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(百万円未満切捨て)
１．平成28年３月期第２四半期の連結業績（平成27年４月１日～平成27年９月30日）

（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年３月期第２四半期 641,418 △8.1 94,067 74.7 92,961 60.6 65,980 38.9

27年３月期第２四半期 697,611 4.1 53,833 20.2 57,879 21.3 47,506 50.1

(注) 包括利益 28年３月期第２四半期 61,474百万円( 50.8％) 27年３月期第２四半期 40,757百万円(△34.4％)
　

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

28年３月期第２四半期 31.71 －

27年３月期第２四半期 22.83 －
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

28年３月期第２四半期 1,849,983 970,338 50.8

27年３月期 1,862,201 918,869 47.7

(参考) 自己資本 28年３月期第２四半期 939,376百万円 27年３月期 888,496百万円
　
　
　

２．配当の状況

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

27年３月期 － 4.50 － 5.00 9.50

28年３月期 － 5.00

28年３月期(予想) － 5.00 10.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　

28年３月期第２四半期末配当金の内訳 普通配当 ４円50銭 記念配当 ０円50銭
28年３月期期末配当予想の内訳 普通配当 ４円50銭 記念配当 ０円50銭

　

３．平成28年３月期の連結業績予想（平成27年４月１日～平成28年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 1,358,500 △11.1 138,500 31.8 130,000 20.2 87,500 14.1 42.05

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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※ 注記事項

（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

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 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 28年３月期２Ｑ 2,083,400,000株 27年３月期 2,083,400,000株

② 期末自己株式数 28年３月期２Ｑ 2,657,996株 27年３月期 2,532,646株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期２Ｑ 2,080,806,331株 27年３月期２Ｑ 2,081,097,813株
　

　

※ 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27年10月29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。
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（参考）個別業績予想

　平成28年３月期の個別業績予想（平成27年４月１日～平成28年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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 1,054,500 △15.8 99,000 23.5 104,000 17.8 74,500 6.0 35.80

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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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、ガス事業における販売単価の下落及び販売量の減少等により、前年同期に比べて561億

円減の6,414億円となりました。経常利益は、ＬＮＧ価格の下落に伴う原材料費の減少によって、ガス事業の利益が

増加したことなどにより、350億円増の929億円となりました。また、親会社株主に帰属する四半期純利益は、184億

円増の659億円となりました。

なお、大阪ガス個別の経営成績については、P.９「４.参考情報（１）四半期個別経営成績等の概況」をご覧くだ

さい。

　

（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、１兆8,499億円となり、前期末と比較して122億円の減少となりました。これ

は主として、季節要因により売掛債権等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9,703億円となり、自己資本比率は50.8％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

最近の業績動向等を踏まえた結果、平成28年３月期通期の業績予想に変動が生じることになったため、下表の通

り連結及び個別の業績予想を修正します。大阪ガス個別では、ガス事業で売上高に比べてＬＮＧ価格の下落による

原材料費の減少幅が大きくなること等により、利益は前回業績予想を上回る見通しです。これにより、連結におい

ても経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益は前回業績予想を上回る見通しです。

なお、原油価格・為替レートの前提も見直しています。

（参考）原油価格・為替レートの前提（平成27年10月～平成28年３月）

原油価格（全日本ＣＩＦ価格）55 ドル/バレル、為替レート（ＴＴＭ）125 円/ドル

平成27年４月27日付の「平成27年３月期 決算短信」で公表しました、平成28年３月期通期の連結及び個別の

業績予想との差異は以下の通りです。

　

平成28年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成27年４月１日～平成28年３月31日）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

前回発表予想（Ａ）
百万円

1,368,500
百万円

113,500
百万円

110,000
百万円

73,500
円 銭

35.32
今回修正予想（Ｂ） 1,358,500 138,500 130,000 87,500 42.05

増減額（Ｂ－Ａ） △10,000 ＋25,000 ＋20,000 ＋14,000

増減率（％） △0.7 ＋22.0 ＋18.2 ＋19.0
(参考)前期実績
(平成27年３月期)

1,528,164 105,065 108,173 76,709 36.86

　(参考)

平成28年３月期通期個別業績予想数値の修正（平成27年４月１日～平成28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

1,064,500
百万円

74,000
百万円

84,000
百万円

63,000
円 銭

30.27
今回修正予想（Ｂ） 1,054,500 99,000 104,000 74,500 35.80

増減額（Ｂ－Ａ） △10,000 ＋25,000 ＋20,000 ＋11,500

増減率（％） △0.9 ＋33.8 ＋23.8 ＋18.3
(参考)前期実績
(平成27年３月期)

1,251,835 80,190 88,255 70,285 33.77
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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

（会計方針の変更）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」とい

う。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基

準」という。）等を、第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分

変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上

する方法に変更しました。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示

の変更を行っています。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度につ

いては、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っています。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）及

び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首

時点から将来にわたって適用しています。

　この結果、当第２四半期連結会計期間末の資本剰余金が119百万円減少しています。
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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27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部

固定資産

有形固定資産

製造設備 75,370 74,757

供給設備 304,286 296,571

業務設備 64,206 62,989

その他の設備 295,387 295,793

建設仮勘定 156,146 180,198

有形固定資産合計 895,398 910,310

無形固定資産

のれん 21,183 19,465

その他 77,497 77,635

無形固定資産合計 98,680 97,101

投資その他の資産

投資有価証券 230,958 237,269

その他 100,741 103,909

貸倒引当金 △1,914 △1,953

投資その他の資産合計 329,784 339,225

固定資産合計 1,323,864 1,346,637

流動資産

現金及び預金 147,426 90,075

受取手形及び売掛金 187,482 148,169

有価証券 23,521 109,612

たな卸資産 103,420 95,196

その他 77,802 61,415

貸倒引当金 △1,315 △1,123

流動資産合計 538,337 503,346

資産合計 1,862,201 1,849,983
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

負債の部

固定負債

社債 240,666 240,669

長期借入金 309,848 305,411

ガスホルダー修繕引当金 1,722 1,829

保安対策引当金 8,451 7,132

投資損失引当金 6,999 6,999

債務保証損失引当金 1,589 1,505

器具保証引当金 2,895 3,092

退職給付に係る負債 16,484 17,147

その他 70,136 70,268

固定負債合計 658,794 654,057

流動負債

支払手形及び買掛金 54,610 53,708

短期借入金 26,832 26,262

未払法人税等 30,835 30,146

その他 172,259 115,470

流動負債合計 284,537 225,587

負債合計 943,331 879,644

純資産の部

株主資本

資本金 132,166 132,166

資本剰余金 19,488 19,371

利益剰余金 648,896 704,473

自己株式 △938 △1,004

株主資本合計 799,613 855,007

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 50,868 46,090

繰延ヘッジ損益 △6,519 △5,492

土地再評価差額金 △737 △737

為替換算調整勘定 39,341 38,344

退職給付に係る調整累計額 5,929 6,163

その他の包括利益累計額合計 88,882 84,368

非支配株主持分 30,373 30,962

純資産合計 918,869 970,338

負債純資産合計 1,862,201 1,849,983
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

売上高 697,611 641,418

売上原価 477,486 383,001

売上総利益 220,125 258,416

供給販売費及び一般管理費 166,291 164,348

営業利益 53,833 94,067

営業外収益

受取利息 378 264

受取配当金 1,979 2,155

雑収入 8,398 3,339

営業外収益合計 10,756 5,758

営業外費用

支払利息 4,515 5,129

雑支出 2,195 1,736

営業外費用合計 6,711 6,865

経常利益 57,879 92,961

特別利益

投資有価証券売却益 12,820 －

特別利益合計 12,820 －

税金等調整前四半期純利益 70,699 92,961

法人税等 21,752 26,568

四半期純利益 48,946 66,392

非支配株主に帰属する四半期純利益 1,439 411

親会社株主に帰属する四半期純利益 47,506 65,980
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

四半期純利益 48,946 66,392

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 4,990 △4,760

繰延ヘッジ損益 △5,375 △1,408

為替換算調整勘定 △6,890 △587

退職給付に係る調整額 118 253

持分法適用会社に対する持分相当額 △1,031 1,584

その他の包括利益合計 △8,189 △4,918

四半期包括利益 40,757 61,474

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 39,689 61,466

非支配株主に係る四半期包括利益 1,067 7
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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27年４月１日 至 平成27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26年４月１日 至 平成26年９月30日） （単位：百万円）

ガス

ＬＰＧ・
電力・
その他

エネルギー

海外
エネルギー

ライフ＆
ビジネス
ソリュー
ション

合計 調整額
四半期連結
損益計算書
計上額

売 上 高 510,326 119,499 6,545 93,315 729,687 △32,076 697,611

セグメント利益

営業利益 21,216 25,924 213 5,205 52,560 1,273 53,833

持分法による投資利益
又は損失（△）

56 △180 4,758 164 4,799 － 4,799

計 21,273 25,743 4,971 5,370 57,359 1,273 58,633

　

当第２四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日） （単位：百万円）

ガス

ＬＰＧ・
電力・
その他

エネルギー

海外
エネルギー

ライフ＆
ビジネス
ソリュー
ション

合計 調整額
四半期連結
損益計算書
計上額

売 上 高 458,654 103,890 10,762 100,274 673,580 △32,162 641,418

セグメント利益

営業利益 64,784 17,658 3,828 7,050 93,322 745 94,067

持分法による投資利益
又は損失（△）

92 △669 △160 436 △300 － △300

計 64,877 16,989 3,667 7,487 93,022 745 93,767
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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27年４月１日～平成27年９月30日）

（単位：億円）

収益
対前年
同四半期
増減

率(％) 費用
対前年
同四半期
増減

率(％)

製品売上 ガ ス 売 上 3,684 △504 △12.0 営業費

売 上 原 価 1,823 △888 △32.8

販 管 費 1,304 △32 △2.5

計 3,127 △921 △22.7

その他
売上

受 注 工 事 103 △1 △1.6

その他
費用

受 注 工 事 99 △1 △1.8

器 具 販 売 487 △6 △1.3 器 具 販 売 450 △26 △5.5

託送供給収益等 28 △1 △4.2

附 帯 事 業 820 △87 △9.7 附 帯 事 業 671 △16 △2.4

計 1,439 △97 △6.3 計 1,221 △44 △3.5

総 売 上 高 5,124 △601 △10.5 総 費 用 4,349 △965 △18.2

営 業 利 益 774 ＋364 ＋88.7

営業外収益 105 ＋2 ＋2.2 営業外費用 51 ＋0 ＋0.8

経 常 利 益 828 ＋365 ＋79.0

特 別 利 益 － △124 － 特 別 損 失 － － －

四半期純利益 605 ＋181 ＋42.8

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います。

（２）四半期個別ガス販売実績

当四半期 (ａ)
(Ｈ27/４～Ｈ27/９)

前年同四半期 (ｂ)
(Ｈ26/４～Ｈ26/９)

増減値
(ａ)-(ｂ)

増減率
(％)

お 客 さ ま 数

〔取付メーター数〕

(千件)

家 庭 用 6,868 6,815 ＋53 ＋0.8

業 務 用 347 343 ＋4 ＋1.0

計 7,215 7,158 ＋57 ＋0.8

家 庭 用 １ 戸 当 た り
平 均 月 間 使 用 量 (ｍ3/月)

21.8 22.2 △0.4 △2.0

ガ ス
販 売 量

(百万ｍ3)

家 庭 用 774 785 △11 △1.4

業 務 用 2,740 2,790 △49 △1.8

工業用 2,017 2,060 △43 △2.1

商業用 434 435 △1 △0.3

公用・医療用 289 295 △5 △1.8

他 ガ ス
事業者向け

224 221 ＋3 ＋1.3

計 3,738 3,795 △57 △1.5

[45MJ/ｍ3表示]
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