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(百万円未満切捨て)

１．2023年３月期第２四半期の連結業績（2022年４月１日～2022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 ％

2023年３月期第２四半期 981,560 51.0 △45,690 － △37,865 － △29,744 －

2022年３月期第２四半期 649,845 1.7 39,990 △23.0 46,224 △15.7 35,933 △2.4
(注)包括利益 2023年３月期第２四半期 55,797百万円( △16.9％) 2022年３月期第２四半期 67,140百万円( 286.5％)
　

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

2023年３月期第２四半期 △71.56 －

2022年３月期第２四半期 86.43 －
　

　

（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 ％

2023年３月期第２四半期 3,047,170 1,338,757 43.1

2022年３月期 2,588,086 1,296,089 49.1
(参考) 自己資本 2023年３月期第２四半期 1,313,750百万円 2022年３月期 1,271,617百万円
　

　　

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

2022年３月期 － 27.50 － 30.00 57.50

2023年３月期 － 30.00

2023年３月期(予想) － 30.00 60.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023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 2,250,000 41.4 43,000 △56.7 46,000 △59.5 29,000 △77.8 69.75
(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 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 有

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) 2023年３月期２Ｑ 416,680,000株 2022年３月期 416,680,000株

② 期末自己株式数 2023年３月期２Ｑ 992,819株 2022年３月期 1,036,697株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期２Ｑ 415,661,913株 2022年３月期２Ｑ 415,774,734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、2022年11月１日に機関投資家及びアナリスト向けの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．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、国内エネルギー事業でのＬＮＧ販売価格の上昇や原料費調整制度に基づきガス販売単

価が高めに推移したことによる増収、海外エネルギー事業での米国及び豪州の上流事業での増収等により、前年同

期に比べて3,317億円増の9,815億円となりました。経常損益は、海外エネルギー事業及びライフ＆ビジネス ソリュ

ーション事業は増益であったものの、国内エネルギー事業で、ＬＮＧ調達等に伴う費用が増加したこと(*1)や原料

価格等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減益影響(*2)等により、840億円減益の378億円の損

失となりました。上記に加えて、豪州上流事業での減損損失35億円を特別損失に計上したことなどにより、親会社

株主に帰属する四半期純損益は、656億円減益の297億円の純損失となりました。

(*1) 当社グループの投資先であり、かつＬＮＧ調達先の一つであるフリーポートＬＮＧプロジェクト(以下、「当プロジェクト」)の液化

基地において火災が発生し、基地の操業が停止していることにより、当社グループは、操業停止期間中に当プロジェクトから調達を

計画していたＬＮＧの代替調達の他、ＬＮＧ調達に付随する契約の変更等を進めております。

(*2) 原料価格及び燃料価格の変動が、原料費及び燃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。

(単位：億円)

当第２四半期
対前年同期比較(*)

増減値 増減率(％)

売上高 9,815 ＋3,317 ＋51.0

売上原価 9,344 ＋4,181 ＋81.0

販売費及び一般管理費 927 △7 △0.8

営業損失(△) △456 △856 －

経常損失(△) △378 △840 －

親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △297 △656 －

(*) 当社はこれまで四半期連結財務諸表を「四半期連結財務諸表規則」及び「ガス事業会計規則」に基づき作成してお

りましたが、第１四半期より「四半期連結財務諸表規則」に基づき四半期連結財務諸表を作成しており、前年同期

については、当該規則を遡って適用した後の金額となっております。

（四半期国内ガス販売実績） [45ＭＪ/ｍ3表示]

当第２四半期 増減率(％)

ガス販売量
(百万ｍ3)

家庭用 589 △7.6

業務用等 2,630 ＋2.3

計 3,220 ＋0.3

ガス供給件数 (千件) 4,989 △1.2

（四半期国内電力販売実績）

当第２四半期 増減率(％)

電力販売量
(百万ｋＷｈ)

小売 3,082 ＋11.8

卸等 4,585 △13.3

計 7,668 △4.7

低圧電気供給件数 (千件) 1,670 ＋6.6
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（２）財政状態に関する説明

当社はこれまで四半期連結財務諸表を「四半期連結財務諸表規則」及び「ガス事業会計規則」に基づき作成して

おりましたが、第１四半期より「四半期連結財務諸表規則」に基づき作成しております。前期末はガス事業会計規

則に基づき「有形固定資産」を機能別に区分しておりましたが、第１四半期から、四半期連結財務諸表規則に基づ

き、形態別に区分しており、前期末については、当該規則を遡って適用した後の金額となっております。

当第２四半期末における総資産は、３兆471億円となり、前期末と比較して4,590億円の増加となりました。これ

は、コマーシャル・ペーパーの発行等により現金及び預金が増加したことや棚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１兆3,387億円となり、自己資本比率は43.1％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、2023年３月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

業績予想を修正します。

売上高は、原燃料調整制度に基づくガス販売単価上昇等により前回業績予想を上回る見通しです。営業利益及び

経常利益は前回業績予想から変更ありません。親会社株主に帰属する当期純利益は、当第２四半期に発生した豪州

上流事業での減損損失により、前回業績予想を下回る見通しです。

(参考) 原油価格・為替レートの前提 (2022年10月～2023年３月)

原油価格 (全日本ＣＩＦ価格)： 100ドル/バレル

為替レート (ＴＴＭ) ： 145円/ドル

2022年８月１日付の「2023年３月期 第１四半期決算短信」及び「連結業績予想の修正に関するお知らせ」で公

表しました、2023年３月期の連結業績予想との差異は以下の通りです。

今回の修正予想には、当社グループの投資先であり、かつＬＮＧ調達先の一つであるフリーポートＬＮＧプロジ

ェクトにおける火災に関連する費用、損失、及び操業停止に伴う収益の減少等約1,095億円(※)を含んでおります。

なお、2023年３月期第２四半期の連結業績において当該影響による費用及び損失等912億円を計上した結果、上記見

込み額約1,095億円の内、934億円の減益が発生しております。

2023年３月期の連結業績予想数値の修正 (2022年４月１日～2023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

2,171,000
百万円

43,000
百万円

46,000
百万円

31,500
円 銭

75.76

今回修正予想 (Ｂ) 2,250,000 43,000 46,000 29,000 69.75

増減額 (Ｂ－Ａ) ＋79,000 ±0 ±0 △2,500

増減率 (％) ＋3.6 ±0.0 ±0.0 △7.9

(参考)前期実績
(2022年３月期)

1,591,120 99,201 113,525 130,421 313.69

(※)本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき、一定の前提を置いて算定した想定値を含んでおります。
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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
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 131,089 272,314

受取手形、売掛金及び契約資産 227,118 256,369

棚卸資産 145,445 253,823

その他 204,636 206,809

貸倒引当金 △639 △787

流動資産合計 707,651 988,529

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 188,637 185,988

機械装置及び運搬具（純額） 580,547 620,865

土地 222,350 227,822

リース資産（純額） 10,609 10,287

建設仮勘定 138,915 165,356

その他（純額） 15,221 14,221

有形固定資産合計 1,156,281 1,224,541

無形固定資産 95,251 100,463

投資その他の資産

投資有価証券 359,225 432,564

その他 270,407 301,859

貸倒引当金 △731 △787

投資その他の資産合計 628,901 733,636

固定資産合計 1,880,434 2,058,641

資産合計 2,588,086 3,047,170
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 104,935 160,589

その他 295,254 561,889

流動負債合計 400,190 722,479

固定負債

社債 364,998 434,998

長期借入金 350,502 403,123

退職給付に係る負債 18,853 19,166

その他 157,452 128,645

固定負債合計 891,806 985,934

負債合計 1,291,996 1,708,413

純資産の部

株主資本

資本金 132,166 132,166

資本剰余金 19,071 19,096

利益剰余金 977,907 935,694

自己株式 △2,115 △2,028

株主資本合計 1,127,030 1,084,928

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 67,905 68,282

繰延ヘッジ損益 △15,313 △2,998

土地再評価差額金 △737 △737

為替換算調整勘定 39,108 113,998

退職給付に係る調整累計額 53,624 50,277

その他の包括利益累計額合計 144,586 228,822

非支配株主持分 24,472 25,006

純資産合計 1,296,089 1,338,757

負債純資産合計 2,588,086 3,047,170
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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 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

売上高 649,845 981,560

売上原価 516,314 934,465

売上総利益 133,530 47,095

販売費及び一般管理費 93,539 92,785

営業利益又は営業損失（△） 39,990 △45,690

営業外収益

受取利息 949 1,411

受取配当金 1,709 2,191

持分法による投資利益 6,623 4,130

雑収入 4,173 10,150

営業外収益合計 13,456 17,883

営業外費用

支払利息 5,157 5,723

雑支出 2,065 4,335

営業外費用合計 7,223 10,059

経常利益又は経常損失（△） 46,224 △37,865

特別損失

減損損失 － 3,594

特別損失合計 － 3,594

税金等調整前四半期純利益又は
税金等調整前四半期純損失（△）

46,224 △41,459

法人税等 8,435 △12,469

四半期純利益又は四半期純損失（△） 37,788 △28,989

非支配株主に帰属する四半期純利益 1,854 754

親会社株主に帰属する四半期純利益又は
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

35,933 △29,744
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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 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 37,788 △28,989

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,984 410

繰延ヘッジ損益 344 △4,201

為替換算調整勘定 21,285 74,650

退職給付に係る調整額 △2,581 △3,715

持分法適用会社に対する持分相当額 7,320 17,644

その他の包括利益合計 29,352 84,787

四半期包括利益 67,140 55,797

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 64,695 54,490

非支配株主に係る四半期包括利益 2,445 1,307
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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 2022年４月１日 至 2022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

計算しております。
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（会計方針の変更）

１ 時価の算定に関する会計基準の適用指針

「時価の算定に関する会計基準の適用指針(企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下、「時価算定会

計基準適用指針」)を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－２項に定める経

過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとして

おります。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

２ ガス販売に係る収益認識基準

当社は「旧一般ガスみなしガス小売事業者」として、電気事業法等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47

号。以下、「改正法」)に基づき、ガス小売全面自由化に当たり、需要家の利益を保護する観点から、他のガス小売

事業者や他燃料事業者との間に適正な競争関係が確保されていない供給区域等を指定旧供給区域等として指定され、

当該区域等において経過措置料金規制が課されておりましたが、改正法附則第22条第２項の規定に基づき、2021年

10月１日付けで「旧一般ガスみなしガス小売事業者」の指定旧供給区域等の指定が解除されました。また、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った当

社は、2022年４月よりガス小売事業またはガス製造事業を兼業することが禁止され、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2021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

り同社に承継させました。

当社はこれまで「旧一般ガスみなしガス小売事業者」、「一般ガス導管事業者」と位置付けられ、当社の四半期

財務諸表を「四半期財務諸表等規則」及び「ガス事業会計規則」に基づき作成してきたことから、四半期連結財務

諸表も「四半期連結財務諸表規則」及び「ガス事業会計規則」に基づき作成しておりましたが、当社が「旧一般ガ

スみなしガス小売事業者」としての経過措置が解除されたこと、「一般ガス導管事業者」としての立場ではなくな

ったことから、第１四半期会計期間の期首より「四半期財務諸表等規則」に基づき四半期財務諸表を作成すること

に伴い、第１四半期連結会計期間の期首より「四半期連結財務諸表規則」に基づき四半期連結財務諸表を作成して

おります。

そのため、ガス販売に係る収益について、従来は毎月の検針により使用量を計量し、それに基づき算定される料

金を当月分の収益とする検針日基準により計上しておりましたが、決算月に実施した検針の日から決算日までに生

じた収益は「収益認識に関する会計基準の適用指針」第103-２項に基づいて見積り計上する方法に変更しておりま

す。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前年四半期及び前連結会計年度については遡及適用後の四半期連結財

務諸表となっております。

この結果、遡及適用を行う前と比べて、前第２四半期連結累計期間の「売上高」、「営業利益」、「経常利益」

及び「税金等調整前四半期純利益」はそれぞれ1,196百万円減少しております。また、前連結会計年度の「受取手

形、売掛金及び契約資産」は18,267百万円増加し、「流動負債」の「その他」は1,660百万円増加し、「固定負債」

の「その他」は4,649百万円増加し、「利益剰余金」は2,164百万円増加しております。なお、前連結会計年度の期

首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、利益剰余金の前期首残高は9,792百万円増加しております。
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（セグメント情報）

前第２四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021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

海外
エネルギー

ライフ＆
ビジネス
ソリュー
ション

売上高 537,308 34,160 106,377 677,846 △28,000 649,845

セグメント利益

営業利益 16,405 13,869 9,815 40,090 △99 39,990

持分法による投資利益 828 5,795 － 6,623 － 6,623

計 17,233 19,665 9,815 46,714 △99 46,614

(注) 当社はこれまで四半期連結財務諸表を「四半期連結財務諸表規則」及び「ガス事業会計規則」に基づき作成し

ておりましたが、第１四半期連結会計期間の期首より「四半期連結財務諸表規則」に基づき四半期連結財務

諸表を作成しており、前第２四半期連結累計期間については、当該規則を遡って適用した後の金額となって

おります。

当第２四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022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

海外
エネルギー

ライフ＆
ビジネス
ソリュー
ション

売上高 831,270 59,392 122,543 1,013,205 △31,644 981,560

セグメント利益又は損失(△)

営業利益又は損失(△) △91,373 34,047 13,426 △43,899 △1,790 △45,690

持分法による投資利益 977 3,153 － 4,130 － 4,130

計 △90,396 37,201 13,426 △39,768 △1,790 △41,559

　


