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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年3月期第1四半期 339,690 3.4 28,088 △15.2 30,269 △16.7 21,059 △11.0
25年3月期第1四半期 328,515 14.6 33,105 69.5 36,347 75.7 23,657 89.7

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 36,702百万円 （18.0％） 25年3月期第1四半期 31,108百万円 （90.4％）

1株当たり四半期純利益 潜在株式調整後1株当たり四半期
純利益

円 銭 円 銭

26年3月期第1四半期 10.11 ―
25年3月期第1四半期 11.36 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 1,582,444 800,922 48.9
25年3月期 1,566,899 774,317 47.7
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  774,059百万円 25年3月期  747,802百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

25年3月期 ― 4.00 ― 4.50 8.50
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 4.50 ― 4.50 9.00

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

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 684,000 8.6 40,000 △10.9 41,500 △14.1 27,000 △12.6 12.97
通期 1,508,000 9.3 100,000 18.0 100,000 11.0 64,500 22.9 30.98



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
 （注）詳細は、添付資料Ｐ.２「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表に対するレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期
決算短信（添付資料）Ｐ.２「１.当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 
２．当社は、平成25年７月30日に機関投資家及びアナリスト向けの電話会議を開催する予定です。当日使用する決算説明資料は、開催後速やかに当社ホーム
ページに掲載する予定です。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期1Q 2,083,400,000 株 25年3月期 2,083,400,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 1,351,573 株 25年3月期 1,298,619 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 2,082,071,929 株 25年3月期1Q 2,082,240,256 株



 
 
 
（参考）個別業績予想 
平成 26 年３月期の個別業績予想（平成 25 年４月１日～平成 26 年３月 31 日） 

            (％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 
 
 
 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      当期純利益 
１株当たり
当期純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％  百万円  ％ 円 銭

第２四半期（累計） 544,000 6.9 22,000 △21.9 25,000 △25.8 17,500 △25.1 8.40

通期 1,193,500 7.6 57,000 23.9 62,000 12.0 42,500 21.0 20.41
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１. 当四半期決算に関する定性的情報 

 

（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期の売上高は、大阪ガス個別で前年同期に比べてガス販売量が減少したものの、原

料費調整制度によって都市ガスの販売単価が高めに推移したことなどにより、111 億円増の 3,396

億円となりました。営業利益は、大阪ガス個別でのガス販売量減少や原材料費の増加影響などに

より、50 億円減の 280 億円となりました。また、経常利益は 60 億円減の 302 億円、四半期純利益

は 25 億円減の 210 億円となりました。 

なお、大阪ガス個別の経営成績については、Ｐ.８「４.参考情報（１）四半期個別経営成績等

の概況」に記載しています。 

 

 

（２）財政状態に関する説明 

当第１四半期末における総資産は、１兆 5,824 億円となり、前期末と比較して 155 億円の増加

となりました。これは主として固定資産が増加したことなどによるものです。 

なお、純資産は 8,009 億円となり、自己資本比率は 48.9％となりました。 

 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

業績予想について、修正はありません。 

 

 

２. サマリー情報（注記事項）に関する事項 

 

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 

（税金費用の計算） 

連結子会社の税金費用については、主として、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度  

の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純

利益に当該見積実効税率を乗じて計算しています。 
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

固定資産   

有形固定資産   

製造設備 78,533 77,748

供給設備 276,132 272,369

業務設備 66,204 66,452

その他の設備 300,149 303,244

建設仮勘定 108,916 122,749

有形固定資産合計 829,936 842,564

無形固定資産 58,579 63,842

投資その他の資産   

投資有価証券 164,302 170,195

その他 85,245 83,619

貸倒引当金 △1,925 △1,897

投資その他の資産合計 247,622 251,918

固定資産合計 1,136,138 1,158,324

流動資産   

現金及び預金 91,323 70,206

受取手形及び売掛金 168,198 151,846

有価証券 21,712 16,712

たな卸資産 84,242 107,742

その他 66,519 78,803

貸倒引当金 △1,236 △1,192

流動資産合計 430,760 424,119

資産合計 1,566,899 1,582,444
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

固定負債   

社債 238,157 237,735

長期借入金 186,766 199,955

退職給付引当金 15,972 16,317

ガスホルダー修繕引当金 1,621 1,673

保安対策引当金 13,418 12,845

投資損失引当金 6,999 6,999

その他 33,900 36,312

固定負債合計 496,836 511,840

流動負債   

支払手形及び買掛金 55,520 58,719

短期借入金 47,106 45,391

その他 193,118 165,572

流動負債合計 295,745 269,682

負債合計 792,581 781,522

純資産の部   

株主資本   

資本金 132,166 132,166

資本剰余金 19,482 19,482

利益剰余金 564,356 575,970

自己株式 △413 △436

株主資本合計 715,592 727,184

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 31,526 34,471

繰延ヘッジ損益 △2,271 △1,906

土地再評価差額金 △737 △737

為替換算調整勘定 3,693 15,048

その他の包括利益累計額合計 32,210 46,875

少数株主持分 26,514 26,862

純資産合計 774,317 800,922

負債純資産合計 1,566,899 1,582,444
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 328,515 339,690

売上原価 215,788 232,549

売上総利益 112,726 107,141

供給販売費及び一般管理費 79,620 79,052

営業利益 33,105 28,088

営業外収益   

受取利息 183 149

受取配当金 2,330 2,071

持分法による投資利益 1,868 1,212

雑収入 2,155 1,352

営業外収益合計 6,538 4,786

営業外費用   

支払利息 2,169 2,133

雑支出 1,127 471

営業外費用合計 3,297 2,605

経常利益 36,347 30,269

税金等調整前四半期純利益 36,347 30,269

法人税等 11,859 8,732

少数株主損益調整前四半期純利益 24,487 21,536

少数株主利益 830 477

四半期純利益 23,657 21,059
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 24,487 21,536

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,570 2,945

繰延ヘッジ損益 △2,134 219

為替換算調整勘定 8,358 10,680

持分法適用会社に対する持分相当額 2,967 1,320

その他の包括利益合計 6,620 15,165

四半期包括利益 31,108 36,702

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 29,525 35,870

少数株主に係る四半期包括利益 1,582 832
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 

 

（継続企業の前提に関する注記） 

該当事項はありません。 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

 当第１四半期連結累計期間（自 平成 25 年４月１日 至 平成 25 年６月 30 日） 

  該当事項はありません。 

 

（セグメント情報等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第１四半期連結累計期間(自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日） (単位：百万円)

ガス
LPG・電力・

その他ｴﾈﾙｷﾞｰ

海外

エネルギー

環境・非

エネルギー
合計 調整額

四半期連結

損益計算書

計上額

246,445 51,766 2,690 41,260 342,162 △13,647 328,515

セグメント利益

営業利益 18,288 9,542 740 3,843 32,414 691 33,105

持分法による投資利益
又は損失（△）

△ 12 242 1,567 70 1,868 － 1,868

計 18,275 9,785 2,308 3,913 34,283 691 34,974

売　　上　　高　

当第１四半期連結累計期間(自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日） (単位：百万円)

ガス
LPG･電力･

その他ｴﾈﾙｷﾞｰ
海外

エネルギー
環境・非
エネルギー

合計 調整額

四半期連結

損益計算書
計上額

255,184 53,101 2,905 43,022 354,213 △14,522 339,690

セグメント利益

営業利益 13,441 9,457 303 4,254 27,456 631 28,088

持分法による投資利益 5 6 1,140 59 1,212 － 1,212

計 13,447 9,463 1,443 4,314 28,668 631 29,300

売　　上　　高　
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４. 参考情報 

 

（１）四半期個別経営成績等の概況（平成 25 年４月１日～平成 25 年６月 30 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四半期個別財務諸表は法定開示におけるレビューの対象となりません。四半期個別財務諸表は四半期

財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

 

 

（２）四半期個別ガス販売実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[45MJ/㎥表示]    

（単位：億円）

対前年
同四半期

増減
率（%）

対前年
同四半期

増減
率（%）

売 上 原 価 1,366 ＋137 ＋11.2

販 管 費 643 △11 △1.7

計 2,010 ＋126 ＋6.7

受 注 工 事 48 ＋3 ＋7.2 受 注 工 事 48 ＋1 ＋4.1

器 具 販 売 249 ＋7 ＋3.0 器 具 販 売 229 ＋8 ＋4.1

託送供給収益等 16 △0 △0.1

附 帯 事 業 375 ＋7 ＋2.1 附 帯 事 業 305 ＋12 ＋4.2

計 690 ＋18 ＋2.7 計 583 ＋23 ＋4.1

総 売 上 高 2,786 ＋94 ＋3.5 総 費 用 2,593 ＋149 ＋6.1

営 業 利 益 193 △54 △22.1

62 △9 △13.3 営業外費用 19 ＋0 ＋0.2

経 常 利 益 235 △64 △21.5

170 △41 △19.5

その他
売上

その他
費用

＋76 ＋3.8 営業費

営業外収益

四半期純利益

収益 費用

製品売上 ガ ス 売 上 2,096

当四半期(ａ) 前年同四半期(ｂ) 増減値 増減率

(H25/4～H25/6) (H24/4～H24/6) (ａ)-(ｂ) （%）

お 客 さ ま 数 6,753 6,713 ＋40 ＋0.6

〔取付メーター数〕 339 336 ＋4 ＋1.0

(千件) 7,092 7,049 ＋43 ＋0.6

31.0 33.0 △2.0 △6.0

545 577 △32 △5.6

1,340 1,360 △20 △1.5

ガ ス 工業用 1,030 1,046 △16 △1.5

販 売 量 商業用 187 193 △6 △3.0

(百万ｍ3) 公用･医療用 124 122 ＋2 ＋1.3

107 111 △4 △3.3

1,992 2,048 △56 △2.7

家 庭 用

業 務 用

計

業 務 用

他　ガ　ス
事業者向け

家 庭 用

計

家 庭 用 1 戸 当 た り
平 均 月 間 使 用 量 ( ㎥ / 月 )
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