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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

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
24年3月期第1四半期 286,619 4.9 19,530 △22.6 20,681 △19.6 12,472 △9.4

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 31,108百万円 （90.4％） 24年3月期第1四半期 16,339百万円 （246.2％）

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

25年3月期第1四半期 11.36 ―
24年3月期第1四半期 5.99 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 1,463,125 731,017 48.2
24年3月期 1,475,759 708,904 46.4
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  705,774百万円 24年3月期  684,584百万円

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

24年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 4.00 ― 4.00 8.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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) 615,000 9.9 34,500 82.7 33,500 72.2 21,000 89.5 10.08
通期 1,363,000 5.3 90,000 16.5 90,000 18.9 57,000 26.1 27.36



(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  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（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 (2)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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の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）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
2．当社は、平成24年8月1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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 2,083,400,000 株 24年3月期 2,083,400,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 1,166,210 株 24年3月期 1,146,823 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 2,082,240,256 株 24年3月期1Q 2,082,371,762 株



 
（参考）個別業績予想 
平成 25 年 3月期の個別業績予想（平成 24 年 4月 1日～平成 25 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) 492,000 11.0 20,500 548.7 24,500 254.6 17,500 234.9 8.40

通期 1,093,000 5.8 57,500 46.1 63,000 53.0 43,500 69.2 20.88
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1. 当四半期決算に関する定性的情報 
 
（1）連結経営成績に関する定性的情報 

当第 1四半期の売上高は、大阪ガス個別で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、前年同期に比べて 418 億円増の 3,285 億円となりました。営業利益は、

大阪ガス個別におけるガス事業及び電力事業での増益などにより、135 億円増の 331 億円となりま

した。また、経常利益は 156 億円増の 363 億円、四半期純利益は 111 億円増の 236 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.（1）四半期個別経営成績等の概況」に記載
しています。 

 
 
（2）連結財政状態に関する定性的情報 

当第 1 四半期末における総資産は、1 兆 4,631 億円となり、前期末と比較して 126 億円の減少と

なりました。これは主として現預金や売掛債権などの流動資産が減少したことなどによるものです。 

なお、純資産は 7,310 億円となり、自己資本比率は 48.2％となりました。 
 

 
 
（3）連結業績予想に関する定性的情報 

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。 

 
 
（2）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 
（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

   法人税法の改正に伴い、当第 1四半期連結会計期間より、平成 24 年 4月 1日以後に取得した有 
形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しています。これによる 
損益に与える影響は軽微です。 
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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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

固定資産   

有形固定資産   

製造設備 80,220 78,966

供給設備 278,844 275,766

業務設備 69,280 68,768

その他の設備 313,655 309,315

建設仮勘定 72,398 86,601

有形固定資産合計 814,400 819,418

無形固定資産 38,107 53,785

投資その他の資産   

投資有価証券 136,838 137,207

その他 82,137 82,772

貸倒引当金 △2,015 △2,022

投資その他の資産合計 216,960 217,957

固定資産合計 1,069,469 1,091,161

流動資産   

現金及び預金 107,239 56,211

受取手形及び売掛金 159,472 139,341

有価証券 22,909 35,910

たな卸資産 60,740 83,674

その他 57,347 58,188

貸倒引当金 △1,419 △1,361

流動資産合計 406,290 371,964

資産合計 1,475,759 1,463,125

大阪瓦斯㈱（9532）　平成25年3月期　第1四半期決算短信

－　3　－



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

固定負債   

社債 258,863 258,584

長期借入金 200,722 195,559

退職給付引当金 15,496 15,682

ガスホルダー修繕引当金 1,679 1,726

保安対策引当金 6,990 6,284

投資損失引当金 6,999 6,999

その他 27,409 26,636

固定負債合計 518,160 511,474

流動負債   

支払手形及び買掛金 46,978 49,420

短期借入金 48,104 42,764

その他 153,611 128,450

流動負債合計 248,694 220,634

負債合計 766,855 732,108

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 528,318 543,646

自己株式 △361 △368

株主資本合計 679,605 694,927

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 19,710 17,144

繰延ヘッジ損益 △494 △2,278

土地再評価差額金 △510 △510

為替換算調整勘定 △13,727 △3,509

その他の包括利益累計額合計 4,978 10,846

少数株主持分 24,320 25,243

純資産合計 708,904 731,017

負債純資産合計 1,475,759 1,463,125
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第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) 

売上高 286,619 328,515

売上原価 185,560 215,788

売上総利益 101,058 112,726

供給販売費及び一般管理費 81,528 79,620

営業利益 19,530 33,105

営業外収益   

受取利息 176 183

受取配当金 807 2,330

持分法による投資利益 1,471 1,868

雑収入 1,320 2,155

営業外収益合計 3,775 6,538

営業外費用   

支払利息 2,247 2,169

投資有価証券評価損 90 758

雑支出 287 368

営業外費用合計 2,624 3,297

経常利益 20,681 36,347

税金等調整前四半期純利益 20,681 36,347

法人税等 7,469 11,859

少数株主損益調整前四半期純利益 13,211 24,487

少数株主利益 739 830

四半期純利益 12,472 23,657
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 13,211 24,487

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △817 △2,570

繰延ヘッジ損益 △1,294 △2,134

為替換算調整勘定 3,320 8,358

持分法適用会社に対する持分相当額 1,918 2,967

その他の包括利益合計 3,127 6,620

四半期包括利益 16,339 31,108

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 14,997 29,525

少数株主に係る四半期包括利益 1,341 1,582
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（3）継続企業の前提に関する注記 
 
当第 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） 
該当事項はありません。 

 
 
（4）セグメント情報 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（5）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 24 年 4 月 1日 至 平成 24 年 6 月 30 日） 
該当事項はありません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

前第1四半期連結累計期間(自　平成23年4月1日　至　平成23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

219,078 37,779 2,431 41,387 300,676 △14,057 286,619

セグメント利益

営業利益 10,094 4,557 435 3,866 18,953 577 19,530

持分法による投資利益
又は損失（△）

△ 2 249 1,224 － 1,471 － 1,471

計 10,092 4,806 1,660 3,866 20,424 577 21,002

売　　上　　高　

当第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　
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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 24 年 4 月 1日～平成 24 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 1,228 ＋165 ＋15.6

販 管 費 655 △23 △3.5

計 1,884 ＋141 ＋8.1

受 注 工 事 45 ＋0 ＋1.8 受 注 工 事 46 ＋2 ＋5.1

器 具 販 売 241 ＋29 ＋14.0 器 具 販 売 220 ＋28 ＋14.7

託送供給収益等 17 ＋0 ＋1.6

附 帯 事 業 367 ＋139 ＋60.8 附 帯 事 業 293 ＋82 ＋39.1

計 672 ＋169 ＋33.8 計 560 ＋113 ＋25.3

総 売 上 高 2,692 ＋391 ＋17.0 総 費 用 2,444 ＋254 ＋11.6

営 業 利 益 248 ＋137 ＋123.6

71 ＋16 ＋28.8 営業外費用 19 ＋1 ＋6.3

経 常 利 益 300 ＋151 ＋102.6

212 ＋106 ＋100.5四半期純利益

収益 費用

製品売上 ガ ス 売 上 2,020 ＋222 ＋12.4 営業費

その他
売上

その他
費用

営業外収益

当四半期(ａ) 前年同四半期(ｂ) 増減値 増減率

(H24/4～H24/6) (H23/4～H23/6) (ａ)-(ｂ) （%）

お 客 さ ま 数 6,713 6,683 ＋29 ＋0.4

〔取付メーター数〕 336 332 ＋4 ＋1.2

(千件) 7,049 7,015 ＋33 ＋0.5

33.0 34.0 △1.0 △3.0

577 593 △16 △2.7

1,360 1,364 △3 △0.3

ガ ス 工業用 1,046 1,035 ＋10 ＋1.0

販 売 量 商業用 193 200 △7 △3.7

(百万ｍ
3
) 公用･医療用 122 128 △6 △4.8

111 118 △7 △5.8

2,048 2,074 △26 △1.3

計

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

家 庭 用

業 務 用

計

業 務 用

他　ガ　ス
事業者向け

家 庭 用
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