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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9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2四半期 670,304 6.4 44,790 △0.2 47,720 △1.2 31,653 2.5
25年3月期第2四半期 629,878 12.6 44,897 137.7 48,306 148.2 30,883 178.6

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 62,159百万円 （146.6％） 25年3月期第2四半期 25,202百万円 （149.9％）

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2四半期 15.20 ―
25年3月期第2四半期 14.83 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 1,593,783 826,342 50.1
25年3月期 1,566,899 774,317 47.7
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  798,689百万円 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 ― 4.50
26年3月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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

通期 1,504,500 9.0 99,000 16.8 100,000 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.３「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10月30日に機関投資家及びアナリスト向けの決算説明会を開催する予定です。その模様及び説明内容（動画）については、当日使用する
決算説明資料とともに、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2Q 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2Q 1,440,705 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2Q 2,082,034,616 株 25年3月期2Q 2,082,220,804 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、対前期増減率) 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有 
 
 
 

 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

通期 1,193,500 7.6 59,000 28.2 65,000 17.4 45,000 28.2 21.61
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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２四半期の売上高は、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、404 億円増の 6,703 億

円となりました。経常利益は、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、

５億円減の 477 億円となりました。また、四半期純利益は７億円増の 316 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.10「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２四半期末における総資産は、１兆 5,937 億円となり、前期末と比較して 268 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 8,263 億円となり、自己資本比率は 50.1％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 

近の業績動向等を踏まえた結果、平成 26 年３月期の業績予想に変動が生じることになったた

め、連結及び個別の業績予想を修正します。個別ではガス事業の販売量減少により減益となる一

方で、電力事業の増益により利益は前回業績予想を上回るものの、関係会社の業績が想定を下回

って推移する見通しであることから、連結の経常利益、当期純利益は前回業績予想並みとなる見

通しです。また、原油価格・為替レートの前提も見直しております。 

 

原油価格・為替レートの前提（平成 25 年 10 月～平成 26 年３月）： 

原油価格（全日本ＣＩＦ価格）110 ドル/バレル、為替レート（ＴＴＭレート）100 円/ドル 

 

なお、平成 25 年４月 25 日の決算短信で発表しました、通期の業績予想との差異は以下の通り

です。 

 

平成 26 年３月期通期連結業績予想値の修正（平成 25 年４月１日～平成 26 年３月 31 日） 

 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

 

前 回 発 表 予 想

（Ａ） 

百万円 

1,508,000 
百万円

100,000 
百万円

100,000 
百万円 

64,500 
円 銭

30.98

今 回 修 正 予 想

（Ｂ） 

1,504,500 99,000 100,000 64,500 30.98

増減額（Ｂ－Ａ） △3,500 △1,000 ±0 ±0 ±0.0

増減率 （％） △0.2 △1.0 ±0.0 ±0.0 ±0.0

前期実績  1,380,060 84,773 90,125 52,467 25.20
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（参考）平成 26 年３月期通期個別業績予想値の修正（平成 25 年４月１日～平成 26 年３月 31 日） 

 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

 

前 回 発 表 予 想

（Ａ） 

百万円 

1,193,500 
百万円

57,000 
百万円

62,000 
百万円 

42,500 
円 銭

20.41

今 回 修 正 予 想

（Ｂ） 

1,193,500 59,000 65,000 45,000 21.61

増減額（Ｂ－Ａ） ±0 ＋2,000 ＋3,000 ＋2,500 ＋1.20

増減率 （％） ±0.0 ＋3.5 ＋4.8 ＋5.9 ＋5.9

前期実績  1,109,173 46,014 55,379 35,114 16.86

 

 

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２四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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

固定資産   

有形固定資産   

製造設備 78,533 76,759

供給設備 276,132 268,879

業務設備 66,204 66,484

その他の設備 300,149 298,890

建設仮勘定 108,916 135,154

有形固定資産合計 829,936 846,167

無形固定資産 58,579 71,428

投資その他の資産   

投資有価証券 164,302 183,990

その他 85,245 83,454

貸倒引当金 △1,925 △1,954

投資その他の資産合計 247,622 265,489

固定資産合計 1,136,138 1,183,085

流動資産   

現金及び預金 91,323 70,939

受取手形及び売掛金 168,198 158,238

たな卸資産 84,242 103,080

その他 88,231 79,650

貸倒引当金 △1,236 △1,211

流動資産合計 430,760 410,698

資産合計 1,566,899 1,593,783
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

固定負債   

社債 238,157 237,837

長期借入金 186,766 204,109

退職給付引当金 15,972 16,501

ガスホルダー修繕引当金 1,621 1,725

保安対策引当金 13,418 12,207

投資損失引当金 6,999 6,999

その他 33,900 37,525

固定負債合計 496,836 516,906

流動負債   

支払手形及び買掛金 55,520 57,727

短期借入金 47,106 44,819

未払法人税等 25,603 17,975

その他 167,514 130,010

流動負債合計 295,745 250,534

負債合計 792,581 767,441

純資産の部   

株主資本   

資本金 132,166 132,166

資本剰余金 19,482 19,483

利益剰余金 564,356 586,564

自己株式 △413 △473

株主資本合計 715,592 737,740

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 38,981

繰延ヘッジ損益 △2,271 1,415

土地再評価差額金 △737 △737

為替換算調整勘定 3,693 21,289

その他の包括利益累計額合計 32,210 60,949

少数株主持分 26,514 27,652

純資産合計 774,317 826,342

負債純資産合計 1,566,899 1,593,783
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 629,878 670,304

売上原価 423,179 466,565

売上総利益 206,698 203,738

供給販売費及び一般管理費 161,801 158,948

営業利益 44,897 44,790

営業外収益   

受取利息 342 351

受取配当金 2,525 2,255

持分法による投資利益 3,653 4,160

雑収入 3,469 1,924

営業外収益合計 9,992 8,691

営業外費用   

支払利息 4,250 4,317

雑支出 2,332 1,443

営業外費用合計 6,582 5,761

経常利益 48,306 47,720

税金等調整前四半期純利益 48,306 47,720

法人税等 16,175 14,861

少数株主損益調整前四半期純利益 32,131 32,858

少数株主利益 1,247 1,205

四半期純利益 30,883 31,653
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 32,131 32,858

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,490 7,458

繰延ヘッジ損益 △2,849 1,878

為替換算調整勘定 680 16,675

持分法適用会社に対する持分相当額 △1,269 3,289

その他の包括利益合計 △6,929 29,300

四半期包括利益 25,202 62,159

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 24,020 60,537

少数株主に係る四半期包括利益 1,182 1,622
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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２四半期連結累計期間（自 平成 25 年４月１日 至 平成 25 年９月 30 日） 

  該当事項はありません。 

 

（セグメント情報等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第２四半期連結累計期間(自　平成24年４月１日　至　平成24年９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

471,330 98,979 5,255 84,345 659,910 △30,032 629,878

セグメント利益

営業利益 14,635 20,128 1,202 7,608 43,575 1,321 44,897

持分法による投資利益 28 61 3,424 139 3,653 － 3,653

計 14,664 20,189 4,626 7,748 47,229 1,321 48,551

売　　上　　高　

当第２四半期連結累計期間(自　平成25年４月１日　至　平成25年９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

496,736 113,404 6,039 88,060 704,241 △33,937 670,304

セグメント利益

営業利益又は損失（△） 14,254 21,493 △ 586 8,293 43,455 1,334 44,790

持分法による投資利益 46 164 3,593 355 4,160 － 4,160

計 14,301 21,658 3,007 8,648 47,616 1,334 48,950

売　　上　　高　
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 （重要な後発事象） 

（ⅰ）社債の発行 

   平成 25 年３月 12 日開催の取締役会の決議に基づき、平成 25 年 10 月 18 日に第 31 回無担保社

債を発行しました。その概要は次のとおりです。 

   

   １．種類       普通社債 

   ２．発行総額     10,000 百万円 

   ３．払込総額     10,000 百万円 

   ４．利率       年 0.748％ 

   ５．償還方法     満期一括償還 

   ６．償還期限     平成 35 年 10 月 18 日 

   ７．発行年月日    平成 25 年 10 月 18 日 

   ８．担保       無担保 

   ９．資金の使途    社債償還資金 

 

（ⅱ）Summit Water UK Limited の株式取得 

   連結子会社である Osaka Gas UK, Ltd.は、住友商事株式会社（以下「同社」）と欧州住友商事会

社が保有する、英国の水道事業会社 Sutton and East Surrey Water plc の持株会社である Summit 

Water UK Limited（以下「SWUK 社」）の株式の 50％を取得することについて、平成 25 年９月 30

日に同社と合意し、その合意内容に基づき、平成 25 年 10 月 23 日に 47.5 百万ポンド（約 71 億円）

を支払い、株式を取得しました。また、SWUK 社への貸付金として 47.5 百万ポンド（約 71 億円）

の貸付を行いました。なお、支払資金の調達については、手元資金及び銀行借入によっています。 

 

 （ⅲ）Jacobi Carbons AB の株式取得 

   連結子会社である大阪ガスケミカル㈱は、平成 25 年 10 月 29 日に、活性炭の製造・販売を行う

Jacobi Carbons AB（スウェーデン）の株式の 100％を取得することについて、所有者である AddSorb 

Holding AB と合意しました。これは、当社グループ事業の競争力・収益力の向上を目的として行

うものであり、取得予定時期は平成 26 年１月、取得予定価格は 392 百万米ドル（約 383 億円）で

す。なお、支払資金の調達については、手元資金及び銀行借入を予定しています。 
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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９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 2,679 ＋289 ＋12.1

販 管 費 1,300 △31 △2.4

計 3,979 ＋258 ＋6.9

受 注 工 事 97 ＋3 ＋3.6 受 注 工 事 97 ＋2 ＋2.8

器 具 販 売 486 ＋4 ＋0.9 器 具 販 売 464 ＋4 ＋1.1

託送供給収益等 31 ＋0 ＋0.3

附 帯 事 業 796 ＋101 ＋14.6 附 帯 事 業 627 ＋95 ＋18.0

計 1,411 ＋109 ＋8.4 計 1,189 ＋103 ＋9.5

総 売 上 高 5,453 ＋363 ＋7.1 総 費 用 5,169 ＋361 ＋7.5

営 業 利 益 284 ＋2 ＋0.9

79 △15 △16.6 営業外費用 37 △3 △7.5

経 常 利 益 326 △10 △3.1

229 △3 △1.6

その他
売上

その他
費用

＋254 ＋6.7 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 4,042

当四半期(ａ) 前年同四半期(ｂ) 増減値 増減率

(H25/4～H25/9) (H24/4～H24/9) (ａ)-(ｂ) （%）

お 客 さ ま 数 6,762 6,720 ＋41 ＋0.6

〔取付メーター数〕 340 336 ＋3 ＋1.0

(千件) 7,101 7,057 ＋44 ＋0.6

22.5 23.8 △1.3 △5.5

789 831 △42 △5.1

2,906 2,899 ＋7 ＋0.2

ガ ス 工業用 2,132 2,122 ＋10 ＋0.5

販 売 量 商業用 458 464 △6 △1.2

(百万ｍ3) 公用･医療用 316 313 ＋3 ＋0.8

220 222 △2 △0.9

3,916 3,953 △37 △0.9

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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