		112.89		110.89		111.89		3.31		3.15		3.23				42,126		水		110.90		108.90		109.90		3.54		3.38		3.46				43,587		木																43,952		金		108.28		106.28		107.28		3.38		3.22		3.30				44,318		日

				39,570		金		105.69		103.69		104.69				39,936		日										40,301		月										40,666		火																41,031		水		81.22		79.22		80.22		2.69		2.53		2.61				41,397		金 キン																41,762		土 ド																42,127		日																42,126		月		107.42		105.42		106.42		3.13		2.97		3.05				42,127		水																42,127		木																43,588		金																43,953		土																44,319		月

				39,571		土										39,937		月										40,302		火										40,667		水																41,032		木																41,398		土 ド																41,763		日																42,128		月																42,127		火																42,128		木																42,128		金																43,589		土																43,954		日																44,320		火

				39,572		日										39,938		火										40,303		水										40,668		木																41,033		金																41,399		日 ニチ																41,764		月																42,129		火																42,128		水																42,129		金																42,129		土																43,590		日																43,955		月																44,321		水

				39,573		月										39,939		水										40,304		木		94.63		92.63		93.63				40,669		金		81.42		79.42		80.42		2.74		2.58		2.66				41,034		土																41,400		月 ゲツ																41,765		火 カ																42,130		水																42,129		木																42,130		土																42,130		日																43,591		月																43,956		火																44,322		木

				39,574		火										39,940		木		99.64		97.64		98.64				40,305		金		92.54		90.54		91.54				40,670		土																41,035		日																41,401		火 カ		100.13		98.13		99.13		3.44		3.28		3.36				41,766		水 スイ		102.60		100.60		101.60		3.21		3.05		3.13				42,131		木		120.32		118.32		119.32		3.67		3.51		3.59				42,130		金		108.39		106.39		107.39		3.13		2.97		3.05				42,131		日																42,131		月		109.95		107.95		108.95		3.51		3.35		3.43				43,592		火		111.69		109.69		110.69		3.55		3.39		3.47				43,957		水																44,323		金

				39,575		水		105.87		103.87		104.87				39,941		金		100.34		98.34		99.34				40,306		土										40,671		日																41,036		月		80.86		78.86		79.86		2.66		2.50		2.58				41,402		水 スイ		99.90		97.90		98.90		3.42		3.26		3.34				41,767		木		102.88		100.88		101.88		3.22		3.06		3.14				42,132		金		120.83		118.83		119.83		3.65		3.49		3.57				42,131		土																42,132		月		113.74		111.74		112.74		3.33		3.17		3.25				42,132		火		109.91		107.91		108.91		3.51		3.35		3.43				43,593		水		111.19		109.19		110.19		3.54		3.38		3.46				43,958		木		107.27		105.27		106.27		3.35		3.19		3.27				44,324		土

				39,576		木		105.84		103.84		104.84				39,942		土										40,307		日										40,672		月		81.68		79.68		80.68		2.75		2.59		2.67				41,037		火		81.02		79.02		80.02		2.66		2.50		2.58				41,403		木 モク		99.89		97.89		98.89		3.45		3.29		3.37				41,768		金		102.68		100.68		101.68		3.21		3.05		3.13				42,133		土																42,132		日																42,133		火		114.28		112.28		113.28		3.34		3.18		3.26				42,133		水		110.31		108.31		109.31		3.50		3.34		3.42				43,594		木		111.01		109.01		110.01		3.54		3.38		3.46				43,959		金		107.36		105.36		106.36		3.38		3.22		3.30				44,325		日

				39,577		金		104.82		102.82		103.82				39,943		日										40,308		月		93.36		91.36		92.36				40,673		火		81.30		79.30		80.30		2.74		2.58		2.66				41,038		水		80.88		78.88		79.88		2.65		2.49		2.57				41,404		金 キン		101.96		99.96		100.96		3.49		3.33		3.41				41,769		土 ド																42,134		日																42,133		月		108.45		106.45		107.45		3.13		2.97		3.05				42,134		水		114.86		112.86		113.86		3.36		3.20		3.28				42,134		木		110.96		108.96		109.96		3.50		3.34		3.42				43,595		金		110.86		108.86		109.86		3.54		3.38		3.46				43,960		土																44,326		月

				39,578		土										39,944		月		99.56		97.56		98.56				40,309		火		93.97		91.97		92.97				40,674		水		81.93		79.93		80.93		2.77		2.61		2.69				41,039		木		80.72		78.72		79.72		2.64		2.48		2.56				41,405		土 ド																41,770		日																42,135		月		120.73		118.73		119.73		3.65		3.49		3.57				42,134		火		109.46		107.46		108.46		3.16		3.00		3.08				42,135		木		115.26		113.26		114.26		3.36		3.20		3.28				42,135		金		110.49		108.49		109.49		3.51		3.35		3.43				43,596		土																43,961		日																44,327		火

				39,579		日										39,945		火		98.50		96.50		97.50				40,310		水		93.82		91.82		92.82				40,675		木		82.15		80.15		81.15		2.78		2.62		2.70				41,040		金		80.94		78.94		79.94		2.65		2.49		2.57				41,406		日 ニチ																41,771		月		103.02		101.02		102.02		3.21		3.05		3.13				42,136		火		121.15		119.15		120.15		3.64		3.48		3.56				42,135		水		110.14		108.14		109.14		3.18		3.02		3.10				42,136		金		114.94		112.94		113.94		3.37		3.21		3.29				42,136		土																43,597		日																43,962		月		107.95		105.95		106.95		3.40		3.24		3.32				44,328		水

				39,580		月		103.91		101.91		102.91				39,946		水		96.89		94.89		95.89				40,311		木		94.18		92.18		93.18				40,676		金		82.03		80.03		81.03		2.76		2.60		2.68				41,041		土																41,407		月 ゲツ		102.92		100.92		101.92		3.50		3.34		3.42				41,772		火 カ		103.21		101.21		102.21		3.22		3.06		3.14				42,137		水		120.77		118.77		119.77		3.64		3.48		3.56				42,136		木		109.37		107.37		108.37		3.15		2.99		3.07				42,137		土																42,137		日																43,598		月		110.74		108.74		109.74		3.56		3.40		3.48				43,963		火		108.52		106.52		107.52		3.42		3.26		3.34				44,329		木

				39,581		火		104.92		102.92		103.92				39,947		木		96.46		94.46		95.46				40,312		金		93.77		91.77		92.77				40,677		土																41,042		日																41,408		火 カ		102.48		100.48		101.48		3.51		3.35		3.43				41,773		水 スイ		103.19		101.19		102.19		3.22		3.06		3.14				42,138		木		120.26		118.26		119.26		3.64		3.48		3.56				42,137		金		109.94		107.94		108.94		3.16		3.00		3.08				42,138		日																42,138		月		110.31		108.31		109.31		3.52		3.36		3.44				43,599		火		110.43		108.43		109.43		3.54		3.38		3.46				43,964		水		108.15		106.15		107.15		3.42		3.26		3.34				44,330		金

				39,582		水		105.86		103.86		104.86				39,948		金		97.05		95.05		96.05				40,313		土										40,678		日																41,043		月		81.13		79.13		80.13		2.65		2.49		2.57				41,409		水 スイ		103.14		101.14		102.14		3.52		3.36		3.44				41,774		木		102.83		100.83		101.83		3.22		3.06		3.14				42,139		金		120.39		118.39		119.39		3.65		3.49		3.57				42,138		土																42,139		月		114.43		112.43		113.43		3.36		3.20		3.28				42,139		火		110.74		108.74		109.74		3.53		3.37		3.45				43,600		水		110.62		108.62		109.62		3.56		3.40		3.48				43,965		木		107.89		105.89		106.89		3.42		3.26		3.34				44,331		土

				39,583		木		106.32		104.32		105.32				39,949		土										40,314		日										40,679		月		81.91		79.91		80.91		2.75		2.59		2.67				41,044		火		80.94		78.94		79.94		2.63		2.47		2.55				41,410		木 モク		103.17		101.17		102.17		3.52		3.36		3.44				41,775		金		102.63		100.63		101.63		3.21		3.05		3.13				42,140		土																42,139		日																42,140		火		114.77		112.77		113.77		3.38		3.22		3.30				42,140		水		111.33		109.33		110.33		3.52		3.36		3.44				43,601		木		110.51		108.51		109.51		3.56		3.40		3.48				43,966		金		108.43		106.43		107.43		3.43		3.27		3.35				44,332		日

				39,584		金		105.78		103.78		104.78				39,950		日										40,315		月		93.24		91.24		92.24				40,680		火		82.01		80.01		81.01		2.76		2.60		2.68				41,045		水		81.40		79.40		80.40		2.64		2.48		2.56				41,411		金 キン		103.29		101.29		102.29		3.52		3.36		3.44				41,776		土 ド																42,141		日																42,140		月		109.83		107.83		108.83		3.15		2.99		3.07				42,141		水		113.60		111.60		112.60		3.35		3.19		3.27				42,141		木		111.33		109.33		110.33		3.53		3.37		3.45				43,602		金		111.00		109.00		110.00		3.56		3.40		3.48				43,967		土																44,333		月

				39,585		土										39,951		月		95.84		93.84		94.84				40,316		火		93.55		91.55		92.55				40,681		水		82.41		80.41		81.41		2.77		2.61		2.69				41,046		木		81.29		79.29		80.29		2.64		2.48		2.56				41,412		土 ド																41,777		日																42,142		月		120.64		118.64		119.64		3.65		3.49		3.57				42,141		火		109.96		107.96		108.96		3.16		3.00		3.08				42,142		木		112.06		110.06		111.06		3.30		3.14		3.22				42,142		金		111.95		109.95		110.95		3.53		3.37		3.45				43,603		土																43,968		日																44,334		火

				39,586		日										39,952		火		97.22		95.22		96.22				40,317		水		92.61		90.61		91.61				40,682		木		82.66		80.66		81.66		2.79		2.63		2.71				41,047		金		80.43		78.43		79.43		2.61		2.45		2.53				41,413		日 ニチ																41,778		月		102.58		100.58		101.58		3.20		3.04		3.12				42,143		火		120.89		118.89		119.89		3.68		3.52		3.60				42,142		水		109.88		107.88		108.88		3.14		2.98		3.06				42,143		金		112.40		110.40		111.40		3.31		3.15		3.23				42,143		土																43,604		日																43,969		月		108.19		106.19		107.19		3.43		3.27		3.35				44,335		水

				39,587		月		105.13		103.13		104.13				39,953		水		96.92		94.92		95.92				40,318		木		92.87		90.87		91.87				40,683		金		82.77		80.77		81.77		2.78		2.62		2.70				41,048		土																41,414		月 ゲツ		103.86		101.86		102.86		3.53		3.37		3.45				41,779		火 カ		102.47		100.47		101.47		3.19		3.03		3.11				42,144		水		121.94		119.94		120.94		3.69		3.53		3.61				42,143		木		111.16		109.16		110.16		3.17		3.01		3.09				42,144		土																42,144		日																43,605		月		111.17		109.17		110.17		3.55		3.39		3.47				43,970		火		108.35		106.35		107.35		3.44		3.28		3.36				44,336		木

				39,588		火		105.32		103.32		104.32				39,954		木		95.46		93.46		94.46				40,319		金		90.96		88.96		89.96				40,684		土																41,049		日																41,415		火 カ		103.47		101.47		102.47		3.52		3.36		3.44				41,780		水 スイ		102.31		100.31		101.31		3.19		3.03		3.11				42,145		木		122.05		120.05		121.05		3.70		3.54		3.62				42,144		金		111.09		109.09		110.09		3.17		3.01		3.09				42,145		日																42,145		月		112.09		110.09		111.09		3.54		3.38		3.46				43,606		火		111.17		109.17		110.17		3.55		3.39		3.47				43,971		水		108.98		106.98		107.98		3.47		3.31		3.39				44,337		金

				39,589		水		104.52		102.52		103.52				39,955		金		95.15		93.15		94.15				40,320		土										40,685		日																41,050		月		80.17		78.17		79.17		2.60		2.44		2.52				41,416		水 スイ		103.60		101.60		102.60		3.53		3.37		3.45				41,781		木		102.43		100.43		101.43		3.21		3.05		3.13				42,146		金		122.07		120.07		121.07		3.71		3.55		3.63				42,145		土																42,146		月		112.54		110.54		111.54		3.33		3.17		3.25				42,146		火		111.96		109.96		110.96		3.54		3.38		3.46				43,607		水		111.53		109.53		110.53		3.54		3.38		3.46				43,972		木		108.75		106.75		107.75		3.46		3.30		3.38				44,338		土

				39,590		木		103.86		101.86		102.86				39,956		土										40,321		日										40,686		月		82.86		80.86		81.86		2.78		2.62		2.70				41,051		火		80.39		78.39		79.39		2.62		2.46		2.54				41,417		木 モク		104.51		102.51		103.51		3.54		3.38		3.46				41,782		金		102.84		100.84		101.84		3.22		3.06		3.14				42,147		土																42,146		日																42,147		火		112.16		110.16		111.16		3.32		3.16		3.24				42,147		水		111.88		109.88		110.88		3.55		3.39		3.47				43,608		木		111.28		109.28		110.28		3.53		3.37		3.45				43,973		金		108.75		106.75		107.75		3.47		3.31		3.39				44,339		日

				39,591		金		105.16		103.16		104.16				39,957		日										40,322		月		91.03		89.03		90.03				40,687		火		82.93		80.93		81.93		2.78		2.62		2.70				41,052		水		80.96		78.96		79.96		2.62		2.46		2.54				41,418		金 キン		103.34		101.34		102.34		3.50		3.34		3.42				41,783		土 ド																42,148		日																42,147		月		110.82		108.82		109.82		3.16		3.00		3.08				42,148		水		112.82		110.82		111.82		3.33		3.17		3.25				42,148		木		110.69		108.69		109.69		3.50		3.34		3.42				43,609		金		110.75		108.75		109.75		3.53		3.37		3.45				43,974		土																44,340		月

				39,592		土										39,958		月		95.54		93.54		94.54				40,323		火		91.15		89.15		90.15				40,688		水		83.15		81.15		82.15		2.78		2.62		2.70				41,053		木		80.48		78.48		79.48		2.60		2.44		2.52				41,419		土 ド																41,784		日																42,149		月		122.70		120.70		121.70		3.72		3.56		3.64				42,148		火		110.28		108.28		109.28		3.14		2.98		3.06				42,149		木		112.66		110.66		111.66		3.34		3.18		3.26				42,149		金		110.58		108.58		109.58		3.50		3.34		3.42				43,610		土																43,975		日																44,341		火

				39,593		日										39,959		火		95.85		93.85		94.85				40,324		水		91.18		89.18		90.18				40,689		木		83.00		81.00		82.00		2.78		2.62		2.70				41,054		金		80.69		78.69		79.69		2.61		2.45		2.53				41,420		日 ニチ																41,785		月		102.98		100.98		101.98		3.21		3.05		3.13				42,150		火		122.75		120.75		121.75		3.70		3.54		3.62				42,149		水		111.16		109.16		110.16		3.16		3.00		3.08				42,150		金		112.79		110.79		111.79		3.36		3.20		3.28				42,150		土																43,611		日																43,976		月		108.65		106.65		107.65		3.46		3.30		3.38				44,342		水

				39,594		月		104.18		102.18		103.18				39,960		水		96.14		94.14		95.14				40,325		木		91.04		89.04		90.04				40,690		金		82.23		80.23		81.23		2.75		2.59		2.67				41,055		土																41,421		月 ゲツ		101.87		99.87		100.87		3.45		3.29		3.37				41,786		火 カ		102.95		100.95		101.95		3.21		3.05		3.13				42,151		水		124.01		122.01		123.01		3.73		3.57		3.65				42,150		木		110.54		108.54		109.54		3.16		3.00		3.08				42,151		土																42,151		日																43,612		月		110.50		108.50		109.50		3.53		3.37		3.45				43,977		火		108.77		106.77		107.77		3.45		3.29		3.37				44,343		木

				39,595		火		104.38		102.38		103.38				39,961		木		96.96		94.96		95.96				40,326		金		92.22		90.22		91.22				40,691		土																41,056		日																41,422		火 カ		102.63		100.63		101.63		3.48		3.32		3.40				41,787		水 スイ		102.94		100.94		101.94		3.20		3.04		3.12				42,152		木		124.66		122.66		123.66		3.74		3.58		3.66				42,151		金		110.79		108.79		109.79		3.17		3.01		3.09				42,152		日																42,152		月		110.53		108.53		109.53		3.51		3.35		3.43				43,613		火		110.57		108.57		109.57		3.52		3.36		3.44				43,978		水		108.51		106.51		107.51		3.45		3.29		3.37				44,344		金

				39,596		水		105.17		103.17		104.17				39,962		金		97.48		95.48		96.48				40,327		土										40,692		日																41,057		月		80.47		78.47		79.47		2.59		2.43		2.51				41,423		水 スイ		103.22		101.22		102.22		3.48		3.32		3.40				41,788		木		102.75		100.75		101.75		3.20		3.04		3.12				42,153		金		124.73		122.73		123.73		3.74		3.58		3.66				42,152		土																42,153		月		112.34		110.34		111.34		3.34		3.18		3.26				42,153		火		110.25		108.25		109.25		3.49		3.33		3.41				43,614		水		110.28		108.28		109.28		3.51		3.35		3.43				43,979		木		108.92		106.92		107.92		3.47		3.31		3.39				44,345		土

				39,597		木		105.81		103.81		104.81				39,963		土										40,328		日										40,693		月		81.88		79.88		80.88		2.75		2.59		2.67				41,058		火		80.57		78.57		79.57		2.59		2.43		2.51				41,424		木 モク		102.18		100.18		101.18		3.42		3.26		3.34				41,789		金		102.66		100.66		101.66		3.19		3.03		3.11				42,154		土																42,153		日																42,154		火		112.10		110.10		111.10		3.34		3.18		3.26				42,154		水		109.41		107.41		108.41		3.46		3.30		3.38				43,615		木		110.62		108.62		109.62		3.53		3.37		3.45				43,980		金		108.53		106.53		107.53		3.46		3.30		3.38				44,346		日

				39,598		金		106.75		104.75		105.75				39,964		日										40,329		月		92.31		90.31		91.31				40,694		火		81.88		79.88		80.88		2.75		2.59		2.67				41,059		水		80.51		78.51		79.51		2.58		2.42		2.50				41,425		金 キン		102.18		100.18		101.18		3.44		3.28		3.36				41,790		土 ド																42,155		日																42,154		月		111.73		109.73		110.73		3.17		3.01		3.09				42,155		水		111.96		109.96		110.96		3.33		3.17		3.25				42,155		木		109.70		107.70		108.70		3.48		3.32		3.40				43,616		金		110.36		108.36		109.36		3.51		3.35		3.43				43,981		土																44,347		月

				39,599		土										39,965		月		95.97		93.97		94.97				40,330		火		91.93		89.93		90.93				40,695		水		82.45		80.45		81.45		2.77		2.61		2.69				41,060		木		79.92		77.92		78.92		2.56		2.40		2.48				41,426		土 ド																41,791		日																42,156		月		125.24		123.24		124.24		3.77		3.61		3.69				42,155		火		111.94		109.94		110.94		3.18		3.02		3.10				42,156		木		111.97		109.97		110.97		3.34		3.18		3.26				42,156		金		109.94		107.94		108.94		3.48		3.32		3.40				43,617		土																43,982		日																44,348		火

				39,600		日										39,966		火		97.30		95.30		96.30				40,331		水		92.32		90.32		91.32				40,696		木		82.10		80.10		81.10		2.76		2.60		2.68				41,061		金		79.69		77.69		78.69		2.55		2.39		2.47				41,427		日 ニチ																41,792		月		102.95		100.95		101.95		3.19		3.03		3.11				42,157		火		125.77		123.77		124.77		3.78		3.62		3.70				42,156		水		111.63		109.63		110.63		3.18		3.02		3.10				42,157		金		112.63		110.63		111.63		3.35		3.19		3.27				42,157		土																43,618		日																43,983		月		108.74		106.74		107.74		3.47		3.31		3.39				44,349		水

				39,601		月		106.30		104.30		105.30				39,967		水		96.66		94.66		95.66				40,332		木		93.13		91.13		92.13				40,697		金		81.84		79.84		80.84		2.75		2.59		2.67				41,062		土																41,428		月 ゲツ		101.45		99.45		100.45		3.39		3.23		3.31				41,793		火 カ		103.40		101.40		102.40		3.20		3.04		3.12				42,158		水		125.11		123.11		124.11		3.76		3.60		3.68				42,157		木		110.34		108.34		109.34		3.15		2.99		3.07				42,158		土																42,158		日																43,619		月		109.34		107.34		108.34		3.52		3.36		3.44				43,984		火		108.58		106.58		107.58		3.48		3.32		3.40				44,350		木

				39,602		火		105.42		103.42		104.42				39,968		木		97.21		95.21		96.21				40,333		金		93.76		91.76		92.76				40,698		土																41,063		日																41,429		火 カ		100.40		98.40		99.40		3.35		3.19		3.27				41,794		水 スイ		103.60		101.60		102.60		3.22		3.06		3.14				42,159		木		125.32		123.32		124.32		3.78		3.62		3.70				42,158		金		109.91		107.91		108.91		3.14		2.98		3.06				42,159		日																42,159		月		110.66		108.66		109.66		3.51		3.35		3.43				43,620		火		108.92		106.92		107.92		3.53		3.37		3.45				43,985		水		109.72		107.72		108.72		3.53		3.37		3.45				44,351		金

				39,603		水		106.15		104.15		105.15				39,969		金		97.65		95.65		96.65				40,334		土										40,699		日																41,064		月		79.15		77.15		78.15		2.55		2.39		2.47				41,430		水 スイ		101.25		99.25		100.25		3.37		3.21		3.29				41,795		木		103.65		101.65		102.65		3.22		3.06		3.14				42,160		金		125.47		123.47		124.47		3.77		3.61		3.69				42,159		土																42,160		月		111.49		109.49		110.49		3.32		3.16		3.24				42,160		火		110.92		108.92		109.92		3.52		3.36		3.44				43,621		水		109.13		107.13		108.13		3.53		3.37		3.45				43,986		木		109.88		107.88		108.88		3.52		3.36		3.44				44,352		土

				39,604		木		106.42		104.42		105.42				39,970		土										40,335		日										40,700		月		81.23		79.23		80.23		2.73		2.57		2.65				41,065		火		79.28		77.28		78.28		2.56		2.40		2.48				41,431		木 モク		100.30		98.30		99.30		3.33		3.17		3.25				41,796		金		103.36		101.36		102.36		3.22		3.06		3.14				42,161		土																42,160		日																42,161		火		111.18		109.18		110.18		3.32		3.16		3.24				42,161		水		110.83		108.83		109.83		3.52		3.36		3.44				43,622		木		109.40		107.40		108.40		3.51		3.35		3.43				43,987		金		110.09		108.09		109.09		3.54		3.38		3.46				44,353		日

				39,605		金		107.06		105.06		106.06				39,971		日										40,336		月		92.13		90.13		91.13				40,701		火		81.23		79.23		80.23		2.73		2.57		2.65				41,066		水		79.65		77.65		78.65		2.58		2.42		2.50				41,432		金 キン		98.41		96.41		97.41		3.27		3.11		3.19				41,797		土 ド																42,162		日																42,161		月		107.55		105.55		106.55		3.09		2.93		3.01				42,162		水		110.53		108.53		109.53		3.31		3.15		3.23				42,162		木		111.16		109.16		110.16		3.54		3.38		3.46				43,623		金		109.52		107.52		108.52		3.55		3.39		3.47				43,988		土																44,354		月

				39,606		土										39,972		月		99.61		97.61		98.61				40,337		火		92.62		90.62		91.62				40,702		水		81.18		79.18		80.18		2.73		2.57		2.65				41,067		木		80.26		78.26		79.26		2.60		2.44		2.52				41,433		土 ド																41,798		日																42,163		月		126.49		124.49		125.49		3.79		3.63		3.71				42,162		火		108.38		106.38		107.38		3.12		2.96		3.04				42,163		木		110.99		108.99		109.99		3.31		3.15		3.23				42,163		金		110.87		108.87		109.87		3.52		3.36		3.44				43,624		土																43,989		日																44,355		火

				39,607		日										39,973		火		99.41		97.41		98.41				40,338		水		92.35		90.35		91.35				40,703		木		81.06		79.06		80.06		2.71		2.55		2.63				41,068		金		80.70		78.70		79.70		2.59		2.43		2.51				41,434		日 ニチ																41,799		月		103.56		101.56		102.56		3.24		3.08		3.16				42,164		火		125.64		123.64		124.64		3.78		3.62		3.70				42,163		水		108.12		106.12		107.12		3.12		2.96		3.04				42,164		金		111.08		109.08		110.08		3.31		3.15		3.23				42,164		土																43,625		日																43,990		月		110.48		108.48		109.48		3.56		3.40		3.48				44,356		水

				39,608		月		106.09		104.09		105.09				39,974		水		98.18		96.18		97.18				40,339		木		92.24		90.24		91.24				40,704		金		81.34		79.34		80.34		2.73		2.57		2.65				41,069		土																41,435		月 ゲツ		98.72		96.72		97.72		3.27		3.11		3.19				41,800		火 カ		103.46		101.46		102.46		3.23		3.07		3.15				42,165		水		125.46		123.46		124.46		3.77		3.61		3.69				42,164		木		107.72		105.72		106.72		3.12		2.96		3.04				42,165		土																42,165		日																43,626		月		109.52		107.52		108.52		3.55		3.39		3.47				43,991		火		109.08		107.08		108.08		3.53		3.37		3.45				44,357		木

				39,609		火		107.78		105.78		106.78				39,975		木		99.22		97.22		98.22				40,340		金		92.67		90.67		91.67				40,705		土																41,070		日																41,436		火 カ		99.80		97.80		98.80		3.29		3.13		3.21				41,801		水 スイ		103.34		101.34		102.34		3.23		3.07		3.15				42,166		木		123.97		121.97		122.97		3.74		3.58		3.66				42,165		金		108.10		106.10		107.10		3.12		2.96		3.04				42,166		日																42,166		月		110.41		108.41		109.41		3.50		3.34		3.42				43,627		火		109.51		107.51		108.51		3.54		3.38		3.46				43,992		水		108.79		106.79		107.79		3.53		3.37		3.45				44,358		金

				39,610		水		108.45		106.45		107.45				39,976		金		98.80		96.80		97.80				40,341		土										40,706		日																41,071		月		80.60		78.60		79.60		2.61		2.45		2.53				41,437		水 スイ		97.46		95.46		96.46		3.20		3.04		3.12				41,802		木		103.03		101.03		102.03		3.22		3.06		3.14				42,167		金		124.46		122.46		123.46		3.75		3.59		3.67				42,166		土																42,167		月		111.23		109.23		110.23		3.32		3.16		3.24				42,167		火		111.36		109.36		110.36		3.52		3.36		3.44				43,628		水		109.59		107.59		108.59		3.56		3.40		3.48				43,993		木		108.01		106.01		107.01		3.53		3.37		3.45				44,359		土

				39,611		木		108.05		106.05		107.05				39,977		土										40,342		日										40,707		月		81.45		79.45		80.45		2.73		2.57		2.65				41,072		火		80.26		78.26		79.26		2.59		2.43		2.51				41,438		木 モク		96.27		94.27		95.27		3.16		3.00		3.08				41,803		金		102.80		100.80		101.80		3.22		3.06		3.14				42,168		土																42,167		日																42,168		火		111.02		109.02		110.02		3.31		3.15		3.23				42,168		水		111.48		109.48		110.48		3.52		3.36		3.44				43,629		木		109.51		107.51		108.51		3.55		3.39		3.47				43,994		金		107.69		105.69		106.69		3.50		3.34		3.42				44,360		日

				39,612		金		108.95		106.95		107.95				39,978		日										40,343		月		92.77		90.77		91.77				40,708		火		81.21		79.21		80.21		2.72		2.56		2.64				41,073		水		80.55		78.55		79.55		2.60		2.44		2.52				41,439		金 キン		95.61		93.61		94.61		3.16		3.00		3.08				41,804		土 ド																42,169		日																42,168		月		107.46		105.46		106.46		3.10		2.94		3.02				42,169		水		111.06		109.06		110.06		3.32		3.16		3.24				42,169		木		111.33		109.33		110.33		3.52		3.36		3.44				43,630		金		109.43		107.43		108.43		3.56		3.40		3.48				43,995		土																44,361		月

				39,613		土										39,979		月		99.22		97.22		98.22				40,344		火		92.71		90.71		91.71				40,709		水		81.58		79.58		80.58		2.72		2.56		2.64				41,074		木		80.43		78.43		79.43		2.59		2.43		2.51				41,440		土 ド																41,805		日																42,170		月		124.50		122.50		123.50		3.75		3.59		3.67				42,169		火		107.08		105.08		106.08		3.10		2.94		3.02				42,170		木		110.72		108.72		109.72		3.32		3.16		3.24				42,170		金		111.68		109.68		110.68		3.50		3.34		3.42				43,631		土																43,996		日																44,362		火

				39,614		日										39,980		火		98.35		96.35		97.35				40,345		水		92.66		90.66		91.66				40,710		木		81.93		79.93		80.93		2.72		2.56		2.64				41,075		金		80.50		78.50		79.50		2.61		2.45		2.53				41,441		日 ニチ																41,806		月		102.98		100.98		101.98		3.23		3.07		3.15				42,171		火		124.44		122.44		123.44		3.75		3.59		3.67				42,170		水		107.12		105.12		106.12		3.09		2.93		3.01				42,171		金		112.09		110.09		111.09		3.36		3.20		3.28				42,171		土																43,632		日																43,997		月		108.24		106.24		107.24		3.54		3.38		3.46				44,363		水

				39,615		月		109.26		107.26		108.26				39,981		水		97.51		95.51		96.51				40,346		木		92.32		90.32		91.32				40,711		金		81.68		79.68		80.68		2.72		2.56		2.64				41,076		土																41,442		月 ゲツ		95.67		93.67		94.67		3.18		3.02		3.10				41,807		火 カ		102.95		100.95		101.95		3.23		3.07		3.15				42,172		水		124.46		122.46		123.46		3.75		3.59		3.67				42,171		木		106.68		104.68		105.68		3.08		2.92		3.00				42,172		土																42,172		日																43,633		月		109.66		107.66		108.66		3.56		3.40		3.48				43,998		火		108.32		106.32		107.32		3.55		3.39		3.47				44,364		木

				39,616		火		109.28		107.28		108.28				39,982		木		96.72		94.72		95.72				40,347		金		91.87		89.87		90.87				40,712		土																41,077		日																41,443		火 カ		95.83		93.83		94.83		3.17		3.01		3.09				41,808		水 スイ		103.17		101.17		102.17		3.23		3.07		3.15				42,173		木		124.40		122.40		123.40		3.75		3.59		3.67				42,172		金		105.73		103.73		104.73		3.05		2.89		2.97				42,173		日																42,173		月		111.57		109.57		110.57		3.47		3.31		3.39				43,634		火		109.58		107.58		108.58		3.55		3.39		3.47				43,999		水		108.35		106.35		107.35		3.53		3.37		3.45				44,365		金

				39,617		水		108.92		106.92		107.92				39,983		金		97.71		95.71		96.71				40,348		土										40,713		日																41,078		月		80.29		78.29		79.29		2.60		2.44		2.52				41,444		水 スイ		96.53		94.53		95.53		3.16		3.00		3.08				41,809		木		103.01		101.01		102.01		3.23		3.07		3.15				42,174		金		123.98		121.98		122.98		3.73		3.57		3.65				42,173		土																42,174		月		112.03		110.03		111.03		3.35		3.19		3.27				42,174		火		111.15		109.15		110.15		3.45		3.29		3.37				43,635		水		109.52		107.52		108.52		3.56		3.40		3.48				44,000		木		107.78		105.78		106.78		3.51		3.35		3.43				44,366		土

				39,618		木		108.74		106.74		107.74				39,984		土										40,349		日										40,714		月		81.22		79.22		80.22		2.70		2.54		2.62				41,079		火		80.04		78.04		79.04		2.60		2.44		2.52				41,445		木 モク		97.45		95.45		96.45		3.19		3.03		3.11				41,810		金		102.92		100.92		101.92		3.22		3.06		3.14				42,175		土																42,174		日																42,175		火		112.77		110.77		111.77		3.37		3.21		3.29				42,175		水		111.09		109.09		110.09		3.45		3.29		3.37				43,636		木		108.79		106.79		107.79		3.55		3.39		3.47				44,001		金		107.95		105.95		106.95		3.52		3.36		3.44				44,367		日

				39,619		金		109.03		107.03		108.03				39,985		日										40,350		月		91.55		89.55		90.55				40,715		火		81.19		79.19		80.19		2.70		2.54		2.62				41,080		水		79.98		77.98		78.98		2.59		2.43		2.51				41,446		金 キン		98.25		96.25		97.25		3.20		3.04		3.12				41,811		土 ド																42,176		日																42,175		月		105.69		103.69		104.69		3.06		2.90		2.98				42,176		水		112.38		110.38		111.38		3.35		3.19		3.27				42,176		木		111.43		109.43		110.43		3.45		3.29		3.37				43,637		金		108.40		106.40		107.40		3.56		3.40		3.48				44,002		土																44,368		月

				39,620		土										39,986		月		97.19		95.19		96.19				40,351		火		91.96		89.96		90.96				40,716		水		81.26		79.26		80.26		2.71		2.55		2.63				41,081		木		80.47		78.47		79.47		2.60		2.44		2.52				41,447		土 ド																41,812		日																42,177		月		123.69		121.69		122.69		3.73		3.57		3.65				42,176		火		104.82		102.82		103.82		3.03		2.87		2.95				42,177		木		112.14		110.14		111.14		3.35		3.19		3.27				42,177		金		111.05		109.05		110.05		3.43		3.27		3.35				43,638		土																44,003		日																44,369		火

				39,621		日										39,987		火		96.42		94.42		95.42				40,352		水		91.48		89.48		90.48				40,717		木		81.47		79.47		80.47		2.72		2.56		2.64				41,082		金		81.12		79.12		80.12		2.60		2.44		2.52				41,448		日 ニチ																41,813		月		103.10		101.10		102.10		3.22		3.06		3.14				42,178		火		124.43		122.43		123.43		3.75		3.59		3.67				42,177		水		105.58		103.58		104.58		3.05		2.89		2.97				42,178		金		112.37		110.37		111.37		3.36		3.20		3.28				42,178		土																43,639		日																44,004		月		107.77		105.77		106.77		3.52		3.36		3.44				44,370		水

				39,622		月		108.37		106.37		107.37				39,988		水		96.42		94.42		95.42				40,353		木		90.93		88.93		89.93				40,718		金		81.55		79.55		80.55		2.72		2.56		2.64				41,083		土																41,449		月 ゲツ		99.31		97.31		98.31		3.23		3.07		3.15				41,814		火 カ		102.85		100.85		101.85		3.22		3.06		3.14				42,179		水		124.88		122.88		123.88		3.75		3.59		3.67				42,178		木		105.79		103.79		104.79		3.06		2.90		2.98				42,179		土																42,179		日																43,640		月		108.42		106.42		107.42		3.57		3.41		3.49				44,005		火		107.96		105.96		106.96		3.54		3.38		3.46				44,371		木

				39,623		火		109.00		107.00		108.00				39,989		木		96.91		94.91		95.91				40,354		金		90.69		88.69		89.69				40,719		土																41,084		日																41,450		火 カ		98.75		96.75		97.75		3.23		3.07		3.15				41,815		水 スイ		102.96		100.96		101.96		3.22		3.06		3.14				42,180		木		124.88		122.88		123.88		3.75		3.59		3.67				42,179		金		101.76		99.76		100.76		2.92		2.76		2.84				42,180		日																42,180		月		110.69		108.69		109.69		3.41		3.25		3.33				43,641		火		108.28		106.28		107.28		3.58		3.42		3.50				44,006		水		107.52		105.52		106.52		3.54		3.38		3.46				44,372		金

				39,624		水		108.82		106.82		107.82				39,990		金		96.76		94.76		95.76				40,355		土										40,720		日																41,085		月		81.43		79.43		80.43		2.61		2.45		2.53				41,451		水 スイ		99.15		97.15		98.15		3.25		3.09		3.17				41,816		木		102.70		100.70		101.70		3.21		3.05		3.13				42,181		金		124.52		122.52		123.52		3.74		3.58		3.66				42,180		土																42,181		月		112.28		110.28		111.28		3.36		3.20		3.28				42,181		火		110.57		108.57		109.57		3.41		3.25		3.33				43,642		水		108.34		106.34		107.34		3.56		3.40		3.48				44,007		木		108.06		106.06		107.06		3.55		3.39		3.47				44,373		土

				39,625		木		109.00		107.00		108.00				39,991		土										40,356		日										40,721		月		81.85		79.85		80.85		2.71		2.55		2.63				41,086		火		80.67		78.67		79.67		2.59		2.43		2.51				41,452		木 モク		98.64		96.64		97.64		3.21		3.05		3.13				41,817		金		102.55		100.55		101.55		3.21		3.05		3.13				42,182		土																42,181		日																42,182		火		112.95		110.95		111.95		3.37		3.21		3.29				42,182		水		110.89		108.89		109.89		3.41		3.25		3.33				43,643		木		108.72		106.72		107.72		3.59		3.43		3.51				44,008		金		108.12		106.12		107.12		3.55		3.39		3.47				44,374		日

				39,626		金		107.96		105.96		106.96				39,992		日										40,357		月		90.32		88.32		89.32				40,722		火		81.75		79.75		80.75		2.69		2.53		2.61				41,087		水		80.42		78.42		79.42		2.57		2.41		2.49				41,453		金 キン		99.59		97.59		98.59		3.24		3.08		3.16				41,818		土 ド																42,183		日																42,182		月		103.18		101.18		102.18		2.97		2.81		2.89				42,183		水		113.08		111.08		112.08		3.38		3.22		3.30				42,183		木		111.05		109.05		110.05		3.42		3.26		3.34				43,644		金		108.79		106.79		107.79		3.58		3.42		3.50				44,009		土																44,375		月

				39,627		土										39,993		月		96.32		94.32		95.32				40,358		火		90.39		88.39		89.39				40,723		水		82.02		80.02		81.02		2.69		2.53		2.61				41,088		木		80.50		78.50		79.50		2.57		2.41		2.49				41,454		土 ド																41,819		日																42,184		月		123.96		121.96		122.96		3.71		3.55		3.63				42,183		火		102.63		100.63		101.63		2.96		2.80		2.88				42,184		木		113.35		111.35		112.35		3.39		3.23		3.31				42,184		金		111.54		109.54		110.54		3.41		3.25		3.33				43,645		土																44,010		日																44,376		火

				39,628		日										39,994		火		97.01		95.01		96.01				40,359		水		89.48		87.48		88.48				40,724		木		81.73		79.73		80.73		2.70		2.54		2.62				41,089		金		80.31		78.31		79.31		2.57		2.41		2.49				41,455		日 ニチ																41,820		月		102.36		100.36		101.36		3.20		3.04		3.12				42,185		火		123.45		121.45		122.45		3.70		3.54		3.62				42,184		水		103.45		101.45		102.45		2.98		2.82		2.90				42,185		金		113.00		111.00		112.00		3.37		3.21		3.29		111.09		42,185		土														109.10		43,646		日														109.90		44,011		月		108.24		106.24		107.24		3.55		3.39		3.47				44,377		水

				39,629		月		107.42		105.42		106.42				39,995		水 スイ		97.35		95.35		96.35				40,360		木		89.51		87.51		88.51				40,725		金		81.85		79.85		80.85		2.71		2.55		2.63				41,090		土																41,456		月 ゲツ		100.41		98.41		99.41		3.27		3.11		3.19				41,821		火 カ		102.44		100.44		101.44		3.21		3.05		3.13				42,186		水		123.60		121.60		122.60		3.71		3.55		3.63				42,185		木		103.91		101.91		102.91		3.01		2.85		2.93				42,186		土																42,186		日																43,647		月		109.25		107.25		108.25		3.61		3.45		3.53				44,012		火		108.74		106.74		107.74		3.57		3.41		3.49				44,378		木

				39,630		火		107.24		105.24		106.24				39,996		木		97.60		95.60		96.60				40,361		金		88.89		86.89		87.89				40,726		土																41,091		日																41,457		火 カ		100.61		98.61		99.61		3.30		3.14		3.22				41,822		水 スイ		102.57		100.57		101.57		3.21		3.05		3.13				42,187		木		124.37		122.37		123.37		3.73		3.57		3.65				42,186		金		103.98		101.98		102.98		3.01		2.85		2.93				42,187		日																42,187		月		111.87		109.87		110.87		3.43		3.27		3.35				43,648		火		109.48		107.48		108.48		3.60		3.44		3.52				44,013		水		109.12		107.12		108.12		3.56		3.40		3.48				44,379		金

				39,631		水		107.04		105.04		106.04				39,997		金		96.81		94.81		95.81				40,362		土										40,727		日																41,092		月		80.77		78.77		79.77		2.60		2.44		2.52				41,458		水 スイ		101.72		99.72		100.72		3.33		3.17		3.25				41,823		木		102.85		100.85		101.85		3.23		3.07		3.15				42,188		金		124.00		122.00		123.00		3.72		3.56		3.64				42,187		土																42,188		月		113.22		111.22		112.22		3.38		3.22		3.30				42,188		火		111.94		109.94		110.94		3.43		3.27		3.35				43,649		水		108.70		106.70		107.70		3.61		3.45		3.53				44,014		木		108.49		106.49		107.49		3.55		3.39		3.47				44,380		土

				39,632		木		107.01		105.01		106.01				39,998		土										40,363		日										40,728		月		81.76		79.76		80.76		2.73		2.57		2.65				41,093		火		80.53		78.53		79.53		2.60		2.44		2.52				41,459		木 モク		100.93		98.93		99.93		3.30		3.14		3.22				41,824		金		103.15		101.15		102.15		3.23		3.07		3.15				42,189		土																42,188		日																42,189		火		114.21		112.21		113.21		3.41		3.25		3.33				42,189		水		111.37		109.37		110.37		3.41		3.25		3.33				43,650		木		108.81		106.81		107.81		3.60		3.44		3.52				44,015		金		108.54		106.54		107.54		3.54		3.38		3.46				44,381		日

				39,633		金		107.71		105.71		106.71				39,999		日										40,364		月		88.90		86.90		87.90				40,729		火		81.85		79.85		80.85		2.74		2.58		2.66				41,094		水		80.75		78.75		79.75		2.61		2.45		2.53				41,460		金 キン		101.36		99.36		100.36		3.30		3.14		3.22				41,825		土 ド																42,190		日																42,189		月		103.56		101.56		102.56		3.01		2.85		2.93				42,190		水		114.08		112.08		113.08		3.40		3.24		3.32				42,190		木		111.43		109.43		110.43		3.41		3.25		3.33				43,651		金		108.91		106.91		107.91		3.60		3.44		3.52				44,016		土																44,382		月

				39,634		土										40,000		月		96.76		94.76		95.76				40,365		火		88.45		86.45		87.45				40,730		水		81.93		79.93		80.93		2.73		2.57		2.65				41,095		木		80.94		78.94		79.94		2.62		2.46		2.54				41,461		土 ド																41,826		日																42,191		月		123.49		121.49		122.49		3.70		3.54		3.62				42,190		火		103.39		101.39		102.39		3.00		2.84		2.92				42,191		木		114.04		112.04		113.04		3.40		3.24		3.32				42,191		金		111.73		109.73		110.73		3.42		3.26		3.34				43,652		土																44,017		日																44,383		火

				39,635		日										40,001		火		96.32		94.32		95.32				40,366		水		88.62		86.62		87.62				40,731		木		82.01		80.01		81.01		2.75		2.59		2.67				41,096		金		80.97		78.97		79.97		2.61		2.45		2.53				41,462		日 ニチ																41,827		月		103.20		101.20		102.20		3.24		3.08		3.16				42,192		火		123.73		121.73		122.73		3.71		3.55		3.63				42,191		水		102.10		100.10		101.10		2.96		2.80		2.88				42,192		金		114.28		112.28		113.28		3.40		3.24		3.32				42,192		土																43,653		日																44,018		月		108.65		106.65		107.65		3.53		3.37		3.45				44,384		水

				39,636		月		107.86		105.86		106.86				40,002		水		95.51		93.51		94.51				40,367		木		89.06		87.06		88.06				40,732		金		82.31		80.31		81.31		2.76		2.60		2.68				41,097		土																41,463		月 ゲツ		102.35		100.35		101.35		3.31		3.15		3.23				41,828		火 カ		102.75		100.75		101.75		3.22		3.06		3.14				42,193		水		123.35		121.35		122.35		3.68		3.52		3.60				42,192		木		101.98		99.98		100.98		2.95		2.79		2.87				42,193		土																42,193		日																43,654		月		109.54		107.54		108.54		3.61		3.45		3.53				44,019		火		108.30		106.30		107.30		3.54		3.38		3.46				44,385		木

				39,637		火		108.09		106.09		107.09				40,003		木		93.96		91.96		92.96				40,368		金		89.55		87.55		88.55				40,733		土																41,098		日																41,464		火 カ		102.04		100.04		101.04		3.30		3.14		3.22				41,829		水 スイ		102.55		100.55		101.55		3.22		3.06		3.14				42,194		木		121.79		119.79		120.79		3.64		3.48		3.56				42,193		金		101.96		99.96		100.96		2.95		2.79		2.87				42,194		日																42,194		月		111.49		109.49		110.49		3.42		3.26		3.34				43,655		火		109.88		107.88		108.88		3.62		3.46		3.54				44,020		水		108.69		106.69		107.69		3.52		3.36		3.44				44,386		金

				39,638		水		108.46		106.46		107.46				40,004		金		94.10		92.10		93.10				40,369		土										40,734		日																41,099		月		80.49		78.49		79.49		2.59		2.43		2.51				41,465		水 スイ		102.14		100.14		101.14		3.32		3.16		3.24				41,830		木		102.57		100.57		101.57		3.24		3.08		3.16				42,195		金		122.65		120.65		121.65		3.67		3.51		3.59				42,194		土																42,195		月		115.17		113.17		114.17		3.43		3.27		3.35				42,195		火		112.06		110.06		111.06		3.44		3.28		3.36				43,656		水		110.01		108.01		109.01		3.62		3.46		3.54				44,021		木		108.31		106.31		107.31		3.53		3.37		3.45				44,387		土

				39,639		木		107.93		105.93		106.93				40,005		土										40,370		日										40,735		月		81.69		79.69		80.69		2.74		2.58		2.66				41,100		火		80.50		78.50		79.50		2.59		2.43		2.51				41,466		木 モク		100.61		98.61		99.61		3.29		3.13		3.21				41,831		金		102.37		100.37		101.37		3.23		3.07		3.15				42,196		土																42,195		日																42,196		火		115.22		113.22		114.22		3.43		3.27		3.35				42,196		水		111.93		109.93		110.93		3.41		3.25		3.33				43,657		木		109.20		107.20		108.20		3.61		3.45		3.53				44,022		金		108.13		106.13		107.13		3.51		3.35		3.43				44,388		日

				39,640		金		108.04		106.04		107.04				40,006		日										40,371		月		90.02		88.02		89.02				40,736		火		81.23		79.23		80.23		2.73		2.57		2.65				41,101		水		80.29		78.29		79.29		2.58		2.42		2.50				41,467		金 キン		100.07		98.07		99.07		3.27		3.11		3.19				41,832		土 ド																42,197		日																42,196		月		101.81		99.81		100.81		2.95		2.79		2.87				42,197		水		114.72		112.72		113.72		3.42		3.26		3.34				42,197		木		113.18		111.18		112.18		3.45		3.29		3.37				43,658		金		109.54		107.54		108.54		3.61		3.45		3.53				44,023		土																44,389		月

				39,641		土										40,007		月		93.90		91.90		92.90				40,372		火		89.79		87.79		88.79				40,737		水		80.53		78.53		79.53		2.71		2.55		2.63				41,102		木		80.61		78.61		79.61		2.59		2.43		2.51				41,468		土 ド																41,833		日																42,198		月		123.50		121.50		122.50		3.69		3.53		3.61				42,197		火		103.67		101.67		102.67		3.00		2.84		2.92				42,198		木		114.26		112.26		113.26		3.42		3.26		3.34				42,198		金		113.76		111.76		112.76		3.48		3.32		3.40				43,659		土																44,024		日																44,390		火

				39,642		日										40,008		火		94.09		92.09		93.09				40,373		水		89.96		87.96		88.96				40,738		木		79.77		77.77		78.77		2.70		2.54		2.62				41,103		金		80.41		78.41		79.41		2.58		2.42		2.50				41,469		日 ニチ																41,834		月		102.36		100.36		101.36		3.23		3.07		3.15				42,199		火		124.70		122.70		123.70		3.72		3.56		3.64				42,198		水		105.65		103.65		104.65		3.05		2.89		2.97				42,199		金		114.53		112.53		113.53		3.43		3.27		3.35				42,199		土																43,660		日																44,025		月		107.84		105.84		106.84		3.50		3.34		3.42				44,391		水

				39,643		月		107.71		105.71		106.71				40,009		水		94.64		92.64		93.64				40,374		木		89.22		87.22		88.22				40,739		金		80.15		78.15		79.15		2.72		2.56		2.64				41,104		土																41,470		月 ゲツ																41,835		火 カ		102.65		100.65		101.65		3.24		3.08		3.16				42,200		水		124.39		122.39		123.39		3.71		3.55		3.63				42,199		木		105.15		103.15		104.15		3.04		2.88		2.96				42,200		土																42,200		日																43,661		月																44,026		火		108.27		106.27		107.27		3.50		3.34		3.42				44,392		木

				39,644		水		107.11		105.11		106.11				40,010		木		95.32		93.32		94.32				40,375		金		88.45		86.45		87.45				40,740		土																41,105		日																41,471		火 カ		101.02		99.02		100.02		3.29		3.13		3.21				41,836		水 スイ		102.74		100.74		101.74		3.24		3.08		3.16				42,201		木		124.86		122.86		123.86		3.71		3.55		3.63				42,200		金		106.64		104.64		105.64		3.10		2.94		3.02				42,201		日																42,201		月																43,662		火		108.97		106.97		107.97		3.57		3.41		3.49				44,027		水		108.30		106.30		107.30		3.49		3.33		3.41				44,393		金

				39,645		水		105.82		103.82		104.82				40,011		金		94.79		92.79		93.79				40,376		土										40,741		日																41,106		月																41,472		水 スイ		100.36		98.36		99.36		3.28		3.12		3.20				41,837		木		102.66		100.66		101.66		3.25		3.09		3.17				42,202		金		125.24		123.24		124.24		3.72		3.56		3.64				42,201		土																42,202		月																42,202		火		113.44		111.44		112.44		3.47		3.31		3.39				43,663		水		109.32		107.32		108.32		3.59		3.43		3.51				44,028		木		107.99		105.99		106.99		3.47		3.31		3.39				44,394		土

				39,646		木		106.09		104.09		105.09				40,012		土										40,377		日										40,742		月																41,107		火		79.91		77.91		78.91		2.58		2.42		2.50				41,473		木 モク		100.70		98.70		99.70		3.31		3.15		3.23				41,838		金		102.26		100.26		101.26		3.23		3.07		3.15				42,203		土																42,202		日																42,203		火		113.43		111.43		112.43		3.43		3.27		3.35				42,203		水		114.01		112.01		113.01		3.47		3.31		3.39				43,664		木		108.84		106.84		107.84		3.58		3.42		3.50				44,029		金		108.28		106.28		107.28		3.46		3.30		3.38				44,395		日

				39,647		金		107.49		105.49		106.49				40,013		日										40,378		月										40,743		火		80.05		78.05		79.05		2.72		2.56		2.64				41,108		水		80.08		78.08		79.08		2.58		2.42		2.50				41,474		金 キン		101.84		99.84		100.84		3.31		3.15		3.23				41,839		土 ド																42,204		日																42,203		月																42,204		水		112.98		110.98		111.98		3.41		3.25		3.33				42,204		木		113.76		111.76		112.76		3.47		3.31		3.39				43,665		金		108.55		106.55		107.55		3.58		3.42		3.50				44,030		土																44,396		月

				39,648		土										40,014		月										40,379		火		87.91		85.91		86.91				40,744		水		80.27		78.27		79.27		2.73		2.57		2.65				41,109		木		79.70		77.70		78.70		2.57		2.41		2.49				41,475		土 ド																41,840		日																42,205		月																42,204		火		106.98		104.98		105.98		3.11		2.95		3.03				42,205		木		112.91		110.91		111.91		3.41		3.25		3.33				42,205		金		113.61		111.61		112.61		3.45		3.29		3.37				43,666		土																44,031		日																44,397		火

				39,649		日										40,015		火		95.01		93.01		94.01				40,380		水		88.25		86.25		87.25				40,745		木		79.80		77.80		78.80		2.72		2.56		2.64				41,110		金		79.76		77.76		78.76		2.57		2.41		2.49				41,476		日 ニチ																41,841		月																42,206		火		125.37		123.37		124.37		3.69		3.53		3.61				42,205		水		107.03		105.03		106.03		3.11		2.95		3.03				42,206		金		113.05		111.05		112.05		3.42		3.26		3.34				42,206		土																43,667		日																44,032		月		108.52		106.52		107.52		3.47		3.31		3.39				44,398		水

				39,650		月										40,016		水		94.48		92.48		93.48				40,381		木		87.64		85.64		86.64				40,746		金		79.67		77.67		78.67		2.71		2.55		2.63				41,111		土																41,477		月 ゲツ		100.98		98.98		99.98		3.31		3.15		3.23				41,842		火 カ		102.48		100.48		101.48		3.27		3.11		3.19				42,207		水		124.79		122.79		123.79		3.67		3.51		3.59				42,206		木		108.29		106.29		107.29		3.14		2.98		3.06				42,207		土																42,207		日																43,668		月		108.98		106.98		107.98		3.58		3.42		3.50				44,033		火		108.25		106.25		107.25		3.45		3.29		3.37				44,399		木

				39,651		火		107.50		105.50		106.50				40,017		木		94.70		92.70		93.70				40,382		金		88.15		86.15		87.15				40,747		土																41,112		日																41,478		火 カ		100.48		98.48		99.48		3.29		3.13		3.21				41,843		水 スイ		102.50		100.50		101.50		3.27		3.11		3.19				42,208		木		125.10		123.10		124.10		3.66		3.50		3.58				42,207		金		106.71		104.71		105.71		3.11		2.95		3.03				42,208		日																42,208		月		111.96		109.96		110.96		3.41		3.25		3.33				43,669		火		109.05		107.05		108.05		3.58		3.42		3.50				44,034		水		107.89		105.89		106.89		3.47		3.31		3.39				44,400		金

				39,652		水		108.35		106.35		107.35				40,018		金		95.84		93.84		94.84				40,383		土										40,748		日																41,113		月		79.40		77.40		78.40		2.55		2.39		2.47				41,479		水 スイ		100.52		98.52		99.52		3.31		3.15		3.23				41,844		木		102.55		100.55		101.55		3.28		3.12		3.20				42,209		金		125.02		123.02		124.02		3.64		3.48		3.56				42,208		土																42,209		月		111.88		109.88		110.88		3.40		3.24		3.32				42,209		火		112.27		110.27		111.27		3.41		3.25		3.33				43,670		水		109.21		107.21		108.21		3.58		3.42		3.50				44,035		木																44,401		土

				39,653		木		108.90		106.90		107.90				40,019		土										40,384		日										40,749		月		79.42		77.42		78.42		2.72		2.56		2.64				41,114		火		79.33		77.33		78.33		2.55		2.39		2.47				41,480		木 モク		101.31		99.31		100.31		3.31		3.15		3.23				41,845		金		102.80		100.80		101.80		3.28		3.12		3.20				42,210		土																42,209		日																42,210		火		112.34		110.34		111.34		3.41		3.25		3.33				42,210		水		112.30		110.30		111.30		3.42		3.26		3.34				43,671		木		109.22		107.22		108.22		3.58		3.42		3.50				44,036		金																44,402		日

				39,654		金		108.34		106.34		107.34				40,020		日										40,385		月		88.70		86.70		87.70				40,750		火		79.30		77.30		78.30		2.71		2.55		2.63				41,115		水		79.14		77.14		78.14		2.54		2.38		2.46				41,481		金 キン		100.28		98.28		99.28		3.28		3.12		3.20				41,846		土 ド																42,211		日																42,210		月		107.50		105.50		106.50		3.13		2.97		3.05				42,211		水		112.92		110.92		111.92		3.42		3.26		3.34				42,211		木		111.72		109.72		110.72		3.41		3.25		3.33				43,672		金		109.74		107.74		108.74		3.59		3.43		3.51				44,037		土																44,403		月

				39,655		土										40,021		月		95.85		93.85		94.85				40,386		火		87.92		85.92		86.92				40,751		水		78.89		76.89		77.89		2.71		2.55		2.63				41,116		木		79.05		77.05		78.05		2.54		2.38		2.46				41,482		土 ド																41,847		日																42,212		月		124.68		122.68		123.68		3.62		3.46		3.54				42,211		火		106.02		104.02		105.02		3.08		2.92		3.00				42,212		木		111.90		109.90		110.90		3.41		3.25		3.33				42,212		金		112.12		110.12		111.12		3.40		3.24		3.32				43,673		土																44,038		日																44,404		火

				39,656		日										40,022		火		96.01		94.01		95.01				40,387		水		88.67		86.67		87.67				40,752		木		78.96		76.96		77.96		2.70		2.54		2.62				41,117		金		79.26		77.26		78.26		2.56		2.40		2.48				41,483		日 ニチ																41,848		月		102.79		100.79		101.79		3.28		3.12		3.20				42,213		火		124.16		122.16		123.16		3.61		3.45		3.53				42,212		水		106.12		104.12		105.12		3.09		2.93		3.01				42,213		金		112.08		110.08		111.08		3.41		3.25		3.33				42,213		土																43,674		日																44,039		月		106.82		104.82		105.82		3.43		3.27		3.35				44,405		水

				39,657		月		109.00		107.00		108.00				40,023		水		95.58		93.58		94.58				40,388		木		88.30		86.30		87.30				40,753		金		78.85		76.85		77.85		2.69		2.53		2.61				41,118		土																41,484		月 ゲツ		98.96		96.96		97.96		3.22		3.06		3.14				41,849		火 カ		102.82		100.82		101.82		3.28		3.12		3.20				42,214		水		124.54		122.54		123.54		3.62		3.46		3.54				42,213		木		105.69		103.69		104.69		3.08		2.92		3.00				42,214		土																42,214		日																43,675		月		109.45		107.45		108.45		3.60		3.44		3.52				44,040		火		106.34		104.34		105.34		3.43		3.27		3.35				44,406		木

				39,658		火		108.42		106.42		107.42				40,024		木		96.15		94.15		95.15				40,389		金		87.70		85.70		86.70				40,754		土																41,119		日																41,485		火 カ		99.07		97.07		98.07		3.22		3.06		3.14				41,850		水 スイ		103.10		101.10		102.10		3.29		3.13		3.21				42,215		木		125.08		123.08		124.08		3.63		3.47		3.55				42,214		金		105.42		103.42		104.42		3.07		2.91		2.99				42,215		日																42,215		月		112.11		110.11		111.11		3.42		3.26		3.34				43,676		火		109.89		107.89		108.89		3.61		3.45		3.53				44,041		水		106.14		104.14		105.14		3.42		3.26		3.34				44,407		金

				39,659		水		109.09		107.09		108.09				40,025		金		96.47		94.47		95.47				40,390		土										40,755		日																41,120		月		79.45		77.45		78.45		2.57		2.41		2.49				41,486		水 スイ		99.08		97.08		98.08		3.21		3.05		3.13				41,851		木		103.85		101.85		102.85		3.30		3.14		3.22				42,216		金		125.04		123.04		124.04		3.61		3.45		3.53				42,215		土																42,216		月		111.35		109.35		110.35		3.39		3.23		3.31				42,216		火		112.01		110.01		111.01		3.40		3.24		3.32				43,677		水		109.64		107.64		108.64		3.61		3.45		3.53				44,042		木		106.09		104.09		105.09		3.42		3.26		3.34				44,408		土

				39,660		木		109.12		107.12		108.12				40,026		土										40,391		日										40,756		月		78.95		76.95		77.95		2.70		2.54		2.62				41,121		火		79.17		77.17		78.17		2.56		2.40		2.48				41,487		木 モク		98.85		96.85		97.85		3.21		3.05		3.13				41,852		金		103.82		101.82		102.82		3.27		3.11		3.19				42,217		土																42,216		日																42,217		火		111.27		109.27		110.27		3.39		3.23		3.31				42,217		水		112.84		110.84		111.84		3.45		3.29		3.37				43,678		木		110.27		108.27		109.27		3.61		3.45		3.53				44,043		金		105.60		103.60		104.60		3.42		3.26		3.34				44,409		日

				39,661		金 キン		108.79		106.79		107.79				40,027		日										40,392		月		87.67		85.67		86.67				40,757		火		78.47		76.47		77.47		2.69		2.53		2.61				41,122		水		79.05		77.05		78.05		2.55		2.39		2.47				41,488		金 キン		100.53		98.53		99.53		3.25		3.09		3.17				41,853		土 ド																42,218		日																42,217		月		103.45		101.45		102.45		3.02		2.86		2.94				42,218		水		111.43		109.43		110.43		3.40		3.24		3.32				42,218		木		112.73		110.73		111.73		3.45		3.29		3.37				43,679		金		108.17		106.17		107.17		3.54		3.38		3.46				44,044		土																44,410		月

				39,662		土										40,028		月		95.74		93.74		94.74				40,393		火		87.55		85.55		86.55				40,758		水		78.33		76.33		77.33		2.68		2.52		2.60				41,123		木		79.46		77.46		78.46		2.57		2.41		2.49				41,489		土 ド																41,854		日																42,219		月		125.04		123.04		124.04		3.61		3.45		3.53				42,218		火		103.39		101.39		102.39		3.02		2.86		2.94				42,219		木		111.77		109.77		110.77		3.41		3.25		3.33				42,219		金		112.81		110.81		111.81		3.44		3.28		3.36				43,680		土																44,045		日																44,411		火

				39,663		日										40,029		火		96.24		94.24		95.24				40,394		水		86.57		84.57		85.57				※8月4日 ガツヒ		木		80.13		78.13		79.13		2.74		2.58		2.66				41,124		金		79.12		77.12		78.12		2.55		2.39		2.47				41,125		日 ニチ																41,855		月		103.57		101.57		102.57		3.27		3.11		3.19				42,220		火		125.03		123.03		124.03		3.61		3.45		3.53				42,219		水		102.16		100.16		101.16		2.99		2.83		2.91				42,220		金		111.00		109.00		110.00		3.39		3.23		3.31				42,220		土																43,681		日																44,046		月		107.13		105.13		106.13		3.48		3.32		3.40				44,412		水

				39,664		月		108.60		106.60		107.60				40,030		水		96.26		94.26		95.26				40,395		木		87.32		85.32		86.32				40,760		金		80.10		78.10		79.10		2.72		2.56		2.64				41,125		土																41,491		月 ゲツ		100.16		98.16		99.16		3.25		3.09		3.17				41,856		火 カ		103.62		101.62		102.62		3.27		3.11		3.19				42,221		水		125.31		123.31		124.31		3.63		3.47		3.55				42,220		木		102.25		100.25		101.25		2.98		2.82		2.90				42,221		土																42,221		日																43,682		月		107.35		105.35		106.35		3.54		3.38		3.46				44,047		火		107.13		105.13		106.13		3.48		3.32		3.40				44,413		木

				39,665		火 ヒ		109.26		107.26		108.26				40,031		木		95.98		93.98		94.98				40,396		金		86.95		84.95		85.95				40,761		土																41,126		日																41,492		火 カ		99.02		97.02		98.02		3.21		3.05		3.13				41,857		水 スイ		103.61		101.61		102.61		3.27		3.11		3.19				42,222		木		125.79		123.79		124.79		3.63		3.47		3.55				42,221		金		102.27		100.27		101.27		2.99		2.83		2.91				42,222		日																42,222		月		112.24		110.24		111.24		3.43		3.27		3.35				43,683		火		106.86		104.86		105.86		3.51		3.35		3.43				44,048		水		106.61		104.61		105.61		3.48		3.32		3.40				44,414		金

				39,666		水		109.43		107.43		108.43				40,032		金		96.52		94.52		95.52				40,397		土										40,762		日																41,127		月		79.56		77.56		78.56		2.58		2.42		2.50				41,493		水 スイ		98.40		96.40		97.40		3.18		3.02		3.10				41,858		木		103.17		101.17		102.17		3.25		3.09		3.17				42,223		金		125.74		123.74		124.74		3.63		3.47		3.55				42,222		土																42,223		月		111.68		109.68		110.68		3.40		3.24		3.32				42,223		火		112.32		110.32		111.32		3.42		3.26		3.34				43,684		水		107.17		105.17		106.17		3.54		3.38		3.46				44,049		木		106.51		104.51		105.51		3.49		3.33		3.41				44,415		土

				39,667		木		110.38		108.38		109.38				40,033		土										40,398		日										40,763		月		79.11		77.11		78.11		2.71		2.55		2.63				41,128		火		79.16		77.16		78.16		2.57		2.41		2.49				41,494		木 モク		97.73		95.73		96.73		3.17		3.01		3.09				41,859		金		103.13		101.13		102.13		3.25		3.09		3.17				42,224		土																42,223		日																42,224		火		111.75		109.75		110.75		3.41		3.25		3.33				42,224		水		112.45		110.45		111.45		3.44		3.28		3.36				43,685		木		107.11		105.11		106.11		3.52		3.36		3.44				44,050		金		106.59		104.59		105.59		3.48		3.32		3.40				44,416		日

				39,668		金		110.60		108.60		109.60				40,034		日										40,399		月		86.44		84.44		85.44				40,764		火		78.48		76.48		77.48		2.66		2.50		2.58				41,129		水		79.58		77.58		78.58		2.57		2.41		2.49				41,495		金 キン		97.87		95.87		96.87		3.19		3.03		3.11				41,860		土 ド																42,225		日																42,224		月		103.12		101.12		102.12		3.00		2.84		2.92				42,225		水		111.00		109.00		110.00		3.39		3.23		3.31				42,225		木		111.91		109.91		110.91		3.42		3.26		3.34				43,686		金		107.02		105.02		106.02		3.53		3.37		3.45				44,051		土																44,417		月

				39,669		土										40,035		月		98.18		96.18		97.18				40,400		火		86.94		84.94		85.94				40,765		水		78.09		76.09		77.09		2.66		2.50		2.58				41,130		木		79.46		77.46		78.46		2.57		2.41		2.49				41,496		土 ド																41,861		日																42,226		月		125.42		123.42		124.42		3.63		3.47		3.55				42,225		火		103.40		101.40		102.40		3.01		2.85		2.93				42,226		木		111.19		109.19		110.19		3.40		3.24		3.32				42,226		金		111.92		109.92		110.92		3.42		3.26		3.34				43,687		土																44,052		日																44,418		火

				39,670		日										40,036		火		97.87		95.87		96.87				40,401		水		86.35		84.35		85.35				40,766		木		78.12		76.12		77.12		2.65		2.49		2.57				41,131		金		79.61		77.61		78.61		2.58		2.42		2.50				41,497		日 ニチ																41,862		月		103.15		101.15		102.15		3.26		3.10		3.18				42,227		火		125.63		123.63		124.63		3.64		3.48		3.56				42,226		水		102.62		100.62		101.62		3.00		2.84		2.92				42,227		金																42,227		土																43,688		日																44,053		月																44,419		水

				39,671		月		110.94		108.94		109.94				40,037		水		97.01		95.01		96.01				40,402		木		86.18		84.18		85.18				40,767		金		78.02		76.02		77.02		2.66		2.50		2.58				41,132		土																41,498		月 ゲツ		97.20		95.20		96.20		3.17		3.01		3.09				41,863		火 カ		103.31		101.31		102.31		3.27		3.11		3.19				42,228		水		126.12		124.12		125.12		3.62		3.46		3.54				42,227		木																42,228		土																42,228		日																43,689		月																44,054		火		107.17		105.17		106.17		3.49		3.33		3.41				44,420		木

				39,672		火		111.18		109.18		110.18				40,038		木		97.12		95.12		96.12				40,403		金		87.14		85.14		86.14				40,768		土																41,133		日																41,499		火 カ		98.43		96.43		97.43		3.20		3.04		3.12				41,864		水 スイ		103.27		101.27		102.27		3.27		3.11		3.19				42,229		木		125.29		123.29		124.29		3.61		3.45		3.53				42,228		金		103.21		101.21		102.21		3.02		2.86		2.94				42,229		日																42,229		月		111.56		109.56		110.56		3.39		3.23		3.31				43,690		火		106.43		104.43		105.43		3.51		3.35		3.43				44,055		水		107.57		105.57		106.57		3.50		3.34		3.42				44,421		金

				39,673		水		110.02		108.02		109.02				40,039		金		96.44		94.44		95.44				40,404		土										40,769		日																41,134		月		79.25		77.25		78.25		2.57		2.41		2.49				41,500		水 スイ		99.30		97.30		98.30		3.22		3.06		3.14				41,865		木		103.50		101.50		102.50		3.29		3.13		3.21				42,230		金		125.43		123.43		124.43		3.61		3.45		3.53				42,229		土																42,230		月		110.42		108.42		109.42		3.37		3.21		3.29				42,230		火		111.78		109.78		110.78		3.40		3.24		3.32				43,691		水		107.37		105.37		106.37		3.53		3.37		3.45				44,056		木		107.71		105.71		106.71		3.52		3.36		3.44				44,422		土

				39,674		木		110.42		108.42		109.42				40,040		土										40,405		日										40,770		月		78.03		76.03		77.03		2.66		2.50		2.58				41,135		火		79.44		77.44		78.44		2.58		2.42		2.50				41,501		木 モク		98.96		96.96		97.96		3.22		3.06		3.14				41,866		金		103.51		101.51		102.51		3.30		3.14		3.22				42,231		土																42,230		日																42,231		火		111.21		109.21		110.21		3.39		3.23		3.31				42,231		水		112.40		110.40		111.40		3.42		3.26		3.34				43,692		木		107.05		105.05		106.05		3.51		3.35		3.43				44,057		金		107.98		105.98		106.98		3.53		3.37		3.45				44,423		日

				39,675		金		110.93		108.93		109.93				40,041		日										40,406		月		86.83		84.83		85.83				40,771		火		77.90		75.90		76.90		2.66		2.50		2.58				41,136		水		79.86		77.86		78.86		2.58		2.42		2.50				41,502		金 キン		98.23		96.23		97.23		3.19		3.03		3.11				41,867		土 ド																42,232		日																42,231		月		102.47		100.47		101.47		3.00		2.84		2.92				42,232		水		111.71		109.71		110.71		3.41		3.25		3.33				42,232		木		111.61		109.61		110.61		3.40		3.24		3.32				43,693		金		107.15		105.15		106.15		3.52		3.36		3.44				44,058		土																44,424		月

				39,676		土										40,042		月		95.60		93.60		94.60				40,407		火		86.19		84.19		85.19				40,772		水		77.79		75.79		76.79		2.65		2.49		2.57				41,137		木		80.11		78.11		79.11		2.59		2.43		2.51				41,503		土 ド																41,868		日																42,233		月		125.40		123.40		124.40		3.60		3.44		3.52				42,232		火		102.13		100.13		101.13		3.00		2.84		2.92				42,233		木		111.00		109.00		110.00		3.39		3.23		3.31				42,233		金		111.89		109.89		110.89		3.42		3.26		3.34				43,694		土																44,059		日																44,425		火

				39,677		日										40,043		火		95.75		93.75		94.75				40,408		水		86.50		84.50		85.50				40,773		木		77.69		75.69		76.69		2.65		2.49		2.57				41,138		金		80.35		78.35		79.35		2.60		2.44		2.52				41,504		日 ニチ																41,869		月		103.38		101.38		102.38		3.30		3.14		3.22				42,234		火		125.44		123.44		124.44		3.58		3.42		3.50				42,233		水		101.68		99.68		100.68		2.99		2.83		2.91				42,234		金		110.47		108.47		109.47		3.38		3.22		3.30				42,234		土																43,695		日																44,060		月		107.55		105.55		106.55		3.51		3.35		3.43				44,426		水

				39,678		月		111.19		109.19		110.19				40,044		水		95.75		93.75		94.75				40,409		木		86.61		84.61		85.61				40,774		金		77.86		75.86		76.86		2.65		2.49		2.57				41,139		土																41,505		月 ゲツ		98.63		96.63		97.63		3.20		3.04		3.12				41,870		火 カ		103.62		101.62		102.62		3.30		3.14		3.22				42,235		水		125.37		123.37		124.37		3.58		3.42		3.50				42,234		木		100.78		98.78		99.78		2.97		2.81		2.89				42,235		土																42,235		日																43,696		月		107.41		105.41		106.41		3.55		3.39		3.47				44,061		火		106.82		104.82		105.82		3.48		3.32		3.40				44,427		木

				39,679		火		110.99		108.99		109.99				40,045		木		95.26		93.26		94.26				40,410		金		86.40		84.40		85.40				40,775		土																41,140		日																41,506		火 カ		98.71		96.71		97.71		3.18		3.02		3.10				41,871		水 スイ		103.99		101.99		102.99		3.31		3.15		3.23				42,236		木		124.82		122.82		123.82		3.57		3.41		3.49				42,235		金		101.43		99.43		100.43		2.99		2.83		2.91				42,236		日																42,236		月		111.56		109.56		110.56		3.41		3.25		3.33				43,697		火		107.65		105.65		106.65		3.55		3.39		3.47				44,062		水		106.19		104.19		105.19		3.45		3.29		3.37				44,428		金

				39,680		水		110.89		108.89		109.89				40,046		金		95.05		93.05		94.05				40,411		土										40,776		日																41,141		金		80.59		78.59		79.59		2.60		2.44		2.52				41,507		水 スイ		98.50		96.50		97.50		3.16		3.00		3.08				41,872		木		104.81		102.81		103.81		3.32		3.16		3.24				42,237		金		124.49		122.49		123.49		3.55		3.39		3.47				42,236		土																42,237		月		110.37		108.37		109.37		3.37		3.21		3.29				42,237		火		110.90		108.90		109.90		3.42		3.26		3.34				43,698		水		107.36		105.36		106.36		3.54		3.38		3.46				44,063		木		107.09		105.09		106.09		3.46		3.30		3.38				44,429		土

				39,681		木		110.74		108.74		109.74				40,047		土										40,412		日										40,777		月		77.73		75.73		76.73		2.65		2.49		2.57				41,142		火		80.36		78.36		79.36		2.60		2.44		2.52				41,508		木 モク		98.91		96.91		97.91		3.14		2.98		3.06				41,873		金		104.96		102.96		103.96		3.34		3.18		3.26				42,238		土																42,237		日																42,238		火		110.15		108.15		109.15		3.36		3.20		3.28				42,238		水		111.20		109.20		110.20		3.46		3.30		3.38				43,699		木		107.62		105.62		106.62		3.55		3.39		3.47				44,064		金		106.70		104.70		105.70		3.45		3.29		3.37				44,430		日

				39,682		金		109.71		107.71		108.71				40,048		日										40,413		月		86.49		84.49		85.49				40,778		火		77.81		75.81		76.81		2.66		2.50		2.58				41,143		水		80.26		78.26		79.26		2.60		2.44		2.52				41,509		金 キン		99.95		97.95		98.95		3.18		3.02		3.10				41,874		土 ド																42,239		日																42,238		月		101.63		99.63		100.63		2.98		2.82		2.90				42,239		水		110.74		108.74		109.74		3.38		3.22		3.30				42,239		木		111.78		109.78		110.78		3.46		3.30		3.38				43,700		金		107.66		105.66		106.66		3.55		3.39		3.47				44,065		土																44,431		月

				39,683		土										40,049		月		95.64		93.64		94.64				40,414		火		86.10		84.10		85.10				40,779		水		77.89		75.89		76.89		2.65		2.49		2.57				41,144		木		79.57		77.57		78.57		2.59		2.43		2.51				41,510		土 ド																41,875		日																42,240		月		122.72		120.72		121.72		3.48		3.32		3.40				42,239		火		101.16		99.16		100.16		2.97		2.81		2.89				42,240		木		110.17		108.17		109.17		3.35		3.19		3.27				42,240		金		112.51		110.51		111.51		3.48		3.32		3.40				43,701		土																44,066		日																44,432		火

				39,684		日										40,050		火		95.18		93.18		94.18				40,415		水		85.35		83.35		84.35				40,780		木		77.96		75.96		76.96		2.65		2.49		2.57				41,145		金		79.57		77.57		78.57		2.60		2.44		2.52				41,511		日 ニチ																41,876		月		105.19		103.19		104.19		3.34		3.18		3.26				42,241		火		119.90		117.90		118.90		3.43		3.27		3.35				42,240		水		101.39		99.39		100.39		2.98		2.82		2.90				42,241		金		110.80		108.80		109.80		3.37		3.21		3.29				42,241		土																43,702		日																44,067		月		106.80		104.80		105.80		3.44		3.28		3.36				44,433		水

				39,685		月		111.29		109.29		110.29				40,051		水		95.02		93.02		94.02				40,416		木		85.67		83.67		84.67				40,781		金		78.45		76.45		77.45		2.67		2.51		2.59				41,146		土																41,512		月 ゲツ		99.74		97.74		98.74		3.18		3.02		3.10				41,877		火 カ		105.10		103.10		104.10		3.34		3.18		3.26				42,242		水		120.08		118.08		119.08		3.42		3.26		3.34				42,241		木		101.51		99.51		100.51		2.99		2.83		2.91				42,242		土																42,242		日																43,703		月		106.08		104.08		105.08		3.50		3.34		3.42				44,068		火		107.01		105.01		106.01		3.44		3.28		3.36				44,434		木

				39,686		火		110.45		108.45		109.45				40,052		木		94.91		92.91		93.91				40,417		金		85.36		83.36		84.36				40,782		土																41,147		日																41,513		火 カ		99.14		97.14		98.14		3.14		2.98		3.06				41,878		水 スイ		105.10		103.10		104.10		3.34		3.18		3.26				42,243		木		121.06		119.06		120.06		3.46		3.30		3.38				42,242		金		101.50		99.50		100.50		2.99		2.83		2.91				42,243		日																42,243		月		112.20		110.20		111.20		3.49		3.33		3.41				43,704		火		106.83		104.83		105.83		3.54		3.38		3.46				44,069		水		107.46		105.46		106.46		3.46		3.30		3.38				44,435		金

				39,687		水		110.29		108.29		109.29				40,053		金		94.77		92.77		93.77				40,418		土										40,783		日																41,148		月		79.81		77.81		78.81		2.61		2.45		2.53				41,514		水 スイ		98.19		96.19		97.19		3.10		2.94		3.02				41,879		木		104.77		102.77		103.77		3.33		3.17		3.25				42,244		金		122.15		120.15		121.15		3.48		3.32		3.40				42,243		土																42,244		月		110.11		108.11		109.11		3.36		3.20		3.28				42,244		火		112.23		110.23		111.23		3.50		3.34		3.42				43,705		水		106.73		104.73		105.73		3.53		3.37		3.45				44,070		木		106.93		104.93		105.93		3.47		3.31		3.39				44,436		土

				39,688		木		110.54		108.54		109.54				40,054		土										40,419		日										40,784		月		77.74		75.74		76.74		2.64		2.48		2.56				41,149		火		79.67		77.67		78.67		2.59		2.43		2.51				41,515		木 モク		98.87		96.87		97.87		3.12		2.96		3.04				41,880		金		104.74		102.74		103.74		3.33		3.17		3.25				42,245		土																42,244		日																42,245		火		109.81		107.81		108.81		3.36		3.20		3.28				42,245		水		112.23		110.23		111.23		3.49		3.33		3.41				43,706		木		107.03		105.03		106.03		3.55		3.39		3.47				44,071		金		107.66		105.66		106.66		3.49		3.33		3.41				44,437		日

				39,689		金		110.36		108.36		109.36				40,055		日										40,420		月		86.74		84.74		85.74				40,785		火		77.92		75.92		76.92		2.64		2.48		2.56				41,150		水		79.60		77.60		78.60		2.59		2.43		2.51				41,516		金 キン		99.36		97.36		98.36		3.14		2.98		3.06				41,881		土 ド																42,246		日																42,245		月		102.85		100.85		101.85		3.02		2.86		2.94				42,246		水		110.89		108.89		109.89		3.39		3.23		3.31				42,246		木		112.76		110.76		111.76		3.50		3.34		3.42				43,707		金		107.46		105.46		106.46		3.56		3.40		3.48				44,072		土																44,438		月

				39,690		土										40,056		月		93.74		91.74		92.74				40,421		火		85.56		83.56		84.56				40,786		水		77.74		75.74		76.74		2.63		2.47		2.55				41,151		木		79.71		77.71		78.71		2.59		2.43		2.51				41,517		土 ド																41,882		日																42,247		月		122.18		120.18		121.18		3.46		3.30		3.38				42,246		火		102.95		100.95		101.95		3.03		2.87		2.95				42,247		木		111.42		109.42		110.42		3.41		3.25		3.33				42,247		金		112.06		110.06		111.06		3.47		3.31		3.39				43,708		土																44,073		日																44,439		火

				39,691		日										40,057		火		94.00		92.00		93.00				40,422		水		85.27		83.27		84.27				40,787		木		78.01		76.01		77.01		2.65		2.49		2.57				41,152		金		79.60		77.60		78.60		2.59		2.43		2.51				41,518		日 ニチ																41,883		月		105.13		103.13		104.13		3.34		3.18		3.26				42,248		火		122.01		120.01		121.01		3.46		3.30		3.38				42,247		水		104.18		102.18		103.18		3.06		2.90		2.98				42,248		金		111.16		109.16		110.16		3.40		3.24		3.32				42,248		土																43,709		日																44,074		月		106.36		104.36		105.36		3.47		3.31		3.39				44,440		水

				39,692		月		109.64		107.64		108.64				40,058		水		93.81		91.81		92.81				40,423		木		85.42		83.42		84.42				40,788		金		77.97		75.97		76.97		2.65		2.49		2.57				41,153		土																41,519		月 ゲツ		99.56		97.56		98.56		3.14		2.98		3.06				41,884		火 カ		105.40		103.40		104.40		3.34		3.18		3.26				42,249		水		121.27		119.27		120.27		3.45		3.29		3.37				42,248		木		104.18		102.18		103.18		3.06		2.90		2.98				42,249		土																42,249		日																43,710		月		107.14		105.14		106.14		3.54		3.38		3.46				44,075		火		106.89		104.89		105.89		3.49		3.33		3.41				44,441		木

				39,693		火		109.54		107.54		108.54				40,059		木		93.13		91.13		92.13				40,424		金		85.34		83.34		84.34				40,789		土																41,154		日																41,520		火 カ		100.68		98.68		99.68		3.20		3.04		3.12				41,885		水 スイ		106.21		104.21		105.21		3.36		3.20		3.28				42,250		木		121.62		119.62		120.62		3.45		3.29		3.37				42,249		金		104.31		102.31		103.31		3.07		2.91		2.99				42,250		日																42,250		月		111.99		109.99		110.99		3.46		3.30		3.38				43,711		火		107.33		105.33		106.33		3.55		3.39		3.47				44,076		水		107.02		105.02		106.02		3.48		3.32		3.40				44,442		金

				39,694		水		109.88		107.88		108.88				40,060		金		93.70		91.70		92.70				40,425		土										40,790		日																41,155		月		79.23		77.23		78.23		2.58		2.42		2.50				41,521		水 スイ		100.61		98.61		99.61		3.18		3.02		3.10				41,886		木		105.92		103.92		104.92		3.36		3.20		3.28				42,251		金		120.93		118.93		119.93		3.42		3.26		3.34				42,250		土																42,251		月		110.83		108.83		109.83		3.39		3.23		3.31				42,251		火		112.08		110.08		111.08		3.48		3.32		3.40				43,712		水		106.93		104.93		105.93		3.54		3.38		3.46				44,077		木		107.24		105.24		106.24		3.47		3.31		3.39				44,443		土

				39,695		木		109.32		107.32		108.32				40,061		土										40,426		日										40,791		月		77.82		75.82		76.82		2.64		2.48		2.56				41,156		火		79.38		77.38		78.38		2.59		2.43		2.51				41,522		木 モク		100.72		98.72		99.72		3.18		3.02		3.10				41,887		金		106.57		104.57		105.57		3.37		3.21		3.29				42,252		土																42,251		日																42,252		火		110.66		108.66		109.66		3.39		3.23		3.31				42,252		水		112.52		110.52		111.52		3.48		3.32		3.40				43,713		木		107.42		105.42		106.42		3.56		3.40		3.48				44,078		金		107.16		105.16		106.16		3.46		3.30		3.38				44,444		日

				39,696		金		107.78		105.78		106.78				40,062		日										40,427		月		85.38		83.38		84.38				40,792		火		77.95		75.95		76.95		2.65		2.49		2.57				41,157		水		79.53		77.53		78.53		2.59		2.43		2.51				41,523		金 キン		100.99		98.99		99.99		3.17		3.01		3.09				41,888		土 ド																42,253		日																42,252		月		104.93		102.93		103.93		3.08		2.92		3.00				42,253		水		109.64		107.64		108.64		3.36		3.20		3.28				42,253		木		112.26		110.26		111.26		3.48		3.32		3.40				43,714		金		108.07		106.07		107.07		3.57		3.41		3.49				44,079		土																44,445		月

				39,697		土										40,063		月		94.08		92.08		93.08				40,428		火		85.23		83.23		84.23				40,793		水		78.46		76.46		77.46		2.67		2.51		2.59				41,158		木		79.45		77.45		78.45		2.59		2.43		2.51				41,524		土 ド																41,889		日																42,254		月		120.07		118.07		119.07		3.39		3.23		3.31				42,253		火		104.60		102.60		103.60		3.06		2.90		2.98				42,254		木		110.19		108.19		109.19		3.38		3.22		3.30				42,254		金		111.51		109.51		110.51		3.45		3.29		3.37				43,715		土																44,080		日																44,446		火

				39,698		日										40,064		火		93.95		91.95		92.95				40,429		水		84.84		82.84		83.84				40,794		木		78.36		76.36		77.36		2.66		2.50		2.58				41,159		金		79.88		77.88		78.88		2.61		2.45		2.53				41,525		日 ニチ																41,890		月		106.09		104.09		105.09		3.36		3.20		3.28				42,255		火		120.42		118.42		119.42		3.38		3.22		3.30				42,254		水		102.37		100.37		101.37		3.01		2.85		2.93				42,255		金		109.40		107.40		108.40		3.36		3.20		3.28				42,255		土																43,716		日																44,081		月		107.36		105.36		106.36		3.47		3.31		3.39				44,447		水

				39,699		月		109.50		107.50		108.50				40,065		水		93.36		91.36		92.36				40,430		木		84.90		82.90		83.90				40,795		金		78.57		76.57		77.57		2.66		2.50		2.58				41,160		土																41,526		月 ゲツ		100.65		98.65		99.65		3.16		3.00		3.08				41,891		火 カ		107.03		105.03		106.03		3.38		3.22		3.30				42,256		水		121.23		119.23		120.23		3.42		3.26		3.34				42,255		木		102.64		100.64		101.64		3.02		2.86		2.94				42,256		土																42,256		日																43,717		月		107.95		105.95		106.95		3.57		3.41		3.49				44,082		火		107.31		105.31		106.31		3.47		3.31		3.39				44,448		木

				39,700		火		108.75		106.75		107.75				40,066		木		93.20		91.20		92.20				40,431		金		85.13		83.13		84.13				40,796		土																41,161		日																41,527		火 カ		100.68		98.68		99.68		3.19		3.03		3.11				41,892		水 スイ		107.12		105.12		106.12		3.39		3.23		3.31				42,257		木		121.23		119.23		120.23		3.40		3.24		3.32				42,256		金		103.28		101.28		102.28		3.02		2.86		2.94				42,257		日																42,257		月		111.93		109.93		110.93		3.46		3.30		3.38				43,718		火		108.45		106.45		107.45		3.59		3.43		3.51				44,083		水		106.99		104.99		105.99		3.45		3.29		3.37				44,449		金

				39,701		水		108.15		106.15		107.15				40,067		金		92.63		90.63		91.63				40,432		土										40,797		日																41,162		月		79.21		77.21		78.21		2.60		2.44		2.52				41,528		水 スイ		101.32		99.32		100.32		3.21		3.05		3.13				41,893		木		107.80		105.80		106.80		3.41		3.25		3.33				42,258		金		121.82		119.82		120.82		3.44		3.28		3.36				42,257		土																42,258		月		109.44		107.44		108.44		3.36		3.20		3.28				42,258		火		112.45		110.45		111.45		3.48		3.32		3.40				43,719		水		108.66		106.66		107.66		3.60		3.44		3.52				44,084		木		107.22		105.22		106.22		3.48		3.32		3.40				44,450		土

				39,702		木		108.53		106.53		107.53				40,068		土										40,433		日										40,798		月		78.56		76.56		77.56		2.66		2.50		2.58				41,163		火		79.24		77.24		78.24		2.60		2.44		2.52				41,529		木 モク		100.67		98.67		99.67		3.21		3.05		3.13				41,894		金		108.22		106.22		107.22		3.41		3.25		3.33				42,259		土																42,258		日																42,259		火		110.53		108.53		109.53		3.39		3.23		3.31				42,259		水		112.58		110.58		111.58		3.49		3.33		3.41				43,720		木		109.09		107.09		108.09		3.62		3.46		3.54				44,085		金		107.16		105.16		106.16		3.47		3.31		3.39				44,451		日

				39,703		金		108.20		106.20		107.20				40,069		日										40,434		月		85.18		83.18		84.18				40,799		火		78.20		76.20		77.20		2.64		2.48		2.56				41,164		水		78.89		76.89		77.89		2.59		2.43		2.51				41,530		金 キン		100.72		98.72		99.72		3.22		3.06		3.14				41,895		土 ド																42,260		日																42,259		月		103.64		101.64		102.64		3.03		2.87		2.95				42,260		水		111.14		109.14		110.14		3.41		3.25		3.33				42,260		木		112.43		110.43		111.43		3.49		3.33		3.41				43,721		金		109.25		107.25		108.25		3.64		3.48		3.56				44,086		土																44,452		月

				39,704		土										40,070		月		91.63		89.63		90.63				40,435		火		84.42		82.42		83.42				40,800		水		77.94		75.94		76.94		2.63		2.47		2.55				41,165		木		78.77		76.77		77.77		2.59		2.43		2.51				41,531		土 ド																41,896		日																42,261		月		121.65		119.65		120.65		3.43		3.27		3.35				42,260		火		102.58		100.58		101.58		2.99		2.83		2.91				42,261		木		111.65		109.65		110.65		3.42		3.26		3.34				42,261		金		113.11		111.11		112.11		3.52		3.36		3.44				43,722		土																44,087		日																44,453		火

				39,705		日										40,071		火		92.04		90.04		91.04				※9月15日 ガツヒ		水		86.02		84.02		85.02				40,801		木		77.74		75.74		76.74		2.62		2.46		2.54				41,166		金		78.65		76.65		77.65		2.60		2.44		2.52				41,532		日 ニチ																41,897		月																42,262		火		121.66		119.66		120.66		3.43		3.27		3.35				42,261		水		103.83		101.83		102.83		3.02		2.86		2.94				42,262		金		111.21		109.21		110.21		3.41		3.25		3.33				42,262		土																43,723		日																44,088		月		107.18		105.18		106.18		3.47		3.31		3.39				44,454		水

				39,706		月										40,072		水		91.89		89.89		90.89				40,437		木		86.62		84.62		85.62				40,802		金		77.82		75.82		76.82		2.61		2.45		2.53				41,167		土																41,533		月 ゲツ																41,898		火 カ		108.17		106.17		107.17		3.41		3.25		3.33				42,263		水		121.34		119.34		120.34		3.43		3.27		3.35				42,262		木		103.50		101.50		102.50		3.02		2.86		2.94				42,263		土																42,263		日																43,724		月																44,089		火		106.74		104.74		105.74		3.46		3.30		3.38				44,455		木

				39,707		火		105.39		103.39		104.39				40,073		木		92.12		90.12		91.12				40,438		金		86.85		84.85		85.85				40,803		土																41,168		日																41,534		火 カ		100.18		98.18		99.18		3.20		3.04		3.12				41,899		水 スイ		108.25		106.25		107.25		3.41		3.25		3.33				42,264		木		121.60		119.60		120.60		3.44		3.28		3.36				42,263		金		103.00		101.00		102.00		3.01		2.85		2.93				42,264		日																42,264		月																43,725		火		109.20		107.20		108.20		3.62		3.46		3.54				44,090		水		106.38		104.38		105.38		3.46		3.30		3.38				44,456		金

				39,708		水		107.46		105.46		106.46				40,074		金		92.23		90.23		91.23				40,439		土										40,804		日																41,169		月																41,535		水 スイ		100.25		98.25		99.25		3.21		3.05		3.13				41,900		木		109.50		107.50		108.50		3.43		3.27		3.35				42,265		金		120.82		118.82		119.82		3.42		3.26		3.34				42,264		土																42,265		月																42,265		火		112.83		110.83		111.83		3.51		3.35		3.43				43,726		水		109.21		107.21		108.21		3.63		3.47		3.55				44,091		木		106.07		104.07		105.07		3.46		3.30		3.38				44,457		土

				39,709		木		105.85		103.85		104.85				40,075		土										40,440		日										40,805		月																41,170		火		79.60		77.60		78.60		2.63		2.47		2.55				41,536		木 モク		99.19		97.19		98.19		3.24		3.08		3.16				41,901		金		109.86		107.86		108.86		3.45		3.29		3.37				42,266		土																42,265		日																42,266		火		112.46		110.46		111.46		3.45		3.29		3.37				42,266		水		113.30		111.30		112.30		3.53		3.37		3.45				43,727		木		109.43		107.43		108.43		3.63		3.47		3.55				44,092		金		105.84		103.84		104.84		3.45		3.29		3.37				44,458		日

				39,710		金		107.23		105.23		106.23				40,076		日										40,441		月										40,806		火		77.65		75.65		76.65		2.58		2.42		2.50				41,171		水		79.66		77.66		78.66		2.63		2.47		2.55				41,537		金 キン		100.54		98.54		99.54		3.27		3.11		3.19				41,902		土 ド																42,267		日																42,266		月																42,267		水		112.63		110.63		111.63		3.46		3.30		3.38				42,267		木		113.38		111.38		112.38		3.55		3.39		3.47				43,728		金		109.06		107.06		108.06		3.62		3.46		3.54				44,093		土																44,459		月

				39,711		土										40,077		月										40,442		火		86.71		84.71		85.71				40,807		水		77.25		75.25		76.25		2.58		2.42		2.50				41,172		木		79.41		77.41		78.41		2.62		2.46		2.54				41,538		土 ド																41,903		日																42,268		月																42,267		火		102.95		100.95		101.95		3.01		2.85		2.93				42,268		木		113.53		111.53		112.53		3.48		3.32		3.40				42,268		金		113.61		111.61		112.61		3.57		3.41		3.49				43,729		土																44,094		日																44,460		火

				39,712		日										40,078		火										40,443		水		85.85		83.85		84.85				40,808		木		77.75		75.75		76.75		2.58		2.42		2.50				41,173		金		79.36		77.36		78.36		2.62		2.46		2.54				41,539		日 ニチ																41,904		月		109.97		107.97		108.97		3.46		3.30		3.38				42,269		火																42,268		水		102.82		100.82		101.82		3.01		2.85		2.93				42,269		金		113.24		111.24		112.24		3.47		3.31		3.39				42,269		土																43,730		日																44,095		月																44,461		水

				39,713		月		107.98		105.98		106.98				40,079		水										40,444		木										40,809		金																41,174		土																41,540		月 ゲツ																41,905		火 カ																42,270		水																42,269		木																42,270		土																42,270		日																43,731		月																44,096		火																44,462		木

				39,714		火										40,080		木		92.25		90.25		91.25				40,445		金		85.50		83.50		84.50				40,810		土																41,175		日																41,541		火 カ		99.79		97.79		98.79		3.24		3.08		3.16				41,906		水 スイ		109.64		107.64		108.64		3.45		3.29		3.37				42,271		木		121.21		119.21		120.21		3.40		3.24		3.32				42,270		金		102.06		100.06		101.06		3.00		2.84		2.92				42,271		日																42,271		月																43,732		火		108.69		106.69		107.69		3.62		3.46		3.54				44,097		水		106.14		104.14		105.14		3.42		3.26		3.34				44,463		金

				39,715		水		106.46		104.46		105.46				40,081		金		91.82		89.82		90.82				40,446		土										40,811		日																41,176		月		79.15		77.15		78.15		2.61		2.45		2.53				41,542		水 スイ		99.73		97.73		98.73		3.22		3.06		3.14				41,907		木		110.23		108.23		109.23		3.47		3.31		3.39				42,272		金		121.36		119.36		120.36		3.41		3.25		3.33				42,271		土																42,272		月		113.53		111.53		112.53		3.48		3.32		3.40				42,272		火		114.02		112.02		113.02		3.57		3.41		3.49				43,733		水		108.11		106.11		107.11		3.59		3.43		3.51				44,098		木		106.45		104.45		105.45		3.42		3.26		3.34				44,464		土

				39,716		木		107.08		105.08		106.08				40,082		土										40,447		日										40,812		月		77.64		75.64		76.64		2.55		2.39		2.47				41,177		火		78.85		76.85		77.85		2.60		2.44		2.52				41,543		木 モク		99.30		97.30		98.30		3.22		3.06		3.14				41,908		金		109.53		107.53		108.53		3.44		3.28		3.36				42,273		土																42,272		日																42,273		火		112.55		110.55		111.55		3.45		3.29		3.37				42,273		水		113.93		111.93		112.93		3.56		3.40		3.48				43,734		木		108.73		106.73		107.73		3.60		3.44		3.52				44,099		金		106.56		104.56		105.56		3.43		3.27		3.35				44,465		日

				39,717		金		107.11		105.11		106.11				40,083		日										40,448		月		85.28		83.28		84.28				40,813		火		77.28		75.28		76.28		2.54		2.38		2.46				41,178		水		78.76		76.76		77.76		2.59		2.43		2.51				41,544		金 キン		99.96		97.96		98.96		3.25		3.09		3.17				41,909		土 ド																42,274		日																42,273		月		101.75		99.75		100.75		2.99		2.83		2.91				42,274		水		113.39		111.39		112.39		3.47		3.31		3.39				42,274		木		113.89		111.89		112.89		3.56		3.40		3.48				43,735		金		108.84		106.84		107.84		3.60		3.44		3.52				44,100		土																44,466		月

				39,718		土										40,084		月		89.90		87.90		88.90				40,449		火		85.35		83.35		84.35				40,814		水		77.48		75.48		76.48		2.55		2.39		2.47				41,179		木		78.67		76.67		77.67		2.58		2.42		2.50				41,545		土 ド																41,910		日																42,275		月		121.40		119.40		120.40		3.41		3.25		3.33				42,274		火		101.32		99.32		100.32		2.97		2.81		2.89				42,275		木		113.95		111.95		112.95		3.47		3.31		3.39				42,275		金		114.57		112.57		113.57		3.58		3.42		3.50				43,736		土																44,101		日																44,467		火

				39,719		日										40,085		火		91.21		89.21		90.21				40,450		水		84.94		82.94		83.94				40,815		木		77.48		75.48		76.48		2.54		2.38		2.46				41,180		金		78.60		76.60		77.60		2.60		2.44		2.52				41,546		日 ニチ																41,911		月		110.37		108.37		109.37		3.46		3.30		3.38				42,276		火		120.79		118.79		119.79		3.36		3.20		3.28				42,275		水		101.55		99.55		100.55		2.99		2.83		2.91				42,276		金		113.73		111.73		112.73		3.46		3.30		3.38				42,276		土																43,737		日																44,102		月		106.37		104.37		105.37		3.41		3.25		3.33				44,468		水

				39,720		月		107.91		105.91		106.91				40,086		水		91.21		89.21		90.21				40,451		木		84.82		82.82		83.82				40,816		金		77.65		75.65		76.65		2.54		2.38		2.46				41,181		土																41,547		月 ゲツ		98.75		96.75		97.75		3.19		3.03		3.11				41,912		火 カ		110.45		108.45		109.45		3.46		3.30		3.38				42,277		水		120.96		118.96		119.96		3.37		3.21		3.29				42,276		木		102.18		100.18		101.18		3.00		2.84		2.92				42,277		土														111.04		42,277		日														110.26		43,738		月		108.92		106.92		107.92		3.61		3.45		3.53		108.60		44,103		火		106.35		104.35		105.35		3.41		3.25		3.33				44,469		木

				39,721		火		104.57		102.57		103.57				40,087		木		90.83		88.83		89.83				40,452		金		84.56		82.56		83.56				40,817		土																41,182		日																41,548		火 カ		99.40		97.40		98.40		3.23		3.07		3.15				41,913		水 スイ		110.76		108.76		109.76		3.47		3.31		3.39				42,278		木		120.83		118.83		119.83		3.38		3.22		3.30				42,277		金		102.12		100.12		101.12		2.99		2.83		2.91				42,278		日																42,278		月		114.92		112.92		113.92		3.61		3.45		3.53				43,739		火		109.19		107.19		108.19		3.62		3.46		3.54				44,104		水		106.80		104.80		105.80		3.42		3.26		3.34				44,470		金														106.93

				39,722		水		107.50		105.50		106.50				40,088		金		90.58		88.58		89.58				40,453		土										40,818		日																41,183		月		78.95		76.95		77.95		2.60		2.44		2.52				41,549		水 スイ		99.07		97.07		98.07		3.22		3.06		3.14				41,914		木		110.07		108.07		109.07		3.45		3.29		3.37				42,279		金		120.89		118.89		119.89		3.37		3.21		3.29				42,278		土																42,279		月		113.78		111.78		112.78		3.46		3.30		3.38				42,279		火		114.99		112.99		113.99		3.61		3.45		3.53				43,740		水		108.71		106.71		107.71		3.60		3.44		3.52				44,105		木		106.55		104.55		105.55		3.42		3.26		3.34				44,471		土

				39,723		木		107.29		105.29		106.29				40,089		土										40,454		日										40,819		月		78.14		76.14		77.14		2.55		2.39		2.47				41,184		火		79.07		77.07		78.07		2.62		2.46		2.54				41,550		木 モク		98.34		96.34		97.34		3.21		3.05		3.13				41,915		金		109.77		107.77		108.77		3.44		3.28		3.36				42,280		土																42,279		日																42,280		火		113.97		111.97		112.97		3.46		3.30		3.38				42,280		水		114.61		112.61		113.61		3.59		3.43		3.51				43,741		木		108.09		106.09		107.09		3.58		3.42		3.50				44,106		金		106.56		104.56		105.56		3.43		3.27		3.35				44,472		日

				39,724		金		106.08		104.08		105.08				40,090		日										40,455		月		84.43		82.43		83.43				40,820		火		77.73		75.73		76.73		2.54		2.38		2.46				41,185		水		79.29		77.29		78.29		2.63		2.47		2.55				41,551		金 キン		98.30		96.30		97.30		3.19		3.03		3.11				41,916		土 ド																42,281		日																42,280		月		102.40		100.40		101.40		3.01		2.85		2.93				42,281		水		113.60		111.60		112.60		3.46		3.30		3.38				42,281		木		115.42		113.42		114.42		3.59		3.43		3.51				43,742		金		107.86		105.86		106.86		3.58		3.42		3.50				44,107		土																44,473		月

				39,725		土										40,091		月		90.82		88.82		89.82				40,456		火		84.54		82.54		83.54				40,821		水		77.75		75.75		76.75		2.55		2.39		2.47				41,186		木		79.53		77.53		78.53		2.64		2.48		2.56				41,552		土 ド																41,917		日																42,282		月		121.01		119.01		120.01		3.37		3.21		3.29				42,281		火		103.07		101.07		102.07		3.02		2.86		2.94				42,282		木		113.81		111.81		112.81		3.46		3.30		3.38				42,282		金		115.13		113.13		114.13		3.57		3.41		3.49				43,743		土																44,108		日																44,474		火

				39,726		日										40,092		火		90.41		88.41		89.41				40,457		水		84.18		82.18		83.18				40,822		木		77.79		75.79		76.79		2.55		2.39		2.47				41,187		金		79.58		77.58		78.58		2.66		2.50		2.58				41,553		日 ニチ																41,918		月		110.69		108.69		109.69		3.45		3.29		3.37				42,283		火		121.47		119.47		120.47		3.40		3.24		3.32				42,282		水		103.77		101.77		102.77		3.04		2.88		2.96				42,283		金		113.90		111.90		112.90		3.46		3.30		3.38				42,283		土																43,744		日																44,109		月		106.59		104.59		105.59		3.43		3.27		3.35				44,475		水

				39,727		月		105.47		103.47		104.47				40,093		水		89.98		87.98		88.98				40,458		木		83.96		81.96		82.96				40,823		金		77.71		75.71		76.71		2.55		2.39		2.47				41,188		土																41,554		月 ゲツ		98.25		96.25		97.25		3.18		3.02		3.10				41,919		火 カ		109.94		107.94		108.94		3.42		3.26		3.34				42,284		水		121.31		119.31		120.31		3.39		3.23		3.31				42,283		木		104.46		102.46		103.46		3.06		2.90		2.98				42,284		土																42,284		日																43,745		月		107.74		105.74		106.74		3.59		3.43		3.51				44,110		火		106.66		104.66		105.66		3.46		3.30		3.38				44,476		木

				39,728		火		102.63		100.63		101.63				40,094		木		89.48		87.48		88.48				40,459		金		83.49		81.49		82.49				40,824		土																41,189		日																41,555		火 カ		97.80		95.80		96.80		3.17		3.01		3.09				41,920		水 スイ		109.26		107.26		108.26		3.40		3.24		3.32				42,285		木		121.04		119.04		120.04		3.42		3.26		3.34				42,284		金		104.75		102.75		103.75		3.06		2.90		2.98				42,285		日																42,285		月																43,746		火		108.39		106.39		107.39		3.60		3.44		3.52				44,111		水		106.68		104.68		105.68		3.45		3.29		3.37				44,477		金

				39,729		水		102.61		100.61		101.61				40,095		金		89.79		87.79		88.79				40,460		土										40,825		日																41,190		月																41,556		水 スイ		98.12		96.12		97.12		3.18		3.02		3.10				41,921		木		109.29		107.29		108.29		3.41		3.25		3.33				42,286		金		120.99		118.99		119.99		3.42		3.26		3.34				42,285		土																42,286		月																42,286		火		113.97		111.97		112.97		3.51		3.35		3.43				43,747		水		108.12		106.12		107.12		3.61		3.45		3.53				44,112		木		107.07		105.07		106.07		3.48		3.32		3.40				44,478		土

				39,730		木		100.98		98.98		99.98				40,096		土										40,461		日										40,826		月																41,191		火		79.30		77.30		78.30		2.64		2.48		2.56				41,557		木 モク		98.61		96.61		97.61		3.19		3.03		3.11				41,922		金		108.80		106.80		107.80		3.41		3.25		3.33				42,287		土																42,286		日																42,287		火		113.76		111.76		112.76		3.46		3.30		3.38				42,287		水		114.06		112.06		113.06		3.52		3.36		3.44				43,748		木		108.37		106.37		107.37		3.63		3.47		3.55				44,113		金		106.98		104.98		105.98		3.48		3.32		3.40				44,479		日

				39,731		金		100.12		98.12		99.12				40,097		日										40,462		月										40,827		火		77.72		75.72		76.72		2.56		2.40		2.48				41,192		水		79.30		77.30		78.30		2.63		2.47		2.55				41,558		金 キン		99.31		97.31		98.31		3.22		3.06		3.14				41,923		土 ド																42,288		日																42,287		月																42,288		水		113.31		111.31		112.31		3.46		3.30		3.38				42,288		木		113.36		111.36		112.36		3.49		3.33		3.41				43,749		金		109.13		107.13		108.13		3.64		3.48		3.56				44,114		土																44,480		月

				39,732		土										40,098		月										40,463		火		83.27		81.27		82.27				40,828		水		77.71		75.71		76.71		2.56		2.40		2.48				41,193		木		79.12		77.12		78.12		2.62		2.46		2.54				41,559		土 ド																41,924		日																42,289		月																42,288		火		104.95		102.95		103.95		3.03		2.87		2.95				42,289		木		113.45		111.45		112.45		3.48		3.32		3.40				42,289		金		113.19		111.19		112.19		3.52		3.36		3.44				43,750		土																44,115		日																44,481		火

				39,733		日										40,099		火		90.80		88.80		89.80				40,464		水		82.83		80.83		81.83				40,829		木		78.17		76.17		77.17		2.59		2.43		2.51				41,194		金		79.52		77.52		78.52		2.64		2.48		2.56				41,560		日 ニチ																41,925		月																42,290		火		120.95		118.95		119.95		3.46		3.30		3.38				42,289		水		104.64		102.64		103.64		3.01		2.85		2.93				42,290		金		113.29		111.29		112.29		3.48		3.32		3.40				42,290		土																43,751		日																44,116		月		106.66		104.66		105.66		3.48		3.32		3.40				44,482		水

				39,734		月										40,100		水		90.75		88.75		89.75				40,465		木		82.60		80.60		81.60				40,830		金		77.98		75.98		76.98		2.58		2.42		2.50				41,195		土																41,561		月 ゲツ																41,926		火 カ		108.08		106.08		107.08		3.38		3.22		3.30				42,291		水		120.56		118.56		119.56		3.44		3.28		3.36				42,290		木		105.58		103.58		104.58		3.01		2.85		2.93				42,291		土																42,291		日																43,752		月																44,117		火		106.36		104.36		105.36		3.45		3.29		3.37				44,483		木

				39,735		火		103.82		101.82		102.82				40,101		木		90.64		88.64		89.64				40,466		金		82.57		80.57		81.57				40,831		土																41,196		日																41,562		火 カ		99.58		97.58		98.58		3.23		3.07		3.15				41,927		水 スイ		108.29		106.29		107.29		3.38		3.22		3.30				42,292		木		119.99		117.99		118.99		3.46		3.30		3.38				42,291		金		104.88		102.88		103.88		3.05		2.89		2.97				42,292		日																42,292		月		113.03		111.03		112.03		3.50		3.34		3.42				43,753		火		109.42		107.42		108.42		3.65		3.49		3.57				44,118		水		106.43		104.43		105.43		3.46		3.30		3.38				44,484		金

				39,736		水		102.67		100.67		101.67				40,102		金		91.83		89.83		90.83				40,467		土										40,832		日																41,197		月		79.39		77.39		78.39		2.63		2.47		2.55				41,563		水 スイ		99.51		97.51		98.51		3.23		3.07		3.15				41,928		木		106.92		104.92		105.92		3.35		3.19		3.27				42,293		金		120.01		118.01		119.01		3.46		3.30		3.38				42,292		土																42,293		月		113.08		111.08		112.08		3.47		3.31		3.39				42,293		火		112.89		110.89		111.89		3.51		3.35		3.43				43,754		水		109.74		107.74		108.74		3.66		3.50		3.58				44,119		木		106.26		104.26		105.26		3.45		3.29		3.37				44,485		土

				39,737		木		101.06		99.06		100.06				40,103		土										40,468		日										40,833		月		78.29		76.29		77.29		2.59		2.43		2.51				41,198		火		79.78		77.78		78.78		2.65		2.49		2.57				41,564		木 モク		99.81		97.81		98.81		3.26		3.10		3.18				41,929		金		107.39		105.39		106.39		3.36		3.20		3.28				42,294		土																42,293		日																42,294		火		113.24		111.24		112.24		3.48		3.32		3.40				42,294		水		113.41		111.41		112.41		3.54		3.38		3.46				43,755		木		109.74		107.74		108.74		3.66		3.50		3.58				44,120		金		106.36		104.36		105.36		3.46		3.30		3.38				44,486		日

				39,738		金		102.68		100.68		101.68				40,104		日										40,469		月		82.29		80.29		81.29				40,834		火		77.87		75.87		76.87		2.59		2.43		2.51				41,199		水		79.75		77.75		78.75		2.65		2.49		2.57				41,565		金 キン		99.13		97.13		98.13		3.25		3.09		3.17				41,930		土 ド																42,295		日																42,294		月		105.25		103.25		104.25		3.03		2.87		2.95				42,295		水		113.21		111.21		112.21		3.47		3.31		3.39				42,295		木		113.70		111.70		112.70		3.54		3.38		3.46				43,756		金		109.71		107.71		108.71		3.67		3.51		3.59				44,121		土																44,487		月

				39,739		土										40,105		月		91.91		89.91		90.91				40,470		火		82.25		80.25		81.25				40,835		水		77.70		75.70		76.70		2.59		2.43		2.51				41,200		木		80.16		78.16		79.16		2.67		2.51		2.59				41,566		土 ド																41,931		日																42,296		月		120.32		118.32		119.32		3.46		3.30		3.38				42,295		火		104.79		102.79		103.79		3.03		2.87		2.95				42,296		木		113.99		111.99		112.99		3.49		3.33		3.41				42,296		金		113.36		111.36		112.36		3.53		3.37		3.45				43,757		土																44,122		日																44,488		火

				39,740		日										40,106		火		91.67		89.67		90.67				40,471		水		82.42		80.42		81.42				40,836		木		77.87		75.87		76.87		2.57		2.41		2.49				41,201		金		80.43		78.43		79.43		2.67		2.51		2.59				41,567		日 ニチ																41,932		月		108.15		106.15		107.15		3.39		3.23		3.31				42,297		火		120.54		118.54		119.54		3.45		3.29		3.37				42,296		水		104.75		102.75		103.75		3.05		2.89		2.97				42,297		金		113.77		111.77		112.77		3.49		3.33		3.41				42,297		土																43,758		日																44,123		月		106.40		104.40		105.40		3.46		3.30		3.38				44,489		水

				39,741		月		102.86		100.86		101.86				40,107		水		91.82		89.82		90.82				40,472		木		82.14		80.14		81.14				40,837		金		77.82		75.82		76.82		2.56		2.40		2.48				41,202		土																41,568		月 ゲツ		99.06		97.06		98.06		3.24		3.08		3.16				41,933		火 カ		107.85		105.85		106.85		3.39		3.23		3.31				42,298		水		120.91		118.91		119.91		3.46		3.30		3.38				42,297		木		104.66		102.66		103.66		3.06		2.90		2.98				42,298		土																42,298		日																43,759		月		109.52		107.52		108.52		3.67		3.51		3.59				44,124		火		106.59		104.59		105.59		3.47		3.31		3.39				44,490		木

				39,742		火		102.95		100.95		101.95				40,108		木		92.07		90.07		91.07				40,473		金		82.25		80.25		81.25				40,838		土																41,203		日																41,569		火 カ		99.21		97.21		98.21		3.23		3.07		3.15				41,934		水 スイ		108.04		106.04		107.04		3.40		3.24		3.32				42,299		木		120.86		118.86		119.86		3.45		3.29		3.37				42,298		金		105.18		103.18		104.18		3.06		2.90		2.98				42,299		日																42,299		月		113.49		111.49		112.49		3.53		3.37		3.45				43,760		火																44,125		水		106.41		104.41		105.41		3.46		3.30		3.38				44,491		金

				39,743		水		101.46		99.46		100.46				40,109		金		92.50		90.50		91.50				40,474		土										40,839		日																41,204		月		80.33		78.33		79.33		2.66		2.50		2.58				41,570		水 スイ		99.07		97.07		98.07		3.25		3.09		3.17				41,935		木		108.16		106.16		107.16		3.40		3.24		3.32				42,300		金		121.96		119.96		120.96		3.49		3.33		3.41				42,299		土																42,300		月		114.89		112.89		113.89		3.51		3.35		3.43				42,300		火		113.77		111.77		112.77		3.51		3.35		3.43				43,761		水		109.41		107.41		108.41		3.65		3.49		3.57				44,126		木		105.64		103.64		104.64		3.44		3.28		3.36				44,492		土

				39,744		木		98.67		96.67		97.67				40,110		土										40,475		日										40,840		月		77.34		75.34		76.34		2.54		2.38		2.46				41,205		火		80.94		78.94		79.94		2.68		2.52		2.60				41,571		木 モク		98.45		96.45		97.45		3.21		3.05		3.13				41,936		金		109.03		107.03		108.03		3.42		3.26		3.34				42,301		土																42,300		日																42,301		火		114.37		112.37		113.37		3.50		3.34		3.42				42,301		水		113.47		111.47		112.47		3.51		3.35		3.43				43,762		木		109.68		107.68		108.68		3.67		3.51		3.59				44,127		金		105.70		103.70		104.70		3.43		3.27		3.35				44,493		日

				39,745		金		98.32		96.32		97.32				40,111		日										40,476		月		82.19		80.19		81.19				40,841		火		77.24		75.24		76.24		2.56		2.40		2.48				41,206		水		80.85		78.85		79.85		2.68		2.52		2.60				41,572		金 キン		98.28		96.28		97.28		3.21		3.05		3.13				41,937		土 ド																42,302		日																42,301		月		104.88		102.88		103.88		3.05		2.89		2.97				42,302		水		114.92		112.92		113.92		3.51		3.35		3.43				42,302		木		113.02		111.02		112.02		3.49		3.33		3.41				43,763		金		109.74		107.74		108.74		3.68		3.52		3.60				44,128		土																44,494		月

				39,746		土										40,112		月		93.05		91.05		92.05				40,477		火		81.72		79.72		80.72				40,842		水		77.12		75.12		76.12		2.55		2.39		2.47				41,207		木		80.91		78.91		79.91		2.69		2.53		2.61				41,573		土 ド																41,938		日																42,303		月		122.14		120.14		121.14		3.49		3.33		3.41				42,302		火		105.49		103.49		104.49		3.06		2.90		2.98				42,303		木		114.57		112.57		113.57		3.50		3.34		3.42				42,303		金		113.47		111.47		112.47		3.49		3.33		3.41				43,764		土																44,129		日																44,495		火

				39,747		日										40,113		火		93.06		91.06		92.06				40,478		水		82.38		80.38		81.38				40,843		木		77.29		75.29		76.29		2.56		2.40		2.48				41,208		金		81.26		79.26		80.26		2.69		2.53		2.61				41,574		日 ニチ																41,939		月		108.94		106.94		107.94		3.41		3.25		3.33				42,304		火		121.76		119.76		120.76		3.48		3.32		3.40				42,303		水		105.18		103.18		104.18		3.07		2.91		2.99				42,304		金		115.16		113.16		114.16		3.51		3.35		3.43				42,304		土																43,765		日																44,130		月		105.70		103.70		104.70		3.43		3.27		3.35				44,496		水

				39,748		月		95.28		93.28		94.28				40,114		水		92.54		90.54		91.54				40,479		木		82.69		80.69		81.69				40,844		金		76.98		74.98		75.98		2.57		2.41		2.49				41,209		土																41,575		月 ゲツ		98.56		96.56		97.56		3.22		3.06		3.14				41,940		火 カ		108.97		106.97		107.97		3.41		3.25		3.33				42,305		水		121.36		119.36		120.36		3.47		3.31		3.39				42,304		木		105.53		103.53		104.53		3.06		2.90		2.98				42,305		土																42,305		日																43,766		月		109.80		107.80		108.80		3.68		3.52		3.60				44,131		火		105.81		103.81		104.81		3.44		3.28		3.36				44,497		木

				39,749		火		94.38		92.38		93.38				40,115		木		91.53		89.53		90.53				40,480		金		81.89		79.89		80.89				40,845		土																41,210		日																41,576		火 カ		98.49		96.49		97.49		3.21		3.05		3.13				41,941		水 スイ		109.13		107.13		108.13		3.41		3.25		3.33				42,306		木		121.73		119.73		120.73		3.47		3.31		3.39				42,305		金		106.20		104.20		105.20		3.08		2.92		3.00				42,306		日																42,306		月		112.96		110.96		111.96		3.47		3.31		3.39				43,767		火		110.00		108.00		109.00		3.69		3.53		3.61				44,132		水		105.45		103.45		104.45		3.43		3.27		3.35				44,498		金

				39,750		水		98.90		96.90		97.90				40,116		金		92.44		90.44		91.44				40,481		土										40,846		日																41,211		月		80.63		78.63		79.63		2.67		2.51		2.59				41,577		水 スイ		99.21		97.21		98.21		3.24		3.08		3.16				41,942		木		110.01		108.01		109.01		3.43		3.27		3.35				42,307		金		121.90		119.90		120.90		3.48		3.32		3.40				42,306		土																42,307		月		114.78		112.78		113.78		3.51		3.35		3.43				42,307		火		113.51		111.51		112.51		3.46		3.30		3.38				43,768		水		109.87		107.87		108.87		3.68		3.52		3.60				44,133		木		105.40		103.40		104.40		3.42		3.26		3.34				44,499		土

				39,751		木		99.59		97.59		98.59				40,117		土										40,482		日										※10月31日 ガツヒ		月		78.75		76.75		77.75		2.62		2.46		2.54				41,212		火		80.88		78.88		79.88		2.68		2.52		2.60				41,213		木 モク		99.51		97.51		98.51		3.25		3.09		3.17				41,943		金		110.34		108.34		109.34		3.44		3.28		3.36				42,308		土																42,307		日																42,308		火		114.16		112.16		113.16		3.49		3.33		3.41				42,308		水		114.26		112.26		113.26		3.48		3.32		3.40				43,769		木		109.88		107.88		108.88		3.68		3.52		3.60				44,134		金		105.60		103.60		104.60		3.44		3.28		3.36				44,500		日

				39,752		金		99.40		97.40		98.40				40,118		日										40,483		月		81.59		79.59		80.59				40,848		火		79.30		77.30		78.30		2.63		2.47		2.55				41,213		水		80.66		78.66		79.66		2.68		2.52		2.60				41,579		金 キン		99.23		97.23		98.23		3.23		3.07		3.15				41,944		土 ド																42,309		日																42,308		月		105.86		103.86		104.86		3.07		2.91		2.99				42,309		水		114.86		112.86		113.86		3.51		3.35		3.43				42,309		木		113.79		111.79		112.79		3.49		3.33		3.41				43,770		金		109.03		107.03		108.03		3.66		3.50		3.58				44,135		土																44,501		月

				39,753		土										40,119		月		91.06		89.06		90.06				40,484		火		81.65		79.65		80.65				40,849		水		79.26		77.26		78.26		2.61		2.45		2.53				41,214		木		80.90		78.90		79.90		2.68		2.52		2.60				41,580		土 ド																41,945		日																42,310		月		121.57		119.57		120.57		3.47		3.31		3.39				42,309		火		105.79		103.79		104.79		3.07		2.91		2.99				42,310		木		115.05		113.05		114.05		3.53		3.37		3.45				42,310		金		113.87		111.87		112.87		3.51		3.35		3.43				43,771		土																44,136		日																44,502		火

				39,754		日										40,120		火										40,485		水										40,850		木																41,215		金		81.28		79.28		80.28		2.69		2.53		2.61				41,581		日 ニチ																41,946		月																42,311		火																42,310		水		105.15		103.15		104.15		3.05		2.89		2.97				42,311		金																42,311		土																43,772		日																44,137		月		105.76		103.76		104.76		3.44		3.28		3.36				44,503		水

				39,755		月										40,121		水		91.07		89.07		90.07				40,486		木		82.16		80.16		81.16				40,851		金		79.04		77.04		78.04		2.63		2.47		2.55				41,216		土																41,582		月 ゲツ																41,947		火 カ		114.76		112.76		113.76		3.56		3.40		3.48				42,312		水		122.09		120.09		121.09		3.49		3.33		3.41				42,311		木																42,312		土																42,312		日																43,773		月																44,138		火																44,504		木

				39,756		火		100.10		98.10		99.10				40,122		木		91.61		89.61		90.61				40,487		金		82.00		80.00		81.00				40,852		土																41,217		日																41,583		火 カ		99.57		97.57		98.57		3.23		3.07		3.15				41,948		水 スイ		114.68		112.68		113.68		3.56		3.40		3.48				42,313		木		122.51		120.51		121.51		3.50		3.34		3.42				42,312		金		104.02		102.02		103.02		3.03		2.87		2.95				42,313		日																42,313		月		114.23		112.23		113.23		3.53		3.37		3.45				43,774		火		109.79		107.79		108.79		3.68		3.52		3.60				44,139		水		105.55		103.55		104.55		3.45		3.29		3.37				44,505		金

				39,757		水		100.77		98.77		99.77				40,123		金		91.66		89.66		90.66				40,488		土										40,853		日																41,218		月		81.48		79.48		80.48		2.69		2.53		2.61				41,584		水 スイ		99.55		97.55		98.55		3.23		3.07		3.15				41,949		木		115.69		113.69		114.69		3.58		3.42		3.50				42,314		金		122.73		120.73		121.73		3.51		3.35		3.43				42,313		土																42,314		月		115.38		113.38		114.38		3.53		3.37		3.45				42,314		火		114.23		112.23		113.23		3.52		3.36		3.44				43,775		水		110.09		108.09		109.09		3.69		3.53		3.61				44,140		木		105.29		103.29		104.29		3.45		3.29		3.37				44,506		土

				39,758		木		99.14		97.14		98.14				40,124		土										40,489		日										40,854		月		79.15		77.15		78.15		2.63		2.47		2.55				41,219		火		81.22		79.22		80.22		2.69		2.53		2.61				41,585		木 モク		99.67		97.67		98.67		3.24		3.08		3.16				41,950		金		116.06		114.06		115.06		3.59		3.43		3.51				42,315		土																42,314		日																42,315		火		114.73		112.73		113.73		3.52		3.36		3.44				42,315		水		114.15		112.15		113.15		3.53		3.37		3.45				43,776		木		109.94		107.94		108.94		3.68		3.52		3.60				44,141		金		104.70		102.70		103.70		3.46		3.30		3.38				44,507		日

				39,759		金		98.11		96.11		97.11				40,125		日										40,490		月		82.25		80.25		81.25				40,855		火		79.06		77.06		78.06		2.63		2.47		2.55				41,220		水		81.18		79.18		80.18		2.69		2.53		2.61				41,586		金 キン		99.23		97.23		98.23		3.21		3.05		3.13				41,951		土 ド																42,316		日																42,315		月		104.96		102.96		103.96		3.05		2.89		2.97				42,316		水		114.76		112.76		113.76		3.51		3.35		3.43				42,316		木		114.63		112.63		113.63		3.54		3.38		3.46				43,777		金		110.39		108.39		109.39		3.68		3.52		3.60				44,142		土																44,508		月

				39,760		土										40,126		月		90.93		88.93		89.93				40,491		火		82.21		80.21		81.21				40,856		水		78.72		76.72		77.72		2.61		2.45		2.53				41,221		木		80.97		78.97		79.97		2.69		2.53		2.61				41,587		土 ド																41,952		日																42,317		月		124.31		122.31		123.31		3.52		3.36		3.44				42,316		火		105.52		103.52		104.52		3.07		2.91		2.99				42,317		木		115.06		113.06		114.06		3.53		3.37		3.45				42,317		金		115.03		113.03		114.03		3.54		3.38		3.46				43,778		土																44,143		日																44,509		火

				39,761		日										40,127		火		90.99		88.99		89.99				40,492		水		82.78		80.78		81.78				40,857		木		78.85		76.85		77.85		2.61		2.45		2.53				41,222		金		80.54		78.54		79.54		2.67		2.51		2.59				41,588		日 ニチ																41,953		月		115.36		113.36		114.36		3.58		3.42		3.50				42,318		火		124.20		122.20		123.20		3.51		3.35		3.43				42,317		水		103.22		101.22		102.22		3.01		2.85		2.93				42,318		金		114.39		112.39		113.39		3.51		3.35		3.43				42,318		土																43,779		日																44,144		月		104.35		102.35		103.35		3.47		3.31		3.39				44,510		水

				39,762		月		100.20		98.20		99.20				40,128		水		90.54		88.54		89.54				40,493		木		83.20		81.20		82.20				40,858		金		78.59		76.59		77.59		2.60		2.44		2.52				41,223		土																41,589		月 ゲツ		99.97		97.97		98.97		3.21		3.05		3.13				41,954		火 カ		115.75		113.75		114.75		3.59		3.43		3.51				42,319		水		124.03		122.03		123.03		3.51		3.35		3.43				42,318		木		106.63		104.63		105.63		3.09		2.93		3.01				42,319		土																42,319		日																43,780		月		110.16		108.16		109.16		3.67		3.51		3.59				44,145		火		106.21		104.21		105.21		3.53		3.37		3.45				44,511		木

				39,763		火		98.50		96.50		97.50				40,129		木		90.98		88.98		89.98				40,494		金		83.42		81.42		82.42				40,859		土																41,224		日																41,590		火 カ		100.27		98.27		99.27		3.22		3.06		3.14				41,955		水 スイ		116.81		114.81		115.81		3.61		3.45		3.53				42,320		木		123.86		121.86		122.86		3.52		3.36		3.44				42,319		金		107.69		105.69		106.69		3.10		2.94		3.02				42,320		日																42,320		月		114.94		112.94		113.94		3.53		3.37		3.45				43,781		火		110.17		108.17		109.17		3.68		3.52		3.60				44,146		水		106.15		104.15		105.15		3.55		3.39		3.47				44,512		金

				39,764		水		98.55		96.55		97.55				40,130		金		91.35		89.35		90.35				40,495		土										40,860		日																41,225		月		80.51		78.51		79.51		2.68		2.52		2.60				41,591		水 スイ		100.67		98.67		99.67		3.24		3.08		3.16				41,956		木		116.52		114.52		115.52		3.60		3.44		3.52				42,321		金		123.58		121.58		122.58		3.51		3.35		3.43				42,320		土																42,321		月		114.68		112.68		113.68		3.52		3.36		3.44				42,321		火		114.66		112.66		113.66		3.51		3.35		3.43				43,782		水		109.93		107.93		108.93		3.67		3.51		3.59				44,147		木		106.42		104.42		105.42		3.56		3.40		3.48				44,513		土

				39,765		木		96.63		94.63		95.63				40,131		土										40,496		日										40,861		月		78.25		76.25		77.25		2.59		2.43		2.51				41,226		火		80.64		78.64		79.64		2.68		2.52		2.60				41,592		木 モク		100.31		98.31		99.31		3.24		3.08		3.16				41,957		金		117.15		115.15		116.15		3.62		3.46		3.54				42,322		土																42,321		日																42,322		火		114.66		112.66		113.66		3.52		3.36		3.44				42,322		水		114.94		112.94		113.94		3.55		3.39		3.47				43,783		木		109.81		107.81		108.81		3.68		3.52		3.60				44,148		金		105.99		103.99		104.99		3.56		3.40		3.48				44,514		日

				39,766		金		98.17		96.17		97.17				40,132		日										40,497		月		83.52		81.52		82.52				40,862		火		78.13		76.13		77.13		2.59		2.43		2.51				41,227		水		80.52		78.52		79.52		2.67		2.51		2.59				41,593		金 キン		101.27		99.27		100.27		3.26		3.10		3.18				41,958		土 ド																42,323		日																42,322		月		108.36		106.36		107.36		3.11		2.95		3.03				42,323		水		114.48		112.48		113.48		3.51		3.35		3.43				42,323		木		114.67		112.67		113.67		3.54		3.38		3.46				43,784		金		109.62		107.62		108.62		3.68		3.52		3.60				44,149		土																44,515		月

				39,767		土										40,133		月		90.40		88.40		89.40				40,498		火		84.18		82.18		83.18				40,863		水		78.10		76.10		77.10		2.58		2.42		2.50				41,228		木		81.27		79.27		80.27		2.70		2.54		2.62				41,594		土 ド																41,959		日																42,324		月		123.54		121.54		122.54		3.49		3.33		3.41				42,323		火		108.89		106.89		107.89		3.13		2.97		3.05				42,324		木		114.07		112.07		113.07		3.51		3.35		3.43				42,324		金		114.65		112.65		113.65		3.54		3.38		3.46				43,785		土																44,150		日																44,516		火

				39,768		日										40,134		火		90.15		88.15		89.15				40,499		水		84.40		82.40		83.40				40,864		木		78.07		76.07		77.07		2.58		2.42		2.50				41,229		金		82.18		80.18		81.18		2.72		2.56		2.64				41,595		日 ニチ																41,960		月		117.44		115.44		116.44		3.63		3.47		3.55				42,325		火		124.23		122.23		123.23		3.51		3.35		3.43				42,324		水		110.00		108.00		109.00		3.16		3.00		3.08				42,325		金		113.97		111.97		112.97		3.52		3.36		3.44				42,325		土																43,786		日																44,151		月		105.69		103.69		104.69		3.55		3.39		3.47				44,517		水

				39,769		月		97.52		95.52		96.52				40,135		水		90.25		88.25		89.25				40,500		木		84.26		82.26		83.26				40,865		金		78.03		76.03		77.03		2.57		2.41		2.49				41,230		土																41,596		月 ゲツ		101.29		99.29		100.29		3.25		3.09		3.17				41,961		火 カ		117.57		115.57		116.57		3.64		3.48		3.56				42,326		水		124.37		122.37		123.37		3.51		3.35		3.43				42,325		木		109.74		107.74		108.74		3.15		2.99		3.07				42,326		土																42,326		日																43,787		月		109.82		107.82		108.82		3.68		3.52		3.60				44,152		火		105.48		103.48		104.48		3.55		3.39		3.47				44,518		木

				39,770		火		97.45		95.45		96.45				40,136		木		90.29		88.29		89.29				40,501		金		84.65		82.65		83.65				40,866		土																41,231		日																41,597		火 カ		100.88		98.88		99.88		3.24		3.08		3.16				41,962		水 スイ		118.02		116.02		117.02		3.65		3.49		3.57				42,327		木		124.56		122.56		123.56		3.52		3.36		3.44				42,326		金		111.18		109.18		110.18		3.18		3.02		3.10				42,327		日																42,327		月		113.73		111.73		112.73		3.51		3.35		3.43				43,788		火		109.55		107.55		108.55		3.68		3.52		3.60				44,153		水		105.09		103.09		104.09		3.53		3.37		3.45				44,519		金

				39,771		水		97.55		95.55		96.55				40,137		金		90.06		88.06		89.06				40,502		土										40,867		日																41,232		月		82.45		80.45		81.45		2.73		2.57		2.65				41,598		水 スイ		101.19		99.19		100.19		3.24		3.08		3.16				41,963		木		119.21		117.21		118.21		3.69		3.53		3.61				42,328		金		123.96		121.96		122.96		3.52		3.36		3.44				42,327		土																42,328		月		113.19		111.19		112.19		3.50		3.34		3.42				42,328		火		113.67		111.67		112.67		3.51		3.35		3.43				43,789		水		109.61		107.61		108.61		3.68		3.52		3.60				44,154		木		104.87		102.87		103.87		3.50		3.34		3.42				44,520		土

				39,772		木		96.82		94.82		95.82				40,138		土										40,503		日										40,868		月		77.92		75.92		76.92		2.56		2.40		2.48				41,233		火		82.39		80.39		81.39		2.73		2.57		2.65				41,599		木 モク		101.47		99.47		100.47		3.25		3.09		3.17				41,964		金		119.09		117.09		118.09		3.69		3.53		3.61				42,329		土																42,328		日																42,329		火		113.66		111.66		112.66		3.51		3.35		3.43				42,329		水		113.91		111.91		112.91		3.50		3.34		3.42				43,790		木		109.42		107.42		108.42		3.67		3.51		3.59				44,155		金		104.88		102.88		103.88		3.51		3.35		3.43				44,521		日

				39,773		金		95.20		93.20		94.20				40,139		日										40,504		月		84.58		82.58		83.58				40,869		火		78.00		76.00		77.00		2.55		2.39		2.47				41,234		水		82.86		80.86		81.86		2.75		2.59		2.67				41,600		金 キン		102.24		100.24		101.24		3.26		3.10		3.18				41,965		土 ド																42,330		日																42,329		月		111.95		109.95		110.95		3.20		3.04		3.12				42,330		水		113.38		111.38		112.38		3.51		3.35		3.43				42,330		木		114.09		112.09		113.09		3.52		3.36		3.44				43,791		金		109.69		107.69		108.69		3.68		3.52		3.60				44,156		土																44,522		月

				39,774		土										40,140		月										40,505		火										40,870		水																41,235		木		83.45		81.45		82.45		2.76		2.60		2.68				41,601		土 ド																41,966		日																42,331		月																42,330		火		111.54		109.54		110.54		3.20		3.04		3.12				42,331		木																42,331		金																43,792		土																44,157		日																44,523		火

				39,775		日										40,141		火		89.85		87.85		88.85				40,506		水		84.37		82.37		83.37				40,871		木		78.11		76.11		77.11		2.54		2.38		2.46				41,236		金																41,602		日 ニチ																41,967		月																42,332		火		123.87		121.87		122.87		3.51		3.35		3.43				42,331		水																42,332		金		112.47		110.47		111.47		3.49		3.33		3.41				42,332		土																43,793		日																44,158		月																44,524		水

				39,776		月										40,142		水		89.50		87.50		88.50				40,507		木		84.42		82.42		83.42				40,872		金		78.36		76.36		77.36		2.56		2.40		2.48				41,237		土																41,603		月 ゲツ		102.47		100.47		101.47		3.27		3.11		3.19				41,968		火 カ		119.07		117.07		118.07		3.68		3.52		3.60				42,333		水		123.43		121.43		122.43		3.51		3.35		3.43				42,332		木		113.43		111.43		112.43		3.23		3.07		3.15				42,333		土																42,333		日																43,794		月		109.81		107.81		108.81		3.69		3.53		3.61				44,159		火		105.58		103.58		104.58		3.53		3.37		3.45				44,525		木

				39,777		火		97.64		95.64		96.64				40,143		木		88.33		86.33		87.33				40,508		金		84.77		82.77		83.77				40,873		土																41,238		日																41,604		火 カ		102.43		100.43		101.43		3.25		3.09		3.17				41,969		水 スイ		118.77		116.77		117.77		3.68		3.52		3.60				42,334		木		123.62		121.62		122.62		3.51		3.35		3.43				42,333		金		114.78		112.78		113.78		3.27		3.11		3.19				42,334		日																42,334		月		114.04		112.04		113.04		3.50		3.34		3.42				43,795		火		110.06		108.06		109.06		3.68		3.52		3.60				44,160		水		105.49		103.49		104.49		3.53		3.37		3.45				44,526		金

				39,778		水		95.97		93.97		94.97				40,144		金		87.30		85.30		86.30				40,509		土										40,874		日																41,239		月		83.63		81.63		82.63		2.78		2.62		2.70				41,605		水 スイ		102.36		100.36		101.36		3.24		3.08		3.16				41,970		木		118.52		116.52		117.52		3.67		3.51		3.59				42,335		金		123.74		121.74		122.74		3.51		3.35		3.43				42,334		土																42,335		月		112.66		110.66		111.66		3.50		3.34		3.42				42,335		火		114.51		112.51		113.51		3.51		3.35		3.43				43,796		水		110.14		108.14		109.14		3.69		3.53		3.61				44,161		木		105.34		103.34		104.34		3.53		3.37		3.45				44,527		土

				39,779		木		96.35		94.35		95.35				40,145		土										40,510		日										40,875		月		78.64		76.64		77.64		2.56		2.40		2.48				41,240		火		82.98		80.98		81.98		2.75		2.59		2.67				41,606		木 モク		102.94		100.94		101.94		3.25		3.09		3.17				41,971		金		119.23		117.23		118.23		3.69		3.53		3.61				42,336		土																42,335		日																42,336		火		112.00		110.00		111.00		3.48		3.32		3.40				42,336		水		114.79		112.79		113.79		3.52		3.36		3.44				43,797		木		110.39		108.39		109.39		3.70		3.54		3.62				44,162		金		105.15		103.15		104.15		3.52		3.36		3.44				44,528		日

				39,780		金		96.54		94.54		95.54				40,146		日										40,511		月		85.14		83.14		84.14				40,876		火		79.21		77.21		78.21		2.58		2.42		2.50				41,241		水		83.17		81.17		82.17		2.76		2.60		2.68				41,607		金 キン		103.42		101.42		102.42		3.28		3.12		3.20				41,972		土 ド																42,337		日																42,336		月		113.24		111.24		112.24		3.23		3.07		3.15				42,337		水		112.62		110.62		111.62		3.51		3.35		3.43				42,337		木		114.64		112.64		113.64		3.54		3.38		3.46				43,798		金		110.56		108.56		109.56		3.71		3.55		3.63				44,163		土																44,529		月

				39,781		土										40,147		月		87.81		85.81		86.81				40,512		火		85.27		83.27		84.27				40,877		水		79.13		77.13		78.13		2.58		2.42		2.50				41,242		木		83.02		81.02		82.02		2.75		2.59		2.67				41,608		土 ド																41,973		日																42,338		月		123.82		121.82		122.82		3.50		3.34		3.42				42,337		火		112.90		110.90		111.90		3.23		3.07		3.15				42,338		木		113.05		111.05		112.05		3.52		3.36		3.44				42,338		金		114.47		112.47		113.47		3.52		3.36		3.44				43,799		土																44,164		日																44,530		火

				39,782		日										40,148		火 カ		87.41		85.41		86.41				40,513		水		84.70		82.70		83.70				40,878		木		78.64		76.64		77.64		2.60		2.44		2.52				41,243		金		83.12		81.12		82.12		2.76		2.60		2.68				41,609		日 ニチ																41,974		月		119.89		117.89		118.89		3.69		3.53		3.61				42,339		火		124.11		122.11		123.11		3.52		3.36		3.44				42,338		水		113.42		111.42		112.42		3.24		3.08		3.16				42,339		金		113.48		111.48		112.48		3.53		3.37		3.45				42,339		土																43,800		日																44,165		月		104.89		102.89		103.89		3.52		3.36		3.44				44,531		水

				39,783		月		96.31		94.31		95.31				40,149		水		87.80		85.80		86.80				40,514		木		85.15		83.15		84.15				40,879		金		78.76		76.76		77.76		2.60		2.44		2.52				41,244		土																41,610		月 ゲツ		103.44		101.44		102.44		3.25		3.09		3.17				41,975		火 カ		119.34		117.34		118.34		3.69		3.53		3.61				42,340		水		123.88		121.88		122.88		3.52		3.36		3.44				42,339		木		115.39		113.39		114.39		3.29		3.13		3.21				42,340		土																42,340		日																43,801		月		110.68		108.68		109.68		3.71		3.55		3.63				44,166		火		105.26		103.26		104.26		3.52		3.36		3.44				44,532		木

				39,784		火		94.69		92.69		93.69				40,150		木		88.79		86.79		87.79				40,515		金		84.77		82.77		83.77				40,880		土																41,245		日																41,611		火 カ		103.91		101.91		102.91		3.28		3.12		3.20				41,976		水 スイ		120.30		118.30		119.30		3.71		3.55		3.63				42,341		木		124.28		122.28		123.28		3.52		3.36		3.44				42,340		金		114.71		112.71		113.71		3.27		3.11		3.19				42,341		日																42,341		月		114.64		112.64		113.64		3.54		3.38		3.46				43,802		火		110.16		108.16		109.16		3.69		3.53		3.61				44,167		水		105.35		103.35		104.35		3.53		3.37		3.45				44,533		金

				39,785		水		94.00		92.00		93.00				40,151		金		89.12		87.12		88.12				40,516		土										40,881		日																41,246		月		83.33		81.33		82.33		2.76		2.60		2.68				41,612		水 スイ		103.63		101.63		102.63		3.28		3.12		3.20				41,977		木		120.86		118.86		119.86		3.73		3.57		3.65				42,342		金		123.71		121.71		122.71		3.52		3.36		3.44				42,341		土																42,342		月		113.77		111.77		112.77		3.53		3.37		3.45				42,342		火		114.61		112.61		113.61		3.55		3.39		3.47				43,803		水		109.57		107.57		108.57		3.67		3.51		3.59				44,168		木		105.49		103.49		104.49		3.54		3.38		3.46				44,534		土

				39,786		木		94.23		92.23		93.23				40,152		土										40,517		日										40,882		月		79.11		77.11		78.11		2.61		2.45		2.53				41,247		火		83.10		81.10		82.10		2.76		2.60		2.68				41,613		木 モク		103.45		101.45		102.45		3.26		3.10		3.18				41,978		金		120.83		118.83		119.83		3.73		3.57		3.65				42,343		土																42,342		日																42,343		火		113.48		111.48		112.48		3.53		3.37		3.45				42,343		水		113.88		111.88		112.88		3.53		3.37		3.45				43,804		木		109.90		107.90		108.90		3.67		3.51		3.59				44,169		金		104.83		102.83		103.83		3.52		3.36		3.44				44,535		日

				39,787		金		93.56		91.56		92.56				40,153		日										40,518		月		83.89		81.89		82.89				40,883		火		78.81		76.81		77.81		2.60		2.44		2.52				41,248		水		82.92		80.92		81.92		2.75		2.59		2.67				41,614		金 キン		102.98		100.98		101.98		3.24		3.08		3.16				41,979		土 ド																42,344		日																42,343		月		114.81		112.81		113.81		3.27		3.11		3.19				42,344		水		113.48		111.48		112.48		3.53		3.37		3.45				42,344		木		113.94		111.94		112.94		3.53		3.37		3.45				43,805		金		109.81		107.81		108.81		3.67		3.51		3.59				44,170		土																44,536		月

				39,788		土										40,154		月		91.15		89.15		90.15				40,519		火		83.59		81.59		82.59				40,884		水		78.69		76.69		77.69		2.60		2.44		2.52				41,249		木		83.40		81.40		82.40		2.77		2.61		2.69				41,615		土 ド																41,980		日																42,345		月		124.24		122.24		123.24		3.52		3.36		3.44				42,344		火		114.58		112.58		113.58		3.27		3.11		3.19				42,345		木		113.51		111.51		112.51		3.53		3.37		3.45				42,345		金		113.79		111.79		112.79		3.52		3.36		3.44				43,806		土																44,171		日																44,537		火

				39,789		日										40,155		火		90.18		88.18		89.18				40,520		水		84.62		82.62		83.62				40,885		木		78.67		76.67		77.67		2.60		2.44		2.52				41,250		金		83.49		81.49		82.49		2.77		2.61		2.69				41,616		日 ニチ																41,981		月		122.58		120.58		121.58		3.76		3.60		3.68				42,346		火		124.27		122.27		123.27		3.52		3.36		3.44				42,345		水		115.18		113.18		114.18		3.28		3.12		3.20				42,346		金		114.29		112.29		113.29		3.55		3.39		3.47				42,346		土																43,807		日																44,172		月		105.08		103.08		104.08		3.53		3.37		3.45				44,538		水

				39,790		月		93.71		91.71		92.71				40,156		水		89.55		87.55		88.55				40,521		木		84.97		82.97		83.97				40,886		金		78.74		76.74		77.74		2.60		2.44		2.52				41,251		土																41,617		月 ゲツ		104.07		102.07		103.07		3.28		3.12		3.20				41,982		火 カ		121.97		119.97		120.97		3.74		3.58		3.66				42,347		水		123.95		121.95		122.95		3.51		3.35		3.43				42,346		木		114.77		112.77		113.77		3.28		3.12		3.20				42,347		土																42,347		日																43,808		月		109.60		107.60		108.60		3.66		3.50		3.58				44,173		火		105.09		103.09		104.09		3.53		3.37		3.45				44,539		木

				39,791		火		93.96		91.96		92.96				40,157		木		89.26		87.26		88.26				40,522		金		84.82		82.82		83.82				40,887		土																41,252		日																41,618		火 カ		104.35		102.35		103.35		3.30		3.14		3.22				41,983		水 スイ		120.46		118.46		119.46		3.72		3.56		3.64				42,348		木		122.50		120.50		121.50		3.46		3.30		3.38				42,347		金		115.27		113.27		114.27		3.29		3.13		3.21				42,348		日																42,348		月		113.52		111.52		112.52		3.51		3.35		3.43				43,809		火		109.67		107.67		108.67		3.67		3.51		3.59				44,174		水		105.16		103.16		104.16		3.55		3.39		3.47				44,540		金

				39,792		水		93.63		91.63		92.63				40,158		金		89.48		87.48		88.48				40,523		土										40,888		日																41,253		月		83.55		81.55		82.55		2.77		2.61		2.69				41,619		水 スイ		103.91		101.91		102.91		3.29		3.13		3.21				41,984		木		118.68		116.68		117.68		3.68		3.52		3.60				42,349		金		122.93		120.93		121.93		3.47		3.31		3.39				42,348		土																42,349		月		114.65		112.65		113.65		3.57		3.41		3.49				42,349		火		114.11		112.11		113.11		3.53		3.37		3.45				43,810		水		109.78		107.78		108.78		3.67		3.51		3.59				44,175		木		105.28		103.28		104.28		3.55		3.39		3.47				44,541		土

				39,793		木		93.63		91.63		92.63				40,159		土										40,524		日										40,889		月		78.68		76.68		77.68		2.60		2.44		2.52				41,254		火		83.44		81.44		82.44		2.77		2.61		2.69				41,620		木 モク		103.67		101.67		102.67		3.28		3.12		3.20				41,985		金		119.89		117.89		118.89		3.71		3.55		3.63				42,350		土																42,349		日																42,350		火		114.58		112.58		113.58		3.57		3.41		3.49				42,350		水		114.54		112.54		113.54		3.55		3.39		3.47				43,811		木		109.53		107.53		108.53		3.67		3.51		3.59				44,176		金		105.01		103.01		104.01		3.54		3.38		3.46				44,542		日

				39,794		金		92.57		90.57		91.57				40,160		日										40,525		月		84.94		82.94		83.94				40,890		火		78.97		76.97		77.97		2.58		2.42		2.50				41,255		水		83.55		81.55		82.55		2.78		2.62		2.70				41,621		金 キン		104.64		102.64		103.64		3.31		3.15		3.23				41,986		土 ド																42,351		日																42,350		月		116.47		114.47		115.47		3.32		3.16		3.24				42,351		水		114.42		112.42		113.42		3.56		3.40		3.48				42,351		木		114.42		112.42		113.42		3.55		3.39		3.47				43,812		金		110.56		108.56		109.56		3.72		3.56		3.64				44,177		土																44,543		月

				39,795		土										40,161		月		89.93		87.93		88.93				40,526		火		84.56		82.56		83.56				40,891		水		79.02		77.02		78.02		2.58		2.42		2.50				41,256		木		84.37		82.37		83.37		2.80		2.64		2.72				41,622		土 ド																41,987		日																42,352		月		121.80		119.80		120.80		3.42		3.26		3.34				42,351		火		116.04		114.04		115.04		3.32		3.16		3.24				42,352		木		113.80		111.80		112.80		3.55		3.39		3.47				42,352		金		114.61		112.61		113.61		3.56		3.40		3.48				43,813		土																44,178		日																44,544		火

				39,796		日										40,162		火		89.73		87.73		88.73				40,527		水		84.85		82.85		83.85				40,892		木		79.10		77.10		78.10		2.58		2.42		2.50				41,257		金		84.71		82.71		83.71		2.81		2.65		2.73				41,623		日 ニチ																41,988		月		119.61		117.61		118.61		3.70		3.54		3.62				42,353		火		122.16		120.16		121.16		3.43		3.27		3.35				42,352		水		116.18		114.18		115.18		3.32		3.16		3.24				42,353		金		113.40		111.40		112.40		3.54		3.38		3.46				42,353		土																43,814		日																44,179		月		105.04		103.04		104.04		3.54		3.38		3.46				44,545		水

				39,797		月		92.13		90.13		91.13				40,163		水		90.70		88.70		89.70				40,528		木		85.24		83.24		84.24				40,893		金		78.86		76.86		77.86		2.56		2.40		2.48				41,258		土																41,624		月 ゲツ		104.21		102.21		103.21		3.31		3.15		3.23				41,989		火 カ		118.76		116.76		117.76		3.66		3.50		3.58				42,354		水		122.76		120.76		121.76		3.46		3.30		3.38				42,353		木		118.72		116.72		117.72		3.38		3.22		3.30				42,354		土																42,354		日																43,815		月		110.43		108.43		109.43		3.71		3.55		3.63				44,180		火		105.12		103.12		104.12		3.55		3.39		3.47				44,546		木

				39,798		火		91.48		89.48		90.48				40,164		木		90.94		88.94		89.94				40,529		金		85.06		83.06		84.06				40,894		土																41,259		日																41,625		火 カ		104.13		102.13		103.13		3.30		3.14		3.22				41,990		水 スイ		117.91		115.91		116.91		3.63		3.47		3.55				42,355		木		123.51		121.51		122.51		3.49		3.33		3.41				42,354		金		119.18		117.18		118.18		3.39		3.23		3.31				42,355		日																42,355		月		114.47		112.47		113.47		3.54		3.38		3.46				43,816		火		110.56		108.56		109.56		3.71		3.55		3.63				44,181		水		104.73		102.73		103.73		3.54		3.38		3.46				44,547		金

				39,799		水		90.03		88.03		89.03				40,165		金		90.27		88.27		89.27				40,530		土										40,895		日																41,260		月		84.99		82.99		83.99		2.83		2.67		2.75				41,626		水 スイ		103.84		101.84		102.84		3.28		3.12		3.20				41,991		木		119.78		117.78		118.78		3.69		3.53		3.61				42,356		金		123.49		121.49		122.49		3.46		3.30		3.38				42,355		土																42,356		月		113.76		111.76		112.76		3.55		3.39		3.47				42,356		火		113.79		111.79		112.79		3.52		3.36		3.44				43,817		水		110.54		108.54		109.54		3.70		3.54		3.62				44,182		木		104.44		102.44		103.44		3.53		3.37		3.45				44,548		土

				39,800		木		88.45		86.45		87.45				40,166		土										40,531		日										40,896		月		78.88		76.88		77.88		2.57		2.41		2.49				41,261		火		84.87		82.87		83.87		2.82		2.66		2.74				41,627		木 モク		105.12		103.12		104.12		3.30		3.14		3.22				41,992		金		120.00		118.00		119.00		3.71		3.55		3.63				42,357		土																42,356		日																42,357		火		113.62		111.62		112.62		3.53		3.37		3.45				42,357		水		113.50		111.50		112.50		3.52		3.36		3.44				43,818		木		110.72		108.72		109.72		3.71		3.55		3.63				44,183		金		104.26		102.26		103.26		3.55		3.39		3.47				44,549		日

				39,801		金		90.87		88.87		89.87				40,167		日										40,532		月		85.08		83.08		84.08				40,897		火		79.03		77.03		78.03		2.58		2.42		2.50				41,262		水		85.43		83.43		84.43		2.84		2.68		2.76				41,628		金 キン		105.40		103.40		104.40		3.29		3.13		3.21				41,993		土 ド																42,358		日																42,357		月		118.63		116.63		117.63		3.36		3.20		3.28				42,358		水		113.97		111.97		112.97		3.54		3.38		3.46				42,358		木		113.60		111.60		112.60		3.52		3.36		3.44				43,819		金		110.43		108.43		109.43		3.71		3.55		3.63				44,184		土																44,550		月

				39,802		土										40,168		月		91.59		89.59		90.59				40,533		火		84.73		82.73		83.73				40,898		水		78.89		76.89		77.89		2.57		2.41		2.49				41,263		木		85.24		83.24		84.24		2.83		2.67		2.75				41,629		土 ド																41,994		日																42,359		月		122.28		120.28		121.28		3.44		3.28		3.36				42,358		火		118.18		116.18		117.18		3.35		3.19		3.27				42,359		木		114.22		112.22		113.22		3.54		3.38		3.46				42,359		金		112.35		110.35		111.35		3.50		3.34		3.42				43,820		土																44,185		日																44,551		火

				39,803		日										40,169		火		92.09		90.09		91.09				40,534		水		84.82		82.82		83.82				40,899		木		79.13		77.13		78.13		2.58		2.42		2.50				41,264		金		85.42		83.42		84.42		2.84		2.68		2.76				41,630		日 ニチ																41,995		月		120.50		118.50		119.50		3.71		3.55		3.63				42,360		火		122.21		120.21		121.21		3.44		3.28		3.36				42,359		水		118.94		116.94		117.94		3.36		3.20		3.28				42,360		金		114.41		112.41		113.41		3.55		3.39		3.47				42,360		土																43,821		日																44,186		月		104.40		102.40		103.40		3.53		3.37		3.45				44,552		水

				39,804		月		91.01		89.01		90.01				40,170		水										40,535		木										40,900		金																41,265		土																41,631		月 ゲツ																41,996		火 カ																42,361		水																42,360		木		118.72		116.72		117.72		3.36		3.20		3.28				42,361		土																42,361		日																43,822		月		110.42		108.42		109.42		3.71		3.55		3.63				44,187		火		104.34		102.34		103.34		3.51		3.35		3.43				44,553		木

				39,805		火										40,171		木		92.71		90.71		91.71				40,536		金		84.19		82.19		83.19				40,901		土																41,266		日																41,632		火 カ		105.26		103.26		104.26		3.27		3.11		3.19				41,997		水 スイ		121.64		119.64		120.64		3.75		3.59		3.67				42,362		木		121.96		119.96		120.96		3.43		3.27		3.35				42,361		金																42,362		日																42,362		月																43,823		火		110.47		108.47		109.47		3.71		3.55		3.63				44,188		水		104.65		102.65		103.65		3.52		3.36		3.44				44,554		金

				39,806		水		91.72		89.72		90.72				40,172		金		92.60		90.60		91.60				40,537		土										40,902		日																41,267		月																41,633		水 スイ		105.35		103.35		104.35		3.27		3.11		3.19				41,998		木		121.24		119.24		120.24		3.73		3.57		3.65				42,363		金		121.15		119.15		120.15		3.41		3.25		3.33				42,362		土																42,363		月		114.23		112.23		113.23		3.54		3.38		3.46				42,363		火		111.07		109.07		110.07		3.45		3.29		3.37				43,824		水		110.35		108.35		109.35		3.71		3.55		3.63				44,189		木		104.63		102.63		103.63		3.51		3.35		3.43				44,555		土

				39,807		木		91.44		89.44		90.44				40,173		土										40,538		日										40,903		月		78.95		76.95		77.95		2.57		2.41		2.49				41,268		火		85.71		83.71		84.71		2.84		2.68		2.76				41,634		木 モク		105.85		103.85		104.85		3.29		3.13		3.21				41,999		金		121.32		119.32		120.32		3.74		3.58		3.66				42,364		土																42,363		日														2016/3Q		42,364		火		114.38		112.38		113.38		3.54		3.38		3.46				42,364		水		111.68		109.68		110.68		3.48		3.32		3.40				43,825		木		110.58		108.58		109.58		3.72		3.56		3.64				44,190		金		104.48		102.48		103.48		3.52		3.36		3.44				44,556		日

				39,808		金		91.84		89.84		90.84				40,174		日										40,539		月		83.96		81.96		82.96				40,904		火		79.03		77.03		78.03		2.56		2.40		2.48				41,269		水		86.35		84.35		85.35		2.86		2.70		2.78				41,635		金 キン		106.05		104.05		105.05		3.29		3.13		3.21				42,000		土 ド																42,365		日																42,364		月		118.02		116.02		117.02		3.33		3.17		3.25		ドル平均 ヘイキン		42,365		水		114.41		112.41		113.41		3.54		3.38		3.46				42,365		木		112.13		110.13		111.13		3.49		3.33		3.41				43,826		金		110.68		108.68		109.68		3.72		3.56		3.64				44,191		土																44,557		月

				39,809		土										40,175		月		92.79		90.79		91.79				40,540		火		83.73		81.73		82.73				40,905		水		78.83		76.83		77.83		2.55		2.39		2.47				41,270		木		86.70		84.70		85.70		2.87		2.71		2.79				41,636		土 ド																42,001		日																42,366		月		121.52		119.52		120.52		3.42		3.26		3.34		2016/3Q		42,365		火		118.45		116.45		117.45		3.35		3.19		3.27		4-12月 ゲツ		42,366		木		114.48		112.48		113.48		3.53		3.37		3.45				42,366		金		112.00		110.00		111.00		3.49		3.33		3.41				43,827		土																44,192		日																44,558		火

				39,810		日										40,176		火		92.71		90.71		91.71				40,541		水		83.31		81.31		82.31				40,906		木		78.93		76.93		77.93		2.55		2.39		2.47				41,271		金		87.58		85.58		86.58		2.90		2.74		2.82				41,637		日 ニチ																42,002		月		121.51		119.51		120.51		3.75		3.59		3.67				42,367		火		121.45		119.45		120.45		3.42		3.26		3.34		ドル平均 ヘイキン		42,366		水		118.68		116.68		117.68		3.35		3.19		3.27		＋115円3か月 エンゲツ		42,367		金		114.00		112.00		113.00		3.53		3.37		3.45				42,367		土																43,828		日																44,193		月		104.62		102.62		103.62		3.53		3.37		3.45				44,559		水

				39,811		月		91.74		89.74		90.74				40,177		水		93.10		91.10		92.10				40,542		木		82.49		80.49		81.49				40,907		金		78.74		76.74		77.74		2.53		2.37		2.45				41,272		土																41,638		月 ゲツ		106.39		104.39		105.39		3.28		3.12		3.20				42,003		火 カ		121.55		119.55		120.55		3.75		3.59		3.67				42,368		水		121.61		119.61		120.61		3.42		3.26		3.34		4-12月 ゲツ		42,367		木		118.19		116.19		117.19		3.34		3.18		3.26				42,368		土																42,368		日																43,829		月		110.56		108.56		109.56		3.71		3.55		3.63				44,194		火		104.82		102.82		103.82		3.53		3.37		3.45				44,560		木

				39,812		火		92.03		90.03		91.03				40,178		木										40,543		金										40,908		土																41,273		日																41,639		火 カ																42,004		水 スイ																42,369		木														121.74		42,368		金		117.49		115.49		116.49		3.32		3.16		3.24		106.60		42,369		日														111.69		42,369		月														111.14		43,830		火														108.65		44,195		水		104.50		102.50		103.50		3.52		3.36		3.44				44,561		金

				39,813		水										年間高値 ネンカンタカネ				101.77		99.77		100.77				年間高値 ネンカンタカネ				95.40		93.40		94.40				年間高値 ネンカンタカネ				86.44		84.44		85.44		2.92		2.76		2.84				41,274		月																年間高値 ネンカンタカネ				106.39		104.39		105.39		3.57		3.41		3.49				年間高値 ネンカンタカネ				122.58		120.58		121.58		3.76		3.60		3.68				年間高値 ネンカンタカネ				126.49		124.49		125.49		3.81		3.65		3.73				42,369		土																年間高値 ネンカンタカネ				118.96		116.96		117.96		3.57		3.41		3.49				年間高値 ネンカンタカネ				115.42		113.42		114.42		3.61		3.45		3.53				年間高値 ネンカンタカネ				113.28		111.28		112.28		3.72		3.56		3.64				44,196		木																																106.11

				年間高値 ネンカンタカネ				111.29		109.29		110.29				年間安値 ネンカンヤスネ				87.30		85.30		86.30				年間安値 ネンカンヤスネ				81.59		79.59		80.59				年間安値 ネンカンヤスネ				76.98		74.98		75.98		2.53		2.37		2.45				年間高値 ネンカンタカネ				87.58		85.58		86.58		2.90		2.74		2.82				年間安値 ネンカンヤスネ				88.15		86.15		87.15		2.94		2.78		2.86				年間安値 ネンカンヤスネ				102.23		100.23		101.23		3.16		3.00		3.08				年間安値 ネンカンヤスネ				117.44		115.44		116.44		3.36		3.20		3.28				年間高値 ネンカンタカネ				122.17		120.17		121.17		3.47		3.31		3.39				年間安値 ネンカンヤスネ				109.29		107.29		108.29		3.24		3.08		3.16				年間安値 ネンカンヤスネ				105.93		103.93		104.93		3.39		3.23		3.31				年間安値 ネンカンヤスネ				106.08		104.08		105.08		3.43		3.27		3.35				年間高値 ネンカンタカネ				113.11		111.11		112.11		3.73		3.57		3.65				年間高値 ネンカンタカネ				105.48		103.48		105.00		3.56		3.40		3.48

				年間安値 ネンカンヤスネ				88.45		86.45		87.45				年間平均※ ネンカンヘイキン				94.65		92.65		93.65				年間平均※ ネンカンヘイキン				88.79		86.79		87.79				年間平均※ ネンカンヘイキン				80.80		78.80		79.80		2.70		2.54		2.62				年間安値 ネンカンヤスネ				77.13		75.13		76.13		2.49		2.33		2.41				年間平均※ ネンカンヘイキン				98.73		96.73		97.73		3.26		3.10		3.18				年間平均※ ネンカンヘイキン				106.79		104.79		105.79		3.34		3.18		3.26				年間平均※ ネンカンヘイキン				122.10		120.10		121.10		3.62		3.46		3.54				年間安値 ネンカンヤスネ				100.78		98.78		99.78		2.92		2.76		2.84				年間平均※ ネンカンヘイキン				113.16		111.16		112.16		3.39		3.23		3.31				年間平均※ ネンカンヘイキン				111.44		109.44		110.44		3.50		3.34		3.42				年間平均※ ネンカンヘイキン				110.03		108.03		109.03		3.60		3.44		3.52				年間安値 ネンカンヤスネ				103.01		101.01		102.01		3.33		3.17		3.25				年間安値 ネンカンヤスネ				103.68		101.68		102.68		3.52		3.36		3.44

				年間平均※ ネンカンヘイキン				104.48		102.48		103.48								※年間平均は、各通貨の全営業日相場の単純平均								※年間平均は、各通貨の全営業日相場の単純平均 ゼンエイギョウビソウバ												※年間平均は、各通貨の全営業日相場の単純平均 ゼンエイギョウビソウバ																		年間平均※ ネンカンヘイキン				80.81		78.81		79.81		2.65		2.49		2.57				※年間平均は、各通貨の全営業日相場の単純平均 ゼンエイギョウビソウバ																		※年間平均は、各通貨の全営業日相場の単純平均 ゼンエイギョウビソウバ																		※年間平均は、各通貨の全営業日相場の単純平均 ゼンエイギョウビソウバ																		年間平均※ ネンカンヘイキン				109.78		107.78		108.78		3.16		3.00		3.08				※年間平均は、各通貨の全営業日相場の単純平均 ゼンエイギョウビソウバ																		※年間平均は、各通貨の全営業日相場の単純平均 ゼンエイギョウビソウバ																		※年間平均は、各通貨の全営業日相場の単純平均 ゼンエイギョウビソウバ																		年間平均※ ネンカンヘイキン				107.76		105.76		106.76		3.50		3.34		3.42				年間平均※ ネンカンヘイキン				104.69		102.69		104.59		3.54		3.38		3.46

								※年間平均は、各通貨の全営業日相場の単純平均																																																		※年間平均は、各通貨の全営業日相場の単純平均 ゼンエイギョウビソウバ																																																																								※年間平均は、各通貨の全営業日相場の単純平均 ゼンエイギョウビソウバ																																																						※【記録】2019年3月29日(金)15時に3月分を更新しましたが、2月28日のデータが消失していることが判明したため再掲載をさせていただきました。お詫び申し上げます。(2019年3月29日16時30分) キロクネンツキヒキンジツキブンコウシンツキヒショウシツハンメイサイケイサイワモウアネンツキヒジフン																		※年間平均は、各通貨の全営業日相場の単純平均 ゼンエイギョウビソウバ																		※年間平均は、各通貨の全営業日相場の単純平均 ゼンエイギョウビソウバ

																												（1次相場） ジソウバ

																												※9月15日 ガツヒ		水		84.02		82.02		83.02																																																																																																																																																																						3月9日第1次相場 ツキヒダイジソウバ				105.19		103.19		104.19		3.40		3.24		3.32				3月9日第1次相場 ツキヒダイジソウバ				105.19		103.19		104.19		3.40		3.24		3.32
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三菱UFJリサーチ＆コンサルティング為替　http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/past_3month.php
の「1990年以降前月までの為替データを表示する」で当該年の一年分の為替データをエクセルで出力しコピペ



主要諸元　グラフ

		

												(億kWh) オク

						第１四半期 ダイシハンキ		第２四半期 ダイシハンキ		第３四半期 ダイシハンキ		第４四半期 ダイシハンキ

				2019年度販売電力量 ネンドハンバイデンリョクリョウ		97		141		134		147

				2020年度販売電力量 ネンドハンバイデンリョクリョウ		112		149		130

				2019年度利用率（右軸） ネンドリヨウリツミギジク		57%		84%		80%		88%

				2020年度利用率（右軸） ネンドリヨウリツミギジク		65%		83%		72%

						第１四半期 ダイシハンキ		第２四半期 ダイシハンキ		第３四半期 ダイシハンキ		第４四半期 ダイシハンキ

				2019年度販売電力量 ネンドハンバイデンリョクリョウ		21		28		21		21

				2020年度販売電力量 ネンドハンバイデンリョクリョウ		23		29		16

				2019年度出水率（右軸） ネンドシュッスイリツミギジク		79%		108%		120%		120%

				2020年度出水率（右軸） ネンドシュッスイリツミギジク		81%		109%		90%

												(TWh)

						1st Quarter  (Apr.-Jun.)		2nd Quarter  (Jul.-Sep.)		3rd Quarter  (Oct.-Dec.)		4th Quarter  (Jan.-Mar.)

				Electric power sales in FY2019		9.7		14.1		13.4		14.7

				Electric power sales in FY2020		11.2		14.9		13.0

				Load factor in FY2019 (right)		57%		84%		80%		88%

				Load factor in FY2020 (right)		65%		83%		72%

						1st Quarter  (Apr.-Jun.)		2nd Quarter  (Jul.-Sep.)		3rd Quarter  (Oct.-Dec.)		4th Quarter  (Jan.-Mar.)

				Electric power sales in FY2019		2.1		2.8		2.1		2.1

				Electric power sales in FY2020		2.3		2.9		1.6

				Water supply rate in FY2019 (right)		79%		108%		120%		120%

				Water supply rate in FY2020 (right)		81%		109%		90%

												(kWh)

				（累計） ルイケイ		第１四半期 ダイシハンキ		第２四半期 ダイシハンキ		第３四半期 ダイシハンキ		第４四半期 ダイシハンキ

				2013年度販売電力量 ネンドハンバイデンリョクリョウ		11,014,297,789		16,202,289,235		13,735,860,191		13,363,739,307

				2014年度販売電力量 ネンドハンバイデンリョクリョウ		10,437,752,301		14,145,305,168		13,970,048,683

				2013年度販売電力量 ネンドハンバイデンリョクリョウ		2,284,255,359		2,506,594,475		2,044,759,016		1,924,220,353

				2014年度販売電力量 ネンドハンバイデンリョクリョウ		2,343,536,878		2,684,533,391		1,910,663,919

												(kWh)

				（累計） ルイケイ		第１四半期 ダイシハンキ		第２四半期 ダイシハンキ		第３四半期 ダイシハンキ		第４四半期 ダイシハンキ

				2011年度販売電力量 ネンドハンバイデンリョクリョウ		11,100,183,224		15,517,460,044		12,554,609,642		14,583,816,893

				2012年度販売電力量 ネンドハンバイデンリョクリョウ		10,342,543,016		16,738,426,683		14,420,732,405		12,831,604,149

				2011年度販売電力量 ネンドハンバイデンリョクリョウ		2,913,226,078		3,360,767,098		1,985,155,173		2,059,313,581

				2012年度販売電力量 ネンドハンバイデンリョクリョウ		2,805,187,819		2,508,974,557		1,681,471,625		2,037,271,582





主要諸元　グラフ
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連結収支比較
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連結BS
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業績予想概要 (業績見直し)
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Water supply rate in FY2019 (right)

Water supply rate in FY2020 (right)
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予想主要諸元（業績見直し)

		

																				（単位：億円） タンイオクエン																（単位：億円） タンイオクエン																（単位：億円） タンイオクエン																		（単位：億円） タンイオクエン																		（単位：億円） タンイオクエン																				（単位：億円） タンイオクエン																				（単位：億円） タンイオクエン																		（単位：億円） タンイオクエン																				（単位：億円） タンイオクエン																				（単位：億円） タンイオクエン																		（単位：億円） タンイオクエン																（単位：億円） タンイオクエン																（単位：億円） タンイオクエン

		OK								2019年度
第3四半期 ネンドダイシハンキ		2020年度
第3四半期 ネンドダイシハンキ		前期比
増減 ゼンキヒゾウゲン				主な増減要因 オモゾウゲンヨウイン						2013年度 ネンド		2014年度 ネンド				前年同期比
増減 ゼンネンドウキヒゾウゲン				主な増減要因 オモゾウゲンヨウイン								2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		前年同期比
増減 ゼンネンドウキヒゾウゲン				主な増減要因 オモゾウゲンヨウイン								2013年度 ネンド		2014年度 ネンド				前年同期比
増減 ゼンネンドウキヒゾウゲン				主な増減要因 オモゾウゲンヨウイン								2012年度 ネンド		2013年度 ネンド				前期比
増減 ゼンキヒゾウゲン				主な増減要因 オモゾウゲンヨウイン										2012年度 ネンド		2013年度 ネンド				前年同期比
増減 ゼンネンドウキヒゾウゲン				主な増減要因 オモゾウゲンヨウイン										2012年度 ネンド		2013年度 ネンド				前年同期比
増減 ゼンネンドウキヒゾウゲン				主な増減要因 オモゾウゲンヨウイン								2012年度 ネンド		2013年度 ネンド				前年同期比
増減 ゼンネンドウキヒゾウゲン				主な増減要因 オモゾウゲンヨウイン										2011年度 ネンド		2012年度 ネンド				前期比
増減額 ゼンキヒゾウゲンガク				主な増減要因 オモゾウゲンヨウイン										2011年度 ネンド		2012年度 ネンド				前年同期比
増減額 ゼンネンドウキヒゾウゲンガク				主な増減要因 オモゾウゲンヨウイン								2011年度 ネンド		2012年度 ネンド				前年同期比
増減額 ゼンネンドウキヒゾウゲンガク				主な増減要因 オモゾウゲンヨウイン						2011年度 ネンド		2012年度 ネンド				前年同期比
増減 ゼンネンドウキヒゾウゲン				主な増減要因 オモゾウゲンヨウイン						2010年度 ネンド		2011年度 ネンド				前期比 ゼンキヒ				主な増減要因 オモゾウゲンヨウイン

																								第3四半期 ダイシハンキ		第3四半期 ダイシハンキ																第2四半期 ダイシハンキ		第2四半期 ダイシハンキ														第1四半期 ダイシハンキ		第1四半期 ダイシハンキ																実績 ジッセキ		実績 ジッセキ																		第3四半期 ダイシハンキ		第3四半期 ダイシハンキ																		第2四半期 ダイシハンキ		第2四半期 ダイシハンキ																第1四半期 ダイシハンキ		第1四半期 ダイシハンキ																		第3四半期 ダイシハンキ		第3四半期 ダイシハンキ																		第3四半期 ダイシハンキ		第3四半期 ダイシハンキ																第2四半期 ダイシハンキ		第2四半期 ダイシハンキ														第1四半期 ダイシハンキ		第1四半期 ダイシハンキ

										（4-12月） ガツ		（4-12月） ガツ												（4-12月） ガツ		（4-12月） ガツ																（4-9月） ガツ		（4-9月） ガツ														（4-6月） ガツ		（4-6月） ガツ																（4-12月） ガツ		（4-12月） ガツ																		（4-12月） ガツ		（4-12月） ガツ																		（4-9月） ガツ		（4-9月） ガツ																（4-6月） ガツ		（4-6月） ガツ																		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ																		（4-12月） ガツ		（4-12月） ガツ																（4-9月） ガツ		（4-9月） ガツ														（4-6月） ガツ		（4-6月） ガツ														実績 ジッセキ		実績 ジッセキ				増減額

				営業収益 エイギョウシュウエキ						6,760		6,062		(697)										5,195		5,439				243												3,468		3,486		17												1,618		1,597				-20												6,560		7,068				507														4,877		5,195				317														3,221		3,468				247												1,471		1,618				146														6,546		6,560				14														4,832		4,877				45												3,275		3,221				-53										1,458		1,471				12										6,359		6,546				186

						電気事業 デンキジギョウ				5,098		4,711		(387)						燃料価格の低下、電力市場価格の下落等 ネンリョウカカクテイカデンリョクシジョウカカクゲラクトウ				4,567		4,392				-174				個別▲218億円、子会社等＋43億円 コベツオクエンコガイシャトウオクエン								3,105		2,888		-216				個別▲251億円、子会社等＋35億円 コベツオクエンコガイシャトウオクエン								1,465		1,336				-129				個別▲149億円、子会社等+19億円 コベツオクエンコガイシャトウオクエン								6,053		6,090				37				個別▲39億円、子会社等+76億円 コベツオクエンコガイシャトウオクエン						個別▲39億円（火力▲81、市場対応61、水力▲19）、子会社等+76億円(IPP,新電力等向け●、風力●) コベツエンカリョクシジョウタイオウスイリョクコガイシャトウオクエンシンデンリョクトウムフウリョク				4,549		4,567				17										個別▲46億円（火力▲92、市場対応48）、子会社等+63億円(IPP,新電力等向け24、風力30) コベツエンカリョクシジョウタイオウコガイシャトウオクエンシンデンリョクトウムフウリョク				3,018		3,105				86										個別＋47億円、子会社等＋38億円 コベツエンコガイシャトウオクエン		1,367		1,465				97										個別＋78億円、子会社等＋19億円 コベツオクエンコガイシャトウオクエン				6,097		6,053				-44				個別▲132億円、子会社等＋88億円 コベツオクエンコガイシャトウオクエン										4,529		4,549				20				個別▲31億円、子会社等＋51億円 コベツオクエンコガイシャトウオクエン								3,072		3,018				-53				個別▲79億円、子会社等＋25億円 コベツオクエンコガイシャトウオクエン						1,370		1,367				-3				個別▲20億円、子会社等＋17億円 コベツオクエンコガイシャトウオクエン						5,844		6,097				253				個別＋166億円、子会社（IPP・PPS向け、風力）＋86億円 コベツオクエンコガイシャムフウリョクオクエン

						海外事業 カイガイジギョウ				1,306		1,072		(233)						販売電力量の減少等 ハンバイデンリョクリョウゲンショウトウ				267		664				397				タイIPP・SPP事業の営業運転開始による増加 ジギョウエイギョウウンテンカイシゾウカ								140		338		197				タイIPP・SPP事業の営業運転開始による増加 ジギョウエイギョウウンテンカイシゾウカ								41		145				103				タイSPP事業の営業運転開始による増加 ジギョウエイギョウウンテンカイシゾウカ								16		428				411				タイSPP事業の営業運転開始による増加 ジギョウエイギョウウンテンカイシゾウカ						412(GJP)				0		0				0

						その他事業 タジギョウ				355		278		(77)										361		383				21												223		259		36												110		115				5												490		549				58				個別+2億円、子会社等+56億円 コベツオクエンコガイシャトウオクエン						個別+2、子会社等56（JPA+●） コベツコガイシャトウ				328		628				300				個別▲14億円、子会社＋315億円 コベツオクエンコガイシャオクエン						個別▲14億円(石炭販売▲15)、子会社＋315億円(GJP258、JPA42、開発電子6) コベツオクエンセキタンハンバイコガイシャオクエンカイハツデンシ				202		363				160										個別▲16億円、子会社＋177億円 コベツオクエンコガイシャオクエン		103		152				48										個別▲15億円、子会社＋64億円 コベツオクエンコガイシャオクエン				448		507				58				個別＋2億円、子会社＋56億円 コベツオクエンコガイシャオクエン										302		328				25				個別＋12億円、子会社等＋13億円 コベツオクエンコガイシャトウオクエン								202		202				-0										87		103				15										515		448				-67				子会社の外部売上の減少 コガイシャガイブウリアゲゲンショウ

				営業費用 エイギョウヒヨウ						6,077		5,313		(764)						電気事業▲511億円、海外事業▲239億円、その他事業▲13億円 デンキジギョウカイガイジギョウホカジギョウ				4,687		4,848				161												3,113		3,127		13												1,395		1,422				26												6,014		6,476				461														4,336		4,687				350										個別+32億円(人件▲27、燃料91、修繕37、減償▲60）、子会社+276（GJP224、JPA34、開発電子7） コベツオクエンジンケンネンリョウシュウゼンゲンショウコガイシャカイハツデンシ				2,901		3,113				211												1,328		1,395				67														6,048		6,014				-33														4,292		4,336				44												2,894		2,901				6										1,280		1,328				48										5,653		6,048				394

				営業利益 エイギョウリエキ						682		749		67										508		591				82				個別＋24億円、子会社等＋58億円 コベツオクエンコガイシャトウオクエン								355		359		3				個別▲48億円、子会社等＋52億円 コベツオクエンコガイシャトウオクエン								222		175				-47				個別▲72億円、子会社等+25億円 コベツオクエンコガイシャトウオクエン								545		591				46				個別▲28億円、子会社等＋74億円 コベツオクエンコガイシャトウオクエン										541		508				-32				個別▲93億円、子会社等＋60億円 コベツオクエンコガイシャトウオクエン										319		355				35				個別＋6億円、子会社等＋29億円 コベツオクエンコガイシャトウオクエン								143		222				79				個別＋76億円、子会社等＋3億円 コベツオクエンコガイシャトウオクエン										498		545				47				個別＋9億円、子会社等＋37億円 コベツオクエンコガイシャトウオクエン										539		541				1				個別▲19億円、子会社＋21億円 コベツオクエンコガイシャオクエン								380		319				-60				個別▲55億円、子会社等▲5億円 コベツオクエンコガイシャトウオクエン						178		143				-35				個別▲36億円、子会社等＋1億円 コベツオクエンコガイシャトウオクエン						705		498				-207				個別▲202億円、子会社等▲4億円 コベツオクエンコガイシャトウオクエン

				営業外収益 エイギョウガイシュウエキ						204		181		(22)										179		173				-5												108		107		-1												62		61				-0												175		223				47														120		179				58														68		108				40												39		62				22														153		175				22														107		120				13												78		68				-9										47		39				-7										149		153				3

						持分法投資利益 モチブンホウトウシリエキ				91		123		32										134		116				-18				海外▲17億円（131億円→113億円） カイガイオクエンオクエンオクエン								81		71		-9												47		33				-13												117		163				46				海外＋47億円（110億円→158億円） カイガイオクエンオクエンオクエン										80		134				54				海外＋56億円（75億円→131億円） カイガイオクエンオクエンオクエン										47		81				33				海外＋35億円（45億円→80億円） カイガイオクエンオクエンオクエン								25		47				22				海外＋22億円（24億円→47億円） カイガイオクエンオクエンオクエン										95		117				21				海外＋18億円（92億円→110億円） カイガイオクエンオクエンオクエン										66		80				13				海外＋12億円（63億円→75億円） カイガイオクエンオクエンオクエン								38		47				9				海外+8億円（36億円→45億円） カイガイオクエンオクエンオクエン						13		25				11				海外+10億円（14億円→24億円） カイガイオクエンオクエンオクエン						90		95				4				海外▲1億円（93億円→92億円）、国内＋6億円（▲2億円→3億円） カイガイオクエンオクエンオクエンコクナイオクエンオクエンオクエン				為替影響追加 カワセエイキョウツイカ

						為替差益 カワセサエキ				59		-		(59)

						その他 タ				53		58		4										44		57				12				為替差益等 カワセサエキトウ								27		35		8				為替差益等 カワセサエキトウ								15		28				12				為替差益等 カワセサエキトウ								58		59				1														40		44				3														20		27				6												14		15				0														57		58				0														40		40				0-												40		20				-19				為替差益の減少 他 カワセサエキゲンショウホカ						33		14				-19				為替差益の減少 他 カワセサエキゲンショウホカ						58		57				-1

				営業外費用 エイギョウガイヒヨウ						217		261		43										268		229				-38												199		142		-57												76		64				-11												273		414				141														183		268				85														138		199				60												61		76				15														285		273				-12														192		183				-9												133		138				5										63		61				-1										292		285				-6

						支払利息 シハライリソク				196		177		(18)										185		199				13				タイIPP・SPP事業の営業運転開始による増加等 ジギョウエイギョウウンテンカイシゾウカトウ								123		127		3												58		60				2												223		253				29				タイSPP事業の営業運転開始による増加等 ジギョウエイギョウウンテンカイシゾウカトウ						34(GJP)				166		185				19				タイSPP事業の営業運転開始による増加 ジギョウエイギョウウンテンカイシゾウカ										111		123				12												53		58				4														220		223				3														165		166				0												111		111				-0										55		53				-1										223		220				-3

						為替差損 カワセサソン				-		-		-										58		-				-58												59		-		-59												0		0				0												9		111				101														-		58				58														10		59				49

						その他 タ				21		83		61										24		30				5												15		15		-0												18		4				-14				為替差損の解消等 カワセサソンカイショウトウ								39		49				9														16		24				7														16		15				-0												7		18				10				為替差損　他 カワセサソンホカ										65		49				-15				有価証券評価損の減少　他 ユウカショウケンヒョウカソンゲンショウホカ										26		16				-10												21		27				5										7		7				0										68		65				-3				資産除去債務▲7億円 シサンジョキョサイムオクエン

				経常利益 ケイジョウリエキ						669		670		1						電気事業+137億円、海外事業▲72億円、その他事業▲66億円 デンキジギョウカイガイジギョウホカジギョウ				419		534				115												264		324		59												208		172				-36												448		400				-47														479		419				-59														249		264				14												121		208				87														366		448				82														454		479				24												325		249				-75										163		121				-41										563		366				-197

						特別利益 トクベツリエキ				-		97		97						台湾チアフイ電力の株式売却益+97億円 タイワンデンリョクカブシキバイキャクエキオクエン				23		-				-23				受取保険金の解消 ウケトリホケンキンカイショウ								23		-		-23				受取保険金の解消 ウケトリホケンキンカイショウ								25		-				-25				受取保険金の解消 ウケトリホケンキンカイショウ								-		23				23				受取保険金 ウケトリホケンキン										-		23				23				受取保険金 ウケトリホケンキン										-		23				23				受取保険金 ウケトリホケンキン								-		25				25				受取保険金 ウケトリホケンキン										0		-				0														0		-				0												0		-				0				前期に計上した有価証券売却益16億円の解消 ゼンキケイジョウユウカショウケンバイキャクエキオクエンカイショウ						0		-				0				前期に計上した有価証券売却益16億円の解消 ゼンキケイジョウユウカショウケンバイキャクエキオクエンカイショウ						16		-				-16				前期に計上した有価証券売却益16億円の解消 ゼンキケイジョウユウカショウケンバイキャクエキオクエンカイショウ

						特別損失 トクベツソンシツ				89		-		(89)						米国バーチウッドプロジェクト減損損失相当額の解消▲89億円 オクエン				0		-				0												0		-		0												0		-				0												0		-				0														0		-				0														0		-				0												0		-				0														33		-				-33				前期に計上した災害復旧費用（磯子火災）の解消 ゼンキケイジョウカイショウ										0		-				0												0		-				0				前期に計上した特別損失191億円の解消、災害復旧費用（磯子火災）33億円の計上 ゼンキケイジョウトクベツソンシツオクエンカイショウサイガイフッキュウヒヨウイソゴカサイオクエンケイジョウ						0		-				0				前期に計上した特別損失191億円の解消、災害復旧費用（磯子火災）33億円の計上 ゼンキケイジョウトクベツソンシツオクエンカイショウサイガイフッキュウヒヨウイソゴカサイオクエンケイジョウ						191		33				-157				前期に計上した特別損失191億円の解消、災害復旧費用（磯子火災）33億円の計上 ゼンキケイジョウトクベツソンシツオクエンカイショウサイガイフッキュウヒヨウイソゴカサイオクエンケイジョウ

						法人税等合計 ホウジンゼイトウゴウケイ				102		154		52						米国バーチウッドプロジェクト減損損失に伴う繰延税金負債取り崩しの解消+24億円 トモナクリノベゼイキンフサイトクズカイショウオクエン

				親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤガイシャカブヌシキゾクシハンキジュンリエキ						387		560		173										302		390				87												188		239		51												163		124				-39												298		286				-11														326		302				-23														159		188				29												79		163				83														161		298				136														235		326				90												208		159				-49										107		79				-28										195		161				-34				繰延税金資産の取崩による法人税等調整額▲58 クリノゼイキンシサントリクズシホウジンゼイトウチョウセイガク

																				(Unit: billion yen)																(Unit: billion yen)																(Unit: billion yen)																		(Unit: billion yen)																		(Unit: billion yen)																				(Unit: billion yen)																				(Unit: billion yen)																		(Unit: billion yen)																				(Unit: billion yen)																				(Unit: billion yen)																		(Unit: billion yen)																(Unit: billion yen)																(Unit: billion yen)

										FY2019
3rd Quarter		FY2020
3rd Quarter		Year-on-year change				Main factors for change						FY2013
3rd Quarter
(Apr.-Dec.)		FY2014
3rd Quarter
(Apr.-Dec.)				Year-on-year change				Main factors for change								FY2013
2nd Quarter
(Apr.-Sep.)		FY2014
2nd Quarter
(Apr.-Sep.)		Year-on-year change				Main factors for change								FY2013
1st Quarter
(Apr.-Jun.)		FY2014
1st Quarter
(Apr.-Jun.)				Year-on-year change				Main factors for change								FY2012
(Apr.-Mar.)		FY2013
(Apr.-Mar.)				Year-on-year change				Main factors for change										FY2012
3rd Quarter
(Apr.-Dec.)		FY2013
3rd Quarter
(Apr.-Dec.)				Year-on-year change				Main factors for change										FY2012
2nd Quarter
(Apr.-Sep.)		FY2013
2nd Quarter
(Apr.-Sep.)				Year-on-year change				Main factors for change								FY2012
1st Quarter
(Apr.-Jun.)		FY2013
1st Quarter
(Apr.-Jun.)				Year-on-year change				Main factors for change										FY2011
(Apr.-Mar.)		FY2012
(Apr.-Mar.)				Year-on-year change				Main factors for change										FY2011
3rd Quarter
(Apr.-Dec.)		FY2012
3rd Quarter
(Apr.-Dec.)				Year-on-year change				Main factors for change								FY2011
2nd Quarter
(Apr.-Sep.)		FY2012
2nd Quarter
(Apr.-Sep.)				Year-on-year change				Main factors for change						FY2011
1st Quarter
(Apr.-Mar.)		FY2012
1st Quarter
(Apr.-Mar.)				Year-on-year change				Main factors for change						FY2010
(Apr.-Mar.)		FY2011
(Apr.-Mar.)				Year-on-year change				Main factor for change

										(Apr.-Dec.)		(Apr.-Dec.)

				Operating Revenue						676.0		606.2		(69.7)										519.5		543.9				24.3												346.8		348.6		1.7												161.8		159.7				(2.0)												656.0		706.8				50.7														487.7		519.5				31.7														322.1		346.8				24.7												147.1		161.8				14.6														654.6		656.0				1.4														483.2		487.7				4.5												327.5		322.1				(5.3)										145.8		147.1				1.2										635.9		654.6				18.6

						Electric power business				509.8		471.1		(38.7)				Decrease in fuel price, Fall in electricity market price, etc.						456.7		439.2				(17.4)				Non-consolidated (21.8), Subsidiaries and others +4.3								310.5		288.8		(21.6)				Non-consolidated (25.1), Subsidiaries and others +3.5								146.5		133.6				(12.9)				Non-consolidated (14.9), Subsidiaries and others +1.9								605.3		609.0				3.7				Non-consolidated (3.9), Subsidiaries and others +7.6										454.9		456.7				1.7														301.8		310.5				8.6												136.7		146.5				9.7														609.7		605.3				(4.4)				Non-consolidated (13.2), Subsidiaries and others +8.8										452.9		454.9				2.0				Non-consolidated (3.1), Subsidiaries and others +5.1								307.2		301.8				(5.3)				Non-consolidated (7.9), Subsidiaries and others +2.5						137.0		136.7				(0.3)				Non-consolidated (2.0), Subsidiaries and others +1.7						584.4		609.7				25.3				Non-consolidated＋16.6, Subsidiaries（IPP,for PPS, Wind Power）＋8.6

						Overseas business				130.6		107.2		(23.3)				Decrease in electricity sales volume, etc.						26.7		66.4				39.7				Commencement of commercial operation of IPP and SPP projects in Thailand								14.0		33.8		19.7				Commencement of commercial operation of IPP and SPP projects in Thailand								4.1		14.5				10.3				Commencement of commercial operation of SPP projects in Thailand								1.6		42.8				41.1				Commencement of commercial operation of SPP projects in Thailand										0.0		0.0				0.0

						Other business				35.5		27.8		(7.7)										36.1		38.3				2.1												22.3		25.9		3.6												11.0		11.5				0.5												49.0		54.9				5.8				Non-consolidated +0.2, Subsidiaries and others +5.6										32.8		62.8				30.0				Non-consolidated (1.4), Subsidiaries +31.5										20.2		36.3				16.0												10.3		15.2				4.8														44.8		50.7				5.8				Non-consolidated +0.2, Subsidiaries +5.6										30.2		32.8				2.5				Non-consolidated +1.2, Subsidiaries and others +1.3								20.2		20.2				(0.0)										8.7		10.3				1.5										51.5		44.8				(6.7)				Decrease in external sales of subsidiaries

				Operating Expenses						607.7		531.3		(76.4)				Electric power business (51.1), Overseas business (23.9), Other business (1.3)						468.7		484.8				16.1												311.3		312.7		1.3												139.5		142.2				2.6												601.4		647.6				46.1														433.6		468.7				35.0														290.1		311.3				21.1												132.8		139.5				6.7														604.8		601.4				(3.3)														429.2		433.6				4.4												289.4		290.1				0.6										128.0		132.8				4.8										565.3		604.8				39.4

				Operating Income						68.2		74.9		6.7										50.8		59.1				8.2				Non-consolidated +2.4, Subsidiaries and others +5.8								35.5		35.9		0.3				Non-consolidated (4.8), Subsidiaries and others +5.2								22.2		17.5				(4.7)				Non-consolidated (7.2), Subsidiaries and others +2.5								54.5		59.1				4.6				Non-consolidated (2.8), Subsidiaries and others +7.4										54.1		50.8				(3.2)				Non-consolidated (9.3), Subsidiaries and others +6.0										31.9		35.5				3.5				Non-consolidated +0.6, Subsidiaries and others +2.9								14.3		22.2				7.9				Non-consolidated +7.6, Subsidiaries and others +0.3										49.8		54.5				4.7				Non-consolidated +0.9, Subsidiaries and others +3.7										53.9		54.1				0.1				Non-consolidated (1.9), Subsidiaries and others +2.1								38.0		31.9				(6.0)				Non-consolidated (5.5), Subsidiaries and others (0.5)						17.8		14.3				(3.5)				Non-consolidated (3.6), Subsidiaries and others +0.1						70.5		49.8				(20.7)				Non-consolidated (20.2), Subsidiaries and others (0.4)

				Non-operating Revenue						20.4		18.1		(2.2)										17.9		17.3				(0.5)												10.8		10.7		(0.1)												6.2		6.1				(0.0)												17.5		22.3				4.7														12.0		17.9				5.8														6.8		10.8				4.0												3.9		6.2				2.2														15.3		17.5				2.2														10.7		12.0				1.3												7.8		6.8				(0.9)										4.7		3.9				(0.7)										14.9		15.3				0.3

						Share of profit of entities  accounted for using equity method				9.1		12.3		3.2										13.4		11.6				(1.8)				Overseas business (1.7) from 13.1 in FY2013 3Q to 11.3 in FY2014 3Q								8.1		7.1		(0.9)												4.7		3.3				(1.3)												11.7		16.3				4.6				Overseas business +4.7 from 11.0 in FY2012 to 15.8 in FY2013										8.0		13.4				5.4				Overseas business +5.6 from 7.5 in FY2012 3Q to 13.1 in FY2013 3Q										4.7		8.1				3.3				Overseas business +3.5 from 4.5 in FY2012 2Q to 8.0 in FY2013 2Q								2.5		4.7				2.2				Overseas business +2.2 from 2.4 in FY2012 1Q to 4.7 in FY2013 1Q										9.5		11.7				2.1				Overseas business +1.8 from 9.2 in FY2011 to 11.0 in FY2012										6.6		8.0				1.3				Overseas business +1.2 from 6.3 in FY2011 3Q to 7.5 in FY2012 3Q								3.8		4.7				0.9				Overseas business +0.8 from 3.6 in FY2011 2Q to 4.5 in FY2012 2Q						1.3		2.5				1.1				Overseas business +1.0 from 1.4 in FY2011 1Q to 2.4 in FY2012 1Q						9.0		9.5				0.4				Overseas business (0.1) from 9.3 in FY2010 to 9.2 in FY2011,
Domestic business＋0.6 from (0.2) in FY2010 to 0.3 in FY2011

						Foreign exchange gains				5.9		-		(5.9)

						Other				5.3		5.8		0.4										4.4		5.7				1.2				Foreign exchange profit and others								2.7		3.5		0.8				Foreign exchange profit and others								1.5		2.8				1.2				Foreign exchange profit and others								5.8		5.9				0.1														4.0		4.4				0.3														2.0		2.7				0.6												1.4		1.5				0.0														5.7		5.8				0.0														4.0		4.0				(0.0)												4.0		2.0				(1.9)				Decrease in foreign exchange gain						3.3		1.4				(1.9)				Decrease in foreign exchange gain						5.8		5.7				(0.1)

				Non-operating Expenses						21.7		26.1		4.3										26.8		22.9				(3.8)												19.9		14.2		(5.7)												7.6		6.4				(1.1)												27.3		41.4				14.1														18.3		26.8				8.5														13.8		19.9				6.0												6.1		7.6				1.5														28.5		27.3				(1.2)														19.2		18.3				(0.9)												13.3		13.8				0.5										6.3		6.1				(0.1)										29.2		28.5				(0.6)

						Interest expenses				19.6		17.7		(1.8)										18.5		19.9				1.3				Commencement of commercial operation of IPP and SPP projects in Thailand								12.3		12.7		0.3												5.8		6.0				0.2												22.3		25.3				2.9				Commencement of commercial operation of SPP projects in Thailand and others										16.6		18.5				1.9				Commencement of commercial operation of SPP projects in Thailand										11.1		12.3				1.2												5.3		5.8				0.4														22.0		22.3				0.3														16.5		16.6				0.0												11.1		11.1				(0.0)										5.5		5.3				(0.1)										22.3		22.0				(0.3)

						Foreign exchange losses				-		-		-										5.8		-				(5.8)												5.9		-		(5.9)												0.0		0.0				0.0												0.9		11.1				10.1														-		5.8				5.8														1.0		5.9				4.9

						Other				2.1		8.3		6.1										2.4		3.0				0.5												1.5		1.5		(0.0)												1.8		0.4				(1.4)				Elimination of foreign exchange loss								3.9		4.9				0.9														1.6		2.4				0.7														1.6		1.5				(0.0)												0.7		1.8				1.0				Foreign enchange loss and others										6.5		4.9				(1.5)				Decrease in valuation losses on securities and others										2.6		1.6				(1.0)												2.1		2.7				0.5										0.7		0.7				0.0										6.8		6.5				(0.3)				Asset retirement obligations (0.7)

				Ordinary Income						66.9		67.0		0.1				Electric power business +13.7, Overseas business (7.2), Other business (6.6)						41.9		53.4				11.5												26.4		32.4		5.9												20.8		17.2				(3.6)												44.8		40.0				(4.7)														47.9		41.9				(5.9)														24.9		26.4				1.4												12.1		20.8				8.7														36.6		44.8				8.2														45.4		47.9				2.4												32.5		24.9				(7.5)										16.3		12.1				(4.1)										56.3		36.6				(19.7)

						Extraordinary income				-		9.7		9.7				Gain on the sale of shares of Taiwan Chiahui Power Corporation +9.7						2.3		-				(2.3)				Elimination of Insurance income								2.3		-		(2.3)				Elimination of Insurance income								2.5		-				(2.5)				Elimination of Insurance income								-		2.3				2.3				Insurance income										-		2.3				2.3				Insurance income										-		2.3				2.3				Insurance income								0.0		2.5				2.5				Insurance income										0.0		-				0.0														0.0		-				0.0												0.0		-				0.0										0.0		-				0.0										1.6		-				(1.6)				Elimination of 1.6 billion yen gain on sales of securities posted for the previous 
fiscal year

						Extraordinary losses				8.9		-		(8.9)				Elimination of loss equivalent to impairment loss of Birchwood project in the US (8.9)						-		0.0				0.0												-		0.0		0.0												-		0.0				0.0												-		0.0				0.0														-		0.0				0.0														-		0.0				0.0												-		0.0				0.0														3.3		-				(3.3)				Elimination of disaster recovery expenses (Isogo fire) posted for the previous fiscal year										0.0		0.0				0.0												0.0		0.0				0.0										0.0		0.0				0.0										19.1		3.3				(15.7)				Elimination of 19.1 billion yen extraordinary loss posted for the previous fiscal year, 
posting of 3.3 billion yen in disaster recovery expenses (Isogo fire)

						Total income taxes				10.2		15.4		5.2				Elimination of reversal of deferred tax liabilities associated with impairment of Birchwood project +2.4

				Profit attributable to
owners of parent						38.7		56.0		17.3										30.2		39.0				8.7												18.8		23.9		5.1												16.3		12.4				(3.9)												29.8		28.6				(1.1)														32.6		30.2				(2.3)														15.9		18.8				2.9												7.9		16.3				8.3														16.1		29.8				13.6														23.5		32.6				9.0												20.8		15.9				(4.9)										10.7		7.9				(2.8)										19.5		16.1				(3.4)				Corporate income taxes (defferd) resulting from reversals in deferred tax assets (5.8)

										2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		前期比 ゼンキヒ										2013年度 ネンド		2014年度 ネンド				前期比 ゼンキヒ												2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		前期比 ゼンキヒ												2013年度 ネンド		2014年度 ネンド				前期比 ゼンキヒ												2012年度 ネンド		2013年度 ネンド				前期比 ゼンキヒ														2012年度 ネンド		2013年度 ネンド				前期比 ゼンキヒ														2012年度 ネンド		2013年度 ネンド				前期比 ゼンキヒ												2012年度 ネンド		2013年度 ネンド				前期比 ゼンキヒ														2011年度 ネンド		2012年度 ネンド				前期比 ゼンキヒ														2011年度 ネンド		2012年度 ネンド				前期比 ゼンキヒ												2011年度 ネンド		2012年度 ネンド				前期比 ゼンキヒ										2011年度 ネンド		2012年度 ネンド				前期比 ゼンキヒ										2010年度 ネンド		2011年度 ネンド				前期比 ゼンキヒ				主な増減要因 オモゾウゲンヨウイン

										3Q		3Q		増減額										3Q		3Q				増減額												2Q		2Q		増減額												1Q		1Q				増減額																		増減額														3Q		3Q				増減額														2Q		2Q				増減額												1Q		1Q				増減額																				増減額														3Q		3Q				増減額												2Q		2Q				増減額										1Q		1Q				増減額										実績 ジッセキ		実績 ジッセキ				増減額

				営業収益 エイギョウシュウエキ						676,003		606,252		-69,751										519,592		543,969				24,377												346,877		348,661		1,784												161,811		159,739				-2,072												656,057		706,835				50,779														487,795		519,592				31,797														322,146		346,877				24,731												147,145		161,812				14,667														654,600		656,057				1,456														483,206		487,795				4,589												327,527		322,146				-5,381										145,870		147,144				1,273										635,975		654,600				18,625

						電気事業 デンキジギョウ				509,840		471,129		-38,711										456,723		439,227				-17,497												310,530		288,893		-21,637												146,584		133,620				-12,964												605,339		609,091				3,752														454,955		456,723				1,767														301,860		310,530				8,669												136,784		146,584				9,799														609,775		605,339				-4,437														452,932		454,955				2,023												307,237		301,860				-5,377										137,086		136,784				-301				個別▲20億円、子会社等＋17億円 コベツオクエンコガイシャトウオクエン						584,436		609,775				25,339				卸電気事業・託送 +166、その他電気事業 +86 オロシデンキジギョウタクソウタデンキジギョウ

						海外事業 カイガイジギョウ				130,608		107,276		-23,332										26,716		66,432				39,715												14,042		33,818		19,776												4,147		14,531				10,384												1,647		42,834				41,187

						その他事業 タジギョウ				35,554		27,847		-7,707										36,152		38,309				2,157												22,303		25,948		3,645												11,080		11,587				507												49,071		54,920				5,849														32,840		62,868				30,028														20,286		36,346				16,060												10,359		15,227				4,868														44,825		50,718				5,893														30,273		32,840				2,567												20,290		20,286				-4										8,784		10,359				1,575				当社の石炭販売の増加 トウシャセキタンハンバイゾウカ						51,539		44,825				-6,714

				営業費用 エイギョウヒヨウ						607,766		531,315		-76,451										468,726		484,860				16,134												311,308		312,701		1,393												139,529		142,226				2,697												601,490		647,664				46,173														433,675		468,726				35,051														290,148		311,308				21,160												132,817		139,529				6,712														604,800		601,490				-3,310														429,260		433,675				4,415												289,494		290,148				654										128,004		132,817				4,813				火力修繕費の増加 他 カリョクシュウゼンヒゾウカホカ						565,387		604,800				39,413				燃料費用の増加 ネンリョウヒヨウゾウカ

				営業利益 エイギョウリエキ						68,237		74,937		6,700										50,865		59,109				8,244												35,568		35,959		391												22,282		17,512				-4,770												54,566		59,172				4,605														54,120		50,865				-3,255														31,998		35,568				3,570												14,326		22,282				7,956														49,800		54,566				4,766														53,946		54,120				174												38,033		31,998				-6,035										17,866		14,326				-3,539				個別▲36億円、子会社等＋1億円 コベツオクエンコガイシャトウオクエン						70,588		49,800				-20,788				個別営業利益 -203、子会社利益 ○ コベツエイギョウリエキコガイシャリエキ

				営業外収益 エイギョウガイシュウエキ						20,467		18,199		-2,268										17,909		17,342				-567												10,848		10,702		-146												6,276		6,183				-94												17,578		22,357				4,780														12,094		17,909				5,815														6,847		10,848				4,001												3,980		6,276				2,296														15,357		17,578				2,221														10,723		12,094				1,371												7,827		6,847				-980										4,772		3,980				-791										14,965		15,356				391

						持分投資利益 モチブントウシリエキ				9,140		12,375		3,235										13,466		11,605				-1,861												8,133		7,158		-975												4,755		3,376				-1,378												11,729		16,380				4,652														8,030		13,466				5,435														4,784		8,133				3,348												2,522		4,754				2,231														9,566		11,729				2,163														6,633		8,030				1,397												3,804		4,784				980										1,385		2,522				1,136				海外+10億円（14億円→24億円）、国内＋0億円 カイガイオクエンオクエンオクエンコクナイオクエン						9,072		9,565				493				国内○○、海外○○（うちFX○○） コクナイカイガイ

						為替差益 カワセサエキ				5,993		0		-5,993

						その他 タ				5,332		5,822		490										4,443		5,738				1,295												2,715		3,544		829												1,522		2,806				1,285												5,849		5,977				128														4,064		4,443				378														2,063		2,715				652												1,458		1,521				63														5,791		5,849				58														4,090		4,064				-26												4,023		2,063				-1,960										3,386		1,458				-1,928				為替差益の解消 他 カワセサエキカイショウホカ						5,891		5,789				-102								3386477488		1458399832		-1928077656

				営業外費用 エイギョウガイヒヨウ						21,792		26,100		4,308										26,855		22,957				-3,898												19,937		14,211		-5,726												7,688		6,494				-1,195												27,319		41,452				14,133														18,308		26,855				8,547														13,846		19,937				6,091												6,168		7,688				1,519														28,537		27,319				-1,218														19,219		18,308				-911												13,334		13,846				512										6,318		6,168				-149										29,231		28,536				-695

						支払利息 シハライリソク				19,612		17,755		-1,857										18,564		19,938				1,374												12,384		12,710		326												5,840		6,088				248												22,363		25,305				2,943														16,660		18,564				1,903														11,104		12,384				1,279												5,375		5,840				464														22,006		22,363				357														16,566		16,660				94												11,189		11,104				-85										5,550		5,375				-174										22,371		22,005				-366

						為替差損 カワセサソン								0										5,868						-5,868												5,969		0		-5,969																														991		11,191				10,200																5,868				5,868														1,061		5,969				4,907

						その他 タ				2,180		8,344		6,164										2,423		3,018				594												1,583		1,500		-83												1,848		405				-1,443												3,965		4,956				991														1,647		2,423				775														1,679		1,583				-97												792		1,848				1,055														6,531		4,956				-1,575														2,652		1,647				-1,005												2,145		2,741				596										768		792				24				雑損失の増加 ザツソンシツゾウカ						6,860		6,530				-330				雑損失の増加 ザツソンシツゾウカ

				経常利益 ケイジョウリエキ						66,911		67,036		125										41,919		53,495				11,575												26,480		32,449		5,969												20,870		17,201				-3,669												44,826		40,077				-4,748														47,906		41,919				-5,988														24,999		26,480				1,480												12,138		20,870				8,731														36,620		44,826				8,206														45,450		47,906				2,456												32,526		24,999				-7,527										16,320		12,138				-4,181										56,322		36,619				-19,703

						特別利益 トクベツリエキ						9,745		9,745										2,326						-2,326												2,332		-		-2,332												2,507						-2,507														2,387				2,387																2,326				2,326																2,332				2,332														2,507				2,507																				0																				0																		0																0				有価証券売却益 ユウカショウケンバイキャクエキ						1,635						-1,635				有価証券売却益 ユウカショウケンバイキャクエキ

						特別損失 トクベツソンシツ				8,974				-8,974																0																0																		0																		0																				0																				0																		0														3,382						-3,382																				0																		0																0				有価証券評価損、サメッタイ地点撤退損　他 ユウカショウケンヒョウカゾンチテンテッタイソンホカ						19,176		3,382				-15,794				有価証券評価損、サメッタイ地点撤退損　他 ユウカショウケンヒョウカゾンチテンテッタイソンホカ

						法人税等合計 ホウジンゼイトウゴウケイ				10,211		15,425		5,214

				四半期純利益 シハンキジュンリエキ						38,743		56,071		17,328										30,282		39,065				8,783												18,853		23,992		5,139												16,328		12,412				-3,916												29,808		28,694				-1,114														32,606		30,282				-2,324														15,944		18,853				2,909												7,971		16,328				8,358														16,114		29,808				13,695														23,591		32,606				9,015												20,899		15,944				-4,955										10,786		7,971				-2,814										19,583		16,113				-3,470

																																																																																																																																																																																																																																																						百万 ヒャクマン

																																																																																																																																																																																																																																																連結電事営業利益 レンケツデンコトエイギョウリエキ		2011 1Q		2012 1Q		差額 サガク

																		個収 コオサム		132,632,472,397														個収 コオサム		132,632,472,397														個収 コオサム		132,632,472,397																個収 コオサム		132,632,472,397																個収 コオサム		132,632,472,397																		個収 コオサム		132,632,472,397																		個収 コオサム		132,632,472,397																個収 コオサム		132,632,472,397																																																																								個収 コオサム		132,632,472,397																						137086		136784		-302

																		個費 コヒ		117,066,521,595														個費 コヒ		117,066,521,595														個費 コヒ		117,066,521,595																個費 コヒ		117,066,521,595																個費 コヒ		117,066,521,595																		個費 コヒ		117,066,521,595																		個費 コヒ		117,066,521,595																個費 コヒ		117,066,521,595																																																																								個費 コヒ		117,066,521,595

																				15,565,950,802																15,565,950,802																15,565,950,802																		15,565,950,802																		15,565,950,802																				15,565,950,802																				15,565,950,802																		15,565,950,802																																																																										15,565,950,802																				個別電事営業利益 コベツデンコトエイギョウリエキ		2011 1Q		2012 1Q

																																																																																																																																																																																																																																																		133675		131664		-2011

																		子収 コオサム																子収 コオサム																子収 コオサム																		子収 コオサム																		子収 コオサム																				子収 コオサム																				子収 コオサム																		子収 コオサム																																																																										子収 コオサム																												1709

																		子費 コヒ																子費 コヒ																子費 コヒ																		子費 コヒ																		子費 コヒ																				子費 コヒ																				子費 コヒ																		子費 コヒ																																																																										子費 コヒ

																																																																																																																																																																																																																																																						円 エン

																																																																																																																																																																																																																																																連結営業利益 レンケツエイギョウリエキ		2011 1Q		2012 1Q		差額 サガク

																																																																																																																																																																																																																																																		17866364361		14326971659		-3539392702

																																																																																																																																																																																																																																																個別営業利益 コベツエイギョウリエキ		2011 1Q		2012 1Q

																																																																																																																																																																																																																																																		17240000000		13575000000		-3665000000

																																																																																																																																																																																																																																																						-125607298



黄色：更新済

黄色：更新済

手入力

手入力

手入力

手入力

JP▲27
　・火力+75、水力▲20、市場対応▲68

子会社
　・IPP、新電力17、風力16

JP＋12
　・石炭販売＋13

子会社
　・JPR＋６、KEC＋６、JPEC＋４
　　開発肥料＋２、JPA▲４、

前頁の再掲、石販▲15の説明を避けるため掲載見送り

黄：入力済み



予想主要諸元②（業績見直し）

		

																						（単位：億円） タンイオクエン														(単位：億円) タンイオクエン																(単位：億円) タンイオクエン																		(単位：億円) タンイオクエン																(単位：億円) タンイオクエン																		(単位：億円) タンイオクエン														(単位：億円) タンイオクエン																(単位：億円) タンイオクエン																(単位：億円) タンイオクエン																(単位：億円) タンイオクエン														(単位：億円) タンイオクエン														(単位：億円) タンイオクエン

		OK										2019年度末 ネンドマツ		2020年度
第3四半期 ネンドダイシハンキ		前期比
増減 ゼンキヒヒゾウゲン		主な増減要因 オモゾウゲンヨウイン								2013年度末 ネンドマツ		2014年度
第3四半期 ネンドダイシハンキ		前期末比
増減 ゼンキマツヒゾウゲン		主な増減要因 オモゾウゲンヨウイン										2013年度末 ネンドマツ		2014年度
第2四半期 ネンドダイシハンキ		前期末比
増減 ゼンキマツヒゾウゲン		主な増減要因 オモゾウゲンヨウイン												2013年度末 ネンドマツ		2014年度
第1四半期 ネンドダイシハンキ		前期末比
増減額 ゼンキマツヒゾウゲンガク		主な増減要因 オモゾウゲンヨウイン										2012年度末 ネンドマツ		2013年度
第3四半期 ネンドダイシハンキ		前期末比
増減額 ゼンキマツヒゾウゲンガク		主な増減要因 オモゾウゲンヨウイン												2012年度末 ネンドマツ		2013年度
第2四半期 ネンドダイシハンキ		前期末比
増減額 ゼンキマツヒゾウゲンガク		主な増減要因 オモゾウゲンヨウイン								2012年度末 ネンドマツ		2013年度
第1四半期 ネンドダイシハンキ		前期末比
増減額 ゼンキマツヒゾウゲンガク		主な増減要因 オモゾウゲンヨウイン										2011年度末
（2012/3末） ネンドマツマツ		2012年度末
（2013/3末） ネンドマツマツ		前期末比
増減額 ゼンキマツヒゾウゲンガク		主な増減要因 オモゾウゲンヨウイン										2011年度末 ネンドマツ		2012年度 ネンド		前期末比
増減額 ゼンキマツヒゾウゲンガク		主な増減要因 オモゾウゲンヨウイン										2011年度末 ネンドマツ		2012年度 ネンド		前期末比
増減額 ゼンキマツヒゾウゲンガク		主な増減要因 オモゾウゲンヨウイン								2011年度末 ネンドマツ		2012年度 ネンド		前期末比
増減 ゼンキマツヒゾウゲン		主な増減要因 オモゾウゲンヨウイン								2010年度末 ネンドマツ		2011年度末 ネンドマツ		前期比
増減額 ゼンキヒゾウゲンガク		主な増減要因 オモゾウゲンヨウイン

																																																																																																																																														第3四半期末 ダイシハンキマツ																第2四半期末 ダイシハンキマツ														第1四半期末 ダイシハンキマツ												（2011/3末） マツ		（2012/3末） マツ

						固定資産 コテイシサン						24,713		24,509		-204										21,495		22,013		517												21,495		21,509		14														21,495		21,576		80												19,752		21,165		1,413														19,752		20,686		934										19,752		20,495		743												18,497		19,752		1,254												18,497		19,199		702												18,497		18,925		427										18,497		18,753		255										18,426		18,497		71

								電気事業固定資産 デンキジギョウコテイシサン				9,650		11,048		1,397				個別▲520億円、子会社等＋1,918億円 コベツオクエンコガイシャトウオクエン						10,237		9,923		-314				個別▲296億円 コベツオクエン								10,237		10,008		-228				個別▲220億円 コベツオクエン										10,237		10,164		-73				個別▲69億円 コベツオクエン								10,588		10,257		-330				個別▲336億円 コベツオクエン						個別▲336億円(設備272,減償▲606) コベツオクエンセツビゲンショウ				10,588		10,385		-202				個別▲208億円 コベツオクエン						10,588		10,488		-99				個別▲96億円 コベツオクエン								11,112		10,588		-524				個別▲497億円 コベツオクエン								11,112		10,703		-409				個別▲401億円 コベツオクエン								11,112		10,802		-309				個別▲305億円 コベツオクエン						11,112		10,947		-165				個別▲162億円 コベツオクエン						11,784		11,112		-672				個別▲642億円 コベツオクエン

								海外事業固定資産 カイガイジギョウコテイシサン				3,163		2,826		-336										1,250		1,972		721				子会社＋721億円（タイ事業会社） コガイシャオクエンジギョウカイシャ								1,250		1,838		588				子会社＋588億円（タイ事業会社） コガイシャオクエンジギョウカイシャ										1,250		1,228		-22

								その他の固定資産 タコテイシサン				909		885		-23										1,097		1,118		20												1,097		1,112		14														1,097		1,112		14												1,188		2,115		926				子会社＋924億円 コガイシャオクエン						子会社＋924億円(GJP924) コガイシャオクエン				1,188		1,990		801				子会社＋801億円 コガイシャオクエン						1,188		1,750		562				子会社＋562億円 コガイシャオクエン								656		1,188		531				子会社＋528億円 コガイシャオクエン								656		1,097		440				子会社＋437億円 コガイシャオクエン								656		1,048		391				子会社＋392億円 コガイシャオクエン						656		728		71				子会社＋72億円 コガイシャオクエン						649		656		7

								固定資産仮勘定 コテイシサンカリカンジョウ				6,471		5,552		-919				個別▲1,615億円、子会社等＋695億円 コベツオクエンコガイシャトウオクエン						5,126		5,210		84				個別＋76億円 コベツオクエン								5,126		4,888		-237				個別＋2億円、子会社等▲240億円（タイ事業会社等） コベツオクエンコガイシャトウオクエンジギョウカイシャトウ										5,126		5,267		141				個別＋22億円、子会社等＋118億円 コベツオクエンコガイシャトウオクエン								4,646		5,097		451				個別＋286億円、子会社等＋164億円 コベツオクエンコガイシャトウオクエン						個別＋286億円（大間246）、子会社＋164億円(GJP123,ｼﾞｪｲｳｲﾝﾄﾞ46) コベツオクエンオオマコガイシャオクエン				4,646		4,670		23										4,646		4,687		40				個別＋41億円 コベツオクエン								3,804		4,646		842				個別＋164億円、子会社等＋677億円 コベツオクエンコガイシャトウオクエン								3,804		4,323		519				個別＋110億円、子会社等＋408億円（タイ事業会社他） コベツオクエンコガイシャトウオクエンジギョウガイシャホカ								3,804		4,148		344				個別＋138億円、子会社等＋217億円 コベツオクエンコガイシャトウオクエン						3,804		4,024		220				個別＋53億円、子会社＋170億円（タイ事業会社他） コベツオクエンコガイシャオクエンジギョウガイシャホカ						3,016		3,804		787				個別＋192億円、連結子会社＋585億円（タイ事業会社他） コベツオクエンレンケツコガイシャオクエンジギョウガイシャホカ

								核燃料 カクネンリョウ				748		751		3										692		711		19												692		704		12														692		704		12												597		689		91														597		685		88										597		653		55												541		597		56												541		547		6												541		545		3										541		545		3										466		541		74				加工中等核燃料の増加 カコウチュウトウカクネンリョウゾウカ

								投資その他の資産 トウシタシサン				3,770		3,444		-325				長期投資▲225億円 チョウキトウシオクエン						3,092		3,077		-14												3,092		2,957		-134				長期投資▲104億円 チョウキトウシオクエン						投資有価証券＋57、GJP▲159 トウシユウカショウケン				3,092		3,099		7												2,730		3,005		274				長期投資＋401億円、繰延税金資産▲54億円、その他の投資等▲72億円 チョウキトウシオクエンクリノベゼイキンシサンオクエンタトウシトウオクエン						繰延税金資産減：有価証券評価益↑で繰延税金資産↑⇒税金資産↓、退職給付金取崩による↓ クリノベゼイキンシサンゲンユウカショウケンヒョウカエキクリノベゼイキンシサンゼイキンシサンタイショクキュウフキントリクズシ				2,730		2,954		223				長期投資＋277億円 他 チョウキトウシオクエンホカ						2,730		2,914		184				長期投資＋209億円 他 チョウキトウシオクエンホカ								2,382		2,730		347				長期投資＋213億円、その他の投資等＋187億円（タイ事業会社他） チョウキトウシオクエンタトウシトウオクエンジギョウカイシャホカ								2,382		2,528		145				その他の投資等＋117億円（タイ事業会社他） タトウシトウオクエンジギョウカイシャホカ								2,382		2,380		-2										2,382		2,507		124				長期投資＋76億円 他 チョウキトウシオクエンホカ						2,508		2,382		-125				繰延税金資産▲42億円、その他の投資等▲76億円 クリノベゼイキンシサンオクエンタトウシトウオクエン

						流動資産 リュウドウシサン						3,340		3,760		419										2,356		2,956		600												2,356		2,988		632														2,356		2,542		186												1,947		2,221		273														1,947		2,523		576										1,947		2,182		234												1,666		1,947		280												1,666		2,001		335												1,666		1,773		107										1,666		2,234		568										1,697		1,666		-31

				資産合計 シサンゴウケイ								28,053		28,269		215										23,852		24,970		1,117												23,852		24,498		646														23,852		24,118		266												21,699		23,386		1,687														21,699		23,210		1,511										21,699		22,677		977												20,163		21,699		1,535												20,163		21,201		1,037												20,163		20,698		534										20,163		20,987		823										20,123		20,163		40

								有利子負債 ユウリシフサイ				16,484		16,484		0				個別▲100億円、子会社＋100億円
[社債▲99億円、長期借入金＋95億円] コベツオクエンコガイシャオクエンチョウキカリイレキンオクエン						16,499		17,204		704				個別＋259億円、子会社＋445億円 コベツオクエンコガイシャオクエン								16,499		17,004		504				個別＋489億円、子会社＋14億円 コベツオクエンコガイシャオクエン										16,499		16,816		316				個別＋269億円、子会社＋47億円 コベツオクエンコガイシャオクエン								15,230		16,173		942				個別＋205億円、子会社＋737億円 コベツオクエンコガイシャオクエン						個別＋○億円、子会社＋○億円 コベツオクエンコガイシャオクエン				15,230		16,187		956				個別＋446億円、子会社＋510億円 コベツオクエンコガイシャオクエン						15,230		15,690		460				個別＋158億円、子会社＋301億円 コベツオクエンコガイシャオクエン								14,357		15,230		873				個別＋85億円、子会社＋787億円 コベツオクエンコガイシャオクエン								14,357		15,099		742				個別＋270億円、子会社＋471億円 コベツオクエンコガイシャオクエン								14,357		14,843		485				社債＋200、長期借入金＋204、ｺﾏｰｼｬﾙﾍﾟｰﾊﾟｰ＋79 シャサイチョウキカリイレキン						14,357		14,957		599				長期借入金＋218億円、ｺﾏｰｼｬﾙﾍﾟｰﾊﾟｰ＋329億円 チョウキカリイレキンオクエンオクエン						14,290		14,357		66				社債▲349億円、長期借入金＋398億円 シャサイオクエンチョウキカリイレキンオクエン

																																		[長期借入金＋844億円、社債▲150億円] チョウキカリイレキンオクエンシャサイオクエン																[社債＋154億円、長期借入金＋359億円] シャサイオクエンチョウキカリイレキンオクエン																		[社債＋200億円、長期借入金＋77億円] シャサイオクエンチョウキカリイレキン］																[長期借入金＋963億円、ｺﾏｰｼｬﾙﾍﾟｰﾊﾟｰ▲39億円] チョウキカリイレキンオクエン］						[長期借入金＋○億円、社債＋○億円] チョウキカリイレキンオクエンシャサイオクエン												[長期借入金＋769億円、社債＋200億円] チョウキカリイレキンオクエンシャサイオクエン														[長期借入金＋376億円、ｺﾏｰｼｬﾙﾍﾟｰﾊﾟｰ＋19億円] チョウキカリイレキンオクエンオクエン																[社債＋200億円、長期借入金＋762億円] シャサイオクエンチョウキカリイレキンオクエン																[社債＋200億円、長期借入金＋345億円] シャサイオクエンチョウキカリイレキンオクエン

								その他 タ				2,995		3,147		151										2,157		2,224		66												2,157		2,179		22														2,157		2,060		-96												1,929		2,123		194														1,929		2,040		111										1,929		2,066		136												1,744		1,929		184												1,744		1,801		56												1,744		1,735		-9										1,744		1,875		130										1,684		1,744		60

				負債合計 フサイゴウケイ								19,480		19,632		152										18,657		19,428		771												18,657		19,184		526														18,657		18,877		220												17,160		18,297		1,137														17,160		18,227		1,067										17,160		17,757		596												16,102		17,160		1,058												16,102		16,900		798												16,102		16,578		476										16,102		16,832		730										15,974		16,102		127

								株主資本 カブヌシシホン				8,061		8,485		423				利益剰余金の増加 リエキジョウヨキンゾウカ						4,788		5,059		270				利益剰余金の増加 リエキジョウヨキンゾウカ								4,788		4,961		172				利益剰余金の増加 リエキジョウヨキンゾウカ										4,788		4,845		56				利益剰余金の増加 リエキジョウヨキンゾウカ								4,606		4,804		197				利益剰余金の増加 リエキジョウヨキンゾウカ						利益剰余金の増加 リエキジョウヨキンゾウカ				4,606		4,742		135				利益剰余金の増加 リエキジョウヨキンゾウカ						4,606		4,717		110				利益剰余金の増加 リエキジョウヨキンゾウカ								4,413		4,606		193				利益剰余金の増加 リエキジョウヨキンゾウカ								4,413		4,634		221				利益剰余金の増加 リエキジョウヨキンゾウカ								4,413		4,520		106				利益剰余金の増加 リエキジョウヨキンゾウカ						4,413		4,440		27										4,357		4,413		56

								その他の包括利益累計額 タホウカツリエキルイケイガク				15		-271		-287				為替換算調整勘定▲186億円、繰延ヘッジ損益▲142億円 クリノベソンエキオクエン						373		424		51				為替換算調整勘定＋100億円、繰延ヘッジ損益▲93億円、
その他有価証券評価差額金＋63億円 カワセカンサンチョウセイカンジョウオクエンクリノベソンエキオクエンタユウカショウケンヒョウカサガクキンオクエン								373		304		-69				繰延ヘッジ損益の減少 クリノベソンエキゲンショウ						GJP金利ヘッジ▲52 キンリ				373		357		-15												-67		258		325				為替換算調整勘定＋170億円、その他有価証券評価差額金＋78億円、
繰延ヘッジ損益＋76億円 カワセカンサンチョウセイカンジョウオクエンタユウカショウケンヒョウカサガクキンオクエンクリノベソンエキオクエン						為替換算調整勘定＋170億円、その他有価証券評価差額金＋78億円、
繰延ヘッジ損益＋76億円 カワセカンサンチョウセイカンジョウオクエンタユウカショウケンヒョウカサガクキンオクエンクリノベソンエキオクエン				-67		227		295				為替換算調整勘定＋191億円、繰延ヘッジ損益＋56億円 カワセカンサンチョウセイカンジョウオクエンクリノベソンエキオクエン						-67		192		260				為替換算調整勘定＋220億円、その他有価証券評価差額金＋33億円 カワセカンサンチョウセイカンジョウオクエンタユウカショウケンヒョウカサガクキンオクエン								-339		-67		272				為替換算調整勘定＋243億円 カワセカンサンチョウセイカンジョウオクエン								-339		-334		5												-339		-390		-50				繰延ヘッジ損益の減少 クリノベソンエキゲンショウ						-339		-275		64				為替換算調整勘定＋106億円 カワセカンサンチョウセイカンジョウオクエン						-199		-339		-139				為替換算調整勘定▲85億円 カワセカンサンチョウセイカンジョウオクエン

								非支配株主持分 ヒシハイカブヌシモチブン				496		423		-72										32		57		24												32		48		16														32		37		4												0-		26		26														0-		11		11										0-		9		9												-11		0-		11												-11		0		11												-11		-9		2										-11		-9		1										-8		-11		-3

				純資産合計 ジュンシサンゴウケイ								8,573		8,637		63										5,194		5,541		346												5,194		5,314		119														5,194		5,240		46												4,538		5,088		549														4,538		4,982		443										4,538		4,919		381												4,061		4,538		476												4,061		4,300		238												4,061		4,120		58										4,061		4,155		93										4,148		4,061		-87

												2010年度 ネンド		2011年度 ネンド												2010年度 ネンド		2011年度 ネンド														2010年度 ネンド		2011年度 ネンド																2010年度 ネンド		2011年度 ネンド														2010年度 ネンド		2011年度 ネンド																2010年度 ネンド		2011年度 ネンド												2010年度 ネンド		2011年度 ネンド														2010年度 ネンド		2011年度 ネンド														2010年度 ネンド		2011年度 ネンド														2010年度 ネンド		2011年度 ネンド												2010年度 ネンド		2011年度 ネンド												2010年度 ネンド		2011年度 ネンド

												年度末　　（2011/3末） ネンドマツマツ		年度末
（2012/3末） ネンドマツマツ												年度末　　（2011/3末） ネンドマツマツ		年度末
（2012/3末） ネンドマツマツ														年度末　　（2011/3末） ネンドマツマツ		年度末
（2012/3末） ネンドマツマツ																年度末　　（2011/3末） ネンドマツマツ		年度末
（2012/3末） ネンドマツマツ														年度末　　（2011/3末） ネンドマツマツ		年度末
（2012/3末） ネンドマツマツ																年度末　　（2011/3末） ネンドマツマツ		年度末
（2012/3末） ネンドマツマツ												年度末　　（2011/3末） ネンドマツマツ		年度末
（2012/3末） ネンドマツマツ														年度末　　（2011/3末） ネンドマツマツ		年度末
（2012/3末） ネンドマツマツ														年度末　　（2011/3末） ネンドマツマツ		年度末
（2012/3末） ネンドマツマツ														年度末　　（2011/3末） ネンドマツマツ		年度末
（2012/3末） ネンドマツマツ												年度末　　（2011/3末） ネンドマツマツ		年度末
（2012/3末） ネンドマツマツ												年度末　　（2011/3末） ネンドマツマツ		年度末
（2012/3末） ネンドマツマツ

								D/Eレシオ（倍） バイ				2.0		2.0												3.2		3.1														3.2		3.2																3.2		3.2														3.4		3.2																3.4		3.3												3.4		3.2														3.5		3.4														3.5		3.5														3.5		3.6												3.5		3.6												3.4		3.5

								自己資本比率 ジコシホンヒリツ				28.8%		29.1%												21.6%		22.0%														21.6%		21.5%																21.6%		21.6%														20.9%		21.6%																20.9%		21.4%												20.9%		21.7%														20.2%		20.9%														20.2%		20.3%														20.2%		20.0%												20.2%		19.8%												20.7%		20.2%

																						(Unit: billion yen)														(Unit: billion yen)																(Unit: billion yen)																		(Unit: billion yen)																(Unit: billion yen)																		(Unit: billion yen)														(Unit: billion yen)																(Unit: billion yen)																(Unit: billion yen)																(Unit: billion yen)														(Unit: billion yen)														(Unit: billion yen)

		O.K.										FY2019
End of FY		FY2020
End of 3Q		Change from prior year end		Main factors for change								FY2013
End of FY		FY2014
End of 3Q		Change from prior year end		Main factors for change										FY2013
End of FY		FY2014
End of 2Q		Change from prior year end		Main factors for change												FY2013
End of FY		FY2014
End of 1Q		Change from prior year end		Main factors for change										FY2012
End of FY		FY2013
End of 3Q		Change from prior year end		Main factors for change												FY2012
Result
(End of FY)		FY2013
End of 2Q		Change from prior year end		Main factors for change								FY2012
Result
(End of FY)		FY2013
End of 1Q		Change from prior year end		Main factors for change										FY2011
(End of FY)		FY2012
(End of FY)		Change from prior year end		Main factors for change										FY2011
Result
(End of FY)		FY2012
End of 3Q		Change from prior year end		Main factors for change										FY2011
Result
(End of FY)		FY2012
End of 2Q		Change from prior year end		Main factors for change								FY2011
Result
(End of FY)		FY2012
End of Q1		Change from prior year end		Main factors for change								FY2010
(End of FY)		FY2011
(End of FY)		Change from prior year end		Main Factors for Change

						Non-current Assets						2,471.3		2,450.9		(20.4)										2,149.5		2,201.3		51.7												2,149.5		2,150.9		1.4														2,149.5		2,157.6		8.0												1,975.2		2,116.5		141.3														1,975.2		2,068.6		93.4										1,975.2		2,049.5		74.3												1,849.7		1,975.2		125.4												1,849.7		1,919.9		70.2												1,849.7		1,892.5		42.7										1,849.7		1,875.3		25.5										1,842.6		1,849.7		7.1

								Electric utility plant and equipment				965.0		1,104.8		139.7				Non-consolidated (52.0), Subsidiaries and others +191.8						1,023.7		992.3		(31.4)				Non-consolidated (29.6)								1,023.7		1,000.8		(22.8)				Non-consolidated (22.0)										1,023.7		1,016.4		(7.3)				Non-consolidated (6.9)								1,058.8		1,025.7		(33.0)				Non-consolidated (33.6)										1,058.8		1,038.5		(20.2)				Non-consolidated (20.8)						1,058.8		1,048.8		(9.9)				Non-consolidated (9.6)								1,111.2		1,058.8		(52.4)				Non-consolidated (49.7)								1,111.2		1,070.3		(40.9)				Non-consolidated (40.1)								1,111.2		1,080.2		(30.9)				Non-consolidated (30.5)						1,111.2		1,094.7		(16.5)				Non-consolidated (16.2)						1,178.4		1,111.2		(67.2)				Non-consolidated (64.2)

								Overseas business facilities				316.3		282.6		(33.6)										125.0		197.2		72.1				Subsidiaries including power generation projects inThailand +72.1								125.0		183.8		58.8				Subsidiaries including power generation projects inThailand and others +58.8										125.0		122.8		(2.2)

								Other non-current assets				90.9		88.5		(2.3)										109.7		111.8		2.0												109.7		111.2		1.4														109.7		111.2		1.4												118.8		211.5		92.6				Subsidiaries +92.4										118.8		199.0		80.1				Subsidiaries +80.1						118.8		175.0		56.2				Subsidiaries +56.2								65.6		118.8		53.1				Subsidiaries +52.8								65.6		109.7		44.0				Subsidiaries +43.7								65.6		104.8		39.1				Subsidiaries +39.2						65.6		72.8		7.1				Subsidiaries +7.2						64.9		65.6		0.7

								Construction in progress				647.1		555.2		(91.9)				Non-consolidated (161.5), Subsidiaries and others +69.5						512.6		521.0		8.4				Non-consolidated +7.6								512.6		488.8		(23.7)				Non-consolidated +0.2, Subsidiaries including power generation projects in Thailand and others (24.0)										512.6		526.7		14.1				Non-consolidated +2.2, Subsidiaries and others +11.8								464.6		509.7		45.1				Non-consolidated (28.6), Subsidiaries and others +16.4										464.6		467.0		2.3										464.6		468.7		4.0				Non-consolidated +4.1								380.4		464.6		84.2				Non-consolidated +16.4, Subsidiaries and others +67.7								380.4		432.3		51.9				Non-consolidated +11.0, Subsidiaries including power generation projects in Thailand and others +40.8								380.4		414.8		34.4				Non-consolidated +13.8, Subsidiaries and others +21.7						380.4		402.4		22.0				Non-consolidated +5.3, Subsidiaries incruding power generation projects in Thailand +16.9						301.6		380.4		78.7				Non-consolidated +19.2, Consolidated subsidiaries incruding power generation projects in Thailand +58.5

								Nuclear fuel				74.8		75.1		0.3										69.2		71.1		1.9												69.2		70.4		1.2														69.2		70.4		1.2												59.7		68.9		9.1														59.7		68.5		8.8										59.7		65.3		5.5												54.1		59.7		5.6												54.1		54.7		0.6												54.1		54.5		0.3										54.1		54.5		0.3										46.6		54.1		7.4				Increase in nuclear fuel in processing

								Investments and other assets				377.0		344.4		(32.5)				Long-term investments (22.5)						309.2		307.7		(1.4)												309.2		295.7		(13.4)				Long-term investment (10.4)										309.2		309.9		0.7												273.0		300.5		27.4				Long-term investment +40.1, Deferred tax assets (5.4), Others (7.2)										273.0		295.4		22.3				Long-term investment +27.7 and others						273.0		291.4		18.4				Long-term investment +20.9 and others								238.2		273.0		34.7				Long-term investment +21.3、Other investments in power generation projects in Thailand and others +18.7								238.2		252.8		14.5				Other investments in power generation projects in Thailand and others +11.7								238.2		238.0		(0.2)										238.2		250.7		12.4				Long-term investment +7.6						250.8		238.2		(12.5)				Deffered tax asset (4.2), Other investment, etc. (7.6)

						Current Assets						334.0		376.0		41.9										235.6		295.6		60.0												235.6		298.8		63.2														235.6		254.2		18.6												194.7		222.1		27.3														194.7		252.3		57.6										194.7		218.2		23.4												166.6		194.7		28.0												166.6		200.1		33.5												166.6		177.3		10.7										166.6		223.4		56.8										169.7		166.6		(3.1)

				Total Assets								2,805.3		2,826.9		21.5										2,385.2		2,497.0		111.7												2,385.2		2,449.8		64.6														2,385.2		2,411.8		26.6												2,169.9		2,338.6		168.7														2,169.9		2,321.0		151.1										2,169.9		2,267.7		97.7												2,016.3		2,169.9		153.5												2,016.3		2,120.1		103.7												2,016.3		2,069.8		53.4										2,016.3		2,098.7		82.3										2,012.3		2,016.3		4.0

								Interest-bearing debt				1,648.4		1,648.4		0.0				Non-consolidated (10.0), Subsidiaries +10.0
[Corporate bonds (9.9), Long-term loans +9.5]						1,649.9		1,720.4		70.4				Non-consolidated +25.9, Subsidiaries +44.5
[ Long-term loans +84.4,  Corporate bonds (15.0) ]								1,649.9		1,700.4		50.4				Non-consolidated +48.9, Subsidiaries +1.4
[ Corporate bonds +15.4, Long-term loans +35.9 ]										1,649.9		1,681.6		31.6				Non-consolidated +26.9, Subsidiaries +4.7
[ Corporate bonds +20.0, Long-term loans +7.7 ]								1,523.0		1,617.3		94.2				Non-consolidated +20.5, Subsidiaries +73.7
[ Long-term loans +96.3, Commercial paper (3.9)]										1,523.0		1,618.7		95.6				Non-consolidated +44.6, Subsidiaries +51.0
[ Long-term loans +76.9, Corporate bonds +20.0]						1,523.0		1,569.0		46.0				Non-consolidated +15.8, Subsidiaries +30.1
[ Long-term loans +37.6, Commercial papers +1.9]								1,435.7		1,523.0		87.3				Non-consolidated +8.5, Subsidiaries +78.7
[Corporate bonds +20.0, Long-term loans +76.2]								1,435.7		1,509.9		74.2				Non-consolidated +27.0, Subsidiaries +47.1								1,435.7		1,484.3		48.5				Corporate bonds +20.0, Long-term loans +20.4,
Commercial paper +7.9						1,435.7		1,495.7		59.9				Long-term loans +21.8, Commercial paper +32.9						1,429.0		1,435.7		6.6				Corporate Bonds (34.9), Long-term loans +39.8

																																																																																																																																																				[Corporate bonds +20.0, Long-term loans +34.5]

								Other				299.5		314.7		15.1										215.7		222.4		6.6												215.7		217.9		2.2														215.7		206.0		(9.6)												192.9		212.3		19.4														192.9		204.0		11.1										192.9		206.6		13.6												174.4		192.9		18.4												174.4		180.1		5.6												174.4		173.5		(0.9)										174.4		187.5		13.0										168.4		174.4		6.0

				Total Liabilities								1,948.0		1,963.2		15.2										1,865.7		1,942.8		77.1												1,865.7		1,918.4		52.6														1,865.7		1,887.7		22.0												1,716.0		1,829.7		113.7														1,716.0		1,822.7		106.7										1,716.0		1,775.7		59.6												1,610.2		1,716.0		105.8												1,610.2		1,690.0		79.8												1,610.2		1,657.8		47.6										1,610.2		1,683.2		73.0										1,597.4		1,610.2		12.7

								Shareholders' equity				806.1		848.5		42.3				Increase in retained earnings						478.8		505.9		27.0				Increase in retained earnings								478.8		496.1		17.2				Increase in retained earnings										478.8		484.5		5.6				Increase in retained earnings								460.6		480.4		19.7				Increase in retained earnings										460.6		474.2		13.5				Increase in retained earnings						460.6		471.7		11.0				Increase in retained earnings								441.3		460.6		19.3				Increase in retained earnings								441.3		463.4		22.1				Increase in retained earnings								441.3		452.0		10.6				Increase in retained earnings						441.3		444.0		2.7										435.7		441.3		5.6

								Accumulated other comprehensive income				1.5		(27.1)		(28.7)				Foreign currency translation adjustment (18.6)
Deferred gains or losses on hedges (14.2)						37.3		42.4		5.1				Foreign currency translation adjustment +10.0, Deferred gains or losses on hedges (9.3), Valuation difference on available-for-sale securities +6.3								37.3		30.4		(6.9)				Decrease in deferred gains or losses on hedges										37.3		35.7		(1.5)												(6.7)		25.8		32.5				Foreign currency translation adjustment +17.0, Valuation difference on available-for-sale securities +7.8, Deferred gains or losses on hedges +7.6										(6.7)		22.7		29.5				Foreign currency translation adjustment +19.1, Deferred gains or losses on hedges +5.6						(6.7)		19.2		26.0				Foreign currency translation adjustment +22.0, Valuation difference on available-for-sales securities +3.3								(33.9)		(6.7)		27.2				Foreign currency translation adjustment +24.3								(33.9)		(33.4)		0.5												(33.9)		(39.0)		(5.0)				Decrease in deferred gains or losses on hedges						(33.9)		(27.5)		6.4				Foreign currency translation adjustment +10.6						(19.9)		(33.9)		(13.9)				Foreign currency translation adjustment (8.5)

								Non-controlling interests				49.6		42.3		(7.2)										3.2		5.7		2.4												3.2		4.8		1.6														3.2		3.7		0.4												(0.0)		2.6		2.6														(0.0)		1.1		1.1										(0.0)		0.9		0.9												(1.1)		(0.0)		1.1												(1.1)		0.0		1.1												(1.1)		(0.9)		0.2										(1.1)		(0.9)		0.1										(0.8)		(1.1)		(0.3)

				Total Net Assets								857.3		863.7		6.3										519.4		554.1		34.6												519.4		531.4		11.9														519.4		524.0		4.6												453.8		508.8		54.9														453.8		498.2		44.3										453.8		491.9		38.1												406.1		453.8		47.6												406.1		430.0		23.8												406.1		412.0		5.8										406.1		415.5		9.3										414.8		406.1		(8.7)

								D/E ratio (x)				2.0		2.0												3.2		3.1														3.2		3.2																3.2		3.2

								Shareholders' equity ratio				28.8%		29.1%												21.6%		22.0%														21.6%		21.5%																21.6%		21.6%

												FY2010		FY2010		Change from prior year end										FY2010		FY2010		Change from prior year end												FY2010		FY2010		Change from prior year end														FY2010		FY2010		Change from prior year end												FY2010		FY2010		Change from prior year end														FY2010		FY2010		Change from prior year end										FY2010		FY2010		Change from prior year end												FY2010		FY2010		Change from prior year end												FY2010		FY2010		Change from prior year end												FY2010		FY2010		Change from prior year end										FY2010		FY2010		Change from prior year end										FY2010		FY2010		Change from prior year end

												Actual
(End of FY)		Actual
(End of FY)												Actual
(End of FY)		Actual
(End of FY)														Actual
(End of FY)		Actual
(End of FY)																Actual
(End of FY)		Actual
(End of FY)														Actual
(End of FY)		Actual
(End of FY)																Actual
(End of FY)		Actual
(End of FY)												Actual
(End of FY)		Actual
(End of FY)														Actual
(End of FY)		Actual
(End of FY)														Actual
(End of FY)		Actual
(End of FY)														Actual
(End of FY)		Actual
(End of FY)												Actual
(End of FY)		Actual
(End of FY)												Actual
(End of FY)		Actual
(End of FY)

								D/E ratio (x)				-		-		0.0										-		-		0.0												-		-		0.0														-		-		0.0												-		-		0.0														-		-		0.0										-		-		0.0												-		-		0.0												-		-		0.0												3.5		-		0.0										3.5		-		0.0										3.4		-		0.0

								Shareholders' equity ratio				0.0%		0.0%		0.0%										0.0%		0.0%		0.0%												0.0%		0.0%		0.0%														0.0%		0.0%		0.0%												0.0%		0.0%		0.0%														0.0%		0.0%		0.0%										0.0%		0.0%		0.0%												0.0%		0.0%		0.0%												0.0%		0.0%		0.0%												20.2%		0.0%		0.0%										20.2%		0.0%		0.0%										20.7%		0.0%		0.0%

																				(単位：百万円) タンイヒャクマンエン														(単位：百万円) タンイヒャクマンエン																(単位：百万円) タンイヒャクマンエン																		(単位：百万円) タンイヒャクマンエン																(単位：百万円) タンイヒャクマンエン																		(単位：百万円) タンイヒャクマンエン														(単位：百万円) タンイヒャクマンエン																(単位：百万円) タンイヒャクマンエン																(単位：百万円) タンイヒャクマンエン																(単位：百万円) タンイヒャクマンエン														(単位：百万円) タンイヒャクマンエン														(単位：億円) タンイオクエン

												2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		前期末比 ゼンキマツヒ				主な増減要因 オモゾウゲンヨウイン						2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		前期末比 ゼンキマツヒ				主な増減要因 オモゾウゲンヨウイン								2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		前期末比 ゼンキマツヒ				主な増減要因 オモゾウゲンヨウイン										2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		前期末比 ゼンキマツヒ				主な増減要因 オモゾウゲンヨウイン								2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		前期比 ゼンキヒ				主な増減要因 オモゾウゲンヨウイン										2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		前期比 ゼンキヒ				主な増減要因 オモゾウゲンヨウイン						2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		前期比 ゼンキヒ				主な増減要因 オモゾウゲンヨウイン								2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		前期比 ゼンキヒ				主な増減要因 オモゾウゲンヨウイン								2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		前期比 ゼンキヒ				主な増減要因 オモゾウゲンヨウイン								2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		前期比 ゼンキヒ				主な増減要因 オモゾウゲンヨウイン						2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		前期比 ゼンキヒ				主な増減要因 オモゾウゲンヨウイン						2010年度 ネンド		2011年度 ネンド		前期比 ゼンキヒ				主な増減要因 オモゾウゲンヨウイン

												年度末
（2020/3末） ネンドマツマツ		3Q末
（2020/12末） マツマツ		増減額										年度末　　（2014/3末） ネンドマツマツ		3Q		増減額												年度末　　（2014/3末） ネンドマツマツ		2Q		増減額														年度末　　（2014/3末） ネンドマツマツ		1Q		増減額												年度末　　（2013/3末） ネンドマツマツ		3Q		増減額														年度末　　（2013/3末） ネンドマツマツ		2Q		増減額										年度末　　（2013/3末） ネンドマツマツ		1Q		増減額												年度末　　（2012/3末） ネンドマツマツ		年度末　　（2013/3末） ネンドマツマツ		増減額												年度末　　（2012/3末） ネンドマツマツ		3Q		増減額												年度末　　（2012/3末） ネンドマツマツ		2Q		増減額										年度末　　（2012/3末） ネンドマツマツ		1Q		増減額										年度末　　（2011/3末） ネンドマツマツ		年度末
（2012/3末） ネンドマツマツ		増減額

						固定資産 コテイシサン						2,471,347		2,450,924		-20,423										2,149,580		2,201,368		51,789												2,149,580		2,150,996		1,416														2,149,580		2,157,613		8,033												1,975,202		2,116,517		141,315														1,975,202		2,068,642		93,440										1,975,202		2,049,504		74,302												1,849,787		1,975,202		125,415												1,849,786		1,919,999		70,212												1,849,786		1,892,528		42,741										1,849,786		1,875,335		25,548										1,842,658		1,849,786		7,128

								電気事業固定資産 デンキジギョウコテイシサン				965,082		1,104,840		139,758										1,023,751		992,325		-31,426												1,023,751		1,000,864		-22,887														1,023,751		1,016,405		-7,346												1,058,849		1,025,756		-33,093														1,058,849		1,038,589		-20,260										1,058,849		1,048,893		-9,956												1,111,252		1,058,849		-52,402												1,111,251		1,070,350		-40,901												1,111,251		1,080,278		-30,973										1,111,251		1,094,728		-16,523										1,178,492		1,111,251		-67,241				償却進行 他 ショウキャクシンコウホカ

								海外事業固定資産 カイガイジギョウコテイシサン				316,333		282,661		-33,672										125,018		197,207		72,188												125,018		183,841		58,823														125,018		122,818		-2,201

								その他の固定資産 タコテイシサン				90,924		88,559		-2,365										109,788		111,857		2,069												109,788		111,261		1,473														109,788		111,242		1,454												118,841		211,520		92,679														118,841		199,003		80,162										118,841		175,081		56,240												65,658		118,841		53,183												65,657		109,705		44,047												65,657		104,817		39,159										65,657		72,855		7,197										64,920		65,657		737				炭鉱の生産開始 タンコウセイサンカイシ

								固定資産仮勘定 コテイシサンカリカンジョウケンカリ				647,160		555,237		-91,923										512,605		521,045		8,440												512,605		488,810		-23,795														512,605		526,705		14,101												464,674		509,794		45,120														464,674		467,031		2,356										464,674		468,721		4,047												380,425		464,674		84,249												380,425		432,346		51,921												380,425		414,899		34,474										380,425		402,444		22,019										301,676		380,425		78,749				大間原子力の増加、電気事業固定資産等への振替 他 オオマゲンシリョクゾウカデンキジギョウコテイシサントウフリカエホカ

								核燃料 カクネンリョウ				74,812		75,153		341										69,216		71,187		1,971												69,216		70,470		1,254														69,216		70,445		1,229												59,769		68,906		9,136														59,769		68,592		8,822										59,769		65,324		5,555												54,157		59,769		5,612												54,157		54,761		604												54,157		54,525		368										54,157		54,540		383										46,693		54,157		7,464				燃料集合体の調達 ネンリョウシュウゴウタイチョウタツ

								投資その他の資産 トウシタシサン				377,033		344,471		-32,562										309,202		307,748		-1,454												309,202		295,747		-13,455														309,202		309,997		795												273,068		300,542		27,474														273,068		295,428		22,360										273,068		291,484		18,416												238,295		273,068		34,773												238,295		252,835		14,540												238,295		238,006		-289										238,295		250,765		12,470										250,875		238,295		-12,580

						流動資産 リュウドウシサン						334,043		376,019		41,976										235,637		295,642		60,005												235,637		298,865		63,228														235,637		254,245		18,608												194,708		222,103		27,395														194,708		252,380		57,672										194,708		218,201		23,493												166,608		194,708		28,099												166,607		200,119		33,511												166,607		177,340		10,732										166,607		223,435		56,827										169,727		166,607		-3,120				売掛金（販売電力料）、たな卸資産（石炭）の増加 ハンバイデンリョクリョウオロシシサンセキタンゾウカ

				資産合計 シサンゴウケイ								2,805,390		2,826,944		21,554										2,385,217		2,497,010		111,793												2,385,217		2,449,862		64,645														2,385,217		2,411,858		26,640												2,169,910		2,338,620		168,710														2,169,910		2,321,022		151,112										2,169,910		2,267,705		97,795												2,016,395		2,169,910		153,514												2,016,394		2,120,118		103,723												2,016,394		2,069,868		53,473										2,016,394		2,098,770		82,375										2,012,386		2,016,394		4,008

								有利子負債 ユウリシフサイ				1,648,442		1,648,480		38										1,649,994		1,720,463		70,469												1,649,994		1,700,427		50,434														1,649,993		1,681,667		31,674												1,523,059		1,617,352		94,293														1,523,059		1,618,714		95,655										1,523,059		1,569,060		46,001												1,435,736		1,523,059		87,323												1,435,736		1,509,938		74,202												1,435,736		1,484,307		48,571										1,435,736		1,495,714		59,978										1,429,037		1,435,736		6,699				コマーシャル・ペーパーおよび社債の減少 シャサイゲンショウ

								その他 タ				299,561		314,730		15,169										215,746		222,411		6,665												215,746		217,980		2,234														215,747		206,098		-9,648												192,965		212,394		19,429														192,965		204,074		11,108										192,965		206,648		13,682												174,466		192,965		18,499												174,466		180,114		5,648												174,466		173,550		-916										174,466		187,525		13,059										168,450		174,466		6,016				未払税金の増加、資産除去債務の計上 他 ミハラゼイキンゾウカシサンジョキョサイムケイジョウホカ

				負債合計 フサイゴウケイ						1,865,290		1,948,003		1,963,210		15,207										1,865,740		1,942,873		77,134												1,865,740		1,918,407		52,667														1,865,740		1,887,765		22,026												1,716,024		1,829,746		113,722														1,716,024		1,822,788		106,763										1,716,024		1,775,708		59,683												1,610,202		1,716,024		105,822												1,610,202		1,690,052		79,849												1,610,202		1,657,857		47,654										1,610,202		1,683,239		73,036										1,597,487		1,610,202		12,715

								株主資本 カブヌシシホン				806,197		848,539		42,342										478,861		505,949		27,088												478,861		496,128		17,267														478,861		484,549		5,689												460,673		480,450		19,777														460,673		474,273		13,600										460,673		471,749		11,076												441,370		460,673		19,304												441,369		463,471		22,102												441,369		452,061		10,692										441,369		444,088		2,719										435,760		441,369		5,609

								その他の包括利益累計額 タホウカツリエキルイケイガク				1,567		-27,146		-28,713										37,351		42,465		5,114												37,351		30,431		-6,920														37,351		35,784		-1,566												-6,768		25,823		32,591														-6,768		22,784		29,552										-6,768		19,288		26,056												-33,985		-6,768		27,217												-33,985		-33,407		577												-33,985		-39,063		-5,079										-33,985		-27,565		6,419										-19,997		-33,985		-13,988

								少数株主持分 ショウスウカブヌシモチブン				49,623		42,341		-7,282										3,266		5,723		2,457												3,266		4,895		1,629														3,266		3,759		493												-20		2,602		2,622														-20		1,178		1,198										-20		961		981												-1,192		-20		1,172												-1,191		2		1,193												-1,191		-986		204										-1,191		-991		199										-863		-1,191		-328

				純資産合計 ジュンシサンゴウケイ								857,387		863,733		6,346										519,477		554,137		34,660												519,477		531,455		11,978														519,477		524,092		4,615												453,885		508,874		54,989														453,885		498,235		44,349										453,885		491,997		38,112												406,193		453,885		47,692												406,192		430,066		23,873												406,192		412,011		5,818										406,192		415,531		9,338										414,898		406,192		-8,706

								D/Eレシオ				2		2																												2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		前期比 ゼンキヒ														2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		前期比 ゼンキヒ												2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		前期比 ゼンキヒ														2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		前期比 ゼンキヒ										2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		前期比 ゼンキヒ												2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		前期比 ゼンキヒ												2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		前期比 ゼンキヒ												2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		前期比 ゼンキヒ										2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		前期比 ゼンキヒ										2009年度 ネンド		2010年度 ネンド		前期比 ゼンキヒ

								自己資本比率 ジコシホンヒリツ				28.8%		29.1%																												年度末　　（2012/3末） ネンドマツマツ		年度末　　（2013/3末） ネンドマツマツ		増減額														年度末　　（2012/3末） ネンドマツマツ		年度末　　（2013/3末） ネンドマツマツ		増減額												年度末　　（2012/3末） ネンドマツマツ		年度末　　（2013/3末） ネンドマツマツ		増減額														年度末　　（2012/3末） ネンドマツマツ		年度末　　（2013/3末） ネンドマツマツ		増減額										年度末　　（2012/3末） ネンドマツマツ		年度末　　（2013/3末） ネンドマツマツ		増減額												年度末　　（2012/3末） ネンドマツマツ		年度末　　（2013/3末） ネンドマツマツ		増減額												年度末　　（2012/3末） ネンドマツマツ		3Q		増減額												年度末　　（2012/3末） ネンドマツマツ		1Q		増減額										年度末　　（2012/3末） ネンドマツマツ		1Q		増減額										年度末　　（2011/3末） ネンドマツマツ		年度末
（2011/3末） ネンドマツマツ		増減額

																																																																																																																																																												3.5														3.5		3.6												3.4

																																																																																																																																																												20.2%														20.2%		19.8%												20.7%



20.2Q参照
・その他有価証券評価差額-21
・繰延ヘッジ損益-52
・為替換算調整勘定+23

JPA＋382
　　・炭鉱権取得原価（モールスクリーク290）

GJP＋59
　　・土地+37、EGAT変電所の使用権＋25

JP:▲401
　　　・減価償却へ▲667
　　　・建仮から　+279

JP+110
　・大間+143、既存火力＋88、既存水力＋55、竹原新１号＋10、設備振替▲279

GJP＋391
　・建仮

ｼﾞｪｲｳｲﾝﾄﾞ＋17

長期投資+43
　有価有価証券+41

その他の投資等＋117
　GJP＋120
　　・ガスパイプライン

短期借入金＋135
CP+５９

圧縮記帳に伴う翌期繰越＋78
胆沢第一補償金の受け入れ分
設備圧縮に使う予定

かわしま:
有利子負債残高表の合計値

かわしま:
有利子負債残高表の合計値



業績予想概要（JPEBITDA）

		

																				（単位：億円） タンイオクエン

				連　　結 レンムスブ				2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		前期比 ゼンキヒ						2020年度 ネンド		10/30
予想比 ヨソウヒ

								実績 ジッセキ		今回予想 コンカイヨソウ		増減額		増減率				10/30予想* ヨソウ

				売上高				9,137		9,100		-37		-0.4%				8,230		870

				営業利益				836		700		-136		-16.3%				740		-40

				経常利益				780		540		-240		-30.8%				680		-140

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ				422		390		-32		-7.8%				510		-120

				個　　別 コベツ				2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		前期比 ゼンキヒ						2020年度 ネンド		10/30
予想比 ヨソウヒ

								実績 ジッセキ		今回予想 コンカイヨソウ		増減額		増減率				10/30予想* ヨソウ

				売上高				5,712		5,910		197		3.4%				5,190		720

				営業利益				248		760		511		205.4%				130		630

				経常利益				605		1,100		494		81.5%				480		620

				当期純利益 トウキジュンリエキ				573		900		326		56.9%				440		460

				成長性指標 セイチョウセイシヒョウ				2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		前期比 ゼンキヒ						2020年度 ネンド		10/30
予想比 ヨソウヒ

								実績 ジッセキ		今回予想 コンカイヨソウ		増減額		増減率				10/30予想* ヨソウ

				J-POWER EBITDA				1,779		1,730		-49		-2.8%				1,870		-140		0

																				(Unit: billion yen)

				Consolidated				FY2019
Result		FY2020
Current
Forecast		Comparison with FY2019 Result						FY2020
OCT 30
Forecast*		Comparison with OCT 30 Forecast

				Operating Revenue				913.7		910.0		(3.7)		(0.4)%				823.0		87.0

				Operating Income				83.6		70.0		(13.6)		(16.3)%				74.0		(4.0)

				Ordinary Income				78.0		54.0		(24.0)		(30.8)%				68.0		(14.0)

				Profit attributable to owners of parent				42.2		39.0		(3.2)		(7.8)%				51.0		(12.0)

				Non-consolidated				FY2019
Result		FY2020
Current
Forecast		Comparison with FY2019 Result						FY2020
OCT 30
Forecast*		Comparison with OCT 30 Forecast

				Operating Revenue				571.2		591.0		19.7		3.4 %				519.0		72.0

				Operating Income				24.8		76.0		51.1		205.4 %				13.0		63.0

				Ordinary Income				60.5		110.0		49.4		81.5 %				48.0		62.0

				Profit				57.3		90.0		32.6		56.9 %				44.0		46.0

				Growth indicator				FY2019
Result		FY2020
Current
Forecast		Comparison with FY2019 Result						FY2020
OCT 30
Forecast*		Comparison with OCT 30 Forecast

				J-POWER EBITDA				177.9		173.0		(4.9)		(2.8)%				187.0		(14.0)		0

																		連　　結 レンムスブ

								2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ						2020年度 ネンド

								実績 ジッセキ		今回予想 コンカイヨソウ		増減額		増減率				10/30予想 ヨソウ		増減額

				売上高				913,775		910,000		-3,775		-0.4%				823,000		87,000.0

				営業利益				83,638		70,000		-13,638		-16.3%				74,000		-4,000.0

				経常利益				78,085		54,000		-24,085		-30.8%				68,000		-14,000.0

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ				42,277		39,000		-3,277		-7.8%				51,000		-12,000.0

																		個　　別 コベツ

								2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ						2020年度 ネンド

								実績 ジッセキ		今回予想 コンカイヨソウ		増減額		増減率				10/30予想 ヨソウ		増減額

				売上高				571,291		591,000		19,709		3.4%				519,000		72,000.0

				営業利益				24,886		76,000		51,114		205.4%				13,000		63,000.0

				経常利益				60,597		110,000		49,403		81.5%				48,000		62,000.0

				当期純利益 トウキジュンリエキ				57,377		90,000		32,623		56.9%				44,000		46,000.0

				J-POWER EBITDA（億円入力） オクエンニュウリョク				1,779.67		1,730		-49.67		-2.8%				1,870		-140.0

																																				配当 ハイトウ														Cash dividends per share

																																				中間配当 チュウカンハイトウ		期末配当 キマツハイトウ		合計 ゴウケイ										Interim		Year end		Annual

																																2019年度 ネンド				35円 エン		40円 エン		75円 エン						FY2019				35 yen		40 yen		75 yen

																																2020年度 ネンド				35円 エン		40円（予想） エンヨソウ		75円（予想） エンヨソウ						FY2020				35 yen		40 yen (Forecast)		75 yen (Forecast)



黄色：更新済

上表に数値貼り付けあり注意！！上表に数値貼り付けあり注意！！



業績予想概要（期末用）

		

														2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		前期比 ゼンキヒ										2020年度 ネンド		10/30
予想比 ヨソウヒ

														実績 ジッセキ		今回予想 コンカイヨソウ		数値 スウチ				比率 ヒリツ						10/30予想* ヨソウ

				販売電力量（億kWh） ハンバイデンリョクリョウオク

						電気事業 デンキジギョウ								731		736		5		0		0.7%						742				-5

								水力 スイリョク						91		89		-2		0		-3.0%						91				-2

								火力 カリョク						520		517		-3		0		-0.6%						538				-21

								風力 フウリョク						8		11		3		0		35.9%						11				0

								その他*1 タ						110		118		8		0		7.5%						100				17

						海外事業*2 カイガイジギョウ								156		110		-45				-29.0%						135				-24

				売上高（億円） ウリアゲダカオクエン										9,137		9,100		-37		0		-0.4%						8,230				870

						電気事業 デンキジギョウ								6,841		7,310		468		0		6.8%						6,330				980

								発電事業 ハツデンジギョウ						6,310		6,810		499		0		7.9%						5,660				1,150

								うち火力（卸電気事業） カリョクオロシデンキジギョウ						0		0		0		0		0.0%						0				0

								託送事業 タクソウジギョウ						496		500		3		0		0.7%						500				-

						海外事業*3 カイガイジギョウ								1,790		1,380		-410				-22.9%						1,510				-130

						その他事業*4 タジギョウ								505		410		-95		0		-18.9%						390				20

				平均為替レート（円/US$） ヘイキンカワセエン										0.00		100程度 テイド

				期末為替レート（円/THB） キマツカワセエン										2.82		3.20

				期末為替レート（THB/US$） キマツカワセ										30.63		32.93

														FY2019 Result		FY2020
 Current Forecast		Comparison with FY2019 Result										FY2020
OCT 30 Forecast*5				Comparison with OCT 30  Forecast

				Electric Power Sales  (TWh)

						Electric Power Business								73.1		73.6		0.5		0.0		0.7 %						74.2				(0.5)

								Hydroelectric Power						9.1		8.9		(0.2)		0.0		(3.0)%						9.1				(0.2)

								Thermal Power						52.0		51.7		(0.3)		0.0		(0.6)%						53.8				(2.1)

								Wind Power						0.8		1.1		0.3		0.0		35.9 %						1.1				0.0

								Other*1						11.0		11.8		0.8		0.0		7.5 %						10.0				1.7

						Overseas Business*2								15.6		11.0		(4.5)		0.0		(29.0)%						13.5				(2.4)

				Operating Revenue  (Billion yen)										913.7		910.0		(3.7)		0.0		(0.4)%						823.0				87.0

						Electric Power Business								684.1		731.0		46.8		0.0		6.8 %						633.0				98.0

								Electric Power Generation Business						631.0		681.0		49.9		0.0		7.9 %						566.0				115.0

								Transmission/Transformation Business						49.6		50.0		0.3		0.0		0.7 %						50.0				-

						Overseas Business*3								179.0		138.0		(41.0)				(22.9)%						151.0				(13.0)

						Other Business*4								50.5		41.0		(9.5)		0.0		(18.9)%						39.0				2.0

				Average foreign exchange rate (Yen/US$)										0.00		approx. 100

				Foreign exchange rate at term end (Yen/THB)										0.00		approx. 3.1

														2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		増　　減 ゾウゲン										2020年度 ネンド				前回 ゼンカイ

														実績 ジッセキ		今回予想 コンカイヨソウ		数値 スウチ				比率 ヒリツ						10/30予想 ヨソウ				予想比 ヨソウヒ

				販売電力量(億kWh) ハンバイデンリョクリョウオク

						電気事業 デンキジギョウ								73,132		73,667		536				0.7%						74,234				(567)

								国内水力 コクナイスイリョク						9,196		8,921		-275				-3.0%						9,137				(217)

								国内火力（含むIPP) コクナイカリョクフク						52,054		51,729		-325				-0.6%						53,892				(2,163)

								風力 フウリョク						865		1,176		311				35.9%						1,159				17

								その他 タ						11,017		11,842		825				7.5%						10,045				1,796

						海外事業 カイガイジギョウ								15,640		11,098		-4,543				-29.0%						13,522				(2,425)

																																0

				売上高（億円） ウリアゲダカオクエン										913,775		910,000		-3,775				-0.4%						823,000				87,000								【以下、四半期収支推移表及びバックデータ、常務会報告資料「2020年度連結・グループ損益予算対実績比較総括表」より】 イカシハンキシュウシスイイヒョウオヨジョウムカイホウコクシリョウネンドレンケツソンエキヨサンタイジッセキヒカクソウカツヒョウ

						電気事業 デンキジギョウ								684,155		731,000		46,845				6.8%						633,000				98,000								電気事業セグメント売上 デンキジギョウウリアゲ

								国内発電（火・水・風） コクナイハツデンヒミズカゼ						631,011		681,000		49,989				7.9%						566,000				115,000								単体水力＋単体火力-単体売上高消去（電気事業）＋子会社火力＋子会社風力 タンタイスイリョクタンタイカリョクタンタイウリアゲダカショウキョデンキジギョウコガイシャカリョクコガイシャフウリョク

								託送 タクソウ						49,673		50,000		327				0.7%						50,000				0								送変電子会社売上 ソウヘンデンコガイシャウリアゲ

						海外事業 カイガイジギョウ								179,095		138,000		-41,095				-22.9%						151,000				(13,000)								海外事業売上 カイガイジギョウウリアゲ

						その他事業 タジギョウ								50,525		41,000		-9,525				-18.9%						39,000				2,000								電力周辺売上+その他事業売上、端数により合計が合わないため10億円足した デンリョクシュウヘンウリアゲタジギョウウリアゲハスウゴウケイアオクエンタ





予想主要諸元（期末用）

		

														2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		2020年度 ネンド

														実績 ジッセキ		今回予想 コンカイヨソウ		10/30予想*５ ヨソウ

				水力出水率 スイリョクシュッスイリツ										101%		93%		95%

				火力利用率 カリョクリヨウリツ										77%		73%		77%

				期末為替レート
（12月末時点） キマツカワセガツマツジテン

				　　円/USD エン										109.56		103.50		110.00

				　　円/THB エン										3.63		3.44		3.30

				　　THB/USD										30.15		30.04		30.15

				平均為替レート ヘイキンカワセ

				　　円/USD エン										108.70		105.73		108.46

														FY2019
Result		FY2020
Current
Forecast		FY2020
OCT 30
Forecast*5

				Water supply rate										101%		93%		95%

				Load factor										77%		73%		77%

				Foreign exchange rate at term end

						Yen/USD								109.56		103.50		110.00

						Yen/THB								3.63		3.44		3.30

						THB/USD								30.15		30.04		30.15

				Average foreign exchange rate

						Yen/USD								108.70		105.73		108.46

														2019年度 ネンド		2020年度 ネンド		2020年度 ネンド

														実績 ジッセキ		今回予想 コンカイヨソウ		前回予想*５ ゼンカイヨソウ

				水力出水率 スイリョクシュッスイリツ										101%		93%		95%

				火力利用率 カリョクリヨウリツ										77%		73%		77%

				期末為替レート
（12月末時点） キマツカワセガツマツジテン

				　　円/US$ エン										109.56		103.5		110.0

				　　円/THB エン										3.63		3.44		3.30

				　　THB/US$										30.15		30.04		30.15

				平均為替レート ヘイキンカワセ

				　　円/US$ エン										108.70		105.73		108.46





業績予想概要

		

																								（単位：億円） タンイオクエン																				（単位：億円） タンイオクエン																				（単位：億円） タンイオクエン																						（単位：億円） タンイオクエン																				（単位：億円） タンイオクエン

								連　　結 レンムスブ										個　　別 コベツ										連　　結 レンムスブ										個　　別 コベツ										連　　結 レンムスブ										個　　別 コベツ												連　　結 レンムスブ										個　　別 コベツ										連　　結 レンムスブ										個　　別 コベツ

								2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ						2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ						2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ						2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ						2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ						2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ								2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ						2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ						2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ						2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ

								実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率				実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率				実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率				実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率				実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率				実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率						実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率				実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率				実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率				実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率

				売上高				7,800		7,130		-670		-8.6%				5,523		5,220		-303		-5.5%				7,068		7,540		471		6.7%				5,828		5,780		-48		-0.8%				6,560		6,840		279		4.3%				5,869		5,740		-129		-2.2%						6,560		6,840		279		4.3%				5,869		5,740		-129		-2.2%				6,546		6,620		74		1.1%				5,999		6,030		30		0.5%

				営業利益				873		730		-143		-16.5%				410		270		-140		-34.2%				591		690		98		16.6%				404		410		5		1.3%				545		590		44		8.1%				433		450		16		3.8%						545		590		44		8.1%				433		450		16		3.8%				498		500		2		0.4%				423		440		16		3.9%

				経常利益				580		530		-50		-8.7%				396		330		-66		-16.8%				400		570		169		42.2%				310		280		-30		-9.9%				448		470		21		4.9%				288		310		21		7.5%						448		470		21		4.9%				288		310		21		7.5%				366		400		33		9.2%				256		270		13		5.2%

				当期純利益 トウキジュンリエキ				397		370		-27		-6.8%				304		260		-44		-14.6%				286		410		123		42.9%				221		200		-21		-9.6%				298		350		51		17.4%				185		220		34		18.3%						298		350		51		17.4%				185		220		34		18.3%				161		270		108		67.6%				91		180		88		96.3%

														（単位：億円） タンイオクエン

				成長性指標				2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ

								実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率

				J-POWER　EBITDA				1,706		1,680		-26		-1.6%

																								(Unit: billion yen)																				(Unit: billion yen)																				(Unit: billion yen)																						(Unit: billion yen)																				(Unit: billion yen)

								Consolidated										Non-consolidated										Consolidated										Non-consolidated										Consolidated										Non-consolidated												Consolidated										Non-consolidated										Consolidated										Non-consolidated

								FY2015
Result		FY2016
Forecast		Comparison with FY2015 result						FY2015
Result		FY2016
Forecast		Comparison with FY2015 result						FY2013
Result		FY2014
Forecast		Comparison with FY2013 result						FY2013
Result		FY2014
Forecast		Comparison with FY2013 result						FY2012
Result		FY2013
Forecast		Comparison with FY2012 result						FY2012
Result		FY2013
Forecast		Comparison with FY2012 result								FY2012
Result		FY2013
Forecast		Comparison with FY2012 result						FY2012
Result		FY2013
Forecast		Comparison with FY2012 result						FY2011
Result		FY2012
Forecast		Comparison with FY2011 result						FY2011
Result		FY2012
Forecast		Comparison with FY2011 result

				Operating Revenue				780.0		713.0		(67.0)		-8.6%				552.3		522.0		(30.3)		(0.3)%				706.8		754.0		47.1		6.7%				582.8		578.0		(4.8)		(0.8)%				656.0		684.0		27.9		4.3%				586.9		574.0		(12.9)		(2.2)%						656.0		684.0		27.9		4.3%				586.9		574.0		(12.9)		(2.2)%				654.6		662.0		7.4		1.1%				599.9		603.0		3.0		0.5%

				Operating Income				87.3		73.0		(14.3)		-16.5%				41.0		27.0		(14.0)		(14.7)%				59.1		69.0		9.8		16.6%				40.4		41.0		0.5		1.3%				54.5		59.0		4.4		8.1%				43.3		45.0		1.6		3.8%						54.5		59.0		4.4		8.1%				43.3		45.0		1.6		3.8%				49.8		50.0		0.2		0.4%				42.3		44.0		1.6		3.9%

				Ordinary Income				58.0		53.0		(5.0)		-8.7%				39.6		33.0		(6.6)		-16.8%				40.0		57.0		16.9		42.2%				31.0		28.0		(3.0)		(9.9)%				44.8		47.0		2.1		4.9%				28.8		31.0		2.1		7.5%						44.8		47.0		2.1		4.9%				28.8		31.0		2.1		7.5%				36.6		40.0		3.3		9.2%				25.6		27.0		1.3		5.2%

				Net Income				39.7		37.0		(2.7)		-6.8%				30.4		26.0		(4.4)		-14.6%				28.6		41.0		12.3		42.9%				22.1		20.0		(2.1)		(9.6)%				29.8		35.0		5.1		17.4%				18.5		22.0		3.4		18.3%						29.8		35.0		5.1		17.4%				18.5		22.0		3.4		18.3%				16.1		27.0		10.8		67.6%				9.1		18.0		8.8		96.3%

														(Unit: billion yen)

				Growth indicator				FY2016
Result		FY2017
Forecast		Comparison with FY2016 result

				J-POWER EBITDA				170.6		168.0		(2.6)		(1.6)%

								連　　結 レンムスブ										個　　別 コベツ										連　　結 レンムスブ										個　　別 コベツ										連　　結 レンムスブ										個　　別 コベツ												連　　結 レンムスブ										個　　別 コベツ										連　　結 レンムスブ										個　　別 コベツ

								2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ						2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		前年同期比 ゼンネンドウキヒ						2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ						2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		前年同期比 ゼンネンドウキヒ						2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ						2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		前年同期比 ゼンネンドウキヒ								2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ						2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		前年同期比 ゼンネンドウキヒ						2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ						2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		前年同期比 ゼンネンドウキヒ

								実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率				実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率				実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率				実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率				実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率				実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率						実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率				実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率				実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率				実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率

				売上高				780,072		713,000		-67,072		-8.6%				552,341		522,000		-30,341		-5.5%				706,835		754,000		47,165		6.7%				582,862		578,000		-4,862		-0.8%				656,057		684,000		27,943		4.3%				586,993		574,000		-12,993		-2.2%						656,057		684,000		27,943		4.3%				586,993		574,000		-12,993		-2.2%				654,600		662,000		7,400		1.1%				599,973		603,000		3,027		0.5%

				営業利益				87,377		73,000		-14,377		-16.5%				41,032		27,000		-14,032		-34.2%				59,172		69,000		9,828		16.6%				40,465		41,000		535		1.3%				54,566		59,000		4,434		8.1%				43,334		45,000		1,666		3.8%						54,566		59,000		4,434		8.1%				43,334		45,000		1,666		3.8%				49,800		50,000		200		0.4%				42,344		44,000		1,656		3.9%

				経常利益				58,034		53,000		-5,034		-8.7%				39,670		33,000		-6,670		-16.8%				40,077		57,000		16,923		42.2%				31,061		28,000		-3,061		-9.9%				44,826		47,000		2,174		4.9%				28,839		31,000		2,161		7.5%						44,826		47,000		2,174		4.9%				28,839		31,000		2,161		7.5%				36,619		40,000		3,381		9.2%				25,677		27,000		1,323		5.2%

				当期純利益 トウキジュンリエキ				39,719		37,000		-2,719		-6.8%				30,458		26,000		-4,458		-14.6%				28,694		41,000		12,306		42.9%				22,117		20,000		-2,117		-9.6%				29,808		35,000		5,192		17.4%				18,594		22,000		3,406		18.3%						29,808		35,000		5,192		17.4%				18,594		22,000		3,406		18.3%				16,113		27,000		10,887		67.6%				9,169		18,000		8,831		96.3%

				JP EBITDA				連　　結 レンムスブ																																																																																																								中間配当 チュウカンハイトウ		期末配当 キマツハイトウ		合計 ゴウケイ

								2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ																																																																																																2016年度 ネンド				35円 エン		35円 エン		70円 エン

								実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率																																																																																														2017年度 ネンド				35円 エン		35円（予想） エンヨソウ		70円（予想） エンヨソウ

								1706.46		1680		-26		-1.6%

																																																																																																																Cash dividends per share

																																																																																																																Interim		Year end		Annual

																																																																																																												FY2016				35 yen		35 yen		70 yen

																																																																																																												FY2017				35 yen		35 yen 
(forecast)		70 yen 
(forecast)



配当実績・予想は→

上表に数値貼り付けあり注意！！



予想主要諸元②（FY16-3Qﾚｰﾄ見直し）

		

														（単位：億円） タンイオクエン														（単位：億円） タンイオクエン																				（単位：億円） タンイオクエン																				（単位：億円） タンイオクエン																						（単位：億円） タンイオクエン																				（単位：億円） タンイオクエン

								連　　結 レンムスブ														個　　別 コベツ										連　　結 レンムスブ										個　　別 コベツ										連　　結 レンムスブ										個　　別 コベツ												連　　結 レンムスブ										個　　別 コベツ										連　　結 レンムスブ										個　　別 コベツ

								2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ										2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ						2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ						2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ						2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ						2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ								2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ						2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ						2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ						2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ

								実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率								実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率				実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率				実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率				実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率				実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率						実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率				実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率				実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率				実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率

				売上高				7,444		7,980		535		7.2%				売上高				5,224		5,910		685		13.1%				7,068		7,540		471		6.7%				5,828		5,780		-48		-0.8%				6,560		6,840		279		4.3%				5,869		5,740		-129		-2.2%						6,560		6,840		279		4.3%				5,869		5,740		-129		-2.2%				6,546		6,620		74		1.1%				5,999		6,030		30		0.5%

				営業利益				817		820		2		0.3%				営業利益				276		300		23		8.6%				591		690		98		16.6%				404		410		5		1.3%				545		590		44		8.1%				433		450		16		3.8%						545		590		44		8.1%				433		450		16		3.8%				498		500		2		0.4%				423		440		16		3.9%

				経常利益				671		660		-11		-1.7%				経常利益				564		410		-154		-27.4%				400		570		169		42.2%				310		280		-30		-9.9%				448		470		21		4.9%				288		310		21		7.5%						448		470		21		4.9%				288		310		21		7.5%				366		400		33		9.2%				256		270		13		5.2%

				親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤカイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ				414		460		45		11.0%				当期純利益 トウキジュンリエキ				515		370		-145		-28.2%				286		410		123		42.9%				221		200		-21		-9.6%				298		350		51		17.4%				185		220		34		18.3%						298		350		51		17.4%				185		220		34		18.3%				161		270		108		67.6%				91		180		88		96.3%

														(Unit: billion yen)														(Unit: billion yen)																				(Unit: billion yen)																				(Unit: billion yen)																						(Unit: billion yen)																				(Unit: billion yen)

								Consolidated														Non-consolidated										Consolidated										Non-consolidated										Consolidated										Non-consolidated												Consolidated										Non-consolidated										Consolidated										Non-consolidated

								FY2016
Result		FY2017
Forecast		Comparison with FY2016 result										FY2016
Result		FY2017
Forecast		Comparison with FY2016 result						FY2013
Result		FY2014
Forecast		Comparison with FY2013 result						FY2013
Result		FY2014
Forecast		Comparison with FY2013 result						FY2012
Result		FY2013
Forecast		Comparison with FY2012 result						FY2012
Result		FY2013
Forecast		Comparison with FY2012 result								FY2012
Result		FY2013
Forecast		Comparison with FY2012 result						FY2012
Result		FY2013
Forecast		Comparison with FY2012 result						FY2011
Result		FY2012
Forecast		Comparison with FY2011 result						FY2011
Result		FY2012
Forecast		Comparison with FY2011 result

				Operating Revenue				744.4		798.0		53.5		7.2%				Operating Revenue				522.4		591.0		68.5		13.1%				706.8		754.0		47.1		6.7%				582.8		578.0		(4.8)		(0.8)%				656.0		684.0		27.9		4.3%				586.9		574.0		(12.9)		(2.2)%						656.0		684.0		27.9		4.3%				586.9		574.0		(12.9)		(2.2)%				654.6		662.0		7.4		1.1%				599.9		603.0		3.0		0.5%

				Operating Income				81.7		82.0		0.2		0.3%				Operating Income				27.6		30.0		2.3		8.6%				59.1		69.0		9.8		16.6%				40.4		41.0		0.5		1.3%				54.5		59.0		4.4		8.1%				43.3		45.0		1.6		3.8%						54.5		59.0		4.4		8.1%				43.3		45.0		1.6		3.8%				49.8		50.0		0.2		0.4%				42.3		44.0		1.6		3.9%

				Ordinary Income				67.1		66.0		(1.1)		(1.7)%				Ordinary Income				56.4		41.0		(15.4)		(27.4)%				40.0		57.0		16.9		42.2%				31.0		28.0		(3.0)		(9.9)%				44.8		47.0		2.1		4.9%				28.8		31.0		2.1		7.5%						44.8		47.0		2.1		4.9%				28.8		31.0		2.1		7.5%				36.6		40.0		3.3		9.2%				25.6		27.0		1.3		5.2%

				Profit attributable to
owners of parent				41.4		46.0		4.5		11.0%				Profit				51.5		37.0		(14.5)		(28.2)%				28.6		41.0		12.3		42.9%				22.1		20.0		(2.1)		(9.6)%				29.8		35.0		5.1		17.4%				18.5		22.0		3.4		18.3%						29.8		35.0		5.1		17.4%				18.5		22.0		3.4		18.3%				16.1		27.0		10.8		67.6%				9.1		18.0		8.8		96.3%

								連　　結 レンムスブ														個　　別 コベツ										連　　結 レンムスブ										個　　別 コベツ										連　　結 レンムスブ										個　　別 コベツ												連　　結 レンムスブ										個　　別 コベツ										連　　結 レンムスブ										個　　別 コベツ

								2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ										2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		前年同期比 ゼンネンドウキヒ						2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ						2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		前年同期比 ゼンネンドウキヒ						2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ						2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		前年同期比 ゼンネンドウキヒ								2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ						2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		前年同期比 ゼンネンドウキヒ						2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ						2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		前年同期比 ゼンネンドウキヒ

								実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率								実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率				実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率				実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率				実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率				実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率						実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率				実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率				実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率				実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率

				売上高				744,403		798,000		53,597		7.2%				売上高				522,461		591,000		68,539		13.1%				706,835		754,000		47,165		6.7%				582,862		578,000		-4,862		-0.8%				656,057		684,000		27,943		4.3%				586,993		574,000		-12,993		-2.2%						656,057		684,000		27,943		4.3%				586,993		574,000		-12,993		-2.2%				654,600		662,000		7,400		1.1%				599,973		603,000		3,027		0.5%

				営業利益				81,727		82,000		273		0.3%				営業利益				27,631		30,000		2,369		8.6%				59,172		69,000		9,828		16.6%				40,465		41,000		535		1.3%				54,566		59,000		4,434		8.1%				43,334		45,000		1,666		3.8%						54,566		59,000		4,434		8.1%				43,334		45,000		1,666		3.8%				49,800		50,000		200		0.4%				42,344		44,000		1,656		3.9%

				経常利益				67,150		66,000		-1,150		-1.7%				経常利益				56,470		41,000		-15,470		-27.4%				40,077		57,000		16,923		42.2%				31,061		28,000		-3,061		-9.9%				44,826		47,000		2,174		4.9%				28,839		31,000		2,161		7.5%						44,826		47,000		2,174		4.9%				28,839		31,000		2,161		7.5%				36,619		40,000		3,381		9.2%				25,677		27,000		1,323		5.2%

				当期純利益 トウキジュンリエキ				41,429		46,000		4,571		11.0%				当期純利益 トウキジュンリエキ				51,553		37,000		-14,553		-28.2%				28,694		41,000		12,306		42.9%				22,117		20,000		-2,117		-9.6%				29,808		35,000		5,192		17.4%				18,594		22,000		3,406		18.3%						29,808		35,000		5,192		17.4%				18,594		22,000		3,406		18.3%				16,113		27,000		10,887		67.6%				9,169		18,000		8,831		96.3%

																																																																																																																O.K.						配当 ハイトウ								O.K.						Cash dividends per share

																																																																																																																						中間配当 チュウカンハイトウ		期末配当 キマツハイトウ		合計 ゴウケイ										Interim		Year end		Annual

																																																																																																																		2018年度 ネンド				35円 エン		40円 エン		75円 エン						FY2018				35 yen		40 yen		75 yen

																																																																																																																		2019年度 ネンド				35円 エン		40円（予想） エンヨソウ		75円（予想） エンヨソウ						FY2019				35 yen		40 yen (Forecast)		75 yen (Forecast)

																																																																																																																						Cash dividends per share

																																																																																																																						Interim		Year end		Annual

																																																																																																																		FY2018				35 yen		40 yen		75 yen

																																																																																																																		FY2019				35 yen		40 yen
(Forecast)		75 yen
(Forecast)



かわしま:
遡及適用後

上表に数値貼り付けあり注意！！

青色：更新済



業績予想概要（2Q用）

		

														2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		前期比 ゼンキヒ												2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		前期比 ゼンキヒ										2014年度 ネンド		前回 ゼンカイ						2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		前期比 ゼンキヒ										2013年度 ネンド		前回 ゼンカイ										2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		前期比 ゼンキヒ										2013年度 ネンド		当初 トウショ								2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		増　　減 ゾウゲン

														実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		数値 スウチ				比率 ヒリツ								実績 ジッセキ		今回予想 コンカイヨソウ		数値 スウチ				比率 ヒリツ						前回予想*⁴ ゼンカイヨソウ		予想比 ヨソウヒ						実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		数値 スウチ				比率 ヒリツ						前回予想*⁴ ゼンカイヨソウ		予想比*⁴ ヨソウヒ										実績 ジッセキ		今回予想 コンカイヨソウ		数値 スウチ				比率 ヒリツ						当初予想*⁴ トウショヨソウ		予想比*⁴ ヨソウヒ								実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		数値 スウチ				比率 ヒリツ

				販売電力量（億kWh） ハンバイデンリョクリョウオク

						電気事業 デンキジギョウ								627		645		17		0		2.8%								654		639		-14		0		-2.3%						623		15						654		660		6		0		1.0%						648		11										656		648		-7		0		-1.1%						642		5								656		642		-13		0		-2.0%

								水力 スイリョク						85		90		5		0		6.3%								87		88		0		0		1.0%						91		-3						87		91		4		0		4.8%						84		7										90		84		-6		0		-6.6%						89		-5								90		89		0-		0-		-0.7%

								火力 カリョク						535		546		11		0		2.2%								543		525		-17		0		-3.2%						506		19						543		543		0		0		0.0%						541		1										543		541		-1		0		-0.3%						532		8								543		532		-10		0		-2.0%

								風力 フウリョク						7		8		0		0		7.3%								23		25		1		0		6.7%						25		-0						23		25		1		0		8.4%						22		2										22		22		0		0		1.6%						20		2								22		20		-1		0		-8.2%

						海外事業*1 カイガイジギョウ								146		107		-39				-27.1%								36		86		50		0		136.6%						93		-6						36		93		56				154.4%						0		0

				売上高（億円） ウリアゲダカオクエン										7,444		7,980		535		0		7.2%								7,068		7,540		471		0		6.7%						7,320		220						7,068		7,540		471		0		6.7%						7,020		520										6,560		7,020		459		0		7.0%						6,840		180								6,560		6,840		279		0		4.3%

						電気事業 デンキジギョウ								5,385		6,086		700		0		13.0%								6,090		5,910		-180		0		-3.0%						5,830		80						6,090		6,050		-40		0		-0.7%						6,050		0										6,053		6,050		-3		0		-0.1%						5,870		180								6,053		5,870		-183		0		-3.0%

								発電事業*2 ハツデンジギョウ						4,872		5,540		667		0		13.7%								1,047		1,070		22		0		2.1%						1,070		0						1,047		1,070		22		0		2.1%						1,050		-										1,066		1,050		-16		0		-1.6%						1,060		-10								1,066		1,060		-6		0		-0.6%

								うち火力（卸電気事業） カリョクオロシデンキジギョウ						3,891		0		0		0		0.0%								4,118		3,930		-188		0		-4.6%						3,850		80						4,118		4,090		-28		0		-0.7%						4,110		(20)										4,139		4,110		-29		0		-0.7%						4,010		100								4,139		4,010		-129		0		-3.1%

								託送事業 タクソウジギョウ						490		489		-1		0		-0.2%								378		420		41		0		10.9%						410		10						378		390		11		0		3.0%						360		30										307		360		52		0		17.2%						300		60								307		300		-7		0		-2.3%

						海外事業*3 カイガイジギョウ								1,498		1,313		-185				-12.4%								428		1,090		661				154.5%						960		130						428		960		531				124.1%						0		0

						その他事業*4 タジギョウ								559		575		15		0		2.8%								549		540		-9		0		-1.7%						530		10						549		530		-19		0		-3.5%						970		(440)										507		970		462		0		91.3%						970		-								507		970		462		0		91.3%

				平均為替レート（円/US$） ヘイキンカワセエン										0.00		100程度 テイド														0.00		100程度 テイド												90程度 テイド								0.00		100程度 テイド												100程度 テイド												0.00		100程度 テイド												90程度 テイド										0.00		90程度 テイド

				期末為替レート（円/THB） キマツカワセエン										2.82		3.20																																				2.82		3.20												3.1程度 テイド

				期末為替レート（THB/US$） キマツカワセ										30.63		32.93														0.00		3.1程度 テイド												3程度 テイド								30.63		32.93												30程度 テイド												0.00		3.1程度 テイド												3程度 テイド										0.00		3程度 テイド

														FY2016 Result		FY2017 Forecast		Comparison with FY2016 Result												FY2013 Result		FY2014
Current Forecast		Comparison with FY2013 Result										FY2014
Prior Forecast*⁴		Comparison with Prior Forecast						FY2013 Result		FY2014 Forecast		Comparison with FY2013 Result										FY2013 Prior
Forecast*⁴		Comparison with Prior Forecast*⁴										FY2012
Result
(Apr.-Mar.)		FY2013
Forecast
(Apr.-Mar.)		Comparison with FY2012 result										FY2013
Initial
Forecast*⁴		Comparison with Initial Forecast*⁴								FY2012
Result
(Apr.-Mar.)		FY2013
Forecast
(Apr.-Mar.)		Comparison with FY2012 result

				Electric Power Sales  (TWh)

						Electric Power Business								62.7		64.5		1.7		0.0		2.8%								65.4		63.9		(1.4)		0.0		(2.3)%						62.3		1.5						65.4		66.0		0.6		0.0		(1.0)%						64.8		1.1										65.6		64.8		(0.7)		0.0		(1.1)%						64.2		0.5								65.6		64.2		(1.3)		0.0		(2.0)%

								Hydroelectric Power						8.5		9.0		0.5		0.0		6.3%								8.7		8.8		0.0		0.0		1.0%						9.1		(0.3)						8.7		9.1		0.4		0.0		(4.8)%						8.4		0.7										9.0		8.4		(0.6)		0.0		(6.6)%						8.9		(0.5)								9.0		8.9		(0.0)		(0.0)		(0.7)%

										Water supply rate				102%		102%		(8) points												102%		94%		(8) points										100%		(6) points						102%		102%		(8) points										100%		(6) points										102%		94%		(8) points										100%		(6) points								102%		100%		(2) points

								Thermal Power						53.5		54.6		1.1		0.0		2.2%								54.3		52.5		(1.7)		0.0		(3.2)%						50.6		1.9						54.3		54.3		0.0		0.0		0.0%						54.1		0.1										54.3		54.1		(0.1)		0.0		(0.3)%						53.2		0.8								54.3		53.2		(1.0)		0.0		(2.0)%

								Wind Power						0.7		0.8		0.0		0.0		7.3%								2.3		2.5		0.1		0.0		6.7%						2.5		(0.0)						2.3		2.5		0.1		0.0		8.4%						2.2		0.2										2.2		2.2		(0.0)		(0.0)		1.6%						2.0		0.2								2.2		2.0		(0.1)		0.0		(8.2)%

						Overseas Business*¹								14.6		10.7		(3.9)		0		(27.1)%								3.6		8.6		5.0		0		136.6%		0				9.3		(0.6)						3.6		9.3		5.6		0		154.4%						0.0		-										-		0.0				0.0		-						0.0		0.0								-		0.0				0.0		-

				Operating Revenue  (Billion yen)										744.4		798.0		53.5		0.0		7.2%								706.8		754.0		47.1		0.0		6.7%						732.0		22.0						706.8		754.0		47.1		0.0		6.7%						702.0		52.0										656.0		702.0		45.9		0.0		7.0%						684.0		18.0								656.0		684.0		27.9		0.0		4.3%

						Electric Power Business								538.5		608.6		70.0		0.0		13.0%								609.0		591.0		(18.0)		0.0		(3.0)%						583.0		8.0						609.0		605.0		(4.0)		0.0		(0.7)%						605.0		0.0										605.3		605.0		(0.3)		0.0		(0.1)%						587.0		18.0								605.3		587.0		(18.3)		0.0		(3.0)%

								Electric Power Generation Business*2						487.2		554.0		66.7		0.0		13.7%								104.7		107.0		2.2		0.0		2.1%						107.0		0.0						104.7		107.0		2.2		0.0		2.1%						105.0		-										106.6		105.0		(1.6)		0.0		(1.6)%						106.0		(1.0)								106.6		106.0		(0.6)		0.0		(0.6)%

								Thermal (Wholesale Electric Power)						389.1		0.0		0.0		0.0		0.2%								411.8		393.0		(18.8)		0.0		(4.6)%						385.0		8.0						411.8		409.0		(2.8)		0.0		(0.7)%						411.0		(2.0)										413.9		411.0		(2.9)		0.0		(0.7)%						401.0		10.0								413.9		401.0		(12.9)		0.0		(3.1)%

								Transmission/Transformation Business						49.0		48.9		(0.1)		0.0		(0.2)%								37.8		42.0		4.1		0.0		10.9%						41.0		1.0						37.8		39.0		1.1		0.0		3.0%						36.0		3.0										30.7		36.0		5.2		0.0		17.2%						30.0		6.0								30.7		30.0		(0.7)		0.0		(2.3)%

						Overseas Business*3								149.8		131.3		(18.5)				(12.4)%								42.8		109.0		66.1		0.0		154.5%						96.0		13.0						42.8		96.0		53.1				124.1%

						Other Business*4								55.9		57.5		1.5		0.0		2.8%								54.9		54.0		(0.9)		0.0		(1.7)%						53.0		1.0						54.9		53.0		(1.9)		0.0		(3.5)%						97.0		(44.0)										50.7		97.0		46.2		0.0		91.3%						97.0		-								50.7		97.0		46.2		0.0		91.3%

				Average foreign exchange rate (Yen/US$)										0.00		approx. 100														0.00		approx. 100												approx. 90								0.00		approx. 100												approx. 90												0.00		approx. 100												approx. 90										0.00		approx. 90

				Foreign exchange rate at term end (Yen/THB)										0.00		approx. 3.1														0.00		approx. 3.1												approx. 3								0.00		approx. 3.1												approx. 3												0.00		approx. 3.1												approx. 3										0.00		approx.3

														2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		増　　減 ゾウゲン												2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		増　　減 ゾウゲン										2014年度 ネンド		前回 ゼンカイ						2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		増　　減 ゾウゲン										2013年度 ネンド		当初 トウショ										2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		増　　減 ゾウゲン										2013年度 ネンド		当初 トウショ								2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		増　　減 ゾウゲン

														実績 ジッセキ		今回予想 コンカイヨソウ		数値 スウチ				比率 ヒリツ								実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		数値 スウチ				比率 ヒリツ						前回予想 ゼンカイヨソウ		予想比 ヨソウヒ						実績 ジッセキ		今回予想 コンカイヨソウ		数値 スウチ				比率 ヒリツ						当初予想 トウショヨソウ		予想比 ヨソウヒ										実績 ジッセキ		今回予想 コンカイヨソウ		数値 スウチ				比率 ヒリツ						当初予想 トウショヨソウ		予想比 ヨソウヒ								実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		数値 スウチ				比率 ヒリツ

				販売電力量(億kWh) ハンバイデンリョクリョウオク

						電気事業 デンキジギョウ								62,792		64,545		1,753				2.8%								65,422		63,936		-1,486				-2.3%						62,393		1,543						65,422		66,058		637				1.0%						64,859		1,199										65,606		64,859		-746				-1.1%						64,278		581								65,606		64,278		-1,327				-2.0%

								国内水力 コクナイスイリョク						8,508		9,048		540				6.3%								8,760		8,850		90				1.0%						9,196		▲ 346						8,760		9,177		417				4.8%						8,433		744										9,033		8,433		-600				-6.6%						8,966		▲ 533								9,033		8,966		-67				-0.7%

								国内火力（含むIPP) コクナイカリョクフク						53,514		54,675		1,161				2.2%								54,316		52,582		-1,734				-3.2%						50,638		1,944						54,316		54,339		23				0.0%						54,150		189										54,333		54,150		-183				-0.3%						53,256		894								54,333		53,256		-1,077				-2.0%

								風力 フウリョク						770		826		56				7.3%								2,346		2,504		158				6.7%						2,559		▲ 55						2,346		2,542		196				8.4%						2,276		265										2,239		2,276		37				1.6%						2,056		220								2,239		2,056		-183				-8.2%

						海外事業 カイガイジギョウ								14,687		10,707		-3,981				-27.1%								3,666		8,672		5,006				136.6%						9,331		▲ 659						3,666		9,324		5,658				154.4%

				売上高（億円） ウリアゲダカオクエン										744,403		798,000		53,597				7.2%								706,835		754,000		47,165				6.7%						732,000		22,000						706,835		754,000		47,165				6.7%						702,000		52,000										656,057		702,000		45,943				7.0%						684,000		18,000								656,057		684,000		27,943				4.3%

						電気事業 デンキジギョウ								538,558		608,600		70,042				13.0%								609,081		591,000		-18,081				-2.97%						583,000		8,000						609,081		605,000		-4,081				-0.67%						605,000		0										605,339		605,000		-339				-0.06%						587,000		18,000								605,339		587,000		-18,339				-3.0%

								国内発電（火・水・風） コクナイハツデンヒミズカゼ						487,263		554,000		66,737				13.7%								104,765		107,000		2,235				2.13%						107,000		0						104,765		107,000		2,235				2.13%						105,000		2,000										106,682		105,000		-1,682				-1.58%						106,000		▲ 1,000								106,682		106,000		-682				-0.6%

								うち火力（卸電気事業） カリョクオロシデンキジギョウ						389,192		●		0				0.0%								411,850		393,000		-18,850				-4.6%						385,000		8,000						411,850		409,000		-2,850				-0.7%						411,000		▲ 2,000										413,939		411,000		-2,939				-0.7%						401,000		10,000								413,939		401,000		-12,939				-3.1%

								託送 タクソウ						49,022		48,900		-122				-0.2%								37,876		42,000		4,124				10.9%						41,000		1,000						37,876		39,000		1,124				3.0%						36,000		3,000										30,707		36,000		5,293				17.2%						30,000		6,000								30,707		30,000		-707				-2.3%

						海外事業 カイガイジギョウ								149,889		131,300		-18,589				-12.4%								42,834		109,000		66,166				154.5%						96,000		13,000						42,834		96,000		53,166				124.1%

						その他事業 タジギョウ								55,956		57,500		1,544				2.8%								54,920		54,000		-920				-1.7%						53,000		1,000						54,920		53,000		-1,920				-3.5%						97,000		▲ 44,000										50,718		97,000		46,282				91.3%						97,000		0								50,718		97,000		46,282				91.3%



かわしま:
うち火力を非表示

かわしま:
うち火力を非表示

かわしま:
うち火力を非表示

予想販売アワーはMWh単位、
売上高は億円単位で入力する



予想主要諸元（FY16-2Q用）

		

																						（単位：億円） タンイオクエン																				（単位：億円） タンイオクエン												（単位：億円） タンイオクエン																		（単位：億円） タンイオクエン																				（単位：億円） タンイオクエン																						（単位：億円） タンイオクエン

				連　　結 レンムスブ				2012年度 ネンド						当初予想比 トウショヨソウヒ				2011年度 ネンド				2011年度比 ネンドヒ								2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		前期比 ゼンキヒ						2012年度 ネンド		当初
予想比* トウショヨソウヒ						2011年度 ネンド				前期比 ゼンキヒ								2012年度 ネンド						2011年度 ネンド				前期比 ゼンキヒ										2012年度 ネンド						2011年度 ネンド				前期実績比 ゼンキジッセキヒ								連　　結 レンムスブ										個　　別 コベツ

								当初予想* トウショヨソウ		今回予想(a) コンカイヨソウ				増減額				通期実績(b) ツウキジッセキ				増減額(a-b)								通期実績 ツウキジッセキ		今回予想 コンカイヨソウ		増減額		増減率				当初予想* トウショヨソウ								通期実績 ツウキジッセキ				増減額		増減率						第2四半期実績 ダイシハンキジッセキ		通期予想* ツウキヨソウ				通期実績 ツウキジッセキ				増減額		増減率								第1四半期実績 ダイシハンキジッセキ		通期予想* ツウキヨソウ				通期実績 ツウキジッセキ				増減額		増減率						2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ						2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ

																																																																																																		実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率				実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率

				売上高				6,620		0				-6,620				6,546				-6,546								6,546		6,490		-56		-0.9%				6,620		-130		-2.0%				6,546				-56		-0.9%						3,221		6,620				6,546				73		1.1%								1,471		6,620				6,546				74		1.1%						6,546		6,620		74		1.1%				5,999		6,030		30		0.5%

				営業利益				500		0				-500				498				-498								498		450		-48		-9.6%				500		-50		-10.0%				498				-48		-9.6%						319		500				498				1		0.4%								143		500				498				2		0.4%						498		500		2		0.4%				423		440		16		3.9%

				経常利益				400		0				-400				366				-366								366		340		-26		-7.2%				400		-60		-15.0%				366				-26		-7.2%						249		400				366				33		9.2%								121		400				366				33		9.2%						366		400		33		9.2%				256		270		13		5.2%

				当期純利益 トウキジュンリエキ				270		0				-270				161				-161								161		230		68		42.7%				270		-40		-14.8%				161				68		42.7%						159		270				161				108		67.6%								79		270				161				108		67.6%						161		270		108		67.6%				91		180		88		96.3%

				個　　別 コベツ				2012年度 ネンド						当初予想比 トウショヨソウヒ				2011年度 ネンド				2011年度比 ネンドヒ								2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		前期比 ゼンキヒ						2012年度 ネンド		当初
予想比* トウショヨソウヒ						2011年度 ネンド				前期比 ゼンキヒ								2012年度 ネンド						2011年度 ネンド				前期比 ゼンキヒ										2012年度 ネンド						2011年度 ネンド				前期実績比 ゼンキジッセキヒ

								当初予想* トウショヨソウ		今回予想(a) コンカイヨソウ				増減額				通期実績(b) ツウキジッセキ				増減額(a-b)								通期実績 ツウキジッセキ		今回予想 コンカイヨソウ		増減額		増減率				当初予想* トウショヨソウ								通期実績 ツウキジッセキ				増減額		増減率						第2四半期実績 ダイシハンキジッセキ		通期予想* ツウキヨソウ				通期実績 ツウキジッセキ				増減額		増減率								第1四半期実績 ダイシハンキジッセキ		通期予想* ツウキヨソウ				通期実績 ツウキジッセキ				増減額		増減率

				売上高				6,030		0				-6,030				5,999				-5,999								5,999		5,820		-179		-3.0%				6,030		-210		-3.5%				5,999				-179		-3.0%						2,693		6,030				5,999				30		0.5%								1,345		6,030				5,999				30		0.5%

				営業利益				440		0				-440				423				-423								423		350		-73		-17.3%				440		-90		-20.5%				423				-73		-17.3%						312		440				423				16		3.9%								135		440				423				16		3.9%

				経常利益				270		0				-270				256				-256								256		180		-76		-29.9%				270		-90		-33.3%				256				-76		-29.9%						231		270				256				13		5.2%								116		270				256				13		5.2%

				当期純利益 トウキジュンリエキ				180		0				-180				91				-91								91		120		28		30.9%				180		-60		-33.3%				91				28		30.9%						157		180				91				88		96.3%								83		180				91				88		96.3%

																																										(Unit: billion yen)												(Unit: billion yen)																		(Unit: billion yen)																				(Unit: billion yen)																						(Unit: billion yen)

				Consolidated				FY2012										FY2011
Result				Comparison with FY2011 result								FY2011
Result		FY2012		Comparison with FY2011 Result						FY2012		Comparison with Initial Forecast*						FY2011
Result				Comparison with FY2011 result								FY2012						FY2011
Result				Comparison with FY2011 result										FY2012						FY2011
Result				Comparison with FY2011 result								Consolidated										Non-consolidated

								2nd Quarter		Earnings Forecast																						Current
 Forecast								Initial
Forecast*																				2nd Quarter		Earnings Forecast*																		1st Quarter		Earnings Forecast																FY2011
Result		FY2012
Forecast		Comparison with FY2011 result						FY2011
Result		FY2012
Forecast		Comparison with FY2011 result

								(Apr.-Sep.)																																																				(Apr.-Sep.)																				(Apr.-Jun.)

				Operating Revenues				662.0		0.0				(662.0)				654.6				(654.6)								654.6		649.0		(5.6)		(0.9)%				662.0		(13.0)		-2.0%				654.6				(5.6)		-0.9%						322.1		662.0				654.6				7.3		1.1%								147.1		662.0				654.6				7.4		1.1%						654.6		662.0		7.4		1.1%				599.9		603.0		3.0		0.5%

				Operating Income				50.0		0.0				(50.0)				49.8				(49.8)								49.8		45.0		(4.8)		(9.6)%				50.0		(5.0)		-10.0%				49.8				(4.8)		-9.6%						31.9		50.0				49.8				0.1		0.4%								14.3		50.0				49.8				0.2		0.4%						49.8		50.0		0.2		0.4%				42.3		44.0		1.6		3.9%

				Ordinary Income				40.0		0.0				(40.0)				36.6				(36.6)								36.6		34.0		(2.6)		(7.2)%				40.0		(6.0)		-15.0%				36.6				(2.6)		-7.2%						24.9		40.0				36.6				3.3		9.2%								12.1		40.0				36.6				3.3		9.2%						36.6		40.0		3.3		9.2%				25.6		27.0		1.3		5.2%

				Net Income				27.0		0.0				(27.0)				16.1				(16.1)								16.1		23.0		6.8		42.7%				27.0		(4.0)		-14.8%				16.1				6.8		42.7%						15.9		27.0				16.1				10.8		67.6%								7.9		27.0				16.1				10.8		67.6%						16.1		27.0		10.8		67.6%				9.1		18.0		8.8		96.3%

				Non-consolidated				FY2012										FY2011
Result				Comparison with FY2011 result								FY2011
Result		FY2012		Comparison with FY2011 Result						FY2012		Comparison with Initial Forecast*						FY2011
Result				Comparison with FY2011 result								FY2012						FY2011
Result				Comparison with FY2011 result										FY2012						FY2011
Result				Comparison with FY2011 result

								2nd Quarter
(Apr.-Sep.)		Earnings Forecast																						Current
 Forecast								Initial
Forecast*																				2nd Quarter
(Apr.-Sep.)		Earnings Forecast*																		1st Quarter
(Apr.-Jun.)		Earnings Forecast

				Operating Revenues				603.0		0.0				(603.0)				599.9				(599.9)								599.9		582.0		(17.9)		(0.3)%				603.0		(21.0)		-3.5%				599.9				(17.9)		-3.0%						269.3		603.0				599.9				3.0		0.5%								134.5		603.0				599.9				3.0		0.5%

				Operating Income				44.0		0.0				(44.0)				42.3				(42.3)								42.3		35.0		(7.3)		(17.3)%				44.0		(9.0)		-20.5%				42.3				(7.3)		-17.3%						31.2		44.0				42.3				1.6		3.9%								13.5		44.0				42.3				1.6		3.9%

				Ordinary Income				27.0		0.0				(27.0)				25.6				(25.6)								25.6		18.0		(7.6)		(29.9)%				27.0		(9.0)		-33.3%				25.6				(7.6)		-29.9%						23.1		27.0				25.6				1.3		5.2%								11.6		27.0				25.6				1.3		5.2%

				Net Income				18.0		0.0				(18.0)				9.1				(9.1)								9.1		12.0		2.8		30.9%				18.0		(6.0)		-33.3%				9.1				2.8		30.9%						15.7		18.0				9.1				8.8		96.3%								8.3		18.0				9.1				8.8		96.3%

								連　　結 レンムスブ																																連　　結 レンムスブ																				連　　結 レンムスブ																				連　　結 レンムスブ																		連　　結 レンムスブ										個　　別 コベツ

								2012年度 ネンド		2012年度 ネンド								2011年度 ネンド				前期実績比 ゼンキジッセキヒ								2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ						2012年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ						2011年度 ネンド				前期実績比 ゼンキジッセキヒ								2012年度 ネンド		2012年度 ネンド				2011年度 ネンド				前期実績比 ゼンキジッセキヒ										2012年度 ネンド		2012年度 ネンド				2011年度 ネンド				前期実績比 ゼンキジッセキヒ								2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ						2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		前年同期比 ゼンネンドウキヒ

								2Q		当初予想 トウショヨソウ				増減額				実績 ジッセキ				増減額								実績 ジッセキ		今回予想 コンカイヨソウ		増減額		増減率				当初予想 トウショヨソウ		増減額		増減率				実績 ジッセキ				増減額		増減率						2Q		当初予想 トウショヨソウ				実績 ジッセキ				増減額		増減率								1Q		当初予想 トウショヨソウ				実績 ジッセキ				増減額		増減率						実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率				実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率

				売上高				662,000						-662,000				654,600				-654,600								654,600		649,000		-5,600.3		-0.9%				662,000		-13,000.0		-2.0%				654,600				-5,600.3		-0.9%						322,146		662,000				654,600				7,399.7		1.1%								147,144		662,000				654,600				7,400		1.1%						654,600		662,000		7,400		1.1%				599,973		603,000		3,027		0.5%

				営業利益				50,000						-50,000				49,800				-49,800								49,800		45,000		-4,800.1		-9.6%				50,000		-5,000.0		-10.0%				49,800				-4,800.1		-9.6%						31,998		50,000				49,800				199.9		0.4%								14,326		50,000				49,800				200		0.4%						49,800		50,000		200		0.4%				42,344		44,000		1,656		3.9%

				経常利益				40,000						-40,000				36,619				-36,619								36,620		34,000		-2,620		-7.2%				40,000		-6,000.0		-15.0%				36,620				-2,620		-7.2%						24,999		40,000				36,619				3,381		9.2%								12,138		40,000				36,619				3,381		9.2%						36,619		40,000		3,381		9.2%				25,677		27,000		1,323		5.2%

				当期純利益 トウキジュンリエキ				27,000						-27,000				16,113				-16,113								16,114		23,000		6,886		42.7%				27,000		-4,000.0		-14.8%				16,114				6,886		42.7%						15,944		27,000				16,113				10,887		67.6%								7,971		27,000				16,113				10,887		67.6%						16,113		27,000		10,887		67.6%				9,169		18,000		8,831		96.3%

								個　　別 コベツ																																個　　別 コベツ																				個　　別 コベツ																				個　　別 コベツ

								2012年度 ネンド		2012年度 ネンド								2011年度 ネンド				前期実績比 ゼンキジッセキヒ								2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ						2012年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ						2011年度 ネンド				前期実績比 ゼンキジッセキヒ								2012年度 ネンド		2012年度 ネンド				2011年度 ネンド				前期実績比 ゼンキジッセキヒ										2012年度 ネンド		2012年度 ネンド				2011年度 ネンド				前期実績比 ゼンキジッセキヒ

								2Q		当初予想 トウショヨソウ				増減額				実績 ジッセキ				増減額								実績 ジッセキ		今回予想 コンカイヨソウ		増減額		増減率				当初予想 トウショヨソウ		増減額		増減率				実績 ジッセキ				増減額		増減率						2Q		当初予想 トウショヨソウ				実績 ジッセキ				増減額		増減率								1Q		当初予想 トウショヨソウ				実績 ジッセキ				増減額		増減率

				売上高				603,000						-603,000				599,973				-599,973								599,973		582,000		-17,973		-3.0%				603,000		-21,000.0		-3.5%				599,973				-17,973		-3.0%						269,320		603,000				599,973				3,027		0.5%								134,566		603,000				599,973				3,027		0.5%

				営業利益				44,000						-44,000				42,344				-42,344								42,345		35,000		-7,345		-17.3%				44,000		-9,000.0		-20.5%				42,345				-7,345		-17.3%						31,259		44,000				42,344				1,656		3.9%								13,575		44,000				42,344				1,656		3.9%																												Cash dividends per share in FY2012

				経常利益				27,000						-27,000				25,677				-25,677								25,677		18,000		-7,677		-29.9%				27,000		-9,000.0		-33.3%				25,677				-7,677		-29.9%						23,151		27,000				25,677				1,323		5.2%								11,641		27,000				25,677				1,323		5.2%																												Interim		Year end		Annual

				当期純利益 トウキジュンリエキ				18,000						-18,000				9,169				-9,169								9,170		12,000		2,830		30.9%				18,000		-6,000.0		-33.3%				9,170				2,830		30.9%						15,787		18,000				9,169				8,831		96.3%								8,342		18,000				9,169				8,831		96.3%																								FY2012 (Forecast)				35 yen		35 yen (Forecast)		70 yen (Forecast)

																																																																																																																								2012年度配当 ネンドハイトウ

																																																																																																																								中間 チュウカン		期末 キマツ		合計 ゴウケイ

																																																																																																																				2012年度 ネンド				35円 エン		35円（予定） エンヨテイ		70円（予定） エンヨテイ





×主要諸元（期中）

		

														2015年度 ネンド		2016年度 ネンド						2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		2016年度 ネンド		2016年度 ネンド												2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2014年度 ネンド				2013年度 ネンド		2014年度 ネンド				前期比 ゼンキヒ										2013年度 ネンド						2012年度 ネンド		2013年度 ネンド				前期比 ゼンキヒ										2013年度 ネンド				前回 ゼンカイ						2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2013年度 ネンド

														実績 ジッセキ		予想 ヨソウ						実績 ジッセキ		今回修正予想 コンカイシュウセイヨソウ		前回修正予想* ゼンカイシュウセイヨソウ		当初予想 トウショヨソウ												実績 ジッセキ		予想*⁴ ヨソウ		当初予想*⁵ トウショヨソウ				実績 ジッセキ		予想 ヨソウ				数値 スウチ				比率 ヒリツ						前回予想*⁴ ゼンカイヨソウ						実績 ジッセキ		今回予想 コンカイヨソウ				数値 スウチ				比率 ヒリツ						前回予想*⁴ ゼンカイヨソウ				予想比*⁴ ヨソウヒ						実績 ジッセキ		今回予想 コンカイヨソウ		前回予想*⁴ ゼンカイヨソウ

				水力出水率 スイリョクシュッスイリツ										111%		100%						111%		90%		90%		100%												99%		98%		100%				99%		100%				ﾎﾟｲﾝﾄ										0%						0%		97%				ﾎﾟｲﾝﾄ										0%				ﾎﾟｲﾝﾄ						0%		97%		0%

				火力利用率*2 カリョクリヨウリツ										80%		77%						80%		76%		76%		77%												79%		73%		79%				79%		79%				ﾎﾟｲﾝﾄ										0%						0%		0%				ﾎﾟｲﾝﾄ										0%				ﾎﾟｲﾝﾄ						0%		0%		0%

				期末為替レート
（12月末時点） キマツカワセガツマツジテン

				　　円/US$ エン										120.61		115						120.61		116		105		115												105.39		100		100				105.39		100														100程度 テイド						86.58		105														100程度 テイド										86.58		105		100程度 テイド

				　　円/THB エン										3.34		3.2						3.34		3.2		2.9		3.2												3.20		3.1		3.1				3.20		3.1														3.1程度 テイド						2.82		3.2														3.1程度 テイド										2.82		3.2		3.1程度 テイド

				　　THB/US$										36.09		36.09						36.09		35.83		36.09		36.09												32.81		32.8		32.8				32.81		32.8														31程度 テイド						30.63		32.8														31程度 テイド										30.63		32.8		31程度 テイド

				平均為替レート ヘイキンカワセ

				　　円/US$ エン										120.15		115						120.15		109		105		115												100.17		100		100				100.17		100														100程度 テイド						0.00		100程度 テイド														100程度 テイド										0.00		100程度 テイド		100程度 テイド

														FY2015 Result		FY2016 Forecast						FY2015 Result		FY2016 
Revised 
Forecast		FY2016
Previous Revised
 Forecast*		FY2016 
Initial
 Forecast												FY2013 Result		FY2014 Forecast*⁴		FY2014 Initial Forecast*⁵				FY2013 Result		FY2014 Forecast				Comparison with FY2012 result										FY2013 Initial
Forecast*⁴						FY2012 Result		FY2013 Current Forecast				Comparison with FY2012 result										FY2013 Initial
Forecast*⁴										FY2012
Result
(Apr.-Mar.)		FY2013
Forecast
(Apr.-Mar.)		FY2013
Initial
Forecast*⁴

				Water supply rate										111%		100%						111%		90%		90%		100%												99%		98%		100%				99%		100%				ﾎﾟｲﾝﾄ										94%						0%		97%				ﾎﾟｲﾝﾄ										94%										0%		97%		94%

				Load factor*2										80%		77%						80%		76%		76%		77%												79%		73%		79%				78%		79%				ﾎﾟｲﾝﾄ										79%						78%		79%				ﾎﾟｲﾝﾄ										79%										78%		79%		79%

				Foreign exchange rate at term end

						Yen/US$								120.61		115						120.61		116		105		115												105.39		100		100				105.39		100														approx. 100						86.58		105														approx. 100										86.58		105.00		approx. 100

						Yen/THB								3.34		3.2						3.34		3.2		2.9		3.2												3.20		3.1		3.1				3.20		3.1														approx. 3.1						2.82		3.2														approx. 3.1										2.82		3.20		approx. 3.1

						THB/US$								36.09		36.09						36.09		35.83		36.09		36.09												32.81		32.8		32.8				32.81		32.8														approx. 31						30.63		32.8														approx. 31										30.63		32.80		approx. 31

				Average foreign exchange rate

						Yen/US$								120.15		115						120.15		109		105		115												100.17		100		100				100.17		100														approx. 100						82.91		approx. 100														approx. 100										82.91		approx. 100		approx. 100

														2015年度 ネンド		2016年度 ネンド						2015年度 ネンド		2016年度 ネンド				2016年度 ネンド												2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		2013年度 ネンド				2013年度 ネンド		2014年度 ネンド				前期比 ゼンキヒ										2013年度 ネンド						2012年度 ネンド		2013年度 ネンド				前期比 ゼンキヒ										2013年度 ネンド				前回 ゼンカイ						2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		2013年度 ネンド

														実績 ジッセキ		予想 ヨソウ						実績 ジッセキ		今回予想 コンカイヨソウ		7月修正 ガツシュウセイ		当初予想 トウショヨソウ												実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		実績 ジッセキ				実績 ジッセキ		予想 ヨソウ				数値 スウチ				比率 ヒリツ						前回予想*⁴ ゼンカイヨソウ						実績 ジッセキ		今回予想 コンカイヨソウ				数値 スウチ				比率 ヒリツ						前回予想*⁴ ゼンカイヨソウ				予想比*⁴ ヨソウヒ						実績 ジッセキ		今回予想 コンカイヨソウ		前回予想*⁴ ゼンカイヨソウ

				水力出水率 スイリョクシュッスイリツ										111%		100%						111%		90%		90%		100%												99%								99%						ﾎﾟｲﾝﾄ										0%						0%		97%				ﾎﾟｲﾝﾄ										0%				ﾎﾟｲﾝﾄ						0%		97%		0%

				火力利用率 カリョクリヨウリツ										80%		77%						80%		76%		76%		77%												79%								78%						ﾎﾟｲﾝﾄ										0%						0%		0%				ﾎﾟｲﾝﾄ										0%				ﾎﾟｲﾝﾄ						0%		0%		0%

				期末為替レート
（12月末時点） キマツカワセガツマツジテン

				　　円/US$ エン										120.61		115						120.61		116		105		115.00												105.39								105.39																100程度 テイド						86.58		105														100程度 テイド										86.58		105		100程度 テイド

				　　円/THB エン										3.34		3.2						3.34		3.2		2.9		3.20												3.20								3.20																3.1程度 テイド						2.82		3.2														3.1程度 テイド										2.82		3.2		3.1程度 テイド

				　　THB/US$										36.09		36.09						36.09		35.83		36.09		36.09												32.81								32.81																31程度 テイド						30.63		32.8														31程度 テイド										30.63		32.8		31程度 テイド

				平均為替レート ヘイキンカワセ

				　　円/US$ エン										120.15		115						120.15		108.97		105.00		115.00												100.17								100.17																100程度 テイド						0.00		100程度 テイド														100程度 テイド										0.00		100程度 テイド		100程度 テイド



サイズ参考用（和文）

サイズ参考用（和文）



×主要諸元（2013.1Qより） 

		

														（単位：億円） タンイオクエン																		（単位：億円） タンイオクエン																				（単位：億円） タンイオクエン																				（単位：億円） タンイオクエン																						（単位：億円） タンイオクエン																				（単位：億円） タンイオクエン

								連　　結 レンムスブ														個　　別 コベツ														連　　結 レンムスブ										個　　別 コベツ										連　　結 レンムスブ										個　　別 コベツ												連　　結 レンムスブ										個　　別 コベツ										連　　結 レンムスブ										個　　別 コベツ

								2016年度 ネンド		2017年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ										2016年度 ネンド		2016年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ				2016年度 ネンド		当初 トウショ				2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ						2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ						2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ						2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ								2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ						2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ						2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ						2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ

								実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率								実績 ジッセキ		現行予想 ゲンコウヨソウ		増減額		増減率		当初予想 トウショヨソウ		予想比 ヨソウヒ				実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率				実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率				実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率				実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率						実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率				実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率				実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率				実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率

				売上高				7,800		7,130		-670		-8.6%				売上高				5,523		5,080		-443		-8.0%		5,220		-140				7,068		7,540		471		6.7%				5,828		5,780		-48		-0.8%				6,560		6,840		279		4.3%				5,869		5,740		-129		-2.2%						6,560		6,840		279		4.3%				5,869		5,740		-129		-2.2%				6,546		6,620		74		1.1%				5,999		6,030		30		0.5%

				営業利益				879		730		-149		-17.0%				営業利益				415		280		-135		-32.6%		270		10				591		690		98		16.6%				404		410		5		1.3%				545		590		44		8.1%				433		450		16		3.8%						545		590		44		8.1%				433		450		16		3.8%				498		500		2		0.4%				423		440		16		3.9%

				経常利益				585		530		-55		-9.5%				経常利益				401		580		178		44.4%		330		250				400		570		169		42.2%				310		280		-30		-9.9%				448		470		21		4.9%				288		310		21		7.5%						448		470		21		4.9%				288		310		21		7.5%				366		400		33		9.2%				256		270		13		5.2%

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤカイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ				400		370		-30		-7.7%				当期純利益 トウキジュンリエキ				308		510		201		65.5%		260		250				286		410		123		42.9%				221		200		-21		-9.6%				298		350		51		17.4%				185		220		34		18.3%						298		350		51		17.4%				185		220		34		18.3%				161		270		108		67.6%				91		180		88		96.3%

														(Unit: billion yen)																		(Unit: billion yen)																				(Unit: billion yen)																				(Unit: billion yen)																						(Unit: billion yen)																				(Unit: billion yen)

								Consolidated														Non-consolidated														Consolidated										Non-consolidated										Consolidated										Non-consolidated												Consolidated										Non-consolidated										Consolidated										Non-consolidated

								FY2015
Result		FY2016
Forecast		Comparison with FY2015 result										FY2015
Result		FY2016
Current
Forecast		Comparison with FY2015 result				FY2016
Initial
Forecast		Comparison
with initial
Forecast				FY2013
Result		FY2014
Forecast		Comparison with FY2013 result						FY2013
Result		FY2014
Forecast		Comparison with FY2013 result						FY2012
Result		FY2013
Forecast		Comparison with FY2012 result						FY2012
Result		FY2013
Forecast		Comparison with FY2012 result								FY2012
Result		FY2013
Forecast		Comparison with FY2012 result						FY2012
Result		FY2013
Forecast		Comparison with FY2012 result						FY2011
Result		FY2012
Forecast		Comparison with FY2011 result						FY2011
Result		FY2012
Forecast		Comparison with FY2011 result

				Operating Revenue				780.0		713.0		(67.0)		(8.6)%				Operating Revenue				552.3		508.0		(44.3)		(8.0)%		522.0		(14.0)				706.8		754.0		47.1		6.7%				582.8		578.0		(4.8)		(0.8)%				656.0		684.0		27.9		4.3%				586.9		574.0		(12.9)		(2.2)%						656.0		684.0		27.9		4.3%				586.9		574.0		(12.9)		(2.2)%				654.6		662.0		7.4		1.1%				599.9		603.0		3.0		0.5%

				Operating Income				87.9		73.0		(14.9)		(17.0)%				Operating Income				41.5		28.0		(13.5)		(32.6)%		27.0		1.0				59.1		69.0		9.8		16.6%				40.4		41.0		0.5		1.3%				54.5		59.0		4.4		8.1%				43.3		45.0		1.6		3.8%						54.5		59.0		4.4		8.1%				43.3		45.0		1.6		3.8%				49.8		50.0		0.2		0.4%				42.3		44.0		1.6		3.9%

				Ordinary Income				58.5		53.0		(5.5)		(9.5)%				Ordinary Income				40.1		58.0		17.8		44.4%		33.0		25.0				40.0		57.0		16.9		42.2%				31.0		28.0		(3.0)		(9.9)%				44.8		47.0		2.1		4.9%				28.8		31.0		2.1		7.5%						44.8		47.0		2.1		4.9%				28.8		31.0		2.1		7.5%				36.6		40.0		3.3		9.2%				25.6		27.0		1.3		5.2%

				Profit attributable to
owners of parent				40.0		37.0		(3.0)		(7.7)%				Profit				30.8		51.0		20.1		65.5%		26.0		25.0				28.6		41.0		12.3		42.9%				22.1		20.0		(2.1)		(9.6)%				29.8		35.0		5.1		17.4%				18.5		22.0		3.4		18.3%						29.8		35.0		5.1		17.4%				18.5		22.0		3.4		18.3%				16.1		27.0		10.8		67.6%				9.1		18.0		8.8		96.3%

								連　　結 レンムスブ														個　　別 コベツ														連　　結 レンムスブ										個　　別 コベツ										連　　結 レンムスブ										個　　別 コベツ												連　　結 レンムスブ										個　　別 コベツ										連　　結 レンムスブ										個　　別 コベツ

								2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ										2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		前年同期比 ゼンネンドウキヒ				当初予想 トウショヨソウ		当初比 トウショヒ				2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ						2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		前年同期比 ゼンネンドウキヒ						2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ						2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		前年同期比 ゼンネンドウキヒ								2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ						2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		前年同期比 ゼンネンドウキヒ						2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		前期実績比 ゼンキジッセキヒ						2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		前年同期比 ゼンネンドウキヒ

								実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率								実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率								実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率				実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率				実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率				実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率						実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率				実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率				実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率				実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		増減額		増減率

				売上高				780,072		713,000		-67,072		-8.6%				売上高				552,341		508,000		-44,341		-8.0%		522,000		(14,000)				706,835		754,000		47,165		6.7%				582,862		578,000		-4,862		-0.8%				656,057		684,000		27,943		4.3%				586,993		574,000		-12,993		-2.2%						656,057		684,000		27,943		4.3%				586,993		574,000		-12,993		-2.2%				654,600		662,000		7,400		1.1%				599,973		603,000		3,027		0.5%

				営業利益				87,915		73,000		-14,915		-17.0%				営業利益				41,571		28,000		-13,571		-32.6%		27,000		1,000				59,172		69,000		9,828		16.6%				40,465		41,000		535		1.3%				54,566		59,000		4,434		8.1%				43,334		45,000		1,666		3.8%						54,566		59,000		4,434		8.1%				43,334		45,000		1,666		3.8%				49,800		50,000		200		0.4%				42,344		44,000		1,656		3.9%

				経常利益				58,538		53,000		-5,538		-9.5%				経常利益				40,175		58,000		17,825		44.4%		33,000		25,000				40,077		57,000		16,923		42.2%				31,061		28,000		-3,061		-9.9%				44,826		47,000		2,174		4.9%				28,839		31,000		2,161		7.5%						44,826		47,000		2,174		4.9%				28,839		31,000		2,161		7.5%				36,619		40,000		3,381		9.2%				25,677		27,000		1,323		5.2%

				当期純利益 トウキジュンリエキ				40,082		37,000		-3,082		-7.7%				当期純利益 トウキジュンリエキ				30,820		51,000		20,180		65.5%		26,000		25,000				28,694		41,000		12,306		42.9%				22,117		20,000		-2,117		-9.6%				29,808		35,000		5,192		17.4%				18,594		22,000		3,406		18.3%						29,808		35,000		5,192		17.4%				18,594		22,000		3,406		18.3%				16,113		27,000		10,887		67.6%				9,169		18,000		8,831		96.3%

																								9月27日変更 ガツニチヘンコウ

																																																																																																																								中間配当 チュウカンハイトウ		期末配当 キマツハイトウ		合計 ゴウケイ

																																																																																																																				2014年度 ネンド				35円 エン		35円 エン		70円 エン

																																																																																																																				2015年度（予想） ネンドヨソウ				35円 エン		35円 エン		70円 エン

																																																																																																																								Cash dividends per share

																																																																																																																								Interim		Year end		Annual

																																																																																																																				FY2014				35 yen		35 yen		70 yen

																																																																																																																				FY2015 (Forecast)				35 yen		35 yen		70 yen



上表に数値貼り付けあり注意！！



×予想主要諸元（業績見直し）

		

														2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		前期比 ゼンキヒ										2016年度 ネンド		当初
予想比 トウショヨソウヒ						2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		前期比 ゼンキヒ										2014年度 ネンド		前回 ゼンカイ						2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		前期比 ゼンキヒ										2013年度 ネンド		前回 ゼンカイ										2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		前期比 ゼンキヒ										2013年度 ネンド		当初 トウショ								2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		増　　減 ゾウゲン

														実績 ジッセキ		現行予想 ゲンコウヨソウ		数値 スウチ				比率 ヒリツ						当初予想 トウショヨソウ								実績 ジッセキ		今回予想 コンカイヨソウ		数値 スウチ				比率 ヒリツ						前回予想*⁴ ゼンカイヨソウ		予想比 ヨソウヒ						実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		数値 スウチ				比率 ヒリツ						前回予想*⁴ ゼンカイヨソウ		予想比*⁴ ヨソウヒ										実績 ジッセキ		今回予想 コンカイヨソウ		数値 スウチ				比率 ヒリツ						当初予想*⁴ トウショヨソウ		予想比*⁴ ヨソウヒ								実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		数値 スウチ				比率 ヒリツ

				販売電力量（億kWh） ハンバイデンリョクリョウオク

						電気事業 デンキジギョウ								673		630		-42		0		-6.4%						639		-9						654		639		-14		0		-2.3%						623		15						654		660		6		0		1.0%						648		11										656		648		-7		0		-1.1%						642		5								656		642		-13		0		-2.0%

								水力 スイリョク						103		84		-18		0		-18.2%						93		-9						87		88		0		0		1.0%						91		-3						87		91		4		0		4.8%						84		7										90		84		-6		0		-6.6%						89		-5								90		89		0-		0-		-0.7%

								火力 カリョク						562		537		-24		0		-4.4%						538		-0						543		525		-17		0		-3.2%						506		19						543		543		0		0		0.0%						541		1										543		541		-1		0		-0.3%						532		8								543		532		-10		0		-2.0%

								風力 フウリョク						7		8		0		0		7.7%						8		-0						23		25		1		0		6.7%						25		-0						23		25		1		0		8.4%						22		2										22		22		0		0		1.6%						20		2								22		20		-1		0		-8.2%

						海外事業*1 カイガイジギョウ								138		115		-23				-16.8%						78		36						36		86		50		0		136.6%						93		-6						36		93		56				154.4%						0		0

				売上高（億円） ウリアゲダカオクエン										7,800		7,130		-670		0		-8.6%														7,068		7,540		471		0		6.7%						7,320		220						7,068		7,540		471		0		6.7%						7,020		520										6,560		7,020		459		0		7.0%						6,840		180								6,560		6,840		279		0		4.3%

						電気事業 デンキジギョウ								5,708		5,440		-268		0		-4.7%														6,090		5,910		-180		0		-3.0%						5,830		80						6,090		6,050		-40		0		-0.7%						6,050		0										6,053		6,050		-3		0		-0.1%						5,870		180								6,053		5,870		-183		0		-3.0%

								発電事業*2 ハツデンジギョウ						5,196		4,930		-266		0		-5.1%														1,047		1,070		22		0		2.1%						1,070		0						1,047		1,070		22		0		2.1%						1,050		-										1,066		1,050		-16		0		-1.6%						1,060		-10								1,066		1,060		-6		0		-0.6%

								うち火力（卸電気事業） カリョクオロシデンキジギョウ						3,891		3,900		8		0		0.2%														4,118		3,930		-188		0		-4.6%						3,850		80						4,118		4,090		-28		0		-0.7%						4,110		(20)										4,139		4,110		-29		0		-0.7%						4,010		100								4,139		4,010		-129		0		-3.1%

								託送事業 タクソウジギョウ						489		490		0		0		0.0%														378		420		41		0		10.9%						410		10						378		390		11		0		3.0%						360		30										307		360		52		0		17.2%						300		60								307		300		-7		0		-2.3%

						海外事業*3 カイガイジギョウ								1,559		1,220		-339				-21.8%														428		1,090		661				154.5%						960		130						428		960		531				124.1%						0		0

						その他事業*4 タジギョウ								532		460		-72		0		-13.7%														549		540		-9		0		-1.7%						530		10						549		530		-19		0		-3.5%						970		(440)										507		970		462		0		91.3%						970		-								507		970		462		0		91.3%

				平均為替レート（円/US$） ヘイキンカワセエン										0.00		100程度 テイド																				0.00		100程度 テイド												90程度 テイド								0.00		100程度 テイド												100程度 テイド												0.00		100程度 テイド												90程度 テイド										0.00		90程度 テイド

				期末為替レート（円/THB） キマツカワセエン										2.82		3.20																																										2.82		3.20												3.1程度 テイド

				期末為替レート（THB/US$） キマツカワセ										30.63		32.93																				0.00		3.1程度 テイド												3程度 テイド								30.63		32.93												30程度 テイド												0.00		3.1程度 テイド												3程度 テイド										0.00		3程度 テイド

														FY2015 Result		FY2016 
Current Forecast		Comparison with FY2015 Result										FY2016
Initial
Forecast		Comparison with Initial Forecast						FY2013 Result		FY2014
Current Forecast		Comparison with FY2013 Result										FY2014
Prior Forecast*⁴		Comparison with Prior Forecast						FY2013 Result		FY2014 Forecast		Comparison with FY2013 Result										FY2013 Prior
Forecast*⁴		Comparison with Prior Forecast*⁴										FY2012
Result
(Apr.-Mar.)		FY2013
Forecast
(Apr.-Mar.)		Comparison with FY2012 result										FY2013
Initial
Forecast*⁴		Comparison with Initial Forecast*⁴								FY2012
Result
(Apr.-Mar.)		FY2013
Forecast
(Apr.-Mar.)		Comparison with FY2012 result

				Electric Power Sales  (TWh)

						Electric Power Business								67.3		63.0		(4.2)		0.0		(6.4)%						63.9		(0.9)						65.4		63.9		(1.4)		0.0		(2.3)%						62.3		1.5						65.4		66.0		0.6		0.0		(1.0)%						64.8		1.1										65.6		64.8		(0.7)		0.0		(1.1)%						64.2		0.5								65.6		64.2		(1.3)		0.0		(2.0)%

								Hydroelectric Power						10.3		8.4		(1.8)		0.0		(18.2)%						9.3		(0.9)						8.7		8.8		0.0		0.0		1.0%						9.1		(0.3)						8.7		9.1		0.4		0.0		(4.8)%						8.4		0.7										9.0		8.4		(0.6)		0.0		(6.6)%						8.9		(0.5)								9.0		8.9		(0.0)		(0.0)		(0.7)%

										Water supply rate				102%		102%		(8) points										53.8		0.0						102%		94%		(8) points										100%		(6) points						102%		102%		(8) points										100%		(6) points										102%		94%		(8) points										100%		(6) points								102%		100%		(2) points

								Thermal Power						56.2		53.7		(2.4)		0.0		(4.4)%						53.8		(0.0)						54.3		52.5		(1.7)		0.0		(3.2)%						50.6		1.9						54.3		54.3		0.0		0.0		0.0%						54.1		0.1										54.3		54.1		(0.1)		0.0		(0.3)%						53.2		0.8								54.3		53.2		(1.0)		0.0		(2.0)%

								Wind Power						0.7		0.8		0.0		0.0		7.7%						0.8		(0.0)						2.3		2.5		0.1		0.0		6.7%						2.5		(0.0)						2.3		2.5		0.1		0.0		8.4%						2.2		0.2										2.2		2.2		(0.0)		(0.0)		1.6%						2.0		0.2								2.2		2.0		(0.1)		0.0		(8.2)%

						Overseas Business*¹								13.8		11.5		(2.3)		0		(16.8)%						7.8		3.6						3.6		8.6		5.0		0		136.6%		0				9.3		(0.6)						3.6		9.3		5.6		0		154.4%						0.0		-										-		0.0				0.0		-						0.0		0.0								-		0.0				0.0		-

				Operating Revenue  (Billion yen)										780.0		713.0		(67.0)		0.0		(8.6)%														706.8		754.0		47.1		0.0		6.7%						732.0		22.0						706.8		754.0		47.1		0.0		6.7%						702.0		52.0										656.0		702.0		45.9		0.0		7.0%						684.0		18.0								656.0		684.0		27.9		0.0		4.3%

						Electric Power Business								570.8		544.0		(26.8)		0.0		(4.7)%														609.0		591.0		(18.0)		0.0		(3.0)%						583.0		8.0						609.0		605.0		(4.0)		0.0		(0.7)%						605.0		0.0										605.3		605.0		(0.3)		0.0		(0.1)%						587.0		18.0								605.3		587.0		(18.3)		0.0		(3.0)%

								Electric Power Generation Business*2						519.6		493.0		(26.6)		0.0		(5.1)%														104.7		107.0		2.2		0.0		2.1%						107.0		0.0						104.7		107.0		2.2		0.0		2.1%						105.0		-										106.6		105.0		(1.6)		0.0		(1.6)%						106.0		(1.0)								106.6		106.0		(0.6)		0.0		(0.6)%

								Thermal (Wholesale Electric Power)						389.1		390.0		0.8		0.0		0.2%														411.8		393.0		(18.8)		0.0		(4.6)%						385.0		8.0						411.8		409.0		(2.8)		0.0		(0.7)%						411.0		(2.0)										413.9		411.0		(2.9)		0.0		(0.7)%						401.0		10.0								413.9		401.0		(12.9)		0.0		(3.1)%

								Transmission/Transformation Business						48.9		49.0		0.0		0.0		0.0%														37.8		42.0		4.1		0.0		10.9%						41.0		1.0						37.8		39.0		1.1		0.0		3.0%						36.0		3.0										30.7		36.0		5.2		0.0		17.2%						30.0		6.0								30.7		30.0		(0.7)		0.0		(2.3)%

						Overseas Business*3								155.9		122.0		(33.9)				(21.8)%														42.8		109.0		66.1		0.0		154.5%						96.0		13.0						42.8		96.0		53.1				124.1%

						Other Business*4								53.2		46.0		(7.2)		0.0		(13.7)%														54.9		54.0		(0.9)		0.0		(1.7)%						53.0		1.0						54.9		53.0		(1.9)		0.0		(3.5)%						97.0		(44.0)										50.7		97.0		46.2		0.0		91.3%						97.0		-								50.7		97.0		46.2		0.0		91.3%

				Average foreign exchange rate (Yen/US$)										0.00		approx. 100																				0.00		approx. 100												approx. 90								0.00		approx. 100												approx. 90												0.00		approx. 100												approx. 90										0.00		approx. 90

				Foreign exchange rate at term end (Yen/THB)										0.00		approx. 3.1																				0.00		approx. 3.1												approx. 3								0.00		approx. 3.1												approx. 3												0.00		approx. 3.1												approx. 3										0.00		approx.3

														2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		増　　減 ゾウゲン																		2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		増　　減 ゾウゲン										2014年度 ネンド		前回 ゼンカイ						2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		増　　減 ゾウゲン										2013年度 ネンド		当初 トウショ										2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		増　　減 ゾウゲン										2013年度 ネンド		当初 トウショ								2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		増　　減 ゾウゲン

														実績 ジッセキ		今回予想 コンカイヨソウ		数値 スウチ				比率 ヒリツ						当初 トウショ		当初比 トウショヒ						実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		数値 スウチ				比率 ヒリツ						前回予想 ゼンカイヨソウ		予想比 ヨソウヒ						実績 ジッセキ		今回予想 コンカイヨソウ		数値 スウチ				比率 ヒリツ						当初予想 トウショヨソウ		予想比 ヨソウヒ										実績 ジッセキ		今回予想 コンカイヨソウ		数値 スウチ				比率 ヒリツ						当初予想 トウショヨソウ		予想比 ヨソウヒ								実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		数値 スウチ				比率 ヒリツ

				販売電力量(億kWh) ハンバイデンリョクリョウオク

						電気事業 デンキジギョウ								67,319		63,020		-4,299				-6.4%						63,995		(975)						65,422		63,936		-1,486				-2.3%						62,393		1,543						65,422		66,058		637				1.0%						64,859		1,199										65,606		64,859		-746				-1.1%						64,278		581								65,606		64,278		-1,327				-2.0%

								国内水力 コクナイスイリョク						10,322		8,440		-1,883				-18.2%						9,346		(907)						8,760		8,850		90				1.0%						9,196		▲ 346						8,760		9,177		417				4.8%						8,433		744										9,033		8,433		-600				-6.6%						8,966		▲ 533								9,033		8,966		-67				-0.7%

								国内火力（含むIPP) コクナイカリョクフク						56,245		53,770		-2,474				-4.4%						53,826		(55)						54,316		52,582		-1,734				-3.2%						50,638		1,944						54,316		54,339		23				0.0%						54,150		189										54,333		54,150		-183				-0.3%						53,256		894								54,333		53,256		-1,077				-2.0%

								風力 フウリョク						752		810		58				7.7%						823		(13)						2,346		2,504		158				6.7%						2,559		▲ 55						2,346		2,542		196				8.4%						2,276		265										2,239		2,276		37				1.6%						2,056		220								2,239		2,056		-183				-8.2%

						海外事業 カイガイジギョウ								13,897		11,567		-2,330				-16.8%						7,879		3,687						3,666		8,672		5,006				136.6%						9,331		▲ 659						3,666		9,324		5,658				154.4%

				売上高（億円） ウリアゲダカオクエン										780,072		713,000		-67,072				-8.6%														706,835		754,000		47,165				6.7%						732,000		22,000						706,835		754,000		47,165				6.7%						702,000		52,000										656,057		702,000		45,943				7.0%						684,000		18,000								656,057		684,000		27,943				4.3%

						電気事業 デンキジギョウ								570,837		544,000		-26,837				-4.7%														609,081		591,000		-18,081				-2.97%						583,000		8,000						609,081		605,000		-4,081				-0.67%						605,000		0										605,339		605,000		-339				-0.06%						587,000		18,000								605,339		587,000		-18,339				-3.0%

								国内発電（火・水・風） コクナイハツデンヒミズカゼ						519,682		493,000		-26,682				-5.1%														104,765		107,000		2,235				2.13%						107,000		0						104,765		107,000		2,235				2.13%						105,000		2,000										106,682		105,000		-1,682				-1.58%						106,000		▲ 1,000								106,682		106,000		-682				-0.6%

								うち火力（卸電気事業） カリョクオロシデンキジギョウ						389,192		390,000		808				0.2%														411,850		393,000		-18,850				-4.6%						385,000		8,000						411,850		409,000		-2,850				-0.7%						411,000		▲ 2,000										413,939		411,000		-2,939				-0.7%						401,000		10,000								413,939		401,000		-12,939				-3.1%

								託送 タクソウ						48,991		49,000		9				0.0%														37,876		42,000		4,124				10.9%						41,000		1,000						37,876		39,000		1,124				3.0%						36,000		3,000										30,707		36,000		5,293				17.2%						30,000		6,000								30,707		30,000		-707				-2.3%

						海外事業 カイガイジギョウ								155,952		122,000		-33,952				-21.8%														42,834		109,000		66,166				154.5%						96,000		13,000						42,834		96,000		53,166				124.1%

						その他事業 タジギョウ								53,283		46,000		-7,283				-13.7%														54,920		54,000		-920				-1.7%						53,000		1,000						54,920		53,000		-1,920				-3.5%						97,000		▲ 44,000										50,718		97,000		46,282				91.3%						97,000		0								50,718		97,000		46,282				91.3%



かわしま:
うち火力を非表示

かわしま:
うち火力を非表示

かわしま:
うち火力を非表示

予想販売アワーはMWh単位、
売上高は億円単位で入力する

上記、手入力注意



×予想主要諸元（海外用）

		

														2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		前期比 ゼンキヒ												2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		前期比 ゼンキヒ										2014年度 ネンド		前回 ゼンカイ						2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		前期比 ゼンキヒ										2013年度 ネンド		前回 ゼンカイ										2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		前期比 ゼンキヒ										2013年度 ネンド		当初 トウショ								2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		増　　減 ゾウゲン

														実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		数値 スウチ				比率 ヒリツ								実績 ジッセキ		今回予想 コンカイヨソウ		数値 スウチ				比率 ヒリツ						前回予想*⁴ ゼンカイヨソウ		予想比 ヨソウヒ						実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		数値 スウチ				比率 ヒリツ						前回予想*⁴ ゼンカイヨソウ		予想比*⁴ ヨソウヒ										実績 ジッセキ		今回予想 コンカイヨソウ		数値 スウチ				比率 ヒリツ						当初予想*⁴ トウショヨソウ		予想比*⁴ ヨソウヒ								実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		数値 スウチ				比率 ヒリツ

				販売電力量（億kWh） ハンバイデンリョクリョウオク

						電気事業 デンキジギョウ								673		639		-33		0		-4.9%								654		639		-14		0		-2.3%						623		15						654		660		6		0		1.0%						648		11										656		648		-7		0		-1.1%						642		5								656		642		-13		0		-2.0%

								水力 スイリョク						103		93		-9		0		-9.5%								87		88		0		0		1.0%						91		-3						87		91		4		0		4.8%						84		7										90		84		-6		0		-6.6%						89		-5								90		89		0-		0-		-0.7%

								火力 カリョク						562		538		-24		0		-4.3%								543		525		-17		0		-3.2%						506		19						543		543		0		0		0.0%						541		1										543		541		-1		0		-0.3%						532		8								543		532		-10		0		-2.0%

								風力 フウリョク						7		8		0		0		9.4%								23		25		1		0		6.7%						25		-0						23		25		1		0		8.4%						22		2										22		22		0		0		1.6%						20		2								22		20		-1		0		-8.2%

						海外事業*1 カイガイジギョウ								138		78		-60				-43.3%								36		86		50		0		136.6%						93		-6						36		93		56				154.4%						0		0

				売上高（億円） ウリアゲダカオクエン										7,800		7,130		-670		0		-8.6%								7,068		7,540		471		0		6.7%						7,320		220						7,068		7,540		471		0		6.7%						7,020		520										6,560		7,020		459		0		7.0%						6,840		180								6,560		6,840		279		0		4.3%

						電気事業 デンキジギョウ								5,708		5,440		-268		0		-4.7%								6,090		5,910		-180		0		-3.0%						5,830		80						6,090		6,050		-40		0		-0.7%						6,050		0										6,053		6,050		-3		0		-0.1%						5,870		180								6,053		5,870		-183		0		-3.0%

								発電事業*2 ハツデンジギョウ						5,196		4,930		-266		0		-5.1%								1,047		1,070		22		0		2.1%						1,070		0						1,047		1,070		22		0		2.1%						1,050		-										1,066		1,050		-16		0		-1.6%						1,060		-10								1,066		1,060		-6		0		-0.6%

								うち火力（卸電気事業） カリョクオロシデンキジギョウ						3,891		3,900		8		0		0.2%								4,118		3,930		-188		0		-4.6%						3,850		80						4,118		4,090		-28		0		-0.7%						4,110		(20)										4,139		4,110		-29		0		-0.7%						4,010		100								4,139		4,010		-129		0		-3.1%

								託送事業 タクソウジギョウ						489		490		0		0		0.0%								378		420		41		0		10.9%						410		10						378		390		11		0		3.0%						360		30										307		360		52		0		17.2%						300		60								307		300		-7		0		-2.3%

						海外事業*3 カイガイジギョウ								1,559		1,220		-339				-21.8%								428		1,090		661				154.5%						960		130						428		960		531				124.1%						0		0

						その他事業*4 タジギョウ								532		460		-72		0		-13.7%								549		540		-9		0		-1.7%						530		10						549		530		-19		0		-3.5%						970		(440)										507		970		462		0		91.3%						970		-								507		970		462		0		91.3%

				平均為替レート（円/US$） ヘイキンカワセエン										0.00		100程度 テイド														0.00		100程度 テイド												90程度 テイド								0.00		100程度 テイド												100程度 テイド												0.00		100程度 テイド												90程度 テイド										0.00		90程度 テイド

				期末為替レート（円/THB） キマツカワセエン										2.82		3.20																																				2.82		3.20												3.1程度 テイド

				期末為替レート（THB/US$） キマツカワセ										30.63		32.93														0.00		3.1程度 テイド												3程度 テイド								30.63		32.93												30程度 テイド												0.00		3.1程度 テイド												3程度 テイド										0.00		3程度 テイド

														FY2015 Result		FY2016 Forecast		Comparison with FY2015 Result												FY2013 Result		FY2014
Current Forecast		Comparison with FY2013 Result										FY2014
Prior Forecast*⁴		Comparison with Prior Forecast						FY2013 Result		FY2014 Forecast		Comparison with FY2013 Result										FY2013 Prior
Forecast*⁴		Comparison with Prior Forecast*⁴										FY2012
Result
(Apr.-Mar.)		FY2013
Forecast
(Apr.-Mar.)		Comparison with FY2012 result										FY2013
Initial
Forecast*⁴		Comparison with Initial Forecast*⁴								FY2012
Result
(Apr.-Mar.)		FY2013
Forecast
(Apr.-Mar.)		Comparison with FY2012 result

				Electric Power Sales  (TWh)

						Electric Power Business								67.3		63.9		(3.3)		0.0		(4.9)%								65.4		63.9		(1.4)		0.0		(2.3)%						62.3		1.5						65.4		66.0		0.6		0.0		(1.0)%						64.8		1.1										65.6		64.8		(0.7)		0.0		(1.1)%						64.2		0.5								65.6		64.2		(1.3)		0.0		(2.0)%

								Hydroelectric Power						10.3		9.3		(0.9)		0.0		(9.5)%								8.7		8.8		0.0		0.0		1.0%						9.1		(0.3)						8.7		9.1		0.4		0.0		(4.8)%						8.4		0.7										9.0		8.4		(0.6)		0.0		(6.6)%						8.9		(0.5)								9.0		8.9		(0.0)		(0.0)		(0.7)%

										Water supply rate				102%		102%		(8) points												102%		94%		(8) points										100%		(6) points						102%		102%		(8) points										100%		(6) points										102%		94%		(8) points										100%		(6) points								102%		100%		(2) points

								Thermal Power						56.2		53.8		(2.4)		0.0		(4.3)%								54.3		52.5		(1.7)		0.0		(3.2)%						50.6		1.9						54.3		54.3		0.0		0.0		0.0%						54.1		0.1										54.3		54.1		(0.1)		0.0		(0.3)%						53.2		0.8								54.3		53.2		(1.0)		0.0		(2.0)%

								Wind Power						0.7		0.8		0.0		0.0		9.4%								2.3		2.5		0.1		0.0		6.7%						2.5		(0.0)						2.3		2.5		0.1		0.0		8.4%						2.2		0.2										2.2		2.2		(0.0)		(0.0)		1.6%						2.0		0.2								2.2		2.0		(0.1)		0.0		(8.2)%

						Overseas Business*¹								13.8		7.8		(6.0)		0		(43.3)%								3.6		8.6		5.0		0		136.6%		0				9.3		(0.6)						3.6		9.3		5.6		0		154.4%						0.0		-										-		0.0				0.0		-						0.0		0.0								-		0.0				0.0		-

				Operating Revenue  (Billion yen)										780.0		713.0		(67.0)		0.0		(8.6)%								706.8		754.0		47.1		0.0		6.7%						732.0		22.0						706.8		754.0		47.1		0.0		6.7%						702.0		52.0										656.0		702.0		45.9		0.0		7.0%						684.0		18.0								656.0		684.0		27.9		0.0		4.3%

						Electric Power Business								570.8		544.0		(26.8)		0.0		(4.7)%								609.0		591.0		(18.0)		0.0		(3.0)%						583.0		8.0						609.0		605.0		(4.0)		0.0		(0.7)%						605.0		0.0										605.3		605.0		(0.3)		0.0		(0.1)%						587.0		18.0								605.3		587.0		(18.3)		0.0		(3.0)%

								Electric Power Generation Business*2						519.6		493.0		(26.6)		0.0		(5.1)%								104.7		107.0		2.2		0.0		2.1%						107.0		0.0						104.7		107.0		2.2		0.0		2.1%						105.0		-										106.6		105.0		(1.6)		0.0		(1.6)%						106.0		(1.0)								106.6		106.0		(0.6)		0.0		(0.6)%

								Thermal (Wholesale Electric Power)						389.1		390.0		0.8		0.0		0.2%								411.8		393.0		(18.8)		0.0		(4.6)%						385.0		8.0						411.8		409.0		(2.8)		0.0		(0.7)%						411.0		(2.0)										413.9		411.0		(2.9)		0.0		(0.7)%						401.0		10.0								413.9		401.0		(12.9)		0.0		(3.1)%

								Transmission/Transformation Business						48.9		49.0		0.0		0.0		0.0%								37.8		42.0		4.1		0.0		10.9%						41.0		1.0						37.8		39.0		1.1		0.0		3.0%						36.0		3.0										30.7		36.0		5.2		0.0		17.2%						30.0		6.0								30.7		30.0		(0.7)		0.0		(2.3)%

						Overseas Business*3								155.9		122.0		(33.9)				(21.8)%								42.8		109.0		66.1		0.0		154.5%						96.0		13.0						42.8		96.0		53.1				124.1%

						Other Business*4								53.2		46.0		(7.2)		0.0		(13.7)%								54.9		54.0		(0.9)		0.0		(1.7)%						53.0		1.0						54.9		53.0		(1.9)		0.0		(3.5)%						97.0		(44.0)										50.7		97.0		46.2		0.0		91.3%						97.0		-								50.7		97.0		46.2		0.0		91.3%

				Average foreign exchange rate (Yen/US$)										0.00		approx. 100														0.00		approx. 100												approx. 90								0.00		approx. 100												approx. 90												0.00		approx. 100												approx. 90										0.00		approx. 90

				Foreign exchange rate at term end (Yen/THB)										0.00		approx. 3.1														0.00		approx. 3.1												approx. 3								0.00		approx. 3.1												approx. 3												0.00		approx. 3.1												approx. 3										0.00		approx.3

														2015年度 ネンド		2016年度 ネンド		増　　減 ゾウゲン												2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		増　　減 ゾウゲン										2014年度 ネンド		前回 ゼンカイ						2013年度 ネンド		2014年度 ネンド		増　　減 ゾウゲン										2013年度 ネンド		当初 トウショ										2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		増　　減 ゾウゲン										2013年度 ネンド		当初 トウショ								2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		増　　減 ゾウゲン

														実績 ジッセキ		今回予想 コンカイヨソウ		数値 スウチ				比率 ヒリツ								実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		数値 スウチ				比率 ヒリツ						前回予想 ゼンカイヨソウ		予想比 ヨソウヒ						実績 ジッセキ		今回予想 コンカイヨソウ		数値 スウチ				比率 ヒリツ						当初予想 トウショヨソウ		予想比 ヨソウヒ										実績 ジッセキ		今回予想 コンカイヨソウ		数値 スウチ				比率 ヒリツ						当初予想 トウショヨソウ		予想比 ヨソウヒ								実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		数値 スウチ				比率 ヒリツ

				販売電力量(億kWh) ハンバイデンリョクリョウオク

						電気事業 デンキジギョウ								67,319		63,995		-3,324				-4.9%								65,422		63,936		-1,486				-2.3%						62,393		1,543						65,422		66,058		637				1.0%						64,859		1,199										65,606		64,859		-746				-1.1%						64,278		581								65,606		64,278		-1,327				-2.0%

								国内水力 コクナイスイリョク						10,322		9,346		-976				-9.5%								8,760		8,850		90				1.0%						9,196		▲ 346						8,760		9,177		417				4.8%						8,433		744										9,033		8,433		-600				-6.6%						8,966		▲ 533								9,033		8,966		-67				-0.7%

								国内火力（含むIPP) コクナイカリョクフク						56,245		53,826		-2,419				-4.3%								54,316		52,582		-1,734				-3.2%						50,638		1,944						54,316		54,339		23				0.0%						54,150		189										54,333		54,150		-183				-0.3%						53,256		894								54,333		53,256		-1,077				-2.0%

								風力 フウリョク						752		823		71				9.4%								2,346		2,504		158				6.7%						2,559		▲ 55						2,346		2,542		196				8.4%						2,276		265										2,239		2,276		37				1.6%						2,056		220								2,239		2,056		-183				-8.2%

						海外事業 カイガイジギョウ								13,897		7,879		-6,017				-43.3%								3,666		8,672		5,006				136.6%						9,331		▲ 659						3,666		9,324		5,658				154.4%

				売上高（億円） ウリアゲダカオクエン										780,072		713,000		-67,072				-8.6%								706,835		754,000		47,165				6.7%						732,000		22,000						706,835		754,000		47,165				6.7%						702,000		52,000										656,057		702,000		45,943				7.0%						684,000		18,000								656,057		684,000		27,943				4.3%

						電気事業 デンキジギョウ								570,837		544,000		-26,837				-4.7%								609,081		591,000		-18,081				-2.97%						583,000		8,000						609,081		605,000		-4,081				-0.67%						605,000		0										605,339		605,000		-339				-0.06%						587,000		18,000								605,339		587,000		-18,339				-3.0%

								国内発電（火・水・風） コクナイハツデンヒミズカゼ						519,682		493,000		-26,682				-5.1%								104,765		107,000		2,235				2.13%						107,000		0						104,765		107,000		2,235				2.13%						105,000		2,000										106,682		105,000		-1,682				-1.58%						106,000		▲ 1,000								106,682		106,000		-682				-0.6%

								うち火力（卸電気事業） カリョクオロシデンキジギョウ						389,192		390,000		808				0.2%								411,850		393,000		-18,850				-4.6%						385,000		8,000						411,850		409,000		-2,850				-0.7%						411,000		▲ 2,000										413,939		411,000		-2,939				-0.7%						401,000		10,000								413,939		401,000		-12,939				-3.1%

								託送 タクソウ						48,991		49,000		9				0.0%								37,876		42,000		4,124				10.9%						41,000		1,000						37,876		39,000		1,124				3.0%						36,000		3,000										30,707		36,000		5,293				17.2%						30,000		6,000								30,707		30,000		-707				-2.3%

						海外事業 カイガイジギョウ								155,952		122,000		-33,952				-21.8%								42,834		109,000		66,166				154.5%						96,000		13,000						42,834		96,000		53,166				124.1%

						その他事業 タジギョウ								53,283		46,000		-7,283				-13.7%								54,920		54,000		-920				-1.7%						53,000		1,000						54,920		53,000		-1,920				-3.5%						97,000		▲ 44,000										50,718		97,000		46,282				91.3%						97,000		0								50,718		97,000		46,282				91.3%



かわしま:
うち火力を非表示

かわしま:
うち火力を非表示

かわしま:
うち火力を非表示

予想販売アワーはMWh単位、
売上高は億円単位で入力する



×予想主要諸元

		

														2012年度
第3四半期 ネンドダイシハンキ		2013年度
第3四半期 ネンドダイシハンキ		増　　減 ゾウゲン												2012年度
第2四半期 ネンドダイシハンキ		2013年度
第2四半期 ネンドダイシハンキ		増　　減 ゾウゲン												2012年度
第1四半期 ネンドダイシハンキ		2013年度
第1四半期 ネンドダイシハンキ		増　　減 ゾウゲン

														（4-12月） ガツ		（4-12月） ガツ		数値 スウチ				比率 ヒリツ								（4-9月） ガツ		（4-9月） ガツ		数値 スウチ				比率 ヒリツ								（4-6月） ガツ		（4-6月） ガツ		数値 スウチ				比率 ヒリツ

				販売電力量（億kWh） ハンバイデンリョクリョウオク

						電気事業 デンキジギョウ								500		493		-6		0		-1.3%								333		329		-3		0		-1.2%								135		137		1		0		1.1%

								水力（卸電気事業） スイリョクオロシデンキジギョウ						69		68		-1		0		-2.3%								53		47		-5		0		-9.8%								28		22		-5		0		-18.6%

								　水力出水率 スイリョクシュッスイリツ						100%		97%		-19ﾎﾟｲﾝﾄ												100%		91%		-19ﾎﾟｲﾝﾄ												110%		91%		-19ﾎﾟｲﾝﾄ

								火力（卸電気事業） カリョクオロシデンキジギョウ						415		409		-5		0		-1.3%								270		272		1		0		0.5%								103		110		6		0		6.5%

								　火力利用率 カリョクリヨウリツ						80%		79%		+4ﾎﾟｲﾝﾄ												78%		79%		+4ﾎﾟｲﾝﾄ												60%		64%		+4ﾎﾟｲﾝﾄ

								その他の電気事業 タデンキジギョウ						15		15		0		0		5.6%								9		9		-0		-0		-0.3%								4		4		-0		-0		-1.7%

						その他事業*¹ タジギョウ								-		23				23		-								-		12				12		-								-		3				3		-

								うち海外事業*² カイガイジギョウ						-		23				23				-						-		12				12				-						-		3				3				-

				水力出水率（卸電気事業） スイリョクシュッスイリツオロシデンキジギョウ										100%		97%		-3ﾎﾟｲﾝﾄ												100%		91%		-9ﾎﾟｲﾝﾄ												110%		91%		　-19ﾎﾟｲﾝﾄ

				火力利用率（卸電気事業） カリョクリヨウリツオロシデンキジギョウ										80%		79%		-1ﾎﾟｲﾝﾄ												78%		79%		+1ﾎﾟｲﾝﾄ												60%		64%		　+4ﾎﾟｲﾝﾄ

														2012年度
第1四半期 ネンドダイシハンキ		2013年度
第1四半期 ネンドダイシハンキ		増　　減 ゾウゲン												2012年度
第1四半期 ネンドダイシハンキ		2013年度
第1四半期 ネンドダイシハンキ		増　　減 ゾウゲン												2012年度
第1四半期 ネンドダイシハンキ		2013年度
第1四半期 ネンドダイシハンキ		増　　減 ゾウゲン

														（4-6月） ガツ		（4-6月） ガツ		数値 スウチ				比率 ヒリツ								（4-6月） ガツ		（4-6月） ガツ		数値 スウチ				比率 ヒリツ								（4-6月） ガツ		（4-6月） ガツ		数値 スウチ				比率 ヒリツ

				販売電力量（億kWh） ハンバイデンリョクリョウオク

						電気事業 デンキジギョウ								200		255		55		0		27.6%								117		148		31		0		27.0%								58		74		15		0		26.9%

								水力（卸電気事業） スイリョクオロシデンキジギョウ						328		628		300		0		91.4%								202		363		160		0		79.2%								103		152		48		0		47.0%

								　水力出水率 スイリョクシュッスイリツ						96200%		2671600%		-19ﾎﾟｲﾝﾄ												51000%		1404200%		-19ﾎﾟｲﾝﾄ												27500%		414700%		-19ﾎﾟｲﾝﾄ

								火力（卸電気事業） カリョクオロシデンキジギョウ						0		0		0		0		0.0%								0		0		0		0		0.0%								0		0		0		0		0.0%

								　火力利用率 カリョクリヨウリツ						7995%		9936%		+4ﾎﾟｲﾝﾄ												7941%		9886%		+4ﾎﾟｲﾝﾄ												8018%		9878%		+4ﾎﾟｲﾝﾄ

								その他の電気事業 タデンキジギョウ						0		0		-0		-0		-								0		0		-0		-0		-								0		0		-0		-0		-

						その他事業*¹ タジギョウ								-		0				0		-								-		0				0		-								-		0				0		-

								うち海外事業*² カイガイジギョウ						-		0				0				-						-		0				0				-						-		0				0				-

														2012年度
第3四半期 ネンドダイシハンキ		2013年度
第3四半期 ネンドダイシハンキ		増　　減 ゾウゲン												2012年度
第2四半期 ネンドダイシハンキ		2013年度
第2四半期 ネンドダイシハンキ		増　　減 ゾウゲン												2012年度
第1四半期 ネンドダイシハンキ		2013年度
第1四半期 ネンドダイシハンキ		増　　減 ゾウゲン

														（4-12月） ガツ		（4-12月） ガツ		数値 スウチ				比率 ヒリツ								（4-9月） ガツ		（4-9月） ガツ		数値 スウチ				比率 ヒリツ								（4-6月） ガツ		（4-6月） ガツ		数値 スウチ				比率 ヒリツ

				売上高（億円） ウリアゲダカオクエン										4,877		5,195		317				6.5%								3,221		3,468		247				7.7%								1,471		1,618		146				10.0%

						電気事業 デンキジギョウ								4,549		4,567		17		0		0.4%								3,018		3,105		86		0		2.9%								1,367		1,465		97		0		7.2%

								うち水力（卸電気事業） スイリョクオロシデンキジギョウ						804		803		-0		-0		-0.1%								563		556		-7		0		-1.2%								284		274		-10		0		-3.8%

								うち火力（卸電気事業） カリョクオロシデンキジギョウ						3,139		3,106		-33		0		-1.1%								2,070		2,134		63		0		3.1%								890		985		94		0		10.6%

								うちその他の電気事業 タデンキジギョウ						200		255		55		0		27.6%								117		148		31		0		27.0%								58		74		15		0		26.9%

						その他事業*¹ タジギョウ								328		628		300		0		91.4%								202		363		160		0		79.2%								103		152		48		0		47.0%

								うち海外事業*² カイガイジギョウ						9		267		257		0		-								5		140		135		0		-								2		41		38		0		-

				平均為替レート（円/US$） ヘイキンカワセエン										79.95		99.36														79.41		98.86														80.18		98.78

				為替レート（円/THB）（9月末時点） カワセエンガツマツジテン										2.52		3.11

				　　　　　　 （THB/US$）（9月末時点） ガツマツジテン										30.83		31.39														2.49		3.16														2.67		3.20

														FY2012
3rd Quarter
(Apr.-Dec.)		FY2013
3rd Quarter
(Apr.-Dec.)		Year-on-year
change												FY2012
2nd Quarter
(Apr.-Sep.)		FY2013
2nd Quarter
(Apr.-Sep.)		Year-on-year change												FY2012
1st Quarter
(Apr.-Jun.)		FY2013
1st Quarter
(Apr.-Jun.)		Year-on-year change

				Electric Power Sales (TWh)

						Electric Power Business								50.0		49.3		(0.6)		0.0		(1.3)%								33.3		32.9		(0.3)		0.0		(1.2)%								13.5		13.7		0.1		0.0		1.1%

								Hydroelectric (Wholesale Electric Power)						6.9		6.8		(0.1)		0.0		(2.3)%								5.3		4.7		(0.5)		0.0		(9.8)%								2.8		2.2		(0.5)		0.0		(18.6)%

										Water supply rate

								Thermal (Wholesale Electric Power)						41.5		40.9		(0.5)		0.0		(1.3)%								27.0		27.2		0.1		0.0		0.5%								10.3		11.0		0.6		0.0		6.5%

										Load factor

								Other Electric Power Business						1.5		1.5		0.0		0.0		5.6%								0.9		0.9		(0.0)		(0.0)		(0.3)%								0.4		0.4		(0.0)		(0.0)		(1.7)%

						Other Business*¹								-		2.3		2.3				-								-		1.2		1.2				-								-		0.3		0.3				-

								Overseas Business*²						-		2.3		2.3		0.0		-								-		1.2		1.2		0.0		-								-		0.3		0.3		0.0		-

				Water supply rate (Wholesale Electric Power)										100%		97%		(3) points												100%		91%		(9) points												110%		91%		(19) points

				Load factor (Wholesale Electric Power)										80%		79%		(1) point												78%		79%		+1 point												60%		64%		+4 points

														FY2012
3rd Quarter
(Apr.-Dec.)		FY2013
3rd Quarter
(Apr.-Dec.)		Year-on-year
change												FY2012
2nd Quarter
(Apr.-Sep.)		FY2013
2nd Quarter
(Apr.-Sep.)		Year-on-year change												FY2012
1st Quarter
(Apr.-Jun.)		FY2013
1st Quarter
(Apr.-Jun.)		Year-on-year change

				Operating Revenue  (Billion yen)										487.7		519.5		31.7		0.0		6.5%								322.1		346.8		24.7		0.0		7.7%								147.1		161.8		14.6		0.0		10.0%

						Electric Power Business								454.9		456.7		1.7		0.0		0.4%								301.8		310.5		8.6		0.0		2.9%								136.7		146.5		9.7		0.0		7.2%

								Hydroelectric (Wholesale Electric Power)						80.4		80.3		(0.0)		(0.0)		(0.1)%								56.3		55.6		(0.7)		0.0		(1.2)%								28.4		27.4		(1.0)		0.0		(3.8)%

								Thermal (Wholesale Electric Power)						313.9		310.6		(3.3)		0.0		(1.1)%								207.0		213.4		6.3		0.0		3.1%								89.0		98.5		9.4		0.0		10.6%

								Other Electric Power Business						20.0		25.5		5.5		0.0		27.6%								11.7		14.8		3.1		0.0		27.0%								5.8		7.4		1.5		0.0		26.9%

						Other Business*¹								32.8		62.8		30.0		0.0		91.4%								20.2		36.3		16.0		0.0		79.2%								10.3		15.2		4.8		0.0		47.0%

								Overseas Business*²						0.9		26.7		25.7		0.0		-								0.5		14.0		13.5		0.0		-								0.2		4.1		3.8		0.0		-

				Average foreign exchange rate (Yen/US$)										79.95		99.36														79.41		98.86														80.18		98.78

				Foreign exchange rate at the end of 3Q (Yen/THB)										2.52		3.11

				Foreign exchange rate at the end of 3Q (THB/US$)										30.83		31.39														2.49		3.16														2.67		3.20

														2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		増　　減 ゾウゲン												2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		増　　減 ゾウゲン												2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		増　　減 ゾウゲン

														3Q		3Q		数値 スウチ				比率 ヒリツ								2Q		2Q		数値 スウチ				比率 ヒリツ								1Q		1Q		数値 スウチ				比率 ヒリツ						13593

				販売電力量(億kWh) ハンバイデンリョクリョウオク																																																								2805

						電気事業 デンキジギョウ								50,007		49,382		-625				-1.3%								33,319		32,929		-390				-1.2%								13,593		13,736		143				1.1%						10342

								水力（卸電気事業） スイリョクオロシデンキジギョウ						6,995		6,835		-160				-2.3%								5,314		4,790		-523				-9.8%								2,805		2,284		-521				-18.6%						445

								　水力出水率 スイリョクシュッスイリツ						100%		97%		-3%				-								100%		91%		-9%				-								110%		91%		-19%				-

								火力（卸電気事業） カリョクオロシデンキジギョウ						41,501		40,952		-549				-1.3%								27,080		27,216		136				0.5%								10,342		11,014		672				6.5%						1.1

								　火力利用率 カリョクリヨウリツ						80%		79%		-1%				-								78%		79%		1%				-								60%		64%		4%				-						0.6

								その他の電気事業 タデンキジギョウ						1,510		1,594		84				5.6%								924		921		-3				-0.3%								446		438		-8				-1.7%

						その他事業*¹（海外事業*²） タジギョウカイガイジギョウ								-		2,393		2,393				-								-		1,242		1,242				-								-		363		363				-						147144

																																																												28498

				売上高（億円） ウリアゲダカオクエン										487,795		519,592		31,797				6.5%								322,146		346,877		24,731				7.7%								147,144		161,811		14,667				10.0%						89090

						電気事業 デンキジギョウ								454,955		456,723		1,768				0.4%								301,860		310,530		8,670				2.9%								136,784		146,584		9,799				7.2%						5885

								うち水力（卸電気事業） スイリョクオロシデンキジギョウ						80,423		80,361		-62				-0.1%								56,334		55,631		-703				-1.2%								28,498		27,404		-1,094				-3.8%						13083

								うち火力（卸電気事業） カリョクオロシデンキジギョウ						313,999		310,608		-3,391				-1.1%								207,096		213,491		6,395				3.1%								89,090		98,514		9,424				10.6%						10585

								うちその他の電気事業 タデンキジギョウ						20,027		25,548		5,521				27.6%								11,702		14,859		3,157				27.0%								5,885		7,469		1,584				26.9%

						その他事業 タジギョウ								32,840		62,868		30,028				91.4%								20,286		36,346		16,060				79.2%								10,359		15,227		4,868				47.0%						80.18

								うち海外事業*³ カイガイジギョウ						962		26,716		25,754				-								510		14,042		13,532				-								275		4,147		3,872				-

				平均為替レート（円/US$） ヘイキンカワセエン										79.95		99.36						-								79.41		98.86		19.45				-								80.18		98.78		18.60				-

				期末為替レート（円/THB） キマツカワセエン										2.52		3.11

				期末為替レート（THB/US$） キマツカワセ										30.83		31.39						-								2.49		3.16		0.67				-								2.67		3.20		0.53				-
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ｾｸﾞﾒﾝﾄ情報分析資料
海外事業売上高

タイ銀行HP（米国midrate四捨五入）
http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=123&language=eng



×海外出力 (参画)

		

														2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		前期比 ゼンキヒ										2013年度 ネンド		前回 ゼンカイ										2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		前期比 ゼンキヒ										2013年度 ネンド		当初 トウショ								2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		増　　減 ゾウゲン

														実績 ジッセキ		今回予想 コンカイヨソウ		数値 スウチ				比率 ヒリツ						前回予想*⁴ ゼンカイヨソウ		予想比*⁴ ヨソウヒ										実績 ジッセキ		今回予想 コンカイヨソウ		数値 スウチ				比率 ヒリツ						当初予想*⁴ トウショヨソウ		予想比*⁴ ヨソウヒ								実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		数値 スウチ				比率 ヒリツ

				販売電力量（億kWh） ハンバイデンリョクリョウオク

						電気事業 デンキジギョウ								656		654		-1		0		-0.3%						648		5										656		648		-7		0		-1.1%						642		5								656		642		-13		0		-2.0%

								水力（卸電気事業） スイリョクオロシデンキジギョウ						90		86		-3		0		-3.9%						84		2										90		84		-6		0		-6.6%						89		-5								90		89		0-		0-		-0.7%

								　水力出水率 スイリョクシュッスイリツ						102%		0%		ﾎﾟｲﾝﾄ										94%		ﾎﾟｲﾝﾄ										102%		94%		-8ﾎﾟｲﾝﾄ										100%		-6ﾎﾟｲﾝﾄ								102%		100%		-2ﾎﾟｲﾝﾄ

								火力（卸電気事業） カリョクオロシデンキジギョウ						543		543		0		0		0.1%						541		2										543		541		-1		0		-0.3%						532		8								543		532		-10		0		-2.0%

								　火力利用率 カリョクリヨウリツ						78%		0%		ﾎﾟｲﾝﾄ										79%		ﾎﾟｲﾝﾄ										78%		79%		+1ﾎﾟｲﾝﾄ										77%		+2ﾎﾟｲﾝﾄ								78%		77%		-1ﾎﾟｲﾝﾄ

								その他の電気事業 タデンキジギョウ						22		23		1		0		6.0%						22		0										22		22		0		0		1.6%						20		2								22		20		-1		0		-8.2%

						その他事業*¹ タジギョウ								-		36				36		-						36		-										-		36				36		-						36		0								-		36				36		-

								うち海外事業*² カイガイジギョウ						-		36				36				-				36		-										-		36				36				-				36		0								-		36				36				-

				売上高（億円） ウリアゲダカオクエン										6,560		7,060		499		0		7.6%						7,020		40										6,560		7,020		459		0		7.0%						6,840		180								6,560		6,840		279		0		4.3%

						電気事業 デンキジギョウ								6,053		6,070		16		0		0.3%						6,050		20										6,053		6,050		-3		0		-0.1%						5,870		180								6,053		5,870		-183		0		-3.0%

								うち水力（卸電気事業） スイリョクオロシデンキジギョウ						1,066		1,050		-16		0		-1.6%						1,050		-										1,066		1,050		-16		0		-1.6%						1,060		-10								1,066		1,060		-6		0		-0.6%

								うち火力（卸電気事業） カリョクオロシデンキジギョウ						4,139		4,120		-19		0		-0.5%						4,110		10										4,139		4,110		-29		0		-0.7%						4,010		100								4,139		4,010		-129		0		-3.1%

								うちその他の電気事業 タデンキジギョウ						307		370		62		0		20.5%						360		10										307		360		52		0		17.2%						300		60								307		300		-7		0		-2.3%

						その他事業*¹ タジギョウ								507		990		482		0		95.2%						970		20										507		970		462		0		91.3%						970		-								507		970		462		0		91.3%

								うち海外事業*³ カイガイジギョウ						16		430		413		0		-						430		-										16		430		413		0		-						420		10								16		420		403		0		-

				平均為替レート（円/US$） ヘイキンカワセエン										82.91		100程度 テイド												100程度 テイド												82.91		100程度 テイド												90程度 テイド										82.91		90程度 テイド

				期末為替レート（円/THB） キマツカワセエン										2.82		3.20												3.1程度 テイド

				期末為替レート（THB/US$） キマツカワセ										30.63		32.93												30程度 テイド												2.82		3.1程度 テイド												3程度 テイド										2.82		3程度 テイド

														FY2012 Result		FY2013 Current Forecast		Comparison with FY2012 Result										FY2013 Prior
Forecast*⁴		Comparison with Prior Forecast*⁴										FY2012
Result
(Apr.-Mar.)		FY2013
Forecast
(Apr.-Mar.)		Comparison with FY2012 result										FY2013
Initial
Forecast*⁴		Comparison with Initial Forecast*⁴								FY2012
Result
(Apr.-Mar.)		FY2013
Forecast
(Apr.-Mar.)		Comparison with FY2012 result

				Electric Power Sales  (TWh)

						Electric Power Business								65.6		65.4		(0.1)		0.0		(0.3)%						64.8		0.5										65.6		64.8		(0.7)		0.0		(1.1)%						64.2		0.5								65.6		64.2		(1.3)		0.0		(2.0)%

								Hydroelectric (Wholesale Electric Power)						9.0		8.6		(0.3)		0.0		(3.9)%						8.4		0.2										9.0		8.4		(0.6)		0.0		(6.6)%						8.9		(0.5)								9.0		8.9		(0.0)		(0.0)		(0.7)%

										Water supply rate				102%		94%		(8) points										100%		(6) points										102%		94%		(8) points										100%		(6) points								102%		100%		(2) points

								Thermal (Wholesale Electric Power)						54.3		54.3		0.0		0.0		0.1%						54.1		0.2										54.3		54.1		(0.1)		0.0		(0.3)%						53.2		0.8								54.3		53.2		(1.0)		0.0		(2.0)%

								Other Electric Power Business						2.2		2.3		0.1		0.0		6.0%						2.2		0.0										2.2		2.2		(0.0)		(0.0)		1.6%						2.0		0.2								2.2		2.0		(0.1)		0.0		(8.2)%

						Other Business*¹								-		3.6		3.6				-						3.6		-										-		3.6				3.6		-						3.6		0.0								-		3.6				3.6		-

								Overseas Business*²						-		3.6		3.6		0.0		-						3.6		-										-		3.6		3.6		0.0		-						3.6		0.0								-		3.6		3.6		0.0		-

				Operating Revenue  (Billion yen)										656.0		706.0		49.9		0.0		7.6%						702.0		4.0										656.0		702.0		45.9		0.0		7.0%						684.0		18.0								656.0		684.0		27.9		0.0		4.3%

						Electric Power Business								605.3		607.0		1.6		0.0		0.3%						605.0		2.0										605.3		605.0		(0.3)		0.0		(0.1)%						587.0		18.0								605.3		587.0		(18.3)		0.0		(3.0)%

								Hydroelectric (Wholesale Electric Power)						106.6		105.0		(1.6)		0.0		(1.6)%						105.0		-										106.6		105.0		(1.6)		0.0		(1.6)%						106.0		(1.0)								106.6		106.0		(0.6)		0.0		(0.6)%

								Thermal (Wholesale Electric Power)						413.9		412.0		(1.9)		0.0		(0.5)%						411.0		1.0										413.9		411.0		(2.9)		0.0		(0.7)%						401.0		10.0								413.9		401.0		(12.9)		0.0		(3.1)%

								Other Electric Power Business						30.7		37.0		6.2		0.0		20.5%						36.0		1.0										30.7		36.0		5.2		0.0		17.2%						30.0		6.0								30.7		30.0		(0.7)		0.0		(2.3)%

						Other Business*¹								50.7		99.0		48.2		0.0		95.2%						97.0		2.0										50.7		97.0		46.2		0.0		91.3%						97.0		-								50.7		97.0		46.2		0.0		91.3%

								Overseas Business*³						1.6		43.0		41.3		0.0		-						43.0		-										1.6		43.0		41.3		0.0		-						42.0		1.0								1.6		42.0		40.3		0.0		-

				Average foreign exchange rate (Yen/US$)										82.91		approx. 100												approx. 90												82.91		approx. 100												approx. 90										82.91		approx. 90

				Foreign exchange rate at term end (Yen/THB)										2.82		approx. 3.1												approx. 3												2.82		approx. 3.1												approx. 3										2.82		approx.3

														2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		増　　減 ゾウゲン										2013年度 ネンド		当初 トウショ										2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		増　　減 ゾウゲン										2013年度 ネンド		当初 トウショ								2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		増　　減 ゾウゲン

														実績 ジッセキ		今回予想 コンカイヨソウ		数値 スウチ				比率 ヒリツ						当初予想 トウショヨソウ		予想比 ヨソウヒ										実績 ジッセキ		今回予想 コンカイヨソウ		数値 スウチ				比率 ヒリツ						当初予想 トウショヨソウ		予想比 ヨソウヒ								実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		数値 スウチ				比率 ヒリツ

				販売電力量(億kWh) ハンバイデンリョクリョウオク

						電気事業 デンキジギョウ								65,606		65,438		-167				-0.3%						64,859		579										65,606		64,859		-746				-1.1%						64,278		581								65,606		64,278		-1,327				-2.0%

								水力（卸電気事業） スイリョクオロシデンキジギョウ						9,033		8,679		-354				-3.9%						8,433		246										9,033		8,433		-600				-6.6%						8,966		▲ 533								9,033		8,966		-67				-0.7%

								　水力出水率 スイリョクシュッスイリツ						102%				-102%				-						94%		-94%										102%		94%		-8%				-						100%		-6%								102%		100%		-2%				-

								火力（卸電気事業） カリョクオロシデンキジギョウ						54,333		54,386		52				0.1%						54,150		235										54,333		54,150		-183				-0.3%						53,256		894								54,333		53,256		-1,077				-2.0%

								　火力利用率 カリョクリヨウリツ						78%				-78%				-						79%		-79%										78%		79%		1%				-						77%		2%								78%		77%		-1%				-

								その他の電気事業 タデンキジギョウ						2,239		2,374		135				6.0%						2,276		98										2,239		2,276		37				1.6%						2,056		220								2,239		2,056		-183				-8.2%

						その他事業*¹（海外事業*²） タジギョウカイガイジギョウ								-		3,664		3,664				-						3,696		▲ 32										-		3,696		3,696				-						3,671		25								-		3,671		3,671				-

				売上高（億円） ウリアゲダカオクエン										656,057		706,000		49,943				7.6%						702,000		4,000										656,057		702,000		45,943				7.0%						684,000		18,000								656,057		684,000		27,943				4.3%

						電気事業 デンキジギョウ								605,339		607,000		1,661				0.27%						605,000		2,000										605,339		605,000		-339				-0.06%						587,000		18,000								605,339		587,000		-18,339				-3.0%

								うち水力（卸電気事業） スイリョクオロシデンキジギョウ						106,682		105,000		-1,682				-1.58%						105,000		0										106,682		105,000		-1,682				-1.58%						106,000		▲ 1,000								106,682		106,000		-682				-0.6%

								うち火力（卸電気事業） カリョクオロシデンキジギョウ						413,939		412,000		-1,939				-0.5%						411,000		1,000										413,939		411,000		-2,939				-0.7%						401,000		10,000								413,939		401,000		-12,939				-3.1%

								うちその他の電気事業 タデンキジギョウ						30,707		37,000		6,293				20.5%						36,000		1,000										30,707		36,000		5,293				17.2%						30,000		6,000								30,707		30,000		-707				-2.3%

						その他事業 タジギョウ								50,718		99,000		48,282				95.2%						97,000		2,000										50,718		97,000		46,282				91.3%						97,000		0								50,718		97,000		46,282				91.3%

								うち海外事業*³ カイガイジギョウ						1,647		43,000		41,353				-						43,000		0										1,647		43,000		41,353				-						42,000		1,000								1,647		42,000		40,353				-

				平均為替レート（円/US$） ヘイキンカワセエン										82.91		100.00		17.09				-						100.00		0.00										82.91		100.00		17.09				-						90.00		10.00								82.91		90.00		7.09				-

				期末為替レート（円/THB） キマツカワセエン										2.82		3.10		0.28				-						3.10		0.00										2.82		3.10		0.28				-						3.00		0.10								2.82		3.00		0.18				-
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予想販売アワーはMWh単位、
売上高は億円単位で入力する



×海外総括表

		

														2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		増　　減 ゾウゲン

														実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		数値 スウチ				比率 ヒリツ

				販売電力量（億kWh） ハンバイデンリョクリョウオク

						電気事業 デンキジギョウ								656		642		-13		0		-2.0%

								水力（卸電気事業） スイリョクオロシデンキジギョウ						90		89		0-		0-		-0.7%

								　水力出水率 スイリョクシュッスイリツ						102%		100%		-2ﾎﾟｲﾝﾄ

								火力（卸電気事業） カリョクオロシデンキジギョウ						543		532		-10		0		-2.0%

								　火力利用率 カリョクリヨウリツ						78%		77%		-1ﾎﾟｲﾝﾄ

								その他の電気事業 タデンキジギョウ						22		20		-1		0		-8.2%

						その他事業*¹ タジギョウ								-		36				36		-

								うち海外事業*² カイガイジギョウ						-		36				36				-

				売上高（億円） ウリアゲダカオクエン										6,560		6,840		279		0		4.3%

						電気事業 デンキジギョウ								6,053		5,870		-183		0		-3.0%

								うち水力（卸電気事業） スイリョクオロシデンキジギョウ						1,066		1,060		-6		0		-0.6%

								うち火力（卸電気事業） カリョクオロシデンキジギョウ						4,139		4,010		-129		0		-3.1%

								うちその他の電気事業 タデンキジギョウ						307		300		-7		0		-2.3%

						その他事業*¹ タジギョウ								507		970		462		0		91.3%

								うち海外事業*³ カイガイジギョウ						16		420		403		0		-

				平均為替レート（円/US$） ヘイキンカワセエン										82.91		90程度 テイド

				期末為替レート（円/THB） キマツカワセエン										2.82		3程度 テイド

														FY2012
Result
(Apr.-Mar.)		FY2013
Forecast
(Apr.-Mar.)		Comparison with FY2012 result

				Electric Power Sales  (TWh)

						Electric Power Business								65.6		64.2		(1.3)		0.0		(2.0)%

								Hydroelectric (Wholesale Electric Power)						9.0		8.9		(0.0)		(0.0)		(0.7)%

										Water supply rate				102%		100%		(2) points

								Thermal (Wholesale Electric Power)						54.3		53.2		(1.0)		0.0		(2.0)%

										Load factor				78%		77%		(1) point

								Other Electric Power Business						2.2		2.0		(0.1)		0.0		(8.2)%

						Other Business*¹								-		3.6				3.6		-

								Overseas Business*²						-		3.6		3.6		0.0		-

				Operating Revenues  (Billion yen)										656.0		684.0		27.9		0.0		4.3%

						Electric Power Business								605.3		587.0		(18.3)		0.0		(3.0)%

								Hydroelectric (Wholesale Electric Power)						106.6		106.0		(0.6)		0.0		(0.6)%

								Thermal (Wholesale Electric Power)						413.9		401.0		(12.9)		0.0		(3.1)%

								Other Electric Power Business						30.7		30.0		(0.7)		0.0		(2.3)%

						Other Business								50.7		97.0		46.2		0.0		91.3%

								Overseas Business*³						1.6		42.0		40.3		0.0		-

				Average foreign exchange rate (Yen/US$)										82.91		approx. 90

				Foreign exchange rate at term end (Yen/THB)										2.82		approx.3

														2012年度 ネンド		2013年度 ネンド		増　　減 ゾウゲン

														実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		数値 スウチ				比率 ヒリツ

				販売電力量(億kWh) ハンバイデンリョクリョウオク

						電気事業 デンキジギョウ								65,606		64,278		-1,327				-2.0%

								水力（卸電気事業） スイリョクオロシデンキジギョウ						9,033		8,966		-67				-0.7%

								　水力出水率 スイリョクシュッスイリツ						102%		100%		-2%				-

								火力（卸電気事業） カリョクオロシデンキジギョウ						54,333		53,256		-1,077				-2.0%

								　火力利用率 カリョクリヨウリツ						78%		77%		-1%				-

								その他の電気事業 タデンキジギョウ						2,239		2,056		-183				-8.2%

						その他事業*¹（海外事業*²） タジギョウカイガイジギョウ								-		3,671		3,671				-

				売上高（億円） ウリアゲダカオクエン										656,057		684,000		27,943				4.3%

						電気事業 デンキジギョウ								605,339		587,000		-18,339				-3.0%

								うち水力（卸電気事業） スイリョクオロシデンキジギョウ						106,682		106,000		-682				-0.6%

								うち火力（卸電気事業） カリョクオロシデンキジギョウ						413,939		401,000		-12,939				-3.1%

								うちその他の電気事業 タデンキジギョウ						30,707		30,000		-707				-2.3%

						その他事業 タジギョウ								50,718		97,000		46,282				91.3%

								うち海外事業*³ カイガイジギョウ						1,647		42,000		40,353				-

				平均為替レート（円/US$） ヘイキンカワセエン										82.91		90.00		7.09				-

				期末為替レート（円/THB） キマツカワセエン										2.82		3.00		0.18				-
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×大間概要

		

												2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		前期比 ゼンキヒ										2012年度 ネンド		当初
予想比* トウショヨソウヒ						2012年度 ネンド				当初
予想比* トウショヨソウヒ						2011年度
実績 ネンドジッセキ		前期比 ゼンキヒ										2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		増  減 ゾウゲン

												実績 ジッセキ		今回予想 コンカイヨソウ		数値 スウチ				比率 ヒリツ						当初予想* トウショヨソウ								今回予想 コンカイヨソウ		当初予想* トウショヨソウ										数値 スウチ				比率 ヒリツ						実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		数値 スウチ				比率 ヒリツ

				販売電力量(億kWh) ハンバイデンリョクリョウオク								660		652		-8		0		-1.3%						667		-15		0				652		667		-15		0				660		-8		0		-1.3%						660		667		6		0		1.0%

						うち水力（当社個別） スイリョクトウシャコベツ						103		88		-14				-14.0%						93		-5						88		93		-5						103		-14				-14.0%						103		93		-9				-9.0%

						うち火力（当社個別） カリョクトウシャコベツ						537		542		4				0.8%						554		-12						542		554		-12						537		4				0.8%						537		554		16				3.1%

				水力出水率 スイリョクシュッスイリツ								115%		100%		-15ﾎﾟｲﾝﾄ										100%		-						100%		100%		0ﾎﾟｲﾝﾄ						115%		-15ﾎﾟｲﾝﾄ										115%		100%		-15ﾎﾟｲﾝﾄ

				火力利用率 カリョクリヨウリツ								77%		78%		+1ﾎﾟｲﾝﾄ										80%		-2ﾎﾟｲﾝﾄ						78%		80%		-2ﾎﾟｲﾝﾄ						77%		+1ﾎﾟｲﾝﾄ										77%		80%		+3ﾎﾟｲﾝﾄ

				売上高（億円） ウリアゲダカオクエン								6,546		6,490		-56		0		-0.9%						6,620		-130		0				6,490		6,620		-130		0				6,546		-56		0		-0.9%						6,546		6,620		74		0		1.1%

						電気事業 デンキジギョウ						6,097		5,970		-127		0		-2.1%						6,120		-150		0				5,970		6,120		-150		0				6,097		-127		0		-2.1%						6,097		6,120		30		0		0.5%

								うち水力（当社個別） スイリョクトウシャコベツ				1,084		1,050		-34		0		-3.2%						1,070		-20		0				1,050		1,070		-20		0				1,084		-34		0		-3.2%						1,084		1,070		-14		0		-1.4%

								うち火力（当社個別） カリョクトウシャコベツ				4,244		4,100		-144		0		-3.4%						4,290		-190		0				4,100		4,290		-190		0				4,244		-144		0		-3.4%						4,244		4,290		45		0		1.1%

						その他事業 タジギョウ						448		520		71		0		16.0%						500		20		0				520		500		20		0				448		71		0		16.0%						448		500		51		0		11.5%

				平均為替レート
 （ｲﾝﾀｰﾊﾞﾝｸ、円/US$） ヘイキンカワセエン								79円 エン		81円程度 エンテイド												80円程度 エンテイド								81円程度 エンテイド		80円程度 エンテイド								79円 エン												79円 エン		80円程度 エンテイド

												FY2011
Result		FY2012		Comparison with FY2011 Result										FY2012		Comparison with Initial Forecast*						FY2012				Comparison with Initial Forecast*						FY2011
Result		Comparison with FY2011 result										FY2011
Result		FY2012
Forecast		Comparison with FY2011 result

														Current
Forecast												Initial Forecast*								Current
Forecast		Initial Forecast*

				Electric Power Sales  (TWh)								66.0		65.2		(0.8)		0.0		(1.3)%						66.7		(1.5)		0.0				65.2		66.7		(1.5)		0.0				66.0		(0.8)		0.0		(1.3)%						66.0		66.7		0.6		0.0		1.0%

						Hydroelectric						10.3		8.8		(1.4)		0.0		(14.0)%						9.3		(0.5)		0.0				8.8		9.3		(0.5)		0.0				10.3		(1.4)		0.0		(14.0)%						10.3		9.3		(0.9)		0.0		(9.0)%

						Thermal						53.7		54.2		0.4		0.0		0.8%						55.4		(1.2)		0.0				54.2		55.4		(1.2)		0.0				53.7		0.4		0.0		0.8%						53.7		55.4		1.6		0.0		3.1%

				Hydro: Water supply rate								115%		100%		(15)points										100%		0point						100%		100%		0point						115%		(15)points										115%		100%		(15)points

				Thermal: Load factor								77%		78%		+1point										80%		(2)points						78%		80%		(2)points						77%		+1points										77%		80%		+3points

				Operating Revenues  (Billion yen)								654.6		649.0		(5.6)		0.0		(0.9)%						662.0		(13.0)		0.0				649.0		662.0		(13.0)		0.0				654.6		(5.6)		0.0		(0.9)%						654.6		662.0		7.4		0.0		1.1%

						Electric utility						609.7		597.0		(12.7)		0.0		(2.1)%						612.0		(15.0)		0.0				597.0		612.0		(15.0)		0.0				609.7		(12.7)		0.0		(2.1)%						609.7		612.0		3.0		0.0		0.5%

								Hydroelectric				108.4		105.0		(3.4)		0.0		(3.2)%						107.0		(2.0)		0.0				105.0		107.0		(2.0)		0.0				108.4		(3.4)		0.0		(3.2)%						108.4		107.0		(1.4)		0.0		(1.4)%

								Thermal				424.4		410.0		(14.4)		0.0		(3.4)%						429.0		(19.0)		0.0				410.0		429.0		(19.0)		0.0				424.4		(14.4)		0.0		(3.4)%						424.4		429.0		4.5		0.0		1.1%

						Other business						44.8		52.0		7.1		0.0		16.0%						50.0		2.0		0.0				52.0		50.0		2.0		0.0				44.8		7.1		0.0		16.0%						44.8		50.0		5.1		0.0		11.5%

				Average foreign exchange rate 
         (Interbank rate, Yen/US$)								79		Approx.81												Approx.80								Approx.81		Approx.80								79												79.0		Approx.80

												2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		増減 ゾウゲン										2012年度 ネンド		増減 ゾウゲン						2012年度 ネンド		2012年度 ネンド		増減 ゾウゲン						2011年度 ネンド		増減 ゾウゲン										2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		増      減 ゾウゲン

												実績 ジッセキ		今回予想 コンカイヨソウ		数値 スウチ				比率 ヒリツ						当初予想 トウショヨソウ		数値 スウチ						今回予想 コンカイヨソウ		当初予想 トウショヨソウ		数値 スウチ						実績 ジッセキ		数値 スウチ				比率 ヒリツ						実績 ジッセキ		予想 ヨソウ		数値 スウチ				比率 ヒリツ

				販売電力量(百万kWh) ハンバイデンリョクリョウヒャクマン								66,085		65,200		-885				-1.3%						66,730		-1,530						65,200		66,730		-1,530						66,085		-885				-1.3%						66,084		66,730		646				1.0%

						うち水力（当社個別） スイリョクトウシャコベツ						10,318		8,877		-1,442				-14.0%						9,393		-516						8,877		9,393		-516						10,318		-1,441				-14.0%		0				10,318		9,393		-925				-9.0%

						うち火力（当社個別） カリョクトウシャコベツ						53,756		54,207		451				0.8%						55,413		-1,206						54,207		55,413		-1,206						53,756		451				0.8%		0				53,756		55,413		1,657				3.1%

				水力出水率 スイリョクシュッスイリツ								115%		100%												100%								100%		100%								115%												115%		100%		-15ﾎﾟｲﾝﾄ

				火力利用率 カリョクリヨウリツ								77%		78%												80%								78%		80%								77%												77%		80%		+3ﾎﾟｲﾝﾄ

				売上高（百万円） ウリアゲダカヒャクマンエン								654,600		649,000		-5,600				-0.9%						662,000		-13,000						649,000		662,000		-13,000						654,600		-5,600				-0.9%		0				654,600		662,000		7,400				1.1%

						電気事業 デンキジギョウ						609,775		597,000		▲ 12,775				-2.1%						612,000		▲ 15,000						597,000		612,000		▲ 15,000						609,775		▲ 12,775				-2.1%		0				609,775		612,000		3,085				0.5%

								うち水力（当社個別） スイリョクトウシャコベツ				108,479		105,000		-3,479				-3.2%						107,000		-2,000						105,000		107,000		-2,000						108,479		-3,479				-3.2%		0				108,479		107,000		-1,479				-1.4%

								うち火力（当社個別） カリョクトウシャコベツ				424,436		410,000		-14,436				-3.4%						429,000		-19,000						410,000		429,000		-19,000						424,436		-14,436				-3.4%		0				424,436		429,000		4,564				1.1%

						その他事業 タジギョウ						44,825		52,000		7,175				16.0%						50,000		2,000						52,000		50,000		2,000						44,825		7,175				16.0%		0				44,825		50,000		5,175				11.5%
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×風力グラフ

		海外持分出力表（①持分会社、②出資済み、③営業運転中、④対外公表済みの案件） カイガイモチブンシュツリョクヒョウモチブンガイシャシュッシズエイギョウウンテンチュウタイガイコウヒョウズアンケン

		プロジェクト名 メイ		公表区分 コウヒョウクブン		国・地域 クニチイキ				会社区分 カイシャクブン		出資時期 シュッシジキ				運転開始時期 ウンテンカイシジキ				売却時期 バイキャクジキ				利益貢献開始年度 リエキコウケンカイシネンド				2001年度（13年度） ネンドネンド								2002年度（14年度） ネンドネンド								2003年度（15年度） ネンドネンド								2004年度（16年度） ネンドネンド								2005年度（17年度） ネンドネンド								2006年度（18年度） ネンドネンド								2007年度（19年度） ネンドネンド								2008年度（20年度） ネンドネンド								2009年度（20年度）3Q末 ネンドネンドマツ								2009年度（21年度） ネンドネンド								2010年度（22年度） 2Q末 ネンドネンドマツ								2010年度（22年度） 3Q末 ネンドネンドマツ								2010年度（22年度） ネンドネンド								2011年度（23年度）2Q末 ネンドネンドマツ								2011年度（23年度）3Q末 ネンドネンドマツ								2011年度（23年度）期末 ネンドネンドキマツ								2012年度（24年度）2Q末 ネンドネンドマツ								2012年度（24年度）3Q末 ネンドネンドマツ								2012年度（24年度）期末 ネンドネンドキマツマツ								2013年度（25年度）2Q末 ネンドネンドマツ								2013年度（25年度）3Q末 ネンドネンドマツ								2013年度（25年度）期末 ネンドネンドキマツ								2014年度（26年度）3Q末 ネンドネンドマツ

						大区分 ダイクブン		小区分 ショウクブン				西暦 セイレキ		和暦 ワレキ		西暦 セイレキ		和暦 ワレキ		西暦 セイレキ		和暦 ワレキ		4-3月 ガツ		1-12月 ガツ		総出力（MW) ソウシュツリョク		出資比率（％） シュッシヒリツ		持分出力（MW) モチブンシュツリョク				総出力（MW) ソウシュツリョク		出資比率（％） シュッシヒリツ		持分出力（MW) モチブンシュツリョク				総出力（MW) ソウシュツリョク		出資比率（％） シュッシヒリツ		持分出力（MW) モチブンシュツリョク				総出力（MW) ソウシュツリョク		出資比率（％） シュッシヒリツ		持分出力（MW) モチブンシュツリョク				総出力（MW) ソウシュツリョク		出資比率（％） シュッシヒリツ		持分出力（MW) モチブンシュツリョク				総出力（MW) ソウシュツリョク		出資比率（％） シュッシヒリツ		持分出力（MW) モチブンシュツリョク				総出力（MW) ソウシュツリョク		出資比率（％） シュッシヒリツ		持分出力（MW) モチブンシュツリョク				総出力（MW) ソウシュツリョク		出資比率（％） シュッシヒリツ		持分出力（MW) モチブンシュツリョク				総出力（MW) ソウシュツリョク		出資比率（％） シュッシヒリツ		持分出力（MW) モチブンシュツリョク				総出力（MW) ソウシュツリョク		出資比率（％） シュッシヒリツ		持分出力（MW) モチブンシュツリョク				総出力（MW) ソウシュツリョク		出資比率（％） シュッシヒリツ		持分出力（MW) モチブンシュツリョク				総出力（MW) ソウシュツリョク		出資比率（％） シュッシヒリツ		持分出力（MW) モチブンシュツリョク				総出力（MW) ソウシュツリョク		出資比率（％） シュッシヒリツ		持分出力（MW) モチブンシュツリョク				総出力（MW) ソウシュツリョク		出資比率（％） シュッシヒリツ		持分出力（MW) モチブンシュツリョク				総出力（MW) ソウシュツリョク		出資比率（％） シュッシヒリツ		持分出力（MW) モチブンシュツリョク				総出力（MW) ソウシュツリョク		出資比率（％） シュッシヒリツ		持分出力（MW) モチブンシュツリョク				総出力（MW) ソウシュツリョク		出資比率（％） シュッシヒリツ		持分出力（MW) モチブンシュツリョク				総出力（MW) ソウシュツリョク		出資比率（％） シュッシヒリツ		持分出力（MW) モチブンシュツリョク				総出力（MW) ソウシュツリョク		出資比率（％） シュッシヒリツ		持分出力（MW) モチブンシュツリョク				総出力（MW) ソウシュツリョク		出資比率（％） シュッシヒリツ		持分出力（MW) モチブンシュツリョク				総出力（MW) ソウシュツリョク		出資比率（％） シュッシヒリツ		持分出力（MW) モチブンシュツリョク				総出力（MW) ソウシュツリョク		出資比率（％） シュッシヒリツ		持分出力（MW) モチブンシュツリョク				総出力（MW) ソウシュツリョク		出資比率（％） シュッシヒリツ		持分出力（MW) モチブンシュツリョク

																																02/3末 マツ		01/12末 マツ						03/3末 マツ		02/12末 マツ						04/3末 マツ		03/12末 マツ						05/3末 マツ		04/12末 マツ						06/3末 マツ		05/12末 マツ						07/3末 マツ		06/12末 マツ						08/3末 マツ		07/12末 マツ						09/3末 マツ		08/12末 マツ						09/12末 マツ		09/9末 マツ						10/3末 マツ		09/12末 マツ						10/9末 マツ		10/6末 マツ						10/12末 マツ		10/9末 マツ						11/3末 マツ		10/12末 マツ						11/9末 マツ		11/3末 マツ						11/12末 マツ		11/9末 マツ						12/3末 マツ		11/12末 マツ						12/6末 マツ		12/9末 マツ						12/9末 マツ		12/12末 マツ						12/12末 マツ		13/3末 マツ						13/3末 マツ		13/9末 マツ						13/9末 マツ		13/12末 マツ						13/12末 マツ		14/3末 マツ						14/3末 マツ		14/12末 マツ

		天石（Unit１） テンイシ		既公表 キコウヒョウ		中国 チュウゴク		中国 チュウゴク		持適 モテキ		2000/12		36861.0		2000/12		36861.0				0.0		2000		2000		25.0		24.0%		6.0		6.0		25.0		24.0%		6.0		6.0		25.0		24.0%		6.0		6.0		25.0		24.0%		6.0		6.0		25.0		24.0%		6.0		6.0		25.0		24.0%		6.0		6.0		25.0		24.0%		6.0		6.0		25.0		24.0%		6.0		6.0		25.0		24.0%		6.0		6.0		25.0		24.0%		6.0		6.0		25.0		24.0%		6.0		6.0		25.0		24.0%		6.0		6.0		25.0		24.0%		6.0		6.0		25.0		24.0%		6.0		6.0		25.0		24.0%		6.0		6.0		25.0		24.0%		6.0		6.0		25.0		24.0%		6.0		6.0		25.0		24.0%		6.0		6.0		25.0		24.0%		6.0		6.0		25.0		24.0%		6.0		6.0		25.0		24.0%		6.0		6.0		25.0		24.0%		6.0		6.00000		25.0		24.0%		6.0		6.0000

		タイオイルパワー		既公表 キコウヒョウ		タイ		タイ		持適 モテキ		2001/04		36982.0		1998/04		35886.0				0.0		2001		2001		113.0		19.0%		21.5		21.5		113.0		19.0%		21.5		21.5		113.0		19.0%		21.5		21.5		113.0		19.0%		21.5		21.5		113.0		19.0%		21.5		21.5		113.0		19.0%		21.5		21.5		113.0		19.0%		21.5		21.5		113.0		19.0%		21.5		21.5		113.0		19.0%		21.5		21.5		113.0		19.0%		21.5		21.5		113.0		19.0%		21.5		21.5		113.0		19.0%		21.5		21.5		113.0		19.0%		21.5		21.5		113.0		19.0%		21.5		21.5		113.0		19.0%		21.5		21.5		113.0		19.0%		21.5		21.5		113.0		19.0%		21.5		21.5				19.0%		21.5						19.0%		21.5						19.0%		0.0						19.0%		0.0						19.0%		0.0						19.0%		0.0

		インデペンデントパワー		既公表 キコウヒョウ		タイ		タイ		持適 モテキ		2001/04		36982.0		2000/08		36739.0				0.0		2001		2001		700.0		10.6%		74.5		74.5		700.0		10.6%		74.5		74.5		700.0		10.6%		74.5		74.5		700.0		10.6%		74.5		74.5		700.0		10.6%		74.5		74.5		700.0		10.6%		74.5		74.5		700.0		10.6%		74.5		74.5		700.0		10.6%		74.5		74.5		700.0		10.6%		74.5		74.5		700.0		10.6%		74.5		74.5		700.0		10.6%		74.5		74.5		700.0		10.6%		74.5		74.5		700.0		10.6%		74.5		74.5		700.0		10.6%		74.5		74.5		700.0		10.6%		74.5		74.5		700.0		10.6%		74.5		74.5		700.0		10.6%		74.5		74.5				10.6%		74.5						10.6%		74.5						10.6%		0.0						10.6%		0.0						10.6%		0.0						10.6%		0.0

		ガルフ・ガス・コジェネ		既公表 キコウヒョウ		タイ		タイ		持適 モテキ		2001/11		37196.0		1998/09		36039.0				0.0		2001		2001		108.0		49.0%		52.9		52.9		108.0		49.0%		52.9		52.9		108.0		49.0%		52.9		52.9		108.0		49.0%		52.9		52.9		108.0		49.0%		52.9		52.9		108.0		49.0%		52.9		52.9		110.0		49.0%		53.9		53.9		110.0		49.0%		53.9		53.9		110.0		49.0%		53.9		53.9		110.0		49.0%		53.9		53.9		110.0		49.0%		53.9		53.9		110.0		49.0%		53.9		53.9		110.0		49.0%		53.9		53.9		110.0		49.0%		53.9		53.9		110.0		49.0%		53.9		53.9		110.0		49.0%		53.9		53.9		110.0		49.0%		53.9		53.9		110.0		49.0%		53.9		53.9		110.0		49.0%		53.9		53.9		110.0		49.0%		53.9		53.9		110.0		49.0%		53.9		53.9		110.0		49.0%		53.9		53.90000		110.0		49.0%		53.9		53.9000

		天石（Unit2） テンイシ		既公表 キコウヒョウ		中国 チュウゴク		中国 チュウゴク		持適 モテキ		2000/12		36861.0		2001/05		37012.0				0.0		2001		2001		25.0		24.0%		6.0		6.0		25.0		24.0%		6.0		6.0		25.0		24.0%		6.0		6.0		25.0		24.0%		6.0		6.0		25.0		24.0%		6.0		6.0		25.0		24.0%		6.0		6.0		25.0		24.0%		6.0		6.0		25.0		24.0%		6.0		6.0		25.0		24.0%		6.0		6.0		25.0		24.0%		6.0		6.0		25.0		24.0%		6.0		6.0		25.0		24.0%		6.0		6.0		25.0		24.0%		6.0		6.0		25.0		24.0%		6.0		6.0		25.0		24.0%		6.0		6.0		25.0		24.0%		6.0		6.0		25.0		24.0%		6.0		6.0		25.0		24.0%		6.0		6.0		25.0		24.0%		6.0		6.0		25.0		24.0%		6.0		6.0		25.0		24.0%		6.0		6.0		25.0		24.0%		6.0		6.00000		25.0		24.0%		6.0		6.0000

		ノンケー		既公表 キコウヒョウ		タイ		タイ		持適 モテキ		2002/11		37561.0		2000/10		36800.0				0.0		2002		2002								0.0		112.0		49.0%		54.9		54.9		112.0		49.0%		54.9		54.9		112.0		49.0%		54.9		54.9		112.0		49.0%		54.9		54.9		112.0		49.0%		54.9		54.9		120.0		49.0%		58.8		58.8		120.0		49.0%		58.8		58.8		120.0		49.0%		58.8		58.8		120.0		49.0%		58.8		58.8		120.0		49.0%		58.8		58.8		120.0		49.0%		58.8		58.8		120.0		49.0%		58.8		58.8		120.0		49.0%		58.8		58.8		120.0		49.0%		58.8		58.8		120.0		49.0%		58.8		58.8		120.0		49.0%		58.8		58.8		120.0		49.0%		58.8		58.8		120.0		49.0%		58.8		58.8		120.0		49.0%		58.8		58.8		120.0		49.0%		58.8		58.8		120.0		49.0%		58.8		58.80000		120.0		49.0%		58.8		58.8000

		サムトプラカン		既公表 キコウヒョウ		タイ		タイ		持適 モテキ		2002/11		37561.0		1999/08		36373.0				0.0		2002		2002								0.0		115.0		49.0%		56.4		56.4		115.0		49.0%		56.4		56.4		115.0		49.0%		56.4		56.4		115.0		49.0%		56.4		56.4		115.0		49.0%		56.4		56.4		117.0		49.0%		57.3		57.3		117.0		49.0%		57.3		57.3		117.0		49.0%		57.3		57.3		117.0		49.0%		57.3		57.3		117.0		49.0%		57.3		57.3		117.0		49.0%		57.3		57.3		117.0		49.0%		57.3		57.3		117.0		49.0%		57.3		57.3		117.0		49.0%		57.3		57.3		117.0		49.0%		57.3		57.3		117.0		49.0%		57.3		57.3		117.0		49.0%		57.3		57.3		117.0		49.0%		57.3		57.3		117.0		49.0%		57.3		57.3		117.0		49.0%		57.3		57.3		117.0		49.0%		57.3		57.33000		117.0		49.0%		57.3		57.3300

		TLP		既公表 キコウヒョウ		タイ		タイ		持適 モテキ		2001/03		36951.0		2003/01		37622.0				0.0		2002		2003								0.0		106.0		20.0%		21.2				106.0		20.0%		21.2		21.2		106.0		20.0%		21.2		21.2		106.0		20.0%		21.2		21.2		106.0		20.0%		21.2		21.2		112.0		20.0%		22.4		22.4		112.0		20.0%		22.4		22.4		112.0		20.0%		22.4		22.4		112.0		20.0%		22.4		22.4		112.0		20.0%		22.4		22.4		112.0		20.0%		22.4		22.4		112.0		20.0%		22.4		22.4		112.0		20.0%		22.4		22.4		112.0		20.0%		22.4		22.4		112.0		20.0%		22.4		22.4		112.0		20.0%		22.4		22.4		112.0		20.0%		22.4		22.4		112.0		20.0%		22.4		22.4		112.0		20.0%		22.4		22.4		112.0		20.0%		22.4		22.4		112.0		20.0%		22.4		22.40000		112.0		20.0%		22.4		22.4000

		スペイン風力 フウリョク		既公表 キコウヒョウ		その他地域 タチイキ		スペイン		持適 モテキ		2003/03		37681.0				0.0		2007/06		39234.0		2002		2003								0.0		64.0		50.0%		32.0				64.0		50.0%		32.0		32.0		64.0		50.0%		32.0		32.0		64.0		50.0%		32.0		32.0		64.0		50.0%		32.0		32.0								0.0								0.0								0.0								0.0		0.0		0.0%				0.0		0.0		0.0%				0.0		0.0		0.0%				0.0		0.0		0.0%				0.0		0.0		0.0%				0.0		0.0		0.0%				0.0		0.0		0.0%				0.0		0.0		0.0%				0.0		0.0		0.0%				0.0		0.0		0.0%		0.0		0.0		0.0		0.0%		0.0		0.0		0.0		0.0%		0.0		0.00000		0.0		0.0%		0.0		0.0000

		ロイエット		既公表 キコウヒョウ		タイ		タイ		持適 モテキ		2000/04		36617.0		2003/05		37742.0				0.0		2003		2003								0.0								0.0		9.0		24.7%		2.2		2.2		9.0		24.7%		2.2		2.2		9.0		24.7%		2.2		2.2		9.0		24.7%		2.2		2.2		10.0		24.7%		2.5		2.5		10.0		24.7%		2.5		2.5		10.0		24.7%		2.5		2.5		10.0		24.7%		2.5		2.5		10.0		24.7%		2.5		2.5		10.0		24.7%		2.5		2.5		10.0		24.7%		2.5		2.5		10.0		24.7%		2.5		2.5		10.0		24.7%		2.5		2.5		10.0		24.7%		2.5		2.5		10.0		24.7%		2.5		2.5		10.0		24.7%		2.5		2.5		10.0		24.7%		2.5		2.5		10.0		24.7%		2.5		2.5		10.0		24.7%		2.5		2.5		10		24.7%		2.5		2.47000		10		24.7%		2.5		2.4700

		チアフイ		既公表 キコウヒョウ		その他地域 タチイキ		台湾 タイワン		持適 モテキ		2003/01		37622.0		2003/12		37956.0				0.0		2003		2003								0.0								0.0		670.0		39.97%		267.8		267.8		670.0		39.97%		267.8		267.8		670.0		39.97%		267.8		267.8		670.0		39.97%		267.8		267.8		670.0		39.97%		267.8		267.8		670.0		39.97%		267.8		267.8		670.0		39.97%		267.8		267.8		670.0		39.97%		267.8		267.8		670.0		39.97%		267.8		267.8		670.0		39.97%		267.8		267.8		670.0		39.97%		267.8		267.8		670.0		39.97%		267.8		267.8		670.0		39.97%		267.8		267.8		670.0		39.97%		267.8		267.8		670.0		39.97%		267.8		267.8		670.0		39.97%		267.8		267.8		670.0		39.97%		267.8		267.8		670.0		39.97%		267.8		267.8		670.0		39.97%		267.8		267.8		670.0		39.97%		267.8		267.79900		670.0		39.97%		267.8		267.7990

		CBK（カリラヤ）		既公表 キコウヒョウ		その他地域 タチイキ		フィリピン		持適 モテキ		2005/01		38353.0		2002/12		37591.0				0.0		2004		2005								0.0								0.0								0.0		22.6		50.0%		11.3				22.6		50.0%		11.3		11.3		22.6		50.0%		11.3		11.3		22.6		50.0%		11.3		11.3		22.6		50.0%		11.3		11.3		22.6		50.0%		11.3		11.3		22.6		50.0%		11.3		11.3		22.6		50.0%		11.3		11.3		22.6		50.0%		11.3		11.3		22.6		50.0%		11.3		11.3		22.6		50.0%		11.3		11.3		22.6		50.0%		11.3		11.3		22.6		50.0%		11.3		11.3		22.6		50.0%		11.3		11.3		22.6		50.0%		11.3		11.3		22.6		50.0%		11.3		11.3		22.6		50.0%		11.3		11.3		22.6		50.0%		11.3		11.3		22.6		50.0%		11.3		11.30000		22.6		50.0%		11.3		11.3000

		CBK（ポトカン）		既公表 キコウヒョウ		その他地域 タチイキ		フィリピン		持適 モテキ		2005/01		38353.0		2003/06		37773.0				0.0		2004		2005								0.0								0.0								0.0		20.8		50.0%		10.4				20.8		50.0%		10.4		10.4		20.8		50.0%		10.4		10.4		20.8		50.0%		10.4		10.4		20.8		50.0%		10.4		10.4		20.8		50.0%		10.4		10.4		20.8		50.0%		10.4		10.4		20.8		50.0%		10.4		10.4		20.8		50.0%		10.4		10.4		20.8		50.0%		10.4		10.4		20.8		50.0%		10.4		10.4		20.8		50.0%		10.4		10.4		20.8		50.0%		10.4		10.4		20.8		50.0%		10.4		10.4		20.8		50.0%		10.4		10.4		20.8		50.0%		10.4		10.4		20.8		50.0%		10.4		10.4		20.8		50.0%		10.4		10.4		20.8		50.0%		10.4		10.40000		20.8		50.0%		10.4		10.4000

		CBK（カラヤンⅠ期） キ		既公表 キコウヒョウ		その他地域 タチイキ		フィリピン		持適 モテキ		2005/01		38353.0		2002/03		37316.0				0.0		2004		2005								0.0								0.0								0.0		336.0		50.0%		168.0				336.0		50.0%		168.0		168.0		336.0		50.0%		168.0		168.0		336.0		50.0%		168.0		168.0		336.0		50.0%		168.0		168.0		336.0		50.0%		168.0		168.0		336.0		50.0%		168.0		168.0		336.0		50.0%		168.0		168.0		336.0		50.0%		168.0		168.0		336.0		50.0%		168.0		168.0		336.0		50.0%		168.0		168.0		336.0		50.0%		168.0		168.0		336.0		50.0%		168.0		168.0		336.0		50.0%		168.0		168.0		336.0		50.0%		168.0		168.0		336.0		50.0%		168.0		168.0		336.0		50.0%		168.0		168.0		336.0		50.0%		168.0		168.0		336.0		50.0%		168.0		168.00000		336.0		50.0%		168.0		168.0000

		CBK（カラヤンⅡ期） キ		既公表 キコウヒョウ		その他地域 タチイキ		フィリピン		持適 モテキ		2005/01		38353.0		2004/01		37987.0				0.0		2004		2005								0.0								0.0								0.0		348.6		50.0%		174.3				348.6		50.0%		174.3		174.3		348.6		50.0%		174.3		174.3		348.6		50.0%		174.3		174.3		348.6		50.0%		174.3		174.3		348.6		50.0%		174.3		174.3		348.6		50.0%		174.3		174.3		348.6		50.0%		174.3		174.3		348.6		50.0%		174.3		174.3		348.6		50.0%		174.3		174.3		348.6		50.0%		174.3		174.3		348.6		50.0%		174.3		174.3		348.6		50.0%		174.3		174.3		348.6		50.0%		174.3		174.3		348.6		50.0%		174.3		174.3		348.6		50.0%		174.3		174.3		348.6		50.0%		174.3		174.3		348.6		50.0%		174.3		174.3		348.6		50.0%		174.3		174.30000		348.6		50.0%		174.3		174.3000

		テナスカ		既公表 キコウヒョウ		米国 ベイコク		米国 ベイコク		持適 モテキ		2006/05		38838.0		2000/09		36770.0				0.0		2006		2006								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0		830.0		62.0%		514.6		514.6		830.0		31.0%		257.3		257.3		830.0		31.0%		257.3		257.3		830.0		31.0%		257.3		257.3		830.0		31.0%		257.3		257.3		830.0		31.0%		257.3		257.3		830.0		31.0%		257.3		257.3		830.0		31.0%		257.3		257.3		830.0		31.0%		257.3		257.3		830.0		31.0%		257.3		257.3		830.0		31.0%		257.3		257.3		830.0		31.0%		257.3		257.3		830.0		31.0%		257.3		257.3		830.0		31.0%		257.3		257.3		830.0		31.0%		257.3		257.3		830.0		31.0%		257.3		257.3		830.0		31.0%		257.3		257.30000		830.0		31.0%		257.3		257.3000

		ヤラ		既公表 キコウヒョウ		タイ		タイ		持適 モテキ		2003/05		37742.0		2006/11		39022.0				0.0		2006		2006								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0		20.2		49.0%		9.9		9.9		20.2		49.0%		9.9		9.9		20.2		49.0%		9.9		9.9		20.2		49.0%		9.9		9.9		20.2		49.0%		9.9		9.9		20.2		49.0%		9.9		9.9		20.2		49.0%		9.9		9.9		20.2		49.0%		9.9		9.9		20.2		49.0%		9.9		9.9		20.2		49.0%		9.9		9.9		20.2		49.0%		9.9		9.9		20.2		49.0%		9.9		9.9		20.2		49.0%		9.9		9.9		20.2		49.0%		9.9		9.9		20.2		49.0%		9.9		9.9		20.2		49.0%		9.9		9.9		20.2		49.0%		9.9		9.89800		20.2		49.0%		9.9		9.8980

		エルウッド		既公表 キコウヒョウ		米国 ベイコク		米国 ベイコク		持適 モテキ		2007/01		39083.0				0.0				0.0		2006		2007								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0		1,350.0		49.9%		673.7				1,350.0		25.0%		337.5		336.8		1,350.0		25.0%		337.5		337.5		1,350.0		25.0%		337.5		337.5		1,350.0		25.0%		337.5		337.5		1,350.0		25.0%		337.5		337.5		1,350.0		25.0%		337.5		337.5		1,350.0		25.0%		337.5		337.5		1,350.0		25.0%		337.5		337.5		1,350.0		25.0%		337.5		337.5		1,350.0		25.0%		337.5		337.5		1,350.0		25.0%		337.5		337.5		1,350.0		25.0%		337.5		337.5		1,350.0		25.0%		337.5		337.5		1,350.0		25.0%		337.5		337.5		1,350.0		25.0%		337.5		337.5		1,350.0		25.0%		337.5		337.50000		1,350.0		25.0%		337.5		337.5000

		KK2（Unit１）		既公表 キコウヒョウ		タイ		タイ		持適 モテキ		2004/10		38261.0		2007/05		39203.0				0.0		2007		2007								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0		734.0		49.0%		359.7		359.7		734.0		49.0%		359.7		359.7		734.0		49.0%		359.7		359.7		734.0		49.0%		359.7		359.7		734.0		49.0%		359.7		359.7		734.0		49.0%		359.7		359.7		734.0		49.0%		359.7		359.7		734.0		49.0%		359.7		359.7		734.0		49.0%		359.7		359.7		734.0		49.0%		359.7		359.7		734.0		49.0%		359.7		359.7		734.0		49.0%		359.7		359.7		734.0		49.0%		359.7		359.7		734.0		49.0%		359.7		359.7		734.0		49.0%		359.7		359.7		734.0		49.0%		359.7		359.66000		734.0		49.0%		359.7		359.6600

		グリーンカントリー		既公表 キコウヒョウ		米国 ベイコク		米国 ベイコク		持適 モテキ		2007/09		39326.0		2002/02		37288.0				0.0		2007		2007								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0		795.0		50.0%		397.5		397.5		795.0		50.0%		397.5		397.5		795.0		50.0%		397.5		397.5		795.0		50.0%		397.5		397.5		795.0		50.0%		397.5		397.5		795.0		50.0%		397.5		397.5		795.0		50.0%		397.5		397.5		795.0		50.0%		397.5		397.5		795.0		50.0%		397.5		397.5		795.0		50.0%		397.5		397.5		795.0		50.0%		397.5		397.5		795.0		50.0%		397.5		397.5		795.0		50.0%		397.5		397.5		795.0		50.0%		397.5		397.5		795.0		50.0%		397.5		397.5		795.0		50.0%		397.5		397.50000		795.0		50.0%		397.5		397.5000

		KK2（Unit2)		既公表 キコウヒョウ		タイ		タイ		持適 モテキ		2004/10		38261.0		2008/03		39508.0				0.0		2007		2008								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0		734.0		49.0%		359.7				734.0		49.0%		359.7		359.7		734.0		49.0%		359.7		359.7		734.0		49.0%		359.7		359.7		734.0		49.0%		359.7		359.7		734.0		49.0%		359.7		359.7		734.0		49.0%		359.7		359.7		734.0		49.0%		359.7		359.7		734.0		49.0%		359.7		359.7		734.0		49.0%		359.7		359.7		734.0		49.0%		359.7		359.7		734.0		49.0%		359.7		359.7		734.0		49.0%		359.7		359.7		734.0		49.0%		359.7		359.7		734.0		49.0%		359.7		359.7		734.0		49.0%		359.7		359.66000		734.0		49.0%		359.7		359.6600

		バーチウッド		既公表 キコウヒョウ		米国 ベイコク		米国 ベイコク		持適 モテキ		2008/05		39569.0		1996/11		35370.0				0.0		2008		2008								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0		242.0		49.5%		119.8		119.8		242.0		50.0%		121.0		121.0		242.0		50.0%		121.0		121.0		242.0		50.0%		121.0		121.0		242.0		50.0%		121.0		121.0		242.0		50.0%		121.0		121.0		242.0		50.0%		121.0		121.0		242.0		50.0%		121.0		121.0		242.0		50.0%		121.0		121.0		242.0		50.0%		121.0		121.0		242.0		50.0%		121.0		121.0		242.0		50.0%		121.0		121.0		242.0		50.0%		121.0		121.0		242.0		50.0%		121.0		121.0		242.0		50.0%		121.0		121.00000		242.0		50.0%		121.0		121.0000

		ザヤツコボ		既公表 キコウヒョウ		その他地域 タチイキ		ポーランド		持適 モテキ		2006/11		39022.0		2008/09		39692.0				0.0		2008		2008								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0		48.0		45.0%		21.6		21.6		48.0		45.0%		21.6		21.6		48.0		45.0%		21.6		21.6		48.0		45.0%		21.6		21.6		48.0		45.0%		21.6		21.6		48.0		45.0%		21.6		21.6		48.0		45.0%		21.6		21.6		48.0		46.8%		22.5		21.6		48.0		46.8%		22.5		22.5		48.0		46.8%		22.5		22.5		48.0		46.8%		22.5		22.5		48.0		46.8%		22.5		22.454400		48.0		46.8%		22.454400		22.454880		48.0		46.8%		22.5		22.454880		48.0		50.0%		22.5		24.00000		48.0		50.0%		24.0		24.0000

		パイローン		既公表 キコウヒョウ		米国 ベイコク		米国 ベイコク		持適 モテキ		2008/12		39783.0		2005/07		38534.0				0.0		2008		2008								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0		80.0		50.0%		40.0		40.0		80.0		50.0%		40.0		40.0		80.0		50.0%		40.0		40.0		80.0		50.0%		40.0		40.0		80.0		50.0%		40.0		40.0		80.0		50.0%		40.0		40.0		80.0		50.0%		40.0		40.0		80.0		50.0%		40.0		40.0		80.0		50.0%		40.0		40.0		80.0		50.0%		40.0		40.0		80.0		50.0%		40.0		40.0		80.0		50.0%		40.0		40.0		80.0		50.0%		40.0		40.0		80.0		50.0%		40.0		40.0		80.0		50.0%		40.0		40.00000		80.0		50.0%		40.0		40.0000

		エクウス		既公表 キコウヒョウ		米国 ベイコク		米国 ベイコク		持適 モテキ		2008/12		39783.0		2004/06		38139.0				0.0		2008		2008								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0		48.0		50.0%		24.0		24.0		48.0		50.0%		24.0		24.0		48.0		50.0%		24.0		24.0		48.0		50.0%		24.0		24.0		48.0		50.0%		24.0		24.0		48.0		50.0%		24.0		24.0		48.0		50.0%		24.0		24.0		48.0		50.0%		24.0		24.0		48.0		50.0%		24.0		24.0		48.0		50.0%		24.0		24.0		48.0		50.0%		24.0		24.0		48.0		50.0%		24.0		24.0		48.0		50.0%		24.0		24.0		48.0		50.0%		24.0		24.0		48.0		50.0%		24.0		24.00000		48.0		50.0%		24.0		24.0000

		フルヴァナ		既公表 キコウヒョウ		米国 ベイコク		米国 ベイコク		持適 モテキ		2008/12		39783.0		2004/05		38108.0				0.0		2008		2008								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0		885.0		15.0%		132.8		132.8		885.0		15.0%		132.8		132.8		885.0		15.0%		132.8		132.8		885.0		15.0%		132.8		132.8		885.0		15.0%		132.8		132.8		885.0		15.0%		132.8		132.8		885.0		15.0%		132.8		132.8		885.0		15.0%		132.8		132.8		885.0		15.0%		132.8		132.8		885.0		15.0%		132.8		132.8		885.0		15.0%		132.8		132.8		885.0		15.0%		132.8		132.8		885.0		15.0%		132.8		132.8		885.0		15.0%		132.8		132.8		885.0		15.0%		132.8		132.75000		885.0		15.0%		132.8		132.7500

		漢江（喜河） カンコウヨロコカワ		既公表 キコウヒョウ		中国 チュウゴク		中国 チュウゴク		持適 モテキ		2009/09		40057.0		2006/12		39052.0				0.0		2009		2009								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0		180.0		27.0%		48.6		48.6		180.0		27.0%		48.6		48.6		180.0		27.0%		48.6		48.6		180.0		27.0%		48.6		48.6		180.0		27.0%		48.6		48.6		180.0		27.0%		48.6		48.6		180.0		27.0%		48.6		48.6		180.0		27.0%		48.6		48.6		180.0		27.0%		48.6		48.6		180.0		27.0%		48.6		48.6		180.0		27.0%		48.6		48.6		180.0		27.0%		48.6		48.6		180.0		27.0%		48.6		48.6		180.0		27.0%		48.6		48.6		180.0		27.0%		48.6		48.6		180.0		27.0%		48.6		48.60000		180.0		27.0%		48.6		48.6000

		エッジウッド		既公表 キコウヒョウ		米国 ベイコク		米国 ベイコク		持適 モテキ		2010/02		40210.0		2002/07		37438.0				0.0		2009		2010								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0						0.0		0.0		80.0		50.0%		40.0		40.0		80.0		50.0%		40.0		40.0		80.0		50.0%		40.0		40.0		80.0		50.0%		40.0		40.0		80.0		50.0%		40.0		40.0		80.0		50.0%		40.0		40.0		80.0		50.0%		40.0		40.0		80.0		50.0%		40.0		40.0		80.0		50.0%		40.0		40.0		80.0		50.0%		40.0		40.0		80.0		50.0%		40.0		40.0		80.0		50.0%		40.0		40.0		88.0		50.0%		40.0		44.00000		88.0		50.0%		44.0		44.0000

		ショーハム		既公表 キコウヒョウ		米国 ベイコク		米国 ベイコク		持適 モテキ		2010/02		40210.0		2002/08		37469.0				0.0		2009		2010								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0						0.0		0.0		80.0		50.0%		40.0		40.0		80.0		50.0%		40.0		40.0		80.0		50.0%		40.0		40.0		80.0		50.0%		40.0		40.0		80.0		50.0%		40.0		40.0		80.0		50.0%		40.0		40.0		80.0		50.0%		40.0		40.0		80.0		50.0%		40.0		40.0		80.0		50.0%		40.0		40.0		80.0		50.0%		40.0		40.0		80.0		50.0%		40.0		40.0		80.0		50.0%		40.0		40.0		80.0		50.0%		40.0		40.00000		80.0		50.0%		40.0		40.0000

		オレンジ・グローブ		既公表 キコウヒョウ		米国 ベイコク		米国 ベイコク		連子 レンコ				0.0		2010/02		40210.0				0.0		2009		2010								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0		96.0		100.0%						96.0		100.0%		96.0		96.0		96.0		100.0%		96.0		96.0		96.0		100.0%		96.0		96.0		96.0		50.0%		48.0		96.0		96.0		50.0%		48.0		48.0		96.0		50.0%		48.0		48.0		96.0		50.0%		48.0		48.0		96.0		50.0%		48.0		48.0		96.0		50.0%		48.0		48.0		96.0		50.0%		48.0		48.0		96.0		50.0%		48.0		48.0		96.0		50.0%		48.0		48.00000		96.0		50.0%		48.0		48.0000

		漢江（蜀河） カンコウショクカワ		既公表 キコウヒョウ		中国 チュウゴク		中国 チュウゴク		持適 モテキ		2009/09		40057.0				0.0				0.0												0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0		45.0		27.0%		12.2		12.2		184.0		27.0%		49.7		49.7		270.0		27.0%		72.9		49.7		270.0		27.0%		72.9		72.9		270.0		27.0%		72.9		72.9		270.0		27.0%		72.9		72.9		270.0		27.0%		72.9		72.9		270.0		27.0%		72.9		72.9		270.0		27.0%		72.9		72.9		270.0		27.0%		72.9		72.9		270.0		27.0%		72.9		72.9		270.0		27.0%		72.9		72.9		270.0		27.0%		72.9		72.90000		270.0		27.0%		72.9		72.9000

		賀州（Unit1） ガシュウ		既公表 キコウヒョウ		中国 チュウゴク		中国 チュウゴク		持適 モテキ				0.0		2012/08		41122.0						2012		2012																																																																																																																																		1,045.0		17.0%				177.7		1,045.0		17.0%		177.7		177.7		1,045.0		17.0%		177.7		177.7		1,045.0		17.0%		177.7		177.7		1,045.0		17.0%		177.7		177.7		1,045.0		17.0%		177.7		177.65000		1,045.0		17.0%		177.7		177.6500

		賀州（Unit2） ガシュウ		既公表 キコウヒョウ		中国 チュウゴク		中国 チュウゴク		持適 モテキ				0.0		2012/11		41214.0						2012		2012																																																																																																																																										1,045.0		17.0%				177.7		1,045.0		17.0%				177.7		1,045.0		17.0%		177.7		177.7		1,045.0		17.0%		177.7		177.7		1,045.0		17.0%		177.7		177.65000		1,045.0		17.0%		177.7		177.6500

																																																																																																																																																																																								0.0		0.0						0.0		0.0						0.0		0.00000						0.0		0.0000

																																160.9		160.9						325.3		272.1						595.3		595.3						959.3		595.3						959.3		959.3						2,157.5		1,483.8						2,704.8		2,344.4						3,042.9		3,042.9						3,044.1		3,044.1						3,136.3		3,136.3						3,269.8		3,269.8						3,293.0		3,269.8						3,293.0		3,293.0						3,245.0		3,293.0						3,245.9		3,245.0						3,245.9		3,245.9						3,245.9		3,423.5						3,423.5		3,505.2						3,423.5		3,505.2						3,505.2		3,505.2						3,505.2		3,505.2						3,505.2		3,510.76700						3,510.8		3,510.7670

																																																																																																																																																																																								0.0		0.0						0.0		0.0						0.0		0.00000						0.0		0.0000

		レイテ地熱 チネツ		既公表		その他地域 タチイキ		フィリピン		その他 タ				0.0				0.0		2007/09		39326.0						49.0		10.0%		4.9		4.9		49.0		10.0%		4.9		4.9		49.0		10.0%		4.9		4.9		49.0		10.0%		4.9		4.9		49.0		10.0%		4.9		4.9		49.0		10.0%		4.9		4.9								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0						0.0		0.0						0.0		0.0						0.0		0.00000						0.0		0.0000

		格盟 カクメイ		既公表		中国 チュウゴク		中国 チュウゴク		その他 タ				0.0				0.0				0.0		2009		2009								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0		4,349.0		7.0%		306.2		306.2		4,349.0		7.0%		306.2		306.2		4,349.0		7.0%		306.2		306.2		4,446.0		7.0%		313.0		313.0		4,446.0		7.0%		313.0		313.0		4,446.0		7.0%		313.0		313.0		4,650.0		7.0%		327.3		313.0		5,544.0		7.0%		389.8		327.3		5,544.0		7.0%		389.8		389.8		5,784.0		7.0%		389.8		406.6		5,884.0		7.0%		406.6		413.6		5,884.0		7.0%		413.6		413.6		5,922.0		7.0%		413.6		416.3		5,922.0		7.0%		416.3		416.29000		5,968.8		7.0%		416.3		419.5296

		新昌（1号機） シンショウゴウキ		既公表		中国 チュウゴク		中国 チュウゴク		その他 タ		未 ミ		未		2009/12		40148.0				0.0		2009		2009								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0										660.0		10.0%		66.0		66.0		660.0		10.0%		66.0		66.0		660.0		10.0%		66.0		66.0		660.0		10.0%		66.0		66.0		660.0		10.0%				0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0						0.0		0.0						0.0		0.0						0.0		0.00000						0.0		0.0000

		新昌（2号機） シンショウゴウキ		既公表		中国 チュウゴク		中国 チュウゴク				未 ミ		未		2010/02		40210.0				0.0		2009		2010								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0										660.0		10.0%		66.0				660.0		10.0%		66.0		66.0		660.0		10.0%		66.0		66.0		660.0		10.0%		66.0		66.0		660.0		10.0%				0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0						0.0		0.0						0.0		0.0						0.0		0.00000						0.0		0.0000

		ニョンチャックⅡ		既公表		その他地域 タチイキ		ベトナム		その他 タ		2008/12		39783.0		2011/10		40817.0				0.0		2011		2011								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0		750.0		5.0%		37.5		0.0		750.0		5.0%		37.5		37.5		750.0		5.0%		37.5		37.5		750.0		5.0%		37.5		37.5		750.0		5.0%		37.5		37.500		750.0		5.0%		37.500		37.500		750.0		5.0%		37.5		37.500		750.0		5.0%		37.5		37.50000		750.0		5.0%		37.5		37.5000

		KP1		既公表		タイ		タイ																																																																																																																																																																				110.0		90.0%				99.0		110.0		90.0%		99.0		99.0		110.0		90.0%		99.0		99.0		110.0		90.0%		99.0		99.00000		110.0		90.0%		99.0		99.0000

		KP2		既公表		タイ		タイ																																																																																																																																																																				110.0		90.0%				99.0		110.0		90.0%		99.0		99.0		110.0		90.0%		99.0		99.0		110.0		90.0%		99.0		99.00000		110.0		90.0%		99.0		99.0000

		TLC		既公表		タイ		タイ																																																																																																																																																																				110.0		90.0%				99.0		110.0		90.0%		99.0		99.0		110.0		90.0%		99.0		99.0		110.0		90.0%		99.0		99.00000		110.0		90.0%		99.0		99.0000

		NNK		既公表 スデ		タイ		タイ																																																																																																																																																																												110.0		90.0%				99.0		110.0		90.0%		99.0		99.0		110.0		90.0%		99.0		99.00000		110.0		90.0%		99.0		99.0000

		NLL		既公表 スデ		タイ		タイ																																																																																																																																																																												120.0		67.5%				80.99		120.0		67.5%		81.0		80.99		120.0		67.5%		80.99		80.98920		120.0		67.5%		80.99		80.9892

		CRN		既公表 スデ		タイ		タイ																																																																																																																																																																												110.0		90.0%				99.0		110.0		90.0%		99.0		99.0		110.0		90.0%		99.0		99.00000		110.0		90.0%		99.0		99.0000

		NK2		既公表 スデ		タイ																																																																																																																																																																																						120.0		90.0%				108.0		120.0		90.0%		108.0		108.00000		120.0		90.0%		108.0		108.0000

		ノンセン		既公表 スデ		タイ																																																																																																																																																																																																						1,600.0		90.0%				1,440.0000

																																																																																																																																																																																								0.0		0.0						0.0		0.0						0.0		0.0						0.0		0.0000

																																4.9		4.9						4.9		4.9						4.9		4.9						4.9		4.9						4.9		4.9						4.9		4.9						0.0		0.0						0.0		0.0						306.2		306.2						438.2		372.2						438.2		438.2						445.0		445.0						445.0		445.0						313.0		313.0						364.8		313.0						427.3		364.8						427.3		427.3						427.3		444.1						444.1		748.1						748.1		1,027.1						1,027.1		1,137.8						1,137.8		1,137.8						1,137.8		2,581.0188

														0.0				0.0				0.0												0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0						0.0		0.0						0.0		0.0						0.0		0.0						0.0		0.0000

														0.0				0.0				0.0												0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0								0.0						0.0		0.0						0.0		0.0						0.0		0.0						0.0		0.0000

																																165.8		165.8						330.2		277.0						600.2		600.2						964.2		600.2						964.2		964.2						2,162.4		1,488.7						2,704.8		2,344.4						3,042.9		3,042.9						3,350.3		3,350.3						3,574.4		3,508.4						3,708.0		3,708.0						3,738.0		3,714.8						3,738.0		3,738.0						3,558.0		3,606.0						3,610.6		3,558.0						3,673.2		3,610.6						3,673.2		3,850.9						3,850.9		3,949.4						3,867.7		4,253.4						4,253.4		4,532.3411						4,532.3		4,643.0011						4,643.0		4,648.54620						4,648.5		6,091.7858

		※ラマグンダムは除外 ジョガイ																																																																																																																																																																												運転持分 ウンテンモチブン		開発持分 カイハツモチブン		合計持分 ゴウケイモチブン				運転持分 ウンテンモチブン		開発持分 カイハツモチブン		合計持分 ゴウケイモチブン				運転持分 ウンテンモチブン		開発持分 カイハツモチブン		合計持分 ゴウケイモチブン				運転持分 ウンテンモチブン		開発持分 カイハツモチブン		合計持分 ゴウケイモチブン				運転持分 ウンテンモチブン		開発持分 カイハツモチブン		合計持分 ゴウケイモチブン

						タイ																										148.9		148.9						281.3		260.1						283.5		283.5						283.5		283.5						283.5		283.5						293.4		293.4						1,020.1		660.4						1,020.1		1,020.1						1,020.1		1,020.1		2,770.2				1,020.1		1,020.1		2,770.2				1,020.1		1,020.1		2,770.2				1,020.1		1,020.1		2,770.2				1,020.1		1,020.1		2,770.2				1,020.1		1,020.1		2,770.2				1,020.1		1,020.1		2770.2				1020.068		1020.068		2,770				1020.068		1020.068		1,957				1020.068		924.118		2,287		1221.118		3266.989		4488.1072		2,627		1500.1072		2988.000		4488.1072		2,747		1608.1072		2880.000		4488.1072		2,747		1608.1072		2880.000		4488.1072		4,347		3048.1072		1440.000		4488.1072

						中国 チュウゴク																										12.0		12.0						12.0		12.0						12.0		12.0						12.0		12.0						12.0		12.0						12.0		12.0						60.6		60.6						60.6		60.6						366.8		366.8		5,944.0				510.930		444.9		6,083.0				548.460		548.5		6,266.0				578.470		555.3		6,266.0				578.470		578.5		6,266.0				446.470		446.5		5,150.0				460.750		446.5		6044				523.33		460.75		7,089				523.33		700.98		8,374				700.98		895.43		8,474		902.43				902.43		8,474		902.43				902.43		8,512		905.09				905.09		8,512		905.09				905.09		8,559		908.3296				908.3296

						米国 ベイコク																										0.0		0.0						0.0		0.0						0.0		0.0						0.0		0.0						0.0		0.0						1,188.3		514.6						992.3		991.6						1,308.8		1,308.8						1,310.1		1,310.1		4,486.0				1,390.1		1,390.1		4,486.0				1,486.1		1,486.1		4,486.0				1,486.1		1,486.1		4,486.0				1,486.1		1,486.1		4,486.0				1,438.1		1,486.1		4,486.0				1,438.1		1,438.1		4486				1438.05		1438.05		4,486				1438.05		1438.05		4,486				1438.05		1438.05		4,486		1438.05				1438.05		4,486		1438.05				1438.05		4,486		1438.05				1438.05		4,494		1442.05				1442.05		4,494		1442.05				1442.05

						その他地域 タチイキ																										4.9		4.9						36.9		4.9						304.7		304.7						668.7		304.7						668.7		668.7						668.7		668.7						631.8		631.8						653.4		653.4						653.4		653.4		1,446.0				653.4		653.4		1,446.0				653.4		653.4		1,446.0				653.4		653.4		1,446.0				653.4		653.4		1,446.0				653.4		653.4		2,196.0				691.8		653.4		2196				691.7534		691.763		2,196				691.7534		691.7534		2,196				691.7534		691.7534		2,196		691.7534		680		1371.7534		2,196		691.75388		680		1371.75388		2,196		691.75388		680		1371.75388		2,196		693.299		680		1373.299		2,196		693.299		680		1373.299

						計 ケイ																										165.8		165.8						330.2		277.0						600.2		600.2						964.2		600.2						964.2		964.2						2,162.4		1,488.7						2,704.8		2,344.4						3,042.9		3,042.9						3,350.3		3,350.3		14,646.2				3,574.4		3,508.4		14,785.2				3,708.0		3,708.0		14,968.2				3,738.0		3,714.8		14,968.2				3,738.0		3,738.0		14,968.2				3,558.0		3,606.0		14,602.2				3,610.6		3,558.0		15496.2				3673.2014		3610.631		16,541				3673.2014		3850.8514		17,013				3850.8514		3949.3514		17,443		4253.3514		3946.989		8200.3406		17,783		4532.34108		3668.000		8200.34108		17,941		4643.00108		3560.000		8203.00108		17,949		4648.5462		3560.000		8208.5462		19,596		6091.7858		2120.000		8211.7858

																																																																																																				14,646.2				531.54				14,785.2				357.68				322.0				163.54				183.0				30.01				0.0				(180.00)				-366.0				(127.36)				528				115.2144				1,939				62.5704				1,517				177.65

																																																																																																																																																																														2012"年"持分 ネンモチブン		2013運開予定 ウンカイヨテイ		2013予定 ヨテイ																								4648.5462								4648.5462

																																																																																																																																																																												タイ		1221.118		386.9892		1608.1072

																																																																																																																																																																												中国 チュウゴク		895.43				895.43

																																																																																																																																																																												米国 ベイコク		1438.05				1438.05

																																																																																																																																																																												その他地域 タチイキ		691.763				691.763

																																																																																																																																																																												計 ケイ		4246.361				4633.3502

																																																																																																																																																																														開発中(タイ） カイハツチュウ								開発中(タイ） カイハツチュウ								開発中(タイ） カイハツチュウ								開発中(タイ） カイハツチュウ								開発中(タイ） カイハツチュウ

																																																																																																																																																																														NNK		99

																																																																																																																																																																														NLL		80.9892

																																																																																																																																																																														CRN		99

																																																																																																																																																																														NK2		108						NK2		108

																																																																																																																																																																														ノンセン		1440						ノンセン		1440						ノンセン		1440						ノンセン		1440

																																																																																																																																																																														ウタイ		1440						ウタイ		1440						ウタイ		1440						ウタイ		1440						ウタイ		1440

																																																																																																																																																																														タイ小計 ショウケイ		3266.9892						タイ小計 ショウケイ		2988						タイ小計 ショウケイ		2880						タイ小計 ショウケイ		2880						タイ小計 ショウケイ		1440

																																																																																																																																																																														開発中（インドネシア） カイハツチュウ								開発中（インドネシア） カイハツチュウ								開発中（インドネシア） カイハツチュウ								開発中（インドネシア） カイハツチュウ								開発中（インドネシア） カイハツチュウ

																																																																																																																																																																														セントラル・ジャワ		680						セントラル・ジャワ		680						セントラル・ジャワ		680						セントラル・ジャワ		680						セントラル・ジャワ		680

																																																																																																																																																																														開発中合計 カイハツチュウゴウケイ		3946.9892						開発中合計 カイハツチュウゴウケイ		3668						開発中合計 カイハツチュウゴウケイ		3560						開発中合計 カイハツチュウゴウケイ		3560						開発中合計 カイハツチュウゴウケイ		2120

																																																																																																																																																																												7月時点 ガツジテン		運転持分 ウンテンモチブン		開発中 カイハツチュウ

																																																																																																																																																																												タイ		1500.1072		2988																				2014年度（26年度）期末 ネンドネンドキマツ								2014年度（26年度）期末 ネンドネンドキマツ

																																																																																																																																																																												中国 チュウゴク		902.43																						タイ		3048.1072						タイ		3048.1072

																																																																																																																																																																												米国 ベイコク		1438.05																						中国 チュウゴク		905.09						中国 チュウゴク		908.3296

																																																																																																																																																																												その他地域 タチイキ		691.7534		680																				米国 ベイコク		1442.05						米国 ベイコク		1442.05

																																																																																																																																																																												計 ケイ		4532.3406		3668.00		8200.3406																		その他地域 タチイキ		693.299						その他地域 タチイキ		693.299

																																																																																																																																																																																																				計 ケイ		6088.5462						計 ケイ		6091.7858

																																																																																																																																																																																																				2015年度（27年度）期末								2015年度（27年度）期末

																																																																																																																																																																																																				タイ		4488.1072						タイ		4488.1072

																																																																																																																																																																																																				中国		905.09						中国		908.3296

																																																																																																																																																																																																				米国		1442.05						米国		1442.05

																																																																																																																																																																																																				その他地域		693.299						その他地域		693.299

																																																																																																																																																																																																				計		7528.5462						計		7531.7858



総出力4374MW
マイナス
天石分25MW

2011.5
出資比率変更
　100%→50%

天石ボタ焚き駆るよく25MWは、ＪＰ、格盟共に出資しているため、格盟設備出力から25MW差し引く

JPの持分出力は、格盟の総設備出力4,471の7％

ガルフ98%出資も出資割合考慮不要？

天石ボタ火力25MWはJPからの直接投資も含むため、格盟総出力計算時は控除

ガルフ98%出資も出資割合考慮不要？

天石ボタ火力25MWはJPからの直接投資も含むため、格盟総出力計算時は控除

天石ボタ火力25MWはJPからの直接投資も含むため、格盟総出力計算時は控除

2011年（23年）9月
出資比率変更

2011年（23年）9月
出資比率変更

2011年（23年）9月
出資比率変更

天石ボタ火力25MWはJPからの直接投資も含むため、格盟総出力計算時は控除

天石ボタ火力25MWはJPからの直接投資も含むため、格盟総出力計算時は控除

2011年（23年）9月
出資比率変更

天石ボタ火力25MWはJPからの直接投資も含むため、格盟総出力計算時は控除

10MW*26%(E-Green株式)*95%(E-Green出資比率)

許認可出力 80MW→88MWに変更したことにより、2014.3末時点で変更

10MW*26%(E-Green株式)*95%(E-Green出資比率)

2011年（23年）9月
出資比率変更

許認可出力 80MW→88MWに変更したことにより、2014.3末時点で変更

天石ボタ火力24.5MWはJPからの直接投資も含むため、格盟総出力計算時は控除
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		海外発電設備出力（当社持分/運転中）・持分利益の推移 カイガイハツデンセツビシュツリョクトウシャモチブンウンテンチュウモチブンリエキスイイ

		年度 ネンド								FY2002		FY2003		FY2004		FY2005		FY2006		FY2007		FY2008		FY2009		FY2010		FY2011		FY2012
3Q		FY2012
(Forecast)

										2002年度 ネンド		2003年度 ネンド		2004年度 ネンド		2005年度 ネンド		2006年度 ネンド		'07年度 ネンド		'08年度 ネンド		'09年度 ネンド		'10年度 ネンド		'11年度 ネンド		'12年度
3Q ネンド		'12年度
予想 ネンドヨソウ

		持分出力 モチブンシュツリョク				持分出力 モチブンシュツリョク		Owned capacity		330		600		964		964		2,162		2,705		3,043		3,574		3,738		3,673		3,949		4,245

		（参画ベース） サンカク		タイ		持分出力（タイ） モチブンシュツリョク		Owned capacity(Thailand)		281		284		284		284		293		1,020		1,020		1,020		1,020		1,020		924		1,221								'08年度 ネンド		'09年度 ネンド		'10年度 ネンド		'11年度 ネンド		'12年度 ネンド		'13年度
予想 ネンドヨソウ

				中国 チュウゴク		持分出力（中国） モチブンシュツリョクチュウゴク		Owned capacity(China)		12		12		12		12		12		61		61		511		578		523		895		895						タイ		1020		1020		1020		1020		1221		1608

				米国 ベイコク		持分出力（米国） モチブンシュツリョクベイコク		Owned capacity(USA)		0		0		0		0		1,188		992		1,309		1,390		1,486		1,438		1,438		1,438						米国 ベイコク		1309		1390		1486		1438		1438		1438

				その他地域 タチイキ		持分出力（その他地域） モチブンシュツリョクタチイキ		Owned capacity(Other area)		37		305		669		669		669		632		653		653		653		692		692		691						中国 チュウゴク		61		511		578		523		902		902

		持分利益 モチブンリエキ				持分利益 モチブンリエキ		Equity income		2		8		(13)		17		53		85		78		113		93		92		75		100						その他地域 タチイキ		653		653		653		692		692		692

				（billion yen)						0.2		0.8		-1.3		1.7		5.3		8.5		7.8		11.3		9.3		9.2		7.5		10.0

				（実態：億円） ジッタイオクエン						2		8		(13)		17		53		85		78		113		93		92		75		100

				（百万円） ヒャクマンエン						275		804		(1,311)		1,742		5,397		8,559		7,846		11,399		9,371		9,228		7,529		10,000								FY2008		FY2009		FY2010		FY2011		FY2012		FY2013
(Forecast)

		※年度は4-3月 ネンドガツ																																				Thailand		1,020		1,020		1,020		1,020		1,221		1,608

																										27%						1020.068		1020.068				USA		1,309		1,390		1,486		1,438		1,438		1,438

																										15%						446.47		460.75				China		61		511		578		523		902		902

																										40%						1438.05		1438.05				Other area		653		653		653		692		692		692

																										17%						653.399		690.899

																																3557.987		3609.767

																				持分出力（タイ） モチブンシュツリョク		102.0068		102.0068		102.0068		102.0068		92.4118		122.1

																				持分出力（中国） モチブンシュツリョクチュウゴク		6.06		51.093		57.847		52.333		89.543		89.5

																				持分出力（米国） モチブンシュツリョクベイコク		130.884		139.005		148.605		143.805		143.805		143.8

																				持分出力（その他地域） モチブンシュツリョクタチイキ		65.3399		65.3399		65.3399		69.17534		69.17534		69.1

																				持分利益 モチブンリエキ		7.8		11.3		9.3		9.2		7.5		10



・H20.12.22 東部3ガス火力権益取得公表時の持分出力3,043MW（3046MWは誤り←国際部確認）

・H21.1.27 海外発電事業第3四半期執行状況（報告）（常務会）資料の持分出力2,972MW

・差（）の説明
　漢江（喜河）486MW（未出資）
　ｻﾞﾔﾂｺﾎﾞ21.6MW

2011/9末
新昌撤退協議中



		

				建設地点 ケンセツチテン				青森県下北郡大間町 アオモリケンシモキタグンオオママチ

				出力 シュツリョク				138.3万kW マン

				原子炉型式 ゲンシロカタシキ				改良型沸騰水型軽水炉（ABWR） カイリョウガタフットウスイカタケイスイロ

				燃料 ネンリョウ				濃縮ウランおよび
ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料（MOX） ノウシュクコンゴウサンカブツネンリョウ

				着工 チャッコウ				39,569

				工事進捗率 コウジシンチョクリツ				約38%（2011年3月現在） ヤクネンガツゲンザイ

				Location				Ohma-machi, Shimokita-gun,
Aomori Prefecture

				Capacity				1,383MW

				Type of nuclear
reactor				ABWR (Advanced Boiling Water Reactor)

				Fuel				Enriched uranium and
uranium-plutonium mixed oxide (MOX)

				Commencement of 
construction				May 2008

				Construction
progress rate				Approximately 38% (as of March 2011)





		

				'12年度 ネンド		'13年度 ネンド		'14年度 ネンド		'15年度 ネンド		'16年度 ネンド		'17年度 ネンド		'18年度 ネンド		'19年度 ネンド		'20年度 ネンド		'21年度 ネンド		'22年度 ネンド		'23年度 ネンド

				FY2000		FY2001		FY2002		FY2003		FY2004		FY2005		FY2006		FY2007		FY2008		FY2009		FY2010		FY2011

		持分出力(kW) モチブンシュツリョク		5,814		22,397		23,247		44,247		108,228		120,228		186,208		186,208		218,334		241,644		323,456		324,324

		販売電力量（kWh） ハンバイデンリョクリョウ		0		0		0		0		148,731,046		238,745,616		284,982,870		346,002,158		339,303,338		438,805,370		523,979,263		605,850,117

				'00		'01		'02		'03		'04		'05		'06		'07		'08		'09		'10		'11

				FY2000		FY2001		FY2002		FY2003		FY2004		FY2005		FY2006		FY2007		FY2008		FY2009		FY2010		FY2011

		持分出力（左軸） モチブンシュツリョクヒダリジク		5.814		22.397		23.247		44.247		108.228		120.228		186.208		186.208		218.334		241.644		323.456		324.324

		販売電力量（右軸） ハンバイデンリョクリョウミギジク								0		148.731046		238.745616		284.98287		346.002158		339.303338		438.80537		523.979263		605.850117

				'00		'01		'02		'03		'04		'05		'06		'07		'08		'09		'10		'11

				00/3		01/3		02/3		03/3		04/3		05/3		06/3		07/3		08/3		09/3		10/3		11/3

		Owned Capacity（Left）		5.814		22.397		23.247		44.247		108.228		120.228		186.208		186.208		218.334		241.644		323.456		324.324

		Electricity Sales Volume（Right）								0		148.731046		238.745616		284.98287		346.002158		339.303338		438.80537		523.979263		605.850117





		



持分出力（左軸）

販売電力量（右軸）



		



(MW）
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建設地点青森県下北郡大間町


出力


138.3


万


kW


原子炉形式


改良型沸騰水型軽水炉（


ABWR


）


燃料


濃縮ウランおよび


ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料（


MOX


）


着工


2008


年


5


月


工事進捗率


約


38% 


（


2011


年


3


月現在）


運転開始


2014


年


11


月（予定）




Location


Ohma-machi, Shimokita-gun,


Aomori Prefecture


Capacity1,383MW


Type of nuclear


reactor


ABWR (Advanced Boiling Water Reactor)


Fuel


Enriched uranium and


uranium-plutonium mixed oxide (MOX)


Commencement of


construction


May 2008


Construction


progress rate


Approximately 38% (as of March 2011)


Start of commercial


operations


Planned for November 2014






68.0

78.0

(7.5)

(6.5) 

(1.5)

(2.0) 

+5.0

+1.5

+1.0

 -  10.0  20.0  30.0

FY2020
Ordinary
Income

FY2019
Ordinary
Income

54.0

78.0

(7.5) 

(8.5)

(6.5) 

(8.0) 

+5.0

+0.5

+1.0

 -  10.0  20.0  30.0  40.0

FY2020
Ordinary
Income

(Forecast)

FY2019
Ordinary
Income
(Result)

5. Share of profit of entities 
accounted for using equity 
method

FY2020 Earnings Forecast (Main Factors for Change)

Increase/
Decrease

(6.0)

-

+2.0

-

(10.0)

-

-

(14.0)

(Unit: billion yen)[Current forecast] [Oct 30 forecast]
(released on October 30, 2020)

3. Income of overseas business subsidiaries

7. Foreign exchange gains 
and losses

1. Gross margin of 
electric power business (Domestic) *1

2. Other expenses

4. Income of other subsidiaries 
/consolidated adjustment,  etc.

6. Other non-operating items

*1  Domestic electric power business revenue (hydro, thermal, wind and other) – Fuel costs, etc.

Facilities maintenance cost +19.5
Depreciation and 

amortization cost        (12.0)
Other              (6.5)
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