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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第２四半期の連結業績（2020年４月１日～2020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 ％

2021年３月期第２四半期 638,912 △2.2 51,915 17.1 54,818 9.9 36,799 10.0

2020年３月期第２四半期 652,987 7.5 44,317 101.9 49,881 118.2 33,449 147.7
(注)包括利益 2021年３月期第２四半期 17,370百万円( 57.6％) 2020年３月期第２四半期 11,021百万円( △38.0％)
　

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

2021年３月期第２四半期 88.51 －

2020年３月期第２四半期 80.44 －
　

　

（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 ％

2021年３月期第２四半期 2,199,512 1,033,901 45.6

2020年３月期 2,140,482 1,027,667 46.6
(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 1,004,068百万円 2020年３月期 997,492百万円
　

　　

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

2020年３月期 － 25.00 － 25.00 50.00

2021年３月期 － 25.00

2021年３月期(予想) － 25.00 50.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021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 1,336,500 △2.4 93,500 11.6 100,000 16.3 71,500 71.1 171.96
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　



※ 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.８「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項
（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 ： 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
　

　

（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) 2021年３月期２Ｑ 416,680,000株 2020年３月期 416,680,000株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 906,479株 2020年３月期 895,971株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 415,779,852株 2020年３月期２Ｑ 415,806,727株
　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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、添付資料Ｐ.３「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、2020年10月30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。その説明内容につ
いては、当日使用する決算説明資料とともに、当社ホームページに掲載する予定です。



（参考）個別業績予想

　2021年３月期の個別業績予想（2020年４月１日～2021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 1,026,000 △5.4 48,000 4.8 59,000 0.9 45,000 0.0 108.23

(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

（四半期経営成績等の概況）

当第２四半期の売上高は、電力事業で電力販売量が増加したものの、ガス事業でガス販売量が減少したことや、

原料費調整制度に基づきガス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140億円減の6,389億円

となりました。経常利益は、電力事業やＬＮＧ販売事業での増益、ガス事業での原料価格の変動が販売単価に反映

されるまでのタイムラグによる増益影響(*)が前年同期に比べて拡大したことなどにより、49億円増の548億円とな

りました。親会社株主に帰属する四半期純利益は、33億円増の367億円となりました。

(*)原料価格の変動が原料費調整制度に基づく販売単価に反映されるまでには一定の時間差があるため、一時的な増減益要因となります。

当第２四半期・前年同期は一時的な増益要因となっております。

　
(単位：億円)

連結(ａ)
対前年同期比較

個別(ｂ)
連単倍率
(ａ)/(ｂ)増減値 増減率(％)

売上高 6,389 △140 △2.2 5,003 1.28

売上原価 4,365 △222 △4.9 3,474 1.26

供給販売費及び
一般管理費

1,504 ＋6 ＋0.4 1,215 1.24

営業利益 519 ＋75 ＋17.1 313 1.66

経常利益 548 ＋49 ＋9.9 377 1.45

親会社株主に帰属す
る四半期純利益(*)

367 ＋33 ＋10.0 284 1.30

　(*)個別は「四半期純利益」

　

（四半期ガス販売実績）

当四半期 (ａ)
(2020/４～2020/９)

前年同期 (ｂ)
(2019/４～2019/９)

増減値
(ａ)-(ｂ)

増減率(％)

個別

ガス供給件数 (千件) 5,096 5,332 △236 △4.4

ガス販売量
(百万ｍ3)

家庭用 693 682 ＋11 ＋1.6

業務用等 2,465 2,821 △356 △12.6

計 3,158 3,504 △345 △9.9

連結ガス販売量 (百万ｍ3) 3,178 3,525 △348 △9.9

[45ＭＪ/ｍ3表示]

　

（四半期国内電力販売実績）

当四半期 (ａ)
(2020/４～2020/９)

前年同期 (ｂ)
(2019/４～2019/９)

増減値
(ａ)-(ｂ)

増減率(％)

低圧電気供給件数（千件） 1,424 1,160 ＋265 ＋22.8

電力販売量
（百万ｋＷｈ）

小売 2,715 2,095 ＋620 ＋29.6

卸等 4,879 4,255 ＋624 ＋14.7

計 7,594 6,349 ＋1,244 ＋19.6
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（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２兆1,995億円となり、前期末と比較して590億円の増加となりました。これは、

投資の進捗等により固定資産が増加したことや現預金等の増加により流動資産が増加したことによるものです。

なお、純資産は１兆339億円となり、自己資本比率は45.6％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

新型コロナウイルス感染症拡大による影響について、本年７月30日に公表した業績予想では第１四半期に顕在化

した影響等を織り込みましたが、今回、現時点で想定される年度末までの見通しを踏まえて、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、売上高はガス事業における原料費調整制度に基づくガス販売単価の低下等により前回業績予

想を下回る見通しですが、営業利益、経常利益、当期純利益は同事業での原料価格の変動が販売単価に反映される

までのタイムラグによる増益影響や費用の減少等による増益等があり前回業績予想を上回る見通しです。

連結では、売上高は個別と同様前回業績予想を下回り、営業利益は個別と同様前回業績予想を上回る見通しです

が、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益はライフ＆ビジネス ソリューション事業の減益影響等により前回

業績予想から変更はありません。

（参考）原油価格・為替レートの前提（2020年10月～2021年３月）

原油価格（全日本ＣＩＦ価格）： 45ドル/バレル

　為替レート（ＴＴＭ） ： 110円/ドル

2020年７月30日付の「2021年３月期 第１四半期決算決算短信」で公表しました、2021年３月期の連結及び個別

の業績予想との差異は以下の通りです。

　

2021年３月期の連結業績予想数値の修正（2020年４月１日～2021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

1,380,000
百万円

90,000
百万円

100,000
百万円

71,500
円 銭

171.96
今回修正予想（Ｂ） 1,336,500 93,500 100,000 71,500 171.96

増減額（Ｂ－Ａ） △43,500 ＋3,500 ±0 ±0

増減率（％） △3.2 ＋3.9 ±0.0 ±0.0
(参考)前期実績
(2020年３月期)

1,368,689 83,792 86,018 41,788 100.50

　(参考)

2021年３月期の個別業績予想数値の修正（2020年４月１日～2021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

1,063,500
百万円

42,000
百万円

53,000
百万円

41,000
円 銭

98.61
今回修正予想（Ｂ） 1,026,000 48,000 59,000 45,000 108.23

増減額（Ｂ－Ａ） △37,500 ＋6,000 ＋6,000 ＋4,000
増減率（％） △3.5 ＋14.3 ＋11.3 ＋9.8
(参考)前期実績
(2020年３月期)

1,084,389 45,788 58,496 44,979 108.18
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

固定資産

有形固定資産

製造設備 84,258 82,164

供給設備 264,657 258,786

業務設備 55,072 53,334

その他の設備 542,101 545,717

建設仮勘定 68,482 104,924

有形固定資産合計 1,014,572 1,044,927

無形固定資産 98,322 97,436

投資その他の資産

投資有価証券 332,200 334,066

その他 136,171 136,577

貸倒引当金 △802 △838

投資その他の資産合計 467,568 469,806

固定資産合計 1,580,462 1,612,170

流動資産

現金及び預金 147,201 174,589

受取手形及び売掛金 210,515 198,747

たな卸資産 108,092 100,896

その他 94,849 113,722

貸倒引当金 △640 △613

流動資産合計 560,019 587,342

資産合計 2,140,482 2,199,512
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

固定負債

社債 289,993 364,994

長期借入金 363,757 317,700

ガスホルダー修繕引当金 1,290 1,367

保安対策引当金 9,339 8,547

器具保証引当金 13,074 10,591

退職給付に係る負債 17,590 18,303

その他 105,455 142,406

固定負債合計 800,502 863,912

流動負債

支払手形及び買掛金 59,363 52,101

短期借入金 20,029 22,627

その他 232,919 226,969

流動負債合計 312,312 301,698

負債合計 1,112,815 1,165,610

純資産の部

株主資本

資本金 132,166 132,166

資本剰余金 19,483 19,469

利益剰余金 802,313 828,145

自己株式 △1,802 △1,824

株主資本合計 952,160 977,956

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 41,336 50,083

繰延ヘッジ損益 △14,161 △34,083

土地再評価差額金 △737 △737

為替換算調整勘定 10,085 2,449

退職給付に係る調整累計額 8,809 8,401

その他の包括利益累計額合計 45,332 26,112

非支配株主持分 30,174 29,832

純資産合計 1,027,667 1,033,901

負債純資産合計 2,140,482 2,199,512
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 652,987 638,912

売上原価 458,802 436,506

売上総利益 194,185 202,405

供給販売費及び一般管理費 149,868 150,490

営業利益 44,317 51,915

営業外収益

受取利息 830 1,118

受取配当金 5,692 2,175

持分法による投資利益 4,329 4,919

関係会社投資有価証券売却益 － 3,490

雑収入 3,230 2,719

営業外収益合計 14,083 14,423

営業外費用

支払利息 5,942 5,622

雑支出 2,576 5,898

営業外費用合計 8,518 11,520

経常利益 49,881 54,818

税金等調整前四半期純利益 49,881 54,818

法人税等 15,544 17,295

四半期純利益 34,337 37,522

非支配株主に帰属する四半期純利益 888 723

親会社株主に帰属する四半期純利益 33,449 36,799



大阪瓦斯㈱(9532) 2021年３月期 第２四半期決算短信

― 7 ―

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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益 34,337 37,522

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 96 8,742

繰延ヘッジ損益 △4,924 △6,049

為替換算調整勘定 △7,136 △5,703

退職給付に係る調整額 △1,234 △1,022

持分法適用会社に対する持分相当額 △10,116 △16,118

その他の包括利益合計 △23,315 △20,152

四半期包括利益 11,021 17,370

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 10,121 17,579

非支配株主に係る四半期包括利益 900 △208
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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 2020年４月１日 至 2020年９月30日）

該当事項はありません。

　

（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。

（追加情報）

新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大が生じており、これに関連して原油価格等のエネルギー価格が

下落しております。当社グループにおいては、原油価格について中長期的に徐々に回復するものと仮定し、固定

資産の減損の会計上の見積りを行っております。新型コロナウイルス感染症に関連する原油価格等のエネルギー

価格への影響は不確実性が高く、今後、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性がありま

す。
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（セグメント情報）

前第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) (単位：百万円)

報告セグメント

合計 調整額
四半期連結
損益計算書
計上額国内エネル

ギー・ガス
国内エネル
ギー・電力

海外
エネルギー

ライフ＆
ビジネス
ソリュー
ション

売 上 高 464,199 97,781 25,491 105,172 692,645 △39,657 652,987

セグメント利益

営業利益又は損失(△) 28,841 4,879 △157 9,006 42,569 1,748 44,317

持分法による投資利益
又は損失(△)

143 △6 4,193 － 4,329 － 4,329

計 28,984 4,872 4,035 9,006 46,898 1,748 48,647

　

当第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) (単位：百万円)

報告セグメント

合計 調整額
四半期連結
損益計算書
計上額国内エネル

ギー・ガス
国内エネル
ギー・電力

海外
エネルギー

ライフ＆
ビジネス
ソリュー
ション

売 上 高 438,038 111,145 30,062 99,591 678,837 △39,925 638,912

セグメント利益

営業利益又は損失(△) 31,438 11,589 △1,971 7,244 48,300 3,615 51,915

持分法による投資利益 270 98 4,551 － 4,919 － 4,919

計 31,708 11,687 2,579 7,244 53,219 3,615 56,835

(注) 報告セグメントの変更等に関する事項

2020年４月１日にエネルギー分野における関係会社の組織再編を行ったことに伴い、第１四半期連結会計期間

より、従来「国内エネルギー・電力」セグメントに含めていた一部の連結子会社を「国内エネルギー・ガス」セ

グメントに含めて開示しております。前第２四半期連結累計期間のセグメント情報は、組織再編後の報告セグメ

ントの区分に基づき作成したものを記載しております。


