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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第２四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28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 ％

29年３月期第２四半期 532,399 △17.0 49,917 △46.9 50,168 △46.0 33,376 △49.4

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

(注) 包括利益 29年３月期第２四半期△15,113百万円( －％) 28年３月期第２四半期 61,474百万円( 50.8％)

　

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

29年３月期第２四半期 16.05 －

28年３月期第２四半期 31.71 －
　

　

（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 ％

29年３月期第２四半期 1,711,241 910,047 51.5

28年３月期 1,829,756 935,786 49.5

(参考) 自己資本 29年３月期第２四半期 881,605百万円 28年３月期 906,623百万円
　
　
　

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

28年３月期 － 5.00 － 5.00 10.00

29年３月期 － 5.00

29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
　

　

３．平成29年３月期の連結業績予想（平成28年４月１日～平成29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 1,170,500 △11.5 82,000 △44.1 78,000 △42.2 52,000 △38.3 25.00

(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) 29年３月期２Ｑ 2,083,400,000株 28年３月期 2,083,400,000株

② 期末自己株式数 29年３月期２Ｑ 3,452,774株 28年３月期 3,256,640株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期２Ｑ 2,080,065,531株 28年３月期２Ｑ 2,080,806,331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28年10月27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29年３月期の個別業績予想（平成28年４月１日～平成29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 890,500 △14.4 48,500 △56.7 62,500 △44.9 49,500 △40.6 23.80

(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、ガス事業で原料費調整制度によって都市ガスの販売単価が低めに推移したことなどに

より、前年同期に比べて1,090億円減の5,323億円となりました。経常利益は、ガス事業で原料価格の変動がガス

販売価格に反映されるまでのタイムラグによる影響が前年同期に比べて縮小したことなどにより、427億円減の501

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、326億円減の333億円となりました。

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、１兆7,112億円となり、前期末と比較して1,185億円の減少となりました。

これは固定資産の減少に加えて、季節要因により売掛債権等の流動資産が減少したことによるものです。

なお、純資産は9,100億円となり、自己資本比率は51.5％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29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、電力事業で利益が前年に比べて減少するものの、

当初の想定を上回る見通しであることなどにより、利益は前回業績予想を上回る見通しです。一方、連結子会社で

は海外事業の減益影響等により、利益は前回業績予想を下回る見通しです。これにより、連結では経常利益、親会

社株主に帰属する当期純利益ともに前回業績予想並みとなる見通しです。

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28年10月～平成29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）105 円/ドル

平成28年４月27日付の「平成28年３月期 決算短信」で公表しました、平成29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29年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成28年４月１日～平成29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

1,170,500
百万円

85,500
百万円

78,000
百万円

52,000
円 銭

24.99
今回修正予想（Ｂ） 1,170,500 82,000 78,000 52,000 25.00

増減額（Ｂ－Ａ） ±0 △3,500 ±0 ±0

増減率（％） ±0.0 △4.1 ±0.0 ±0.0
(参考)前期実績
(平成28年３月期)

1,322,012 146,674 134,986 84,324 40.53

　(参考)

平成29年３月期通期個別業績予想数値の修正（平成28年４月１日～平成29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

887,000
百万円

47,500
百万円

57,500
百万円

45,000
円 銭

21.63
今回修正予想（Ｂ） 890,500 48,500 62,500 49,500 23.80

増減額（Ｂ－Ａ） ＋3,500 ＋1,000 ＋5,000 ＋4,500

増減率（％） ＋0.4 ＋2.1 ＋8.7 ＋10.0
(参考)前期実績
(平成28年３月期)

1,039,733 112,054 113,349 83,285 40.03
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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）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務

対応報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した

建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微です。

　（追加情報）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１

四半期連結会計期間から適用しております。
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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28年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

資産の部

固定資産

有形固定資産

製造設備 89,192 89,660

供給設備 297,424 289,733

業務設備 60,257 59,176

その他の設備 291,836 286,054

建設仮勘定 172,949 160,149

有形固定資産合計 911,659 884,773

無形固定資産 89,613 77,360

投資その他の資産

投資有価証券 236,774 211,151

その他 76,883 79,764

貸倒引当金 △1,811 △3,348

投資その他の資産合計 311,846 287,567

固定資産合計 1,313,119 1,249,702

流動資産

現金及び預金 209,982 172,473

受取手形及び売掛金 167,246 146,106

たな卸資産 79,782 77,551

その他 60,735 66,464

貸倒引当金 △1,110 △1,056

流動資産合計 516,636 461,539

資産合計 1,829,756 1,711,241
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

負債の部

固定負債

社債 184,975 184,977

長期借入金 300,588 268,633

ガスホルダー修繕引当金 1,649 1,708

保安対策引当金 12,549 11,911

投資損失引当金 6,999 6,999

債務保証損失引当金 1,757 －

器具保証引当金 8,377 8,116

退職給付に係る負債 18,145 18,355

その他 59,589 66,741

固定負債合計 594,633 567,445

流動負債

支払手形及び買掛金 53,882 38,416

短期借入金 25,916 20,329

その他 219,537 175,001

流動負債合計 299,336 233,747

負債合計 893,970 801,193

純資産の部

株主資本

資本金 132,166 132,166

資本剰余金 19,320 19,320

利益剰余金 712,401 735,377

自己株式 △1,275 △1,355

株主資本合計 862,613 885,508

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 44,143 43,040

繰延ヘッジ損益 △12,347 △28,471

土地再評価差額金 △737 △737

為替換算調整勘定 28,924 △4,861

退職給付に係る調整累計額 △15,972 △12,872

その他の包括利益累計額合計 44,010 △3,902

非支配株主持分 29,162 28,442

純資産合計 935,786 910,047

負債純資産合計 1,829,756 1,711,241
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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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

売上高 641,418 532,399

売上原価 383,001 321,014

売上総利益 258,416 211,385

供給販売費及び一般管理費 164,348 161,467

営業利益 94,067 49,917

営業外収益

受取利息 264 152

受取配当金 2,155 2,053

設備負担金収入 1 2,150

雑収入 3,337 3,554

営業外収益合計 5,758 7,911

営業外費用

支払利息 5,129 4,717

雑支出 1,736 2,943

営業外費用合計 6,865 7,660

経常利益 92,961 50,168

税金等調整前四半期純利益 92,961 50,168

法人税等 26,568 16,220

四半期純利益 66,392 33,948

非支配株主に帰属する四半期純利益 411 572

親会社株主に帰属する四半期純利益 65,980 33,376
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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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

四半期純利益 66,392 33,948

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △4,760 △1,099

繰延ヘッジ損益 △1,408 △8,103

為替換算調整勘定 △587 △26,984

退職給付に係る調整額 253 3,166

持分法適用会社に対する持分相当額 1,584 △16,042

その他の包括利益合計 △4,918 △49,062

四半期包括利益 61,474 △15,113

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 61,466 △14,537

非支配株主に係る四半期包括利益 7 △576
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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28年４月１日 至 平成28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

　

当第２四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28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 359,728 94,760 6,442 100,420 561,352 △28,952 532,399

セグメント利益
又は損失（△）

営業利益又は損失（△） 31,768 12,087 △1,733 7,682 49,804 112 49,917

持分法による投資利益
又は損失（△）

150 △277 △134 186 △76 － △76

計 31,918 11,809 △1,868 7,869 49,728 112 49,841
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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28年４月１日～平成28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 2,746 △938 △25.5 営業費

売 上 原 価 1,259 △564 △30.9

販 管 費 1,281 △23 △1.8

計 2,540 △587 △18.8

その他
売上

受 注 工 事 99 △3 △3.3

その他
費用

受 注 工 事 96 △3 △3.8

器 具 販 売 443 △43 △9.0 器 具 販 売 390 △59 △13.2

託送供給収益等 27 △0 △2.5

附 帯 事 業 802 △17 △2.2 附 帯 事 業 715 ＋43 ＋6.5

計 1,373 △65 △4.6 計 1,202 △19 △1.6

総 売 上 高 4,120 △1,004 △19.6 総 費 用 3,742 △606 △14.0

営 業 利 益 377 △397 △51.3

営業外収益 180 ＋74 ＋70.8 営業外費用 48 △3 △6.6

経 常 利 益 509 △318 △38.5

四半期純利益 399 △206 △34.1

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)
(Ｈ28/４～Ｈ28/９)

前年同四半期 (ｂ)
(Ｈ27/４～Ｈ27/９)

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 6,920 6,868 ＋52 ＋0.8

業 務 用 350 347 ＋3 ＋0.9

計 7,270 7,215 ＋55 ＋0.8

家 庭 用 １ 戸 当 た り
平 均 月 間 使 用 量 (ｍ3/月)

20.9 21.8 △0.9 △4.3

ガ ス
販 売 量

(百万ｍ3)

家 庭 用 746 774 △27 △3.6

業 務 用 2,989 2,740 ＋249 ＋9.1

工業用 2,258 2,017 ＋241 ＋11.9

商業用 431 434 △3 △0.7

公用・医療用 301 289 ＋11 ＋3.8

他 ガ ス
事業者向け

232 224 ＋8 ＋3.7

計 3,968 3,738 ＋230 ＋6.1

[45MJ/ｍ3表示]
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