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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31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3四半期 1,034,366 7.4 59,568 △11.7 65,249 △8.2 14,375 △68.6
25年3月期第3四半期 963,515 10.9 67,459 162.0 71,041 171.5 45,813 254.8

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 47,217百万円 （△6.5％） 25年3月期第3四半期 50,478百万円 （―％）

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3四半期 6.90 ―
25年3月期第3四半期 22.00 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 1,682,191 801,944 46.0
25年3月期 1,566,899 774,317 47.7
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 773,375百万円 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 ： 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

通期 1,504,500 9.0 99,000 16.8 100,000 11.0 35,500 △32.3 17.05



(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26年１月28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
②①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3Q 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3Q 1,534,933 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3Q 2,081,997,163 株 25年3月期3Q 2,082,201,444 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 ： 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

通期 1,193,500 7.6 59,000 28.2 65,000 17.4 21,000 △40.2 10.09
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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３四半期の売上高は、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、708 億円増の１兆 343

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、57 億円減の 652 億円となりました。また、四半期純利益は、米国上流事業での減損損失の計上

などにより、314 億円減の 143 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３四半期末における総資産は、１兆 6,821 億円となり、前期末と比較して 1,152 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ほか、季節要因などによりたな卸資産が増加

したことなどによるものです。 

なお、純資産は 8,019 億円となり、自己資本比率は 46.0％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 

平成 25 年 12 月 20 日に公表した業績予想から修正はありません。 

 

 

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３四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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

固定資産   

有形固定資産   

製造設備 78,533 76,128

供給設備 276,132 265,990

業務設備 66,204 66,038

その他の設備 300,149 290,531

建設仮勘定 108,916 145,317

有形固定資産合計 829,936 844,006

無形固定資産 58,579 52,297

投資その他の資産   

投資有価証券 164,302 197,979

その他 85,245 89,304

貸倒引当金 △1,925 △1,868

投資その他の資産合計 247,622 285,415

固定資産合計 1,136,138 1,181,719

流動資産   

現金及び預金 91,323 142,894

受取手形及び売掛金 168,198 175,500

たな卸資産 84,242 117,060

その他 88,231 66,270

貸倒引当金 △1,236 △1,254

流動資産合計 430,760 500,471

資産合計 1,566,899 1,682,191
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

固定負債   

社債 238,157 227,017

長期借入金 186,766 217,355

退職給付引当金 15,972 16,815

ガスホルダー修繕引当金 1,621 1,660

保安対策引当金 13,418 11,514

投資損失引当金 6,999 6,999

その他 33,900 40,411

固定負債合計 496,836 521,774

流動負債   

支払手形及び買掛金 55,520 80,629

短期借入金 47,106 71,264

その他 193,118 206,576

流動負債合計 295,745 358,471

負債合計 792,581 880,246

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 564,356 559,918

自己株式 △413 △513

株主資本合計 715,592 711,055

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 42,248

繰延ヘッジ損益 △2,271 2,082

土地再評価差額金 △737 △737

為替換算調整勘定 3,693 18,726

その他の包括利益累計額合計 32,210 62,319

少数株主持分 26,514 28,569

純資産合計 774,317 801,944

負債純資産合計 1,566,899 1,682,191
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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３四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 963,515 1,034,366

売上原価 651,241 734,440

売上総利益 312,273 299,926

供給販売費及び一般管理費 244,814 240,357

営業利益 67,459 59,568

営業外収益   

受取利息 476 534

受取配当金 3,062 2,923

持分法による投資利益 4,867 5,793

雑収入 4,801 4,110

営業外収益合計 13,208 13,361

営業外費用   

支払利息 6,363 6,472

雑支出 3,262 1,207

営業外費用合計 9,626 7,680

経常利益 71,041 65,249

特別利益   

投資有価証券売却益 － 2,709

特別利益合計 － 2,709

特別損失   

減損損失 － 29,247

特別損失合計 － 29,247

税金等調整前四半期純利益 71,041 38,711

法人税等 23,375 22,127

少数株主損益調整前四半期純利益 47,665 16,584

少数株主利益 1,852 2,208

四半期純利益 45,813 14,375
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 47,665 16,584

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,151 10,725

繰延ヘッジ損益 △366 2,232

為替換算調整勘定 1,454 14,177

持分法適用会社に対する持分相当額 △427 3,497

その他の包括利益合計 2,812 30,632

四半期包括利益 50,478 47,217

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 48,340 44,630

少数株主に係る四半期包括利益 2,137 2,587
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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３四半期連結累計期間（自 平成 25 年４月１日 至 平成 25 年 12 月 31 日） 

該当事項はありません。 

 

（セグメント情報等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（重要な後発事象） 

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、以下「Jacobi 社」）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、その合意内容に基づき、平成 26 年１月７日に 392

百万米ドル（397 億円）※を支払い、株式を取得しました。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。 

※ 当該金額は、Jacobi 社の企業価値から、平成 25 年 12 月末時点の現金・負債等想定額を加減した金額です。 

Jacobi 社の平成 25 年 12 月末決算で現金・負債等の実績が確定するため、それを受けて株式取得対価は変動する可能 

性があります。 

 

 

前第３四半期連結累計期間(自　平成24年４月１日　至　平成24年12月31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

719,759 154,259 7,871 129,275 1,011,166 △47,650 963,515

セグメント利益

営業利益 21,362 29,043 1,843 13,169 65,418 2,041 67,459

持分法による投資利益 24 269 4,366 207 4,867 － 4,867

計 21,386 29,312 6,210 13,376 70,285 2,041 72,326

売　　上　　高　

当第３四半期連結累計期間(自　平成25年４月１日　至　平成25年12月31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

763,858 174,549 9,523 138,079 1,086,010 △51,643 1,034,366

セグメント利益

営業利益又は損失（△） 14,006 30,714 △ 934 13,823 57,609 1,958 59,568

持分法による投資利益
又は損失（△）

△ 1,300 316 6,192 585 5,793 － 5,793

計 12,705 31,030 5,258 14,408 63,402 1,958 65,361

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 12 月 31 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 4,207 ＋546 ＋14.9

販 管 費 1,964 △57 △2.9

計 6,172 ＋489 ＋8.6

受 注 工 事 154 ＋10 ＋7.1 受 注 工 事 154 ＋6 ＋4.6

器 具 販 売 781 ＋27 ＋3.7 器 具 販 売 748 ＋22 ＋3.1

託送供給収益等 51 ＋0 ＋1.0

附 帯 事 業 1,198 ＋162 ＋15.6 附 帯 事 業 960 ＋149 ＋18.5

計 2,186 ＋200 ＋10.1 計 1,863 ＋178 ＋10.6

総 売 上 高 8,377 ＋606 ＋7.8 総 費 用 8,035 ＋667 ＋9.1

営 業 利 益 341 △61 △15.3

117 △5 △4.8 営業外費用 55 △5 △8.9

経 常 利 益 404 △62 △13.3

特 別 利 益 18 ＋18 - 特 別 損 失 242 ＋242 -

54 △264 △83.0

その他
売上

その他
費用

＋405 ＋7.0 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 6,191

当四半期(ａ) 前年同四半期(ｂ) 増減値 増減率

(H25/4～H25/12) (H24/4～H24/12) (ａ)-(ｂ) （%）

お 客 さ ま 数 6,770 6,729 ＋41 ＋0.6

〔取付メーター数〕 341 338 ＋3 ＋1.0

(千件) 7,111 7,067 ＋45 ＋0.6

24.1 25.6 △1.5 △5.9

1,269 1,342 △74 △5.5

4,296 4,259 ＋37 ＋0.9

ガ ス 工業用 3,193 3,146 ＋47 ＋1.5

販 売 量 商業用 654 663 △9 △1.4

(百万ｍ3) 公用･医療用 448 449 △1 △0.2

332 337 △5 △1.4

5,897 5,938 △41 △0.7

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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