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(百万円未満切捨て)
１．2021年３月期の連結業績（2020年４月１日～2021年３月31日）
（１）連結経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期 1,364,106 △0.3 112,491 34.3 127,752 48.5 80,857 93.5

2020年３月期 1,368,689 △0.2 83,792 23.3 86,018 36.3 41,788 24.4
(注) 包括利益 2021年３月期 108,723百万円( 625.0％) 2020年３月期 14,996百万円(△46.4％)

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2021年３月期 194.48 － 7.8 5.7 8.2

2020年３月期 100.50 － 4.2 4.1 6.1
(参考) 持分法投資損益 2021年３月期 13,618百万円 2020年３月期 5,225百万円
　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

2021年３月期 2,313,357 1,114,597 46.8 2,602.18

2020年３月期 2,140,482 1,027,667 46.6 2,399.06
(参考) 自己資本 2021年３月期 1,081,881百万円 2020年３月期 997,492百万円
　

（３）連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による

キャッシュ・フロー
投資活動による

キャッシュ・フロー
財務活動による

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物

期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

2021年３月期 219,797 △198,354 △1,636 166,762

2020年３月期 182,892 △232,266 79,272 146,813
　

　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
(連結)

純資産
配当率
(連結)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 百万円 ％ ％

2020年３月期 － 25.00 － 25.00 50.00 20,789 49.8 2.1
2021年３月期 － 25.00 － 27.50 52.50 21,827 27.0 2.1
2022年３月期(予想) － 27.50 － 27.50 55.00 32.4

　

３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022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 1,405,000 3.0 80,500 △28.4 95,000 △25.6 70,500 △12.8 169.56

　　



※ 注記事項
（１）期中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)
： 有

　

　 除外 １社 （社名） Osaka Gas Niugini Pty Ltd

（２）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
　

（３）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 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 920,065株 2020年３月期 895,971株

③ 期中平均株式数 2021年３月期 415,773,183株 2020年３月期 415,798,713株
　

(参考) 個別業績の概要

１．2021年３月期の個別業績（2020年４月１日～2021年３月31日）
（１）個別経営成績 (％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期 1,053,584 △2.8 60,496 32.1 73,035 24.9 54,641 21.5

2020年３月期 1,084,389 △1.8 45,788 63.8 58,496 44.2 44,979 78.9

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

2021年３月期 131.42 －

2020年３月期 108.18 －
　

（２）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

2021年３月期 1,720,358 832,442 48.4 2,002.22

2020年３月期 1,643,343 779,646 47.4 1,875.12

(参考) 自己資本 2021年３月期 832,442百万円 2020年３月期 779,646百万円
　

　

２．2022年３月期の個別業績予想（2021年４月１日～2022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 1,031,000 △2.1 22,000 △63.6 51,500 △29.5 45,000 △17.6 108.23
　

　

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 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.５「１.経営成績等の
概況（４）今後の見通し」をご覧ください。

２．当社は、2021年４月28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、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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１．経営成績等の概況

(1) 当期の経営成績の概況

①経営成績概況

当期の売上高は、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、前期に比べて45億円減（△0.3％）の１兆3,641億円となりました。経常利益は、

フリーポートＬＮＧプロジェクトや米国上流事業等における海外エネルギー事業の増益に加え、ガス事業や電力事

業の増益等により、417億円増（＋48.5％）の1,277億円となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は、390億

円増（＋93.5％）の808億円となりました。

連結子会社数は、前期末から９社減、７社増の154社となりました。持分法適用関連会社数は、前期末から１社

減、５社増の27社となりました。

(単位：億円)

連結(ａ)
対前期比較

個別(ｂ)
連単倍率
(ａ)/(ｂ)増減値 増減率(％)

売上高 13,641 △45 △0.3 10,535 1.29

売上原価 9,217 △402 △4.2 7,324 1.26

供給販売費及び
一般管理費

3,298 ＋69 ＋2.1 2,606 1.27

営業利益 1,124 ＋286 ＋34.3 604 1.86

経常利益 1,277 ＋417 ＋48.5 730 1.75

親会社株主に帰属
する当期純利益(*)

808 ＋390 ＋93.5 546 1.48

　(*)個別は「当期純利益」
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②セグメント別概況

ａ．国内エネルギー・ガス

売上高は、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、前期に比べて608億円減

(△6.2％）の9,160億円となりました。セグメント利益は、売上高は減少したものの、冬場の低気温の影響等によ

り、前期に比べて121億円増（＋22.8％）の653億円となりました。
　

(参考)ガス販売実績

当期 (ａ)
(2020/４～2021/３)

前期 (ｂ)
(2019/４～2020/３)

増減値
(ａ)-(ｂ)

増減率(％)

個別

ガス供給件数（千件） 5,031 5,225 △194 △3.7

ガス販売量
（百万ｍ3）

家庭用 1,862 1,798 ＋64 ＋3.6

業務用等 5,259 5,526 △267 △4.8

計 7,121 7,324 △203 △2.8

連結ガス販売量（百万ｍ3） 7,157 7,362 △206 △2.8

[45ＭＪ/ｍ3表示]

ｂ．国内エネルギー・電力

売上高は、電力販売量が増加したことなどにより、前期に比べて457億円増（＋22.7％）の2,472億円となりま

した。セグメント利益は、電力販売量の増加等により、前期に比べて71億円増（＋91.4％）の150億円となりまし

た。
　
(参考)国内電力販売実績

当期 (ａ)
(2020/４～2021/３)

前期 (ｂ)
(2019/４～2020/３)

増減値
(ａ)-(ｂ)

増減率(％)

低圧電気供給件数（千件） 1,510 1,322 ＋188 ＋14.2

電力販売量
（百万ｋＷｈ）

小売 5,721 4,617 ＋1,104 ＋23.9

卸等 10,412 8,572 ＋1,840 ＋21.5

計 16,133 13,189 ＋2,944 ＋22.3

ｃ．海外エネルギー

売上高は、米国上流事業における増収等により、前期に比べて79億円増（＋13.0％）の691億円となりました。

セグメント利益は、フリーポートＬＮＧプロジェクトや米国上流事業における増益等により、前期と比べて139億

円増（＋170.9％）の221億円となりました。

ｄ．ライフ＆ビジネス ソリューション

売上高は、ほぼ前期並みの2,165億円となりました。セグメント利益は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響

によるフィットネス事業の減益等により、前期と比べて４億円減（△2.2％）の192億円となりました。

(単位：億円)

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

調整額 連結

売上高
△6.2％

9,160
[△608]

＋22.7％
2,472

[＋457]

＋13.0％
691

[＋79]

△1.3％
2,165
[△28]

△850
△0.3％

13,641
[△45]

セグメント利益

＋22.8％
653

[＋121]

＋91.4％
150

[＋71]

＋170.9％
221

[＋139]

△2.2％
192

[△4]
43

＋41.7％
1,261

[＋370]

左肩の％は、対前期増減率

[ ]は、対前期増減値
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(2) 当期の財政状態の概況

(資産、負債及び純資産)

総資産は、投資の進捗等による有形固定資産の増加や株価上昇による投資有価証券の増加等により、前期末に比

べて1,728億円増の２兆3,133億円となりました。また、負債は、有利子負債の増加等により、前期末に比べて859億

円増の１兆1,987億円となり、純資産は、前期末に比べて869億円増の１兆1,145億円となりました。

これらの結果、自己資本比率は前期末の46.6％から46.8％となりました。
　

(単位：億円)

当期末
(2021/３末)

前期末
(2020/３末)

増減値

資産合計 23,133 21,404 ＋1,728

負債合計 11,987 11,128 ＋859

純資産合計 11,145 10,276 ＋869

負債純資産合計 23,133 21,404 ＋1,728

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

当期の営業活動によるキャッシュ・フローは、2,197億円の収入となりました。これは税金等調整前当期純利益に

減価償却費を加え、法人税等の支払額等を加減した結果によるものです。また、投資活動によるキャッシュ・フロ

ーは、有形固定資産の取得による支出等により1,983億円の支出となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、長

期借入金の返済による支出等により16億円の支出となりました。

これらの結果、当期の現金及び現金同等物は206億円の増加となりました。

これに現金及び現金同等物の期首残高1,468億円を加え、現金及び現金同等物の当期末残高は1,667億円となりま

した。
　

(単位：億円)

当期
(2020/４～2021/３)

前期
(2019/４～2020/３)

増減値

営業活動による
キャッシュ・フロー

2,197 1,828 ＋369

投資活動による
キャッシュ・フロー

△1,983 △2,322 ＋339

財務活動による
キャッシュ・フロー

△16 792 △809

現金及び現金同等物の増減額 206 310 △103

現金及び現金同等物の期末残高 1,667 1,468 ＋199

有利子負債の期末残高 7,853 7,540 ＋313

フリーキャッシュフロー（＊） 214億円 [前期：△493億円]

（＊）フリーキャッシュフロー ＝ 営業活動によるキャッシュ・フロー － 投資活動によるキャッシュ・フロー

設備投資の実績及び次期見通しについては、下表の通りです。

(参考)設備投資の実績及び見通し (単位：億円)

次期見通し
(2021/４～2022/３)

当期
(2020/４～2021/３)

前期
(2019/４～2020/３)

連結 1,960 1,894 1,310

個別 690 699 574

製造設備 80 112 94

供給設備 462 495 390

業務設備等 146 91 89
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(4) 今後の見通し

次期（2022年３月期）の売上高は、海外エネルギー事業における増収等により、当期に比べて408億円増（＋3.0

％）の１兆4,050億円となる見通しです。

経常利益は、2020年度の冬場の低気温影響の反動等により、当期に比べて327億円減（△25.6％）の950億円とな

る見通しです。親会社株主に帰属する当期純利益は、当期に比べて103億円減（△12.8％）の705億円となる見通し

です。

(単位：億円)

次期見通し
(2021/４～2022/３)

当期比較

増減値 増減率(％)

売上高 14,050 ＋408 ＋3.0

営業利益 805 △319 △28.4

経常利益 950 △327 △25.6

親会社株主に帰属する
当期純利益

705 △103 △12.8

＜原油価格・為替レートの前提（2021年４月１日～2022年３月31日）＞

原油価格（全日本ＣＩＦ価格）: 60ドル/バレル

為替レート（ＴＴＭ） : 105円/ドル

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当面は日本基準の適用を継続する予定ですが、ＩＦＲＳについても、事業環境及び適用による影響等を踏まえつつ

検討を進めていく方針です。
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３．連結財務諸表及び主な注記

(1) 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)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

資産の部

固定資産

有形固定資産

製造設備 84,258 89,701

供給設備 264,657 268,755

業務設備 55,072 53,481

その他の設備 542,101 546,456

建設仮勘定 68,482 112,215

有形固定資産合計 1,014,572 1,070,610

無形固定資産 98,322 97,912

投資その他の資産

投資有価証券 332,200 377,074

長期貸付金 25,981 25,686

退職給付に係る資産 44,264 83,494

繰延税金資産 16,397 25,933

その他 49,526 50,099

貸倒引当金 △802 △800

投資その他の資産合計 467,568 561,487

固定資産合計 1,580,462 1,730,009

流動資産

現金及び預金 147,201 167,083

受取手形及び売掛金 210,515 211,696

リース債権及びリース投資資産 47,844 54,634

たな卸資産 108,092 94,187

その他 47,005 56,349

貸倒引当金 △640 △602

流動資産合計 560,019 583,347

資産合計 2,140,482 2,313,357
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当連結会計年度
(2021年３月31日)

負債の部

固定負債

社債 289,993 354,995

長期借入金 363,757 333,263

繰延税金負債 21,248 41,845

ガスホルダー修繕引当金 1,290 1,138

保安対策引当金 9,339 8,892

器具保証引当金 13,074 12,195

退職給付に係る負債 17,590 18,758

その他 84,207 104,886

固定負債合計 800,502 875,975

流動負債

1年以内に期限到来の固定負債 71,294 71,981

支払手形及び買掛金 59,363 60,453

未払法人税等 19,045 27,514

その他 162,609 162,834

流動負債合計 312,312 322,784

負債合計 1,112,815 1,198,759

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 802,313 861,746

自己株式 △1,802 △1,852

株主資本合計 952,160 1,011,530

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 69,811

繰延ヘッジ損益 △14,161 △30,365

土地再評価差額金 △737 △737

為替換算調整勘定 10,085 △2,383

退職給付に係る調整累計額 8,809 34,025

その他の包括利益累計額合計 45,332 70,350

非支配株主持分 30,174 32,716

純資産合計 1,027,667 1,114,597

負債純資産合計 2,140,482 2,313,357
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(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

売上高 1,368,689 1,364,106

売上原価 961,983 921,777

売上総利益 406,705 442,328

供給販売費及び一般管理費 322,913 329,836

営業利益 83,792 112,491

営業外収益

受取利息 4,262 2,348

受取配当金 7,070 3,378

持分法による投資利益 5,225 13,618

関係会社投資有価証券売却益 － 3,694

雑収入 8,187 9,901

営業外収益合計 24,746 32,941

営業外費用

支払利息 12,192 11,087

雑支出 10,327 6,593

営業外費用合計 22,520 17,680

経常利益 86,018 127,752

特別損失

減損損失 15,568 19,016

特別損失合計 15,568 19,016

税金等調整前当期純利益 70,449 108,735

法人税、住民税及び事業税 23,451 33,302

法人税等調整額 4,056 △8,410

法人税等合計 27,507 24,891

当期純利益 42,942 83,844

非支配株主に帰属する当期純利益 1,153 2,986

親会社株主に帰属する当期純利益 41,788 80,857
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連結包括利益計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

当期純利益 42,942 83,844

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △10,455 28,421

繰延ヘッジ損益 △1,442 △10,143

為替換算調整勘定 △1,638 △13,730

退職給付に係る調整額 △6,189 25,536

持分法適用会社に対する持分相当額 △8,219 △5,204

その他の包括利益合計 △27,945 24,879

包括利益 14,996 108,723

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 13,728 105,876

非支配株主に係る包括利益 1,268 2,847
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(3) 連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 132,166 19,222 782,523 △1,744 932,167

会計方針の変更によ

る累積的影響額
△1,208 △1,208

会計方針の変更を反映

した当期首残高
132,166 19,222 781,314 △1,744 930,959

当期変動額

剰余金の配当 △20,790 △20,790

親会社株主に帰属す

る当期純利益
41,788 41,788

自己株式の取得 △60 △60

自己株式の処分 △0 2 2

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動

260 260

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － 260 20,998 △57 21,201

当期末残高 132,166 19,483 802,313 △1,802 952,160

その他の包括利益累計額

非支配株主

持分
純資産合計その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

土地再評価

差額金

為替換算

調整勘定

退職給付に

係る

調整累計額

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 50,617 △4,007 △737 11,189 15,110 72,172 30,704 1,035,044

会計方針の変更によ

る累積的影響額
1,215 1,215 7

会計方針の変更を反映

した当期首残高
51,833 △4,007 △737 11,189 15,110 73,388 30,704 1,035,051

当期変動額

剰余金の配当 △20,790

親会社株主に帰属す

る当期純利益
41,788

自己株式の取得 △60

自己株式の処分 2

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動

260

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△10,496 △10,154 △1,104 △6,300 △28,055 △530 △28,585

当期変動額合計 △10,496 △10,154 － △1,104 △6,300 △28,055 △530 △7,384

当期末残高 41,336 △14,161 △737 10,085 8,809 45,332 30,174 1,027,667
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当連結会計年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 132,166 19,483 802,313 △1,802 952,160

当期変動額

剰余金の配当 △20,788 △20,788

親会社株主に帰属す

る当期純利益
80,857 80,857

自己株式の取得 △52 △52

自己株式の処分 0 2 2

持分法の適用範囲の

変動
△635 △635

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動

△13 △13

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － △13 59,433 △49 59,369

当期末残高 132,166 19,469 861,746 △1,852 1,011,530

その他の包括利益累計額

非支配株主

持分
純資産合計その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

土地再評価

差額金

為替換算

調整勘定

退職給付に

係る

調整累計額

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 41,336 △14,161 △737 10,085 8,809 45,332 30,174 1,027,667

当期変動額

剰余金の配当 △20,788

親会社株主に帰属す

る当期純利益
80,857

自己株式の取得 △52

自己株式の処分 2

持分法の適用範囲の

変動
△635

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動

△13

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

28,474 △16,203 △12,468 25,215 25,018 2,541 27,560

当期変動額合計 28,474 △16,203 － △12,468 25,215 25,018 2,541 86,930

当期末残高 69,811 △30,365 △737 △2,383 34,025 70,350 32,716 1,114,597
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 70,449 108,735

減価償却費 91,925 101,444

長期前払費用償却額 5,159 5,106

減損損失 15,568 19,016

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △3,511 △3,366

受取利息及び受取配当金 △11,332 △5,726

支払利息 12,192 11,087

持分法による投資損益（△は益） △5,225 △13,618

関係会社投資有価証券売却損益（△は益） 411 △3,694

売上債権の増減額（△は増加） 12,239 △1,203

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,014 26,113

仕入債務の増減額（△は減少） 664 1,200

未払費用の増減額（△は減少） 3,316 △124

その他 512 △5,335

小計 196,384 239,635

利息及び配当金の受取額 21,844 15,461

利息の支払額 △12,280 △11,375

法人税等の支払額 △23,056 △23,924

営業活動によるキャッシュ・フロー 182,892 219,797

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △117,574 △169,607

無形固定資産の取得による支出 △9,173 △13,148

長期前払費用の取得による支出 △9,045 △6,320

投資有価証券の取得による支出 △7,997 △7,088

関係会社株式の取得による支出 △22,965 △6,309

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △63,350 △5,914

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 558 9,096

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 － △373

その他 △2,719 1,311

投資活動によるキャッシュ・フロー △232,266 △198,354

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △2,579 △14,659

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） △46,000 －

長期借入れによる収入 44,170 35,946

長期借入金の返済による支出 △47,418 △44,572

社債の発行による収入 175,000 75,000

社債の償還による支出 △20,000 △30,000

非支配株主からの払込みによる収入 240 206

配当金の支払額 △20,799 △20,793

非支配株主への配当金の支払額 △1,165 △749

その他 △2,174 △2,013

財務活動によるキャッシュ・フロー 79,272 △1,636

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,145 838

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 31,043 20,644

現金及び現金同等物の期首残高 115,769 146,813

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △695

現金及び現金同等物の期末残高 146,813 166,762
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(5) 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。

　

（セグメント情報）

ａ. 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、当社

の取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっています。

当社グループは、「国内・海外エネルギー事業」、「ライフ＆ビジネス ソリューション事業」の２つの事業領域

を基礎に製品及びサービス別に区分された事業セグメントを、製品及びサービスの内容等の類似性を考慮し、「国

内エネルギー・ガス事業」、「国内エネルギー・電力事業」、「海外エネルギー事業」、「ライフ＆ビジネス ソリ

ューション事業」の４つの報告セグメントに集約しています。

「国内エネルギー・ガス事業」は、都市ガスの製造・供給及び販売、ガス機器販売、ガス配管工事、ＬＮＧ販売、

ＬＰＧ販売、産業ガス販売等を行っています。「国内エネルギー・電力事業」は、発電及び電気の販売等を行って

います。「海外エネルギー事業」は、天然ガス及び石油等に関する開発・投資、エネルギー供給、ＬＮＧ輸送等を

行っています。「ライフ＆ビジネス ソリューション事業」は、不動産の開発及び賃貸、情報処理サービス、ファイ

ン材料及び炭素材製品の販売等を行っています。

なお、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います。前連結会計年度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います。

ｂ. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお

ける記載と概ね同一です。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいています。
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ｃ. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント

合計
調整額

連結
財務諸表
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

外部顧客への売上高 964,377 200,365 33,430 170,516 1,368,689 － 1,368,689

セグメント間の内部
売上高又は振替高

12,586 1,195 27,823 48,916 90,522 △90,522 －

計 976,963 201,561 61,254 219,432 1,459,211 △90,522 1,368,689

セグメント利益

営業利益 52,666 8,373 2,952 19,676 83,669 122 83,792

持分法による投資利益
　又は損失(△)

534 △517 5,209 － 5,225 － 5,225

計 53,200 7,855 8,162 19,676 88,895 122 89,018

セグメント資産 911,159 208,403 625,410 390,693 2,135,666 4,815 2,140,482

その他の項目

減価償却費 55,511 7,438 16,800 11,676 91,428 △1,469 89,958

のれんの償却額 － 242 17 1,705 1,966 － 1,966

持分法適用会社への投資額 14,408 470 195,768 － 210,647 － 210,647

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

66,007 26,809 8,914 32,216 133,947 △2,937 131,010
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当連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント

合計
調整額

連結
財務諸表
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

外部顧客への売上高 903,488 246,162 45,761 168,694 1,364,106 － 1,364,106

セグメント間の内部
売上高又は振替高

12,601 1,129 23,438 47,891 85,059 △85,059 －

計 916,089 247,291 69,199 216,585 1,449,166 △85,059 1,364,106

セグメント利益

営業利益 64,285 15,739 8,841 19,250 108,116 4,375 112,491

持分法による投資利益
　又は損失(△)

1,050 △706 13,274 － 13,618 － 13,618

計 65,335 15,032 22,115 19,250 121,734 4,375 126,109

セグメント資産 955,934 274,463 634,126 419,172 2,283,697 29,659 2,313,357

その他の項目

減価償却費 56,908 8,550 23,329 12,315 101,103 △1,948 99,155

のれんの償却額 210 393 △7 1,692 2,288 － 2,288

持分法適用会社への投資額 15,256 3,922 190,912 － 210,091 － 210,091

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

80,174 47,592 29,270 35,601 192,640 △3,185 189,454
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

１株当たり純資産額 2,399.06円 １株当たり純資産額 2,602.18円

１株当たり当期純利益 100.50円 １株当たり当期純利益 194.48円

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２ １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

親会社株主に帰属する当期純利益
(百万円)

41,788 80,857

普通株主に帰属しない金額
(百万円)

― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属
する当期純利益(百万円)

41,788 80,857

普通株式の期中平均株式数(千株) 415,798 415,773

（重要な後発事象）

　導管部門の分社化に向けた吸収分割契約の締結

当社は、2021年４月23日開催の取締役会決議により、2022年４月１日(予定)に当社が営む一般ガス導管事業等を

会社分割の方法によって、大阪ガスネットワーク株式会社(以下、「大阪ガスネットワーク」又は「承継会社」とい

います。)に承継させることとし、同日付で両社の間で吸収分割契約を締結しました。(以下、この会社分割を「本

件吸収分割」といいます。)。

なお、本件吸収分割は、本年６月開催予定の当社定時株主総会において関連議案が承認可決されること、及び関

係官庁から本件吸収分割の実施に必要な承認が得られることが前提条件となります。

(1) 本件吸収分割の背景・目的

2015年６月改正のガス事業法等に基づき、ガス導管事業の一層の中立性の確保を目的に、一般ガス導管事業者で

ある当社は、2022年４月よりガス小売事業又はガス製造事業を兼業することが禁止されます。

この規制を遵守して当社グループの企業価値向上に向けた組織体制を構築する観点から、当社は、当社の完全子

会社である大阪ガスネットワークを本年４月１日に設立し、2022年４月１日を効力発生日として、当社の一般ガス

導管事業等を吸収分割により同社に承継させる吸収分割契約を同社と締結しました。

吸収分割後も、当社グループは、大阪ガスネットワークを含め、エネルギーをはじめとする社会インフラ事業の

一端を担う企業グループとして、各社がその責務を全うするとともに各事業において提供価値を最大化することで、

当社グループの企業価値向上を一層図ってまいります。
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(2) 本件吸収分割の要旨

①本件会社分割の日程

吸収分割契約の締結 取締役会(当社) 2021年４月23日

吸収分割契約の締結 取締役決定(承継会社) 2021年４月23日

吸収分割契約の締結 2021年４月23日

吸収分割契約の承認 定時株主総会(当社) 2021年６月(予定)

吸収分割契約の承認 臨時株主総会(承継会社) 2021年６月(予定)

吸収分割効力発生日 2022年４月１日(予定)

②本件吸収分割の方式

当社を分割会社とし、当社の100％子会社である大阪ガスネットワークを承継会社とする吸収分割です。

③本件吸収分割に係る割当ての内容

本件吸収分割に際し、承継会社は、普通株式670万株を発行し、それらをすべて当社に対して割当て交付しま

す。

④本件吸収分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

当社は新株予約権及び新株予約権付社債を発行していません。

⑤本件吸収分割により増減する資本金

当社の資本金に増減はありません。

⑥承継会社が承継する権利義務

大阪ガスネットワークは、当社との間で締結した2021年４月23日付の吸収分割契約の定めに従い、当社が営

む一般ガス導管事業及びこれに附帯する事業に関して有する権利義務を効力発生日に承継します。

なお、本件吸収分割による承継会社への債務の承継については、免債的債務引受の方法によるものとしま

す。また、当社の既存の公募社債に係る債務等については、承継会社へ承継しません。

⑦債務履行の見込み

当社及び承継会社ともに、本件会社分割後も資産の額が負債の額を上回ることが見込まれること、現在のと

ころ、本件吸収分割後に負担する債務の履行に支障を及ぼす事態の発生は見込まれていないことから、本件吸

収分割後における当社及び承継会社の債務履行の見込みについては、問題ないと判断しています。
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(3) 本件吸収分割の当事会社の概要

分割会社

(2021年３月31日現在)

承継会社

(2021年４月１日現在)

(１) 商号 大阪瓦斯株式会社 大阪ガスネットワーク株式会社

(２) 所在地
大阪府大阪市中央区平野町４丁目

１番２号

大阪府大阪市中央区平野町４丁目

１番２号

(３) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 藤原 正隆 代表取締役社長 中村 剛

(４) 事業内容
ガスの製造・供給・販売、ＬＰＧ

の販売、電力の発電・販売 他
事業を行っておりません

(５) 資本金 132,166百万円 100百万円

(６) 設立年月日 1897年４月10日 2021年４月１日

(７) 発行済株式数 416,680,000株 2,000株

(８) 決算期 ３月31日 ３月31日

(９) 大株主及び持株比率

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社(信託口)

8.13%

株式会社日本カストディ銀行(信託

口)

4.96%

日本生命保険相互会社(常任代理人

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社)

4.63%

株式会社日本カストディ銀行(信託

口７)

2.78%

株式会社三菱UFJ銀行

2.69%

大阪瓦斯株式会社

100%

(１０) 直近事業年度の経営成績及び財務状態(注)

決算期 2021年３月期(連結) ―

純資産 1,114,597百万円 100百万円

総資産 2,313,357百万円 100百万円

1株当たり純資産 2,602.18円 50,000円

売上高 1,364,106百万円 ―

営業利益 112,491百万円 ―

経常利益 127,752百万円 ―

親会社株主に帰属する

当期純利益
80,857百万円 ―

1株当たり当期純利益 194.48円 ―

(注)承継会社は、2021年４月１日に設立されており、直前事業年度が存在しないため、(10)直前事業年度の財

政状態及び経営成績については、その設立日における純資産、総資産及び１株当たり純資産のみを記載し

ています。
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(4) 分割する事業部門の概要

①分割する部門の事業概要

一般ガス導管事業及びそれに附帯する事業

②分割する部門の経営成績(2021年３月期)

分割する部門の事業内容
分割対象事業の

売上高(a)

当社単体の

売上高(b)

比率

(a／b)

一般ガス導管事業及び

附帯する事業
58,983百万円 1,053,584百万円 5.6％

(注)外部売上高を記載しています。

③分割する資産、負債の項目及び帳簿価格(2021年３月31日現在)

資 産 負 債

項目 金額 項目 金額

流動資産 49,149百万円 流動負債 32,116百万円

固定資産 327,898百万円 固定負債 10,105百万円

合 計 377,048百万円 合 計 42,222百万円

(注)上記の金額は、2021年３月31日現在の貸借対照表を基準に算出しているため、実際に承継される金額は、

　 上記金額に効力発生日前日までの増減を加除した数値となります。

(5) 本件吸収分割後の状況(2022年４月１日現在(予定))

分割会社 承継会社

(１)商号 大阪瓦斯株式会社 大阪ガスネットワーク株式会社

(２)所在地
大阪府大阪市中央区平野町４丁目１

番２号

大阪府大阪市中央区平野町４丁目１

番２号

(３)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 藤原 正隆 代表取締役社長 中村 剛

(４)事業内容
ガスの製造・販売、ＬＰＧの販売、

電力の発電・販売 他
一般ガス導管事業 他

(５)資本金 132,166百万円 6,000百万円

(６)決算期 ３月31日 ３月31日
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４．個別財務諸表

(1) 貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

資産の部

固定資産

有形固定資産

製造設備 83,401 88,768

供給設備 264,584 268,913

業務設備 54,225 52,644

附帯事業設備 3,166 3,471

建設仮勘定 14,204 14,263

有形固定資産合計 419,582 428,061

無形固定資産

特許権 2 2

借地権 2,999 3,024

その他無形固定資産 22,301 28,960

無形固定資産合計 25,303 31,987

投資その他の資産

投資有価証券 64,268 89,026

関係会社投資 534,020 545,079

関係会社長期貸付金 194,143 199,390

出資金 21 21

長期前払費用 5,722 5,446

前払年金費用 31,945 35,253

その他投資 4,472 11,372

貸倒引当金 △276 △310

投資その他の資産合計 834,318 885,280

固定資産合計 1,279,203 1,345,329

流動資産

現金及び預金 128,212 130,170

受取手形 284 196

売掛金 96,822 95,899

関係会社売掛金 18,838 12,281

未収入金 12,410 7,827

製品 77 56

原料 52,106 17,108

貯蔵品 12,560 11,486

前払金 － 6,685

関係会社短期債権 32,218 79,939

その他流動資産 10,869 13,634

貸倒引当金 △261 △257

流動資産合計 364,139 375,029

資産合計 1,643,343 1,720,358
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(単位：百万円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

負債の部

固定負債

社債 289,993 354,995

長期借入金 234,631 189,132

関係会社長期債務 783 6,505

繰延税金負債 884 8,674

退職給付引当金 2,971 2,520

ガスホルダー修繕引当金 1,206 1,045

保安対策引当金 9,339 8,892

器具保証引当金 13,074 12,195

その他固定負債 10,089 9,236

固定負債合計 562,975 593,198

流動負債

1年以内に期限到来の固定負債 55,845 56,391

買掛金 24,352 25,775

短期借入金 3,000 －

未払金 22,957 22,688

未払費用 40,745 41,307

未払法人税等 11,456 16,801

前受金 8,160 9,354

預り金 1,815 1,791

関係会社短期債務 126,320 118,181

その他流動負債 6,067 2,425

流動負債合計 300,721 294,717

負債合計 863,697 887,916
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(単位：百万円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 132,166 132,166

資本剰余金

資本準備金 19,482 19,482

その他資本剰余金 11 11

資本剰余金合計 19,494 19,494

利益剰余金

利益準備金 33,041 33,041

その他利益剰余金

特定資産買換等圧縮積立金 241 241

海外投資等損失準備金 14,763 12,607

投資促進税制積立金 － 299

原価変動調整積立金 89,000 89,000

別途積立金 62,000 62,000

繰越利益剰余金 405,339 441,048

利益剰余金合計 604,386 638,238

自己株式 △1,802 △1,852

株主資本合計 754,244 788,047

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 30,398 47,263

繰延ヘッジ損益 △4,996 △2,868

評価・換算差額等合計 25,402 44,394

純資産合計 779,646 832,442

負債純資産合計 1,643,343 1,720,358
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(2) 損益計算書

(単位：百万円)
前事業年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

ガス事業売上高

ガス売上 611,540 514,051

託送供給収益 27,933 35,143

事業者間精算収益 1,032 959

受託製造収益 217 1,032

ガス事業売上高合計 640,724 551,187

売上原価

期首たな卸高 71 77

当期製品製造原価 371,078 265,772

当期製品仕入高 41 －

当期製品自家使用高 6,474 6,515

期末たな卸高 77 56

売上原価合計 364,639 259,278

売上総利益 276,084 291,909

供給販売費及び一般管理費

供給販売費 204,581 208,703

一般管理費 48,300 51,929

供給販売費及び一般管理費合計 252,881 260,632

事業利益 23,202 31,276

営業雑収益

受注工事収益 23,091 22,109

その他営業雑収益 98,044 101,329

営業雑収益合計 121,136 123,438

営業雑費用

受注工事費用 22,353 21,328

その他営業雑費用 83,299 85,923

営業雑費用合計 105,653 107,251

附帯事業収益

附帯事業収益 322,528 378,958

附帯事業収益合計 322,528 378,958

附帯事業費用

附帯事業費用 315,425 365,924

附帯事業費用合計 315,425 365,924

営業利益 45,788 60,496
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(単位：百万円)
前事業年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

営業外収益

受取利息 1,622 1,867

有価証券利息 11 23

受取配当金 2,098 1,637

関係会社受取配当金 12,185 5,647

関係会社投資有価証券売却益 － 3,055

受取賃貸料 1,771 2,432

雑収入 5,367 6,740

営業外収益合計 23,056 21,404

営業外費用

支払利息 4,143 3,818

社債利息 3,142 3,187

社債発行費償却 1,103 398

雑支出 1,960 1,460

営業外費用合計 10,349 8,865

経常利益 58,496 73,035

税引前当期純利益 58,496 73,035

法人税等 11,400 17,700

法人税等調整額 2,116 694

法人税等合計 13,516 18,394

当期純利益 44,979 54,641

　


