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「実績」に関する注意事項：当社はこれまで連結財務諸表を「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、当期より「連結財務諸表規則
」に基づき連結財務諸表を作成しており、前期実績については、当該規則を遡って適用した後の金額となっております。
「見通し」に関する注意事項：このプレゼンテーションには、将来の業績に関する見通し、計画、戦略等が含まれており、これらは現在入手可能な情報から得られた当社グルー
プの判断に基づいております。実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これら業績の見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。実際の業績に影響を
与えうる重要な要素には、日本経済の動向、急激な為替相場・原油価格の変動並びに天候の異変等があります。
国内ガス販売量に関する注記：全て、基準熱量を45MJ/m3として、表記しています。名張近鉄ガス・豊岡エネルギー・新宮ガスは12月決算です。

https://www.daigasgroup.com/ir/


Ⅰ. 23.3期第1四半期と23.3期見通しの概要

2022年3月期実績の各数値については、
会計方針の変更等に伴い、遡及適用後の数値となっております



23.3期第1四半期決算、23.3期見通し修正のポイント

3

*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

第1四半期

2023.3期第1四半期 2022.3期第1四半期 前年差

売上高 4,671億円 3,135億円 +1,535億円
経常利益 134億円 410億円 -276億円

親会社株主に帰属する
当期純利益 112億円 306億円 -194億円

通期
見通し

今回修正見通し 前回見通し（2022年4月公表） 前回見通し差

売上高 21,710億円 18,530億円 +3,180億円
経常利益 460億円 1,150億円 -690億円

親会社株主に帰属する
当期純利益 315億円 820億円 -505億円

 23.3期第1四半期の売上高は、国内エネルギー事業でLNG販売価格やガス販売単価が高めに推移したこと、
海外エネルギー事業で豪州及び米国の上流事業が増収になったこと、等により前年に比べて増収

 23.3期第1四半期の経常利益は、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が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、タイムラグ差損が拡大したこと、等により前年に比べて減益

 23.3期通期見通しの売上高は、足元の原油価格・為替をふまえ第2四半期以降の前提条件を変更する等、
最近の業績動向を反映した結果、前回公表（2022年4月公表）見通しに比べて増収となる見通し

 23.3期通期見通しの経常利益は、国内エネルギー事業でLNG調達等に伴う費用が増加する見込みであること*1等、
最近の業績動向を反映した結果、前回公表見通しに比べて減益となる見通し



経常利益
410

国内エネルギー*1

-358

海外エネルギー*1

+86

LBS*1、2

+5
その他
-10

経常利益
134

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2022.3期
1Q

2023.3期
1Q

23.3期第1四半期の対前年比較(経常利益)

4

(億円)

タイムラグ
-83含む

*1 セグメント利益影響を記載 *2 ライフ＆ビジネス ソリューション

-276億円

フリーポートでの火災に関連する
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 23.3期第1四半期の経常利益は、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が増益であったものの、
国内エネルギー事業でフリーポートでの火災に関連する損失314億円を計上したこと、タイムラグ差損が拡大したこと
等により、前年に比べて276億円減益の134億円



経常利益
1,150 

国内エネルギー*1

-790 

海外エネルギー*1

+100 
経常利益

460 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2023.3期
前回見通し

2023.3期
今回見通し

23.3期見通しの対前回見通し(2022年4月26日公表)比較(経常利益)

5

(億円)

*1 セグメント利益影響を記載

タイムラグ
-469含む

-690億円

フリーポートでの火災に関連する
損失795億円を含む
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前回 今回
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ガス 26 -258 -284
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2023.3期見通し
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 23.3期通期見通しの経常利益は、フリーポートでの火災に関連する損失見通し795億円を織込んだことや、
原油価格・為替等の変動を反映し国内エネルギー事業のタイムラグ差損の影響を織り込んだことにより、
前回見通しに比べて690億円減益の460億円
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*1 セグメント利益影響を記載 *2 ライフ＆ビジネス ソリューション
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 23.3期通期見通しの経常利益の前年比較では、海外エネルギー事業が上流事業の増益等により増益になる見通し
であるものの、フリーポートでの火災に関連する損失見通し795億円を織り込んだこと等により、675億円減益の460
億円


プレゼン１Q①

				選択				第1四半期実績 ダイ シハンキ ジッセキ

				対前年比較 - ①売上高、利益等																				マスタ

				億円 オクエン						A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		(A-B)/B		備考 ビコウ								PL項目 コウモク		BS項目 コウモク

										1Q実績		1Q実績												第1四半期実績 ダイ シハンキ ジッセキ		1Q実績 ジッセキ		1Q末実績 マツ ジッセキ

				売上高 ウリアゲダカ						0		3,143		-3,143		-100.0%								第2四半期実績 ダイ シハンキ ジッセキ		2Q実績 ジッセキ		2Q末実績 マツ ジッセキ

				営業利益 エイギョウリエキ						0		375		-375		-100.0%								第3四半期実績 ダイ シハンキ ジッセキ		3Q実績 ジッセキ		3Q末実績 マツ ジッセキ

				経常利益 ケイジョウリエキ						0		421		-421		-100.0%								第4四半期実績 ダイ シハンキ ジッセキ		実績 ジッセキ		期末実績 キマツ ジッセキ

						タイムラグ差損益*1				-194		-110		-83		+75.5%

								ガス事業 ジギョウ		-119		-85		-34		+40.0%

								電力事業 デンリョク ジギョウ		-74		-25		-49		+195.6%

						タイムラグ差損益控除後
経常利益				194		532		-337		-63.5%

				親会社株主に帰属する
当期純利益						0		315		-315		-100.0%

						一株あたり当期純利益(円)				0.0		75.8		-75.8		-100.0%

				EBITDA*2						0		670		-670		-100.0%

				NOPAT*3						0		344		-344		-100.0%

				*1 国内エネルギーの内数

				*2 EBITDA =　営業利益 + 減価償却費(のれん償却費含む) + 持分法投資損益

				*3 NOPAT = 経常利益 + 支払利息 - 受取利息 - 法人税等																				スライド幅　 ハバ		25.4

																								表サイズ幅 ヒョウ ハバ		24

										A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		備考 ビコウ								横位置（左上隅） ヨコ イチ ヒダリウエ スミ		0.6

										1Q実績		1Q実績

				原油価格（$/bbl） ゲンユ カカク						110.5		67.0		+43.6										スライド高 タカ		19.05

				為替（円/$） カワセ						129.6		109.5		+20.1										縦位置（左上隅） タテ イチ ヒダリウエ スミ		3

				対前年比較 - ②資産等

				億円 オクエン						A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		備考 ビコウ

										1Q末実績		期末実績 キマツ ジッセキ

				総資産						28,471		23,603		+2,590

				自己資本 ジコシホン						12,869		11,392		+153

						一株当たり純資産(円)				3,096.4		2,718.6		+377.8

				有利子負債						10,305		8,234		+2,154

						ハイブリッド社債				1,750		1,750		+0

										A．23.3期 キ		B．22.3期		A-B		備考 ビコウ

										1Q実績		実績

				ROIC						0.0%		1.8%		-1.8%

				ROE						0.0%		2.8%		-2.8%

										A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		備考 ビコウ

										1Q末実績		期末実績 キマツ ジッセキ

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ						45.2%		48.2%		-3.9%

						ハイブリッド社債考慮後*1				48.3%		51.9%		-4.2%

				D/E比率						0.80		0.73		+0.16

						ハイブリッド社債考慮後*1				0.69		0.60		+0.15

				*1　発行済ハイブリッド社債の資本性50%を調整



		※下記を使う カキ ツカ		対前年比較 - ③投資、キャッシュ・フロー等 ↓2Q,4Q

				億円 オクエン						A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		備考 ビコウ

										1Q実績		1Q実績

				品質向上投資 ヒンシツコウジョウ トウシ						0		108		-108

				成長投資 セイチョウトウシ						0		288		-288

						国内エネルギー コクナイ				0		106		-106

						海外エネルギー カイガイ				0		86		-86

						ライフ＆ビジネス ソリューション				0		94		-94

				設備投資						369		352		+16

				減価償却費						-57		257		-314

				億円 オクエン						A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		備考 ビコウ

										1Q実績		1Q実績

				営業活動によるキャッシュ・フロー						-295		265		-560

				投資活動によるキャッシュ・フロー						-547		616		-1,164

				フリーキャッシュフロー*1						252		-351		+603

				*1　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 

		項目を変更 コウモク ヘンコウ		↓1Q,3Q

				億円 オクエン						A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		備考 ビコウ

										1Q実績		1Q実績

				品質向上投資 ヒンシツコウジョウ トウシ						0		108		-108

				成長投資 セイチョウトウシ						0		288		-288

						国内エネルギー コクナイ				0		106		-106

						海外エネルギー カイガイ				0		86		-86

						ライフ＆ビジネス ソリューション				0		94		-94

				設備投資						369		352		+16

				減価償却費						-57		257		-314

				フリーキャッシュフロー*1						252		-351		+603

				*1　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 



				対前年比較 - ④件数、販売量等

										A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		(A-B)/B		備考 ビコウ

										1Q末実績		1Q末実績

				お客さまアカウント数(千件) キャク スウ センケン						9,899		9,497		+402		+4.2%



										A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		(A-B)/B		備考 ビコウ

										1Q実績		1Q実績

				連結ガス販売量(百万m3)						1,257		1,653		-395		-23.9%

						家庭用 カテイヨウ				0		0		+0		ERROR:#DIV/0!

						業務用等 ギョウムヨウ ナド				1,257		1,214		+43		+3.5%

				国内電力販売量(百万kWh)						0		3,505		-3,505		-100.0%

						小売 コウ				0		1,140		-1,140		-100.0%

						卸等 オロシ ナド				0		2,365		-2,365		-100.0%

				ガス供給件数(千件)						5,004		5,084		-79		-1.6%

				低圧電気供給件数(千件)						1,649		1,544		+105		+6.8%



										A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		備考 ビコウ

										1Q実績		1Q実績

				平均気温(℃)						20.4		19.8		+0.6

				対前年比較 - ⑤セグメント別

										A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		(A-B)/B		備考 ビコウ

										1Q実績		1Q実績

				売上高 ウリアゲダカ						4,671		3,143		+1,527		+48.6%

						国内エネルギー コクナイ				4,006		2,566		+1,439		+56.1%

						海外エネルギー カイガイ				278		176		+101		+57.9%

						ライフ＆ビジネス ソリューション				560		516		+44		+8.7%

						調整 チョウセイ				-174		-115		-58		+50.6%

				セグメント利益*1						130		413		-282		-68.4%

						国内エネルギー コクナイ				-124		239		-363		-151.8%

								内、電力		118		28		+90		+318.2%

						海外エネルギー カイガイ				212		125		+86		+68.9%

						ライフ＆ビジネス ソリューション				50		44		+5		+13.3%

						調整 チョウセイ				-8		3		-12		-343.5%

				タイムラグ差損益*2 サソン エキ						-194		-110		-83		+75.5%

						ガス事業 ジギョウ				-119		-85		-34		+40.0%

						電力事業 デンリョクジギョウ				-74		-25		-49		+195.6%

				ヘッジ会計適用外の
デリバティブ時価評価影響*3						0		21		-21		-100.0%

				*1 セグメント利益＝営業利益+持分法投資損益

				*2 国内エネルギーの内数 

				*3 海外エネルギーの内数



【備忘メモ】
・±0の場合に、+0と表示されるため留意が必要
・PPTに貼り付けの際は、画像貼り付け（横幅24cmの中央揃え）でそこそこきれい



プレゼン②見通し当初

								最新見通し サイシンミトオ

				対前回見通し比較 - ①売上高、利益等 ゼンカイ ミトオ

				億円 オクエン						A．23.3期 キ		B．23.3期 キ		A-B		(A-B)/B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		前回見通し ゼンカイ ミトオ

				売上高 ウリアゲダカ						0		18,530		-18,530		-100.0%

				営業利益 エイギョウリエキ						0		1,065		-1,065		-100.0%

				経常利益 ケイジョウリエキ						0		1,150		-1,150		-100.0%

						タイムラグ差損益*1				-470		31		-501		-

								ガス事業 ジギョウ		-280		26		-306		-

								電力事業 デンリョク ジギョウ		-190		5		-195		-

						タイムラグ差損益控除後
経常利益				470		1,119		-649		-58.0%

				親会社株主に帰属する
当期純利益						0		820		-820		-100.0%

						一株あたり当期純利益(円)				0.0		197.2		-197.2		-100.0%

				EBITDA*2						1,099		2,300		-1,200		-52.2%

				NOPAT*3						0		928		-928		-100.0%

				*1 国内エネルギーの内数

				*2 EBITDA =　営業利益 + 減価償却費(のれん償却費含む) + 持分法投資損益

				*3 NOPAT = 経常利益 + 支払利息 - 受取利息 - 法人税等

										A．23.3期 キ		B．23.3期 キ		A-B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		前回見通し ゼンカイ ミトオ

				原油価格（$/bbl） ゲンユ カカク						109.6		95.0		+14.6

				為替（円/$） カワセ						133.7		115.0		+18.7

				対前回見通し比較 - ②資産等

				億円 オクエン						A．23.3期 キ		B．23.3期 キ		A-B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		前回見通し ゼンカイ ミトオ

				総資産 ソウシサン						0		26,157		-26,157

				自己資本 ジコシホン						0		12,386		-12,386

						一株当たり純資産(円)				0.0		2,979.0		-2,979.0

				有利子負債						0		9,273		-9,273

						ハイブリッド社債				ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

										A．23.3期 キ		B．23.3期 キ		A-B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		前回見通し ゼンカイ ミトオ

				ROIC						0.0%		4.5%		-4.5%

				ROE						0.0%		6.8%		-6.8%

										A．23.3期 キ		B．23.3期 キ		A-B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		前回見通し ゼンカイ ミトオ

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ						ERROR:#DIV/0!		47.4%		ERROR:#DIV/0!

						ハイブリッド社債考慮後*1				ERROR:#DIV/0!		50.7%		ERROR:#DIV/0!

				D/E比率						ERROR:#DIV/0!		0.75		ERROR:#DIV/0!

						ハイブリッド社債考慮後*1				-1.00		0.63		-1.63

				*1　発行済ハイブリッド社債の資本性50%を調整



		※下記の変更後を使う カキ ヘンコウ ゴ ツカ

				対前回見通し比較 - ③投資、キャッシュ・フロー等

				億円 オクエン						A．23.3期 キ		B．23.3期 キ		A-B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		前回見通し ゼンカイ ミトオ

				品質向上投資 ヒンシツコウジョウ トウシ						740		740		+0

				成長投資 セイチョウトウシ						2,000		2,000		+0

						国内エネルギー コクナイ				590		590		+0

						海外エネルギー カイガイ				890		890		+0

						ライフ＆ビジネス ソリューション				520		520		+0

				設備投資						1,920		1,920		+0

				減価償却費						1,099		1,099		+0

				↓2Q,4Qのみ

				億円 オクエン						A．23.3期 キ		B．23.3期 キ		A-B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		前回見通し ゼンカイ ミトオ

				営業活動によるキャッシュ・フロー						0		1,737		-1,737

				投資活動によるキャッシュ・フロー						2,740		2,740		+0

				フリーキャッシュフロー*1						-2,740		-1,002		-1,737

				*1　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 

		※下記の変更後を使う カキ ヘンコウ ゴ ツカ

				対前回見通し比較 - ④件数、販売量等

										A．23.3期 キ		B．23.3期 キ		A-B		(A-B)/B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		前回見通し ゼンカイ ミトオ

				お客さまアカウント数(千件) キャク スウ センケン						10,202		10,202		+0		+0.0%

										A．23.3期 キ		B．23.3期 キ		A-B		(A-B)/B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		前回見通し ゼンカイ ミトオ

				連結ガス販売量(百万m3)						6,834		6,834		+0		+0.0%

						家庭用 カテイヨウ				1,732		1,732		+0		+0.0%

						業務用等 ギョウムヨウ ナド				5,102		5,102		+0		+0.0%

				国内電力販売量(百万kWh)						0		18,201		-18,201		-100.0%

						小売 コウ				-		-		-		-

						卸等 オロシ ナド				-		-		-		-

				ガス供給件数(千件)						-		-		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				低圧電気供給件数(千件)						-		-		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

										A．23.3期 キ		B．23.3期 キ		A-B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		前回見通し ゼンカイ ミトオ

				平均気温(℃)						17.3		17.3		+0.0

		※下記を使う カキ ツカ

				対前回見通し比較 - ⑤セグメント別

										A．23.3期 キ		B．23.3期 キ		A-B		(A-B)/B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		前回見通し ゼンカイ ミトオ

				売上高 ウリアゲダカ						0		18,530		-18,530		-100.0%

						国内エネルギー コクナイ				0		15,800		-15,800		-100.0%

						海外エネルギー カイガイ				0		980		-980		-100.0%

						ライフ＆ビジネス ソリューション				0		2,500		-2,500		-100.0%

						調整 チョウセイ				0		-750		+750		-100.0%

				セグメント利益*1						0		1,200		-1,200		-100.0%

						国内エネルギー コクナイ				0		425		-425		-100.0%

								内、電力		0		175		-175		-100.0%

						海外エネルギー カイガイ				0		570		-570		-100.0%

						ライフ＆ビジネス ソリューション				0		215		-215		-100.0%

						調整 チョウセイ				0		-10		+10		-100.0%

				タイムラグ差損益*2 サソン エキ						-470		31		-501		-

						ガス事業 ジギョウ				-280		26		-306		-

						電力事業 デンリョクジギョウ				-190		5		-195		-

				ヘッジ会計適用外の
デリバティブ時価評価影響*3						0		-4		+4		-100.0%

				*1 セグメント利益＝営業利益+持分法投資損益

				*2 国内エネルギーの内数 

				*3 海外エネルギーの内数

		注記を変更 チュウキ ヘンコウ

				対前回見通し比較 - ③投資、キャッシュ・フロー等

				億円 オクエン						A．23.3期 キ		B．23.3期 キ		A-B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		前回見通し ゼンカイ ミトオ

				品質向上投資*1 ヒンシツコウジョウ トウシ						740		740		+0

				成長投資 セイチョウトウシ						2,000		2,000		+0

						国内エネルギー コクナイ				590		590		+0

						海外エネルギー カイガイ				890		890		+0

						ライフ＆ビジネス ソリューション				520		520		+0

				設備投資						1,920		1,920		+0

				減価償却費						1,099		1,099		+0

				*1　23.3期は大阪ガス(株)と大阪ガスネットワーク(株)の品質向上投資の合計

				億円 オクエン						A．23.3期		B．23.3期		A-B		備考 ビコウ

										見通し		前回見通し

				営業活動によるキャッシュ・フロー						0		1,737		-1,737

				投資活動によるキャッシュ・フロー*2						2,740		2,740		+0

				フリーキャッシュフロー*3						-2,740		-1,002		-1,737

				*2 見通しは投資額を記載

				*3 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 

		項目を変更 コウモク ヘンコウ

										A．23.3期 キ		B．23.3期 キ		A-B		(A-B)/B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		前回見通し ゼンカイ ミトオ

				お客さまアカウント数(千件) キャク スウ センケン						10,202		10,202		+0		+0.0%

				連結ガス販売量(百万m3)						6,834		6,834		+0		+0.0%

						家庭用 カテイヨウ				1,732		1,732		+0		+0.0%

						業務用等 ギョウムヨウ ナド				5,102		5,102		+0		+0.0%

				国内電力販売量(百万kWh)						0		18,201		-18,201		-100.0%

										A．23.3期 キ		B．23.3期 キ		A-B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		前回見通し ゼンカイ ミトオ

				平均気温(℃)						17.3		17.3		+0.0

		項目・注記を変更 コウモク チュウキ ヘンコウ

				対前回見通し比較 - ⑤セグメント別

										A．23.3期 キ		B．23.3期 キ		A-B		(A-B)/B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		前回見通し ゼンカイ ミトオ

				売上高 ウリアゲダカ						0		18,530		-18,530		-100.0%

						国内エネルギー コクナイ				0		15,800		-15,800		-100.0%

						海外エネルギー カイガイ				0		980		-980		-100.0%

						ライフ＆ビジネス ソリューション				0		2,500		-2,500		-100.0%

						調整 チョウセイ				0		-750		+750		-100.0%



				セグメント利益*1						0		1,200		-1,200		-100.0%

						国内エネルギー コクナイ				0		425		-425		-100.0%

								内、電力		0		175		-175		-100.0%

						海外エネルギー カイガイ				0		570		-570		-100.0%

						ライフ＆ビジネス ソリューション				0		215		-215		-100.0%

						調整 チョウセイ				0		-10		+10		-100.0%



				タイムラグ差損益*2 サソン エキ						-470		31		-501		-

						ガス事業 ジギョウ				-280		26		-306		-

						電力事業 デンリョクジギョウ				-190		5		-195		-

				*1 セグメント利益＝営業利益+持分法投資損益

				*2 国内エネルギーの内数 







プレゼン③前年

								最新見通し サイシンミトオ

				対前年比較 - ①売上高、利益等

				億円 オクエン						A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		(A-B)/B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		実績

				売上高 ウリアゲダカ						0		15,868		-15,868		-100.0%

				営業利益 エイギョウリエキ						0		949		-949		-100.0%

				経常利益 ケイジョウリエキ						0		1,104		-1,104		-100.0%

						タイムラグ差損益*1				-470		-623		+153		-24.6%

								ガス事業 ジギョウ		-280		-447		+167		-37.5%

								電力事業 デンリョク ジギョウ		-190		-175		-14		+8.3%

						タイムラグ差損益控除後
経常利益				470		1,727		-1,257		-112.4%

				親会社株主に帰属する
当期純利益						0		1,282		-1,282		-100.0%

						一株あたり当期純利益(円)				0.0		308.5		-308.5		-100.0%

				EBITDA*2						1,099		2,166		-1,066		-49.2%

				NOPAT*3						0		1,365		-1,365		-100.0%

				*1 国内エネルギーの内数

				*2 EBITDA =　営業利益 + 減価償却費(のれん償却費含む) + 持分法投資損益

				*3 NOPAT = 経常利益 + 支払利息 - 受取利息 - 法人税等

										A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		実績

				原油価格（$/bbl） ゲンユ カカク						109.6		77.2		+32.5

				為替（円/$） カワセ						133.7		112.4		+21.4

				対前年比較 - ②資産等

				億円 オクエン						A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		期末実績 キマツ ジッセキ

				総資産 ソウシサン						0		25,880		-25,880

				自己資本 ジコシホン						0		12,716		-12,716

						一株当たり純資産(円)				0.0		3,059.4		-3,059.4

				有利子負債						0		8,150		-8,150

						ハイブリッド社債				ERROR:#VALUE!		1,750		ERROR:#VALUE!

										A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		実績 ジッセキ

				ROIC						0.0%		6.9%		-6.9%

				ROE						0.0%		10.9%		-10.9%

										A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		期末実績 キマツ ジッセキ

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ						ERROR:#DIV/0!		49.1%		ERROR:#DIV/0!

						ハイブリッド社債考慮後*1				ERROR:#DIV/0!		52.5%		ERROR:#DIV/0!

				D/E比率						ERROR:#DIV/0!		0.64		ERROR:#DIV/0!

						ハイブリッド社債考慮後*1				-1.00		0.54		-1.54

				*1　発行済ハイブリッド社債の資本性50%を調整

		※下記を使う カキ ツカ

				対前年比較 - ③投資、キャッシュ・フロー等

				億円 オクエン						A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		実績

				品質向上投資 ヒンシツコウジョウ トウシ						740		679		+60

				成長投資 セイチョウトウシ						2,000		1,413		+586

						国内エネルギー コクナイ				590		525		+64

						海外エネルギー カイガイ				890		440		+449

						ライフ＆ビジネス ソリューション				520		447		+72

				設備投資						1,920		1,893		+26

				減価償却費						1,099		1,089		+10

				↓2Q,4Qのみ

				億円 オクエン						A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		実績

				営業活動によるキャッシュ・フロー						0		1,453		-1,453

				投資活動によるキャッシュ・フロー						2,740		1,521		+1,218

				フリーキャッシュフロー*1						-2,740		-68		-2,671

				*1　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 

		※下のを使う シタ ツカ

				対前年比較 - ④件数、販売量等

										A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		(A-B)/B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		期末実績

				お客さまアカウント数(千件) キャク スウ センケン						10,202		9,812		+390		+4.0%

										A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		(A-B)/B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		実績

				連結ガス販売量(百万m3)						6,834		7,096		-262		-3.7%

						家庭用 カテイヨウ				1,732		1,854		-122		-0

						業務用等 ギョウムヨウ ナド				5,102		5,242		-140		-0

				国内電力販売量(百万kWh)						0		16,760		-16,760		-100.0%

						小売 コウ				-		6,189		-		-

						卸等 オロシ ナド				-		10,571		-		-

				ガス供給件数(千件)						-		5,026		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

				低圧電気供給件数(千件)						-		1,613		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!

										A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		実績

				平均気温(℃)						17.3		17.2		+0.1

		※下を使う シタ ツカ

				対前年比較 - ⑤セグメント別

										A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		(A-B)/B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		実績

				売上高 ウリアゲダカ						0		15,868		-15,868		-100.0%

						国内エネルギー コクナイ				0		13,361		-13,361		-100.0%

						海外エネルギー カイガイ				0		807		-807		-100.0%

						ライフ＆ビジネス ソリューション				0		2,370		-2,370		-100.0%

						調整 チョウセイ				0		-670		+670		-100.0%

				セグメント利益*1						0		1,077		-1,077		-100.0%

						国内エネルギー コクナイ				0		386		-386		-100.0%

								内、電力		0		140		-140		-100.0%

						海外エネルギー カイガイ				0		443		-443		-100.0%

						ライフ＆ビジネス ソリューション				0		235		-235		-100.0%

						調整 チョウセイ				0		12		-12		-100.0%

				タイムラグ差損益*2 サソン エキ						-470		-623		+153		-24.6%

						ガス事業 ジギョウ				-280		-447		+167		-37.5%

						電力事業 デンリョクジギョウ				-190		-175		-14		+8.3%

				ヘッジ会計適用外の
デリバティブ時価評価影響*3						0		-15		+15		-100.0%

				*1 セグメント利益＝営業利益+持分法投資損益

				*2 国内エネルギーの内数 

				*3 海外エネルギーの内数

		注記の修正 チュウキ シュウセイ

				対前年比較 - ③投資、キャッシュ・フロー等

				億円 オクエン						A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		実績

				品質向上投資*1 ヒンシツコウジョウ トウシ						740		679		+60

				成長投資 セイチョウトウシ						2,000		1,413		+586

						国内エネルギー コクナイ				590		525		+64

						海外エネルギー カイガイ				890		440		+449

						ライフ＆ビジネス ソリューション				520		447		+72

				設備投資						1,920		1,893		+26

				減価償却費						1,099		1,089		+10

				*3　23.3期は大阪ガス(株)と大阪ガスネットワーク(株)の品質向上投資の合計

				億円 オクエン						A．23.3期		B．22.3期		A-B		備考 ビコウ

										見通し		実績		0

				営業活動によるキャッシュ・フロー						0		1,453		-1,453

				投資活動によるキャッシュ・フロー						2,740		1,521		+1,218

				フリーキャッシュフロー*2						-2,740		-68		-2,671

				*1 見通しは投資額を記載

				*2 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 

		項目の変更 コウモク ヘンコウ

										A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		(A-B)/B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		期末実績

				お客さまアカウント数(千件) キャク スウ センケン						10,202		9,812		+390		+4.0%

				連結ガス販売量(百万m3)						6,834		7,096		-262		-3.7%

						家庭用 カテイヨウ				1,732		1,854		-122		-0

						業務用等 ギョウムヨウ ナド				5,102		5,242		-140		-0

				国内電力販売量(百万kWh)						0		16,760		-16,760		-100.0%

										A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		実績

				平均気温(℃)						17.3		17.2		+0.1

		項目の変更 コウモク ヘンコウ

				対前年比較 - ⑤セグメント別

										A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		(A-B)/B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		実績

				売上高 ウリアゲダカ						0		15,868		-15,868		-100.0%

						国内エネルギー コクナイ				0		13,361		-13,361		-100.0%

						海外エネルギー カイガイ				0		807		-807		-100.0%

						ライフ＆ビジネス ソリューション				0		2,370		-2,370		-100.0%

						調整 チョウセイ				0		-670		+670		-100.0%



				セグメント利益*1						0		1,077		-1,077		-100.0%

						国内エネルギー コクナイ				0		386		-386		-100.0%

								内、電力		0		140		-140		-100.0%

						海外エネルギー カイガイ				0		443		-443		-100.0%

						ライフ＆ビジネス ソリューション				0		235		-235		-100.0%

						調整 チョウセイ				0		12		-12		-100.0%



				タイムラグ差損益*2 サソン エキ						-470		-623		+153		-24.6%

						ガス事業 ジギョウ				-280		-447		+167		-37.5%

						電力事業 デンリョクジギョウ				-190		-175		-14		+8.3%

				*1 セグメント利益＝営業利益+持分法投資損益

				*2 国内エネルギーの内数 







プレゼン④（ポイントまとめ）

		ü2023.3期第1四半期の経常利益は、主に原油価格高騰影響によるタイムラグ差損により減益

		第1四半期				2022.3期第1四半期		2023.3期第1四半期		前年差

				売上高		3,143億円		0億円		-3,143億円

				経常利益		421億円		0億円		-421億円

				親会社株主に帰属する		315億円		0億円		-315億円

				当期純利益

		通期
見通し ミ トオ				当初見通し（2022年4月）		今回修正見通し		当初見通し差

				売上高		18,530億円		0億円		-18,530億円

				経常利益		1,150億円		0億円		-1,150億円

				親会社株主に帰属する		820億円		0億円		-820億円

				当期純利益





⑤タイムラグ　原油為替

				億円				2022.3期1Q 		2023.3期1Q 		前年差						2022.3期1Q		2023.3期1Q		前年同期差

				タイムラグ				-110		-194		-83				原油価格($/bbl)		66.95		110.5		+43.6

						ガス		-85		-119		-34				為替(円/$)		109.49		129.6		+20.1

						電力		-25		-74		-49

				億円				2022.3期		2023.3期見通し		前年差						2023.3期				前年差

				タイムラグ				-623		-470		+153						当初		今回

						ガス		-447		-280		+167				原油価格($/bbl)		95.0		109.6		+14.6

						電力		-175		-190		-14				為替(円/$)		115.0		133.7		+18.7

																		2022.3期		2023.3期		前年差

																原油価格($/bbl)		77.2		109.6		+32.5

																為替(円/$)		112.4		133.7		+21.4





6自己資本

						2022.3期末				2023.3期第1四半期末				2023.3期見通し

								調整後*2				調整後*2				調整後*2

				自己資本比率(%)		48.2%		51.9%		45.2%		48.3%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				D/E比率		0.73		0.60		0.80		0.69		ERROR:#DIV/0!		-1.00





W1

		P4　23.3期第1四半期の対前年比較(経常利益)

				↓①数値詳細からリンク スウチ ショウサイ				↓②億円単位にラウンド オクエン タンイ

		 		連結経常利益/各セグメントの対象となる差異 レンケツ ケイジョウ リエキ カク タイショウ サイ		変化の累計 ヘンカ ルイケイ		億円単位 オクエン タンイ		変化の累計表示用 ヘンカ ルイケイ ヒョウジヨウ

		2022.3期
1Q キ		41,014		-27,601.00		410		-276億円

		国内エネルギー コクナイ		-36,336				-363

		海外エネルギー カイガイ		8,677				86

		LBS		592				5

		その他 タ		-534				-4

		2023.3期
1Q キ		13,413				134

						↓右上参照値 ミギウエ サンショウ チ		↓考慮前＋② コウリョ マエ

		表示されないラベル ヒョウジ		表示 ヒョウジ		考慮前 コウリョ マエ		考慮後 コウリョ ゴ		上限 ジョウゲン		上限下限差 ジョウゲン カゲン サ		下限 カゲン

				2022.3期
1Q キ		0		410		410		410		0

		国内エネルギー コクナイ				410		47		410		363		47

		海外エネルギー カイガイ				47		133		133		86		47

		LBS				133		138		138		5		133

		その他 タ				138		134		138		4		134

				2023.3期
1Q キ		0		134		134		134		0

						↑両端は0で固定 リョウハシ コテイ



2022.3期	
1Q	2023.3期	
1Q	0	47	47	133	134	0	2022.3期	
1Q	2023.3期	
1Q	410	363	86	5	4	134	







WP5

		P5　　23.3期見通しの対当初見通し(2022年4月26日)比較(経常利益)

				↓①数値詳細からリンク スウチ ショウサイ				↓②億円単位にラウンド オクエン タンイ

		 		連結経常利益/各セグメントの対象となる差異 レンケツ ケイジョウ リエキ カク タイショウ サイ		変化の累計 ヘンカ ルイケイ		億円単位 オクエン タンイ		変化の累計表示用 ヘンカ ルイケイ ヒョウジヨウ

		2023.3期
当初見通し キ トウショ ミトオ		115,000		-69,000.00		1,150		-690億円

		国内エネルギー コクナイ		-79,000				-790

		海外エネルギー カイガイ		10,000				100

		LBS		0				0

		その他 タ		0				0

		2023.3期
今回見通し キ コンカイ ミ トオ		46,000				460

						↓右上参照値 ミギウエ サンショウ チ		↓考慮前＋② コウリョ マエ

		表示されないラベル ヒョウジ		表示 ヒョウジ		考慮前 コウリョ マエ		考慮後 コウリョ ゴ		上限 ジョウゲン		上限下限差 ジョウゲン カゲン サ		下限 カゲン

				2023.3期
当初見通し		0		1,150		1150		1,150		0

		国内エネルギー コクナイ				1,150		360		1150		790		360

		海外エネルギー カイガイ				360		460		460		100		360

		LBS				460		460		460		0		460

		その他 タ				460		460		460		0		460

				2023.3期
今回見通し		0		460		460		460		0

						↑両端は0で固定 リョウハシ コテイ



2023.3期	
当初見通し	2023.3期	
今回見通し	0	360	360	460	460	0	

2023.3期	
当初見通し	2023.3期	
今回見通し	1150	790	100	0	0	460	







WP6

		P6  23.3期見通しの前年比較(経常利益)

				↓①数値詳細からリンク スウチ ショウサイ				↓②億円単位にラウンド オクエン タンイ

		 		連結経常利益/各セグメントの対象となる差異 レンケツ ケイジョウ リエキ カク タイショウ サイ		変化の累計 ヘンカ ルイケイ		億円単位 オクエン タンイ		変化の累計表示用 ヘンカ ルイケイ ヒョウジヨウ

		2022.3期 キ		113,525		-67,525.00		1,135		-675億円

		国内エネルギー コクナイ		-75,194				-751

		海外エネルギー カイガイ		22,669				226

		LBS		-2,016				-20

		その他 タ		-12,984				-130

		2023.3期
今回見通し キ コンカイ ミ トオ		46,000				460

						↓右上参照値 ミギウエ サンショウ チ		↓考慮前＋② コウリョ マエ

		表示されないラベル ヒョウジ		表示 ヒョウジ		考慮前 コウリョ マエ		考慮後 コウリョ ゴ		上限 ジョウゲン		上限下限差 ジョウゲン カゲン サ		下限 カゲン

				2022.3期		0		1,135		1135		1,135		0

		国内エネルギー コクナイ				1,135		384		1135		751		384

		海外エネルギー カイガイ				384		610		610		226		384

		LBS				610		590		610		20		590

		その他 タ				590		460		590		130		460

				2023.3期
今回見通し		0		460		460		460		0

						↑両端は0で固定 リョウハシ コテイ



2022.3期	2023.3期	
今回見通し	0	384	384	590	460	0	

2022.3期	2023.3期	
今回見通し	1135	751	226	20	130	460	
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7

2022.3期末 2023.3期第1四半期末 2023.3期見通し
調整後*2 調整後*2 調整後*2

自己資本比率 49.1% 52.5% 45.2% 48.3% 46.6% 49.7%
D/E比率 0.64 0.54 0.80 0.69 0.80 0.68

 23.3期第1四半期は、国内エネルギー事業における発電所等、海外エネルギー事業における北米上流事業の開発等、
ライフ＆ビジネス ソリューション事業における都市開発事業等に、合計348億円の成長投資を実行

 財務健全性は、発行済ハイブリッド社債の資本性調整後の指標で自己資本比率50％程度、D/E比率0.7程度を維持



Ⅱ. 23.3期第1四半期決算

2022年3月期実績の各数値については、
会計方針の変更等に伴い、遡及適用後の数値となっております



23.3期第1四半期実績の対前年比較 - ①売上高、利益等

9

億円 A．23.3期 B．22.3期 A-B (A-B)/B 備考
1Q実績 1Q実績

売上高 4,671 3,135 +1,535 +49.0% LNG販売価格、ガス販売単価上昇 等
営業利益 73 367 -293 -79.9% LNG調達等に伴う費用増 等
経常利益 134 410 -276 -67.3% LNG調達等に伴う費用増 等

タイムラグ差損益*1 -194 -110 -83 -
ガス事業 -119 -85 -34 -
電力事業 -74 -25 -49 -

親会社株主に帰属する
当期純利益 112 306 -194 -63.5% LNG調達等に伴う費用増 等

一株あたり当期純利益(円) 26.9 73.8 -46.9 -63.5%
EBITDA*2 406 662 -255 -38.6% LNG調達等に伴う費用増 等
NOPAT*3 139 336 -196 -58.5%
*1 国内エネルギーの内数
*2 EBITDA = 営業利益 + 減価償却費(のれん償却費含む) + 持分法投資損益
*3 NOPAT = 経常利益 + 支払利息 - 受取利息 - 法人税等

A．23.3期 B．22.3期 A-B 備考
1Q実績 1Q実績

原油価格（$/bbl） 110.8 67.0 +43.9 23.3期実績は6月速報値までの平均
為替（円/$） 129.7 109.5 +20.2



23.3期第1四半期実績の対前年比較 - ②資産等

10

億円 A．23.3期 B．22.3期 A-B 備考

1Q末実績 期末実績
総資産 28,471 25,880 +2,590
自己資本 12,869 12,716 +153

一株当たり純資産(円) 3,096.4 3,059.4 +37.0
有利子負債 10,305 8,150 +2,154 新規調達 等

ハイブリッド社債 1,750 1,750 ±0

A．23.3期 B．22.3期 A-B 備考

1Q実績 1Q実績
ROIC 0.6% 1.8% -1.1% LNG調達等に伴う費用増 等

ROE 0.9% 2.8% -1.9% LNG調達等に伴う費用増 等

A．23.3期 B．22.3期 A-B 備考

1Q末実績 期末実績
自己資本比率 45.2% 49.1% -3.9%

ハイブリッド社債考慮後*1 48.3% 52.5% -4.2%
D/E比率 0.80 0.64 +0.16

ハイブリッド社債考慮後*1 0.69 0.54 +0.15
*1 発行済ハイブリッド社債の資本性50%を調整



23.3期第1四半期実績の対前年比較 - ③投資、キャッシュ・フロー等

11

億円 A．23.3期 B．22.3期 A-B 備考

1Q実績 1Q実績
品質向上投資 114 108 +6
成長投資 348 288 +60

国内エネルギー 82 106 -23

海外エネルギー 176 86 +89

ライフ＆ビジネス ソリューション 89 94 -5
設備投資 369 352 +16
減価償却費 275 257 +18
フリーキャッシュフロー*1 -806 -351 -455
*1 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



23.3期第1四半期実績の対前年比較 - ④件数、販売量等

A．23.3期 B．22.3期 A-B (A-B)/B 備考

1Q末実績 1Q末実績
お客さまアカウント数(千件) 9,899 9,497 +402 +4.2%

A．23.3期 B．22.3期 A-B (A-B)/B 備考

1Q実績 1Q実績
国内ガス販売量(百万m3)*1,2 1,664 1,631 +33 +2.0%

家庭用 390 405 -14 -3.6%
業務用等 1,274 1,226 +48 +3.9%

国内電力販売量(百万kWh)*2 3,391 3,505 -115 -3.3%
小売 1,216 1,140 +76 +6.6%
卸等 2,175 2,365 -191 -8.1%

ガス供給件数(千件)*3 5,004 5,084 -79 -1.6%
低圧電気供給件数(千件) 1,649 1,544 +105 +6.8%

A．23.3期 B．22.3期 A-B 備考

1Q実績 1Q実績
平均気温(℃) 20.4 19.8 +0.6
*1 45MJ/m3 

*2 ガス販売量及び電力販売量は、販売に係る収益を「収益認識に関する会計基準の適用指針」に基づき見積り計上していることから、
決算月に実施した検針の日から決算日までに生じた使用量の見積りを反映させたものを記載しております

*3 国内連結ベース
12



23.3期第1四半期実績の対前年比較 - ⑤セグメント別

億円 A．23.3期 B．22.3期 A-B (A-B)/B 備考

1Q実績 1Q実績
売上高 4,671 3,135 +1,535 +49.0%

国内エネルギー 4,006 2,559 +1,446 +56.5% LNG販売価格・ガス販売単価上昇 等
海外エネルギー 278 176 +101 +57.9% 豪州及び米国の上流事業での増収 等
ライフ＆ビジネス ソリューション 560 516 +44 +8.7% 材料ソリューション事業の増収 等
調整 -174 -116 -57 -

セグメント利益*1 130 405 -274 -67.7%
国内エネルギー -124 234 -358 - LNG調達等に伴う費用増 等
内、電力 -16 28 -44 -

海外エネルギー 212 125 +86 +68.9%
ライフ＆ビジネス ソリューション 50 44 +5 +13.3%
調整 -8 0 -9 -

タイムラグ差損益*2 -194 -110 -83 -
ガス事業 -119 -85 -34 -
電力事業 -74 -25 -49 -

ヘッジ会計適用外の
デリバティブ時価評価影響*3 30 21 +9 +43.4%

*1 セグメント利益＝営業利益+持分法投資損益
*2 国内エネルギーの内数
*3 海外エネルギーの内数 13
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23.3期第1四半期セグメント別実績 - 国内エネルギー
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(億円)

 セグメント利益は、フリーポートでの火災に関連する損失314億円を計上したことや、タイムラグ影響による減益等により、
前年から-358億円減益の-124億円

2022.3期1Q 2023.3期1Q 前年差
-110 -194 -83

ガス -85 -119 -34
電力 -25 -74 -49

億円
タイムラグ

-358億円

フリーポートでの火災に関連する
損失314億円を含む

*1 ネットワーク部門の分社により、23.3期以降、託送供給収益等が「ガス事業粗利」から
「その他」に計上変更される影響を除く
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時価評価影響

21億円

内、デリバティブ
時価評価影響

30億円

(億円)

 セグメント利益は、ガス・原油価格の上昇等によるサビン・シェールガスプロジェクト、豪州上流事業の増益等により、
前年から86億円増益の212億円

+86億円
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 セグメント利益は、情報ソリューション事業での前年のグループ向け開発案件増の反動減があったものの、材料ソリューショ
ン事業等の増益により前年より5億円増益の50億円

+5億円



Ⅲ. 23.3期見通し（対前回見通し）



23.3期見通しの対前回見通し比較- ①売上高・利益等

18

億円 A．23.3期 B．23.3期 A-B (A-B)/B 備考
見通し 前回見通し

売上高 21,710 18,530 +3,180 +17.2% LNG販売価格・ガス販売単価上昇 等
営業利益 430 1,065 -635 -59.6% LNG調達等に伴う費用増 等
経常利益 460 1,150 -690 -60.0% LNG調達等に伴う費用増 等

タイムラグ差損益*1 -438 31 -469 -
ガス事業 -258 26 -284 -
電力事業 -180 5 -185 -

親会社株主に帰属する
当期純利益 315 820 -505 -61.6% LNG調達等に伴う費用増 等

一株あたり当期純利益(円) 75.8 197.2 -121.5 -61.6%
EBITDA*2 1,610 2,300 -690 -30.0%
NOPAT*3 424 928 -504 -54.3%
*1 国内エネルギーの内数
*2 EBITDA = 営業利益 + 減価償却費(のれん償却費含む) + 持分法投資損益
*3 NOPAT = 経常利益 + 支払利息 - 受取利息 - 法人税等

A．23.3期 B．23.3期 A-B 備考
見通し 前回見通し

原油価格（$/bbl） 110.2 95.0 +15.2 2Q以降の前提：原油価格 110.0$/bbl
為替（円/$） 133.6 115.0 +18.6 2Q以降の前提：為替 135.0円/$



23.3期見通しの対前回見通し比較- ②資産等

19

億円 A．23.3期 B．23.3期 A-B 備考

見通し 前回見通し
総資産 27,752 26,157 +1,595
自己資本 12,931 12,386 +545

一株当たり純資産(円) 3,110.1 2,979.0 +131.1
有利子負債 10,323 9,273 +1,050 新規調達 等

A．23.3期 B．23.3期 A-B 備考

見通し 前回見通し
ROIC 1.9% 4.5% -2.5% LNG調達等に伴う費用増 等

ROE 2.5% 6.8% -4.3% LNG調達等に伴う費用増 等

A．23.3期 B．23.3期 A-B 備考

見通し 前回見通し
自己資本比率 46.6% 47.4% -0.8%

ハイブリッド社債考慮後*1 49.7% 50.7% -0.9%
D/E比率 0.80 0.75 +0.05

ハイブリッド社債考慮後*1 0.68 0.63 +0.05
*1 発行済ハイブリッド社債の資本性50%を調整



23.3期見通しの対前回見通し比較- ③投資、キャッシュ・フロー等
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億円 A．23.3期 B．23.3期 A-B 備考

見通し 前回見通し
品質向上投資 740 740 ±0
成長投資 2,000 2,000 ±0
国内エネルギー 590 590 ±0
海外エネルギー 890 890 ±0
ライフ＆ビジネス ソリューション 520 520 ±0

設備投資 1,920 1,920 ±0
減価償却費 1,100 1,100 ±0

億円 A．23.3期 B．23.3期 A-B 備考

見通し 前回見通し
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,147 1,737 -590
投資活動によるキャッシュ・フロー*1 2,740 2,740 ±0
フリーキャッシュフロー*2 -1,592 -1,002 -590
*1 見通しは投資額を記載

*2 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



23.3期見通しの対前回見通し比較- ④件数、販売量等

21

A．23.3期 B．23.3期 A-B (A-B)/B 備考

見通し 前回見通し
お客さまアカウント数(千件) 10,202 10,202 ±0 ±0.0%

国内ガス販売量(百万m3)*1,2 6,834 6,834 ±0 ±0.0%
家庭用 1,732 1,732 ±0 ±0.0%
業務用等 5,102 5,102 ±0 ±0.0%

国内電力販売量(百万kWh)*2 16,215 18,201 -1,986 -10.9% 卸販売量の減少 等

A．23.3期 B．23.3期 A-B 備考

見通し 前回見通し
平均気温(℃) 17.3 17.3 +0.0
*1 45MJ/m3

*2 ガス販売量及び電力販売量は、販売に係る収益を「収益認識に関する会計基準の適用指針」に基づき見積り計上していることから、
決算月に実施した検針の日から決算日までに生じた使用量の見積りを反映させたものを記載しております



23.3期見通しの対前回見通し比較- ⑤セグメント別

22

A．23.3期 B．23.3期 A-B (A-B)/B 備考

見通し 前回見通し
売上高 21,710 18,530 +3,180 +17.2%

国内エネルギー 18,820 15,800 +3,020 +19.1% LNG販売価格・ガス販売単価上昇 等

海外エネルギー 1,140 980 +160 +16.3% 豪州及び米国の上流事業での増収 等

ライフ＆ビジネス ソリューション 2,500 2,500 ±0 ±0.0%
調整 -750 -750 ±0 -

セグメント利益*1 510 1,200 -690 -57.5%
国内エネルギー -365 425 -790 - LNG調達等に伴う費用増 等
内、電力 45 175 -130 -74.3% 平均燃料価格上昇影響 等

海外エネルギー 670 570 +100 +17.5% 豪州及び米国の上流事業での増益 等

ライフ＆ビジネス ソリューション 215 215 ±0 ±0.0%
調整 -10 -10 ±0 -

タイムラグ差損益*2 -438 31 -469 -
ガス事業 -258 26 -284 -
電力事業 -180 5 -185 -

*1 セグメント利益＝営業利益+持分法投資損益

*2 国内エネルギーの内数
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-790億円

前回 今回
31 -438 -469

ガス 26 -258 -284
電力 5 -180 -185

タイムラグ

2023.3期見通し
億円 差

フリーポートでの火災に関連する
損失650億円を含む

 セグメント利益見通しは、フリーポートでの火災に関連する損失650億円や、原油価格・為替等の変動を反映しタイム
ラグによる減益等を織り込んだことにより、前回見通しから790億円減の-365億円
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(億円)

 セグメント利益見通しは、フリーポートでの火災に関連する損失145億円を織り込んだが、ガス・原油価格の上昇等による
サビン・シェールガスプロジェクト、豪州上流事業の増益等が上回り、前回見通しから100億円増益の670億円

+100億円

フリーポートでの火災に関連する
損失145億円を含む



Ⅳ. 23.3期見通し（対前年）

2022年3月期実績の各数値については、
会計方針の変更等に伴い、遡及適用後の数値となっております



23.3期見通しの対前年比較 - ①売上高・利益等
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億円 A．23.3期 B．22.3期 A-B (A-B)/B 備考
見通し 実績

売上高 21,710 15,911 +5,798 +36.4% LNG販売価格・ガス販売単価上昇 等
営業利益 430 992 -562 -56.7% LNG調達等に伴う費用増 等
経常利益 460 1,135 -675 -59.5% LNG調達等に伴う費用増 等

タイムラグ差損益*1 -438 -623 +185 -
ガス事業 -258 -447 +189 -
電力事業 -180 -175 -4 -

親会社株主に帰属する
当期純利益 315 1,304 -989 -75.8% LNG調達等に伴う費用増 等

一株あたり当期純利益(円) 75.8 313.7 -237.9 -75.8%
EBITDA*2 1,610 2,209 -599 -27.1% LNG調達等に伴う費用増 等
NOPAT*3 424 1,387 -963 -69.4%
*1 国内エネルギーの内数
*2 EBITDA = 営業利益 + 減価償却費(のれん償却費含む) + 持分法投資損益
*3 NOPAT = 経常利益 + 支払利息 - 受取利息 - 法人税等

A．23.3期 B．22.3期 A-B 備考
見通し 実績

原油価格（$/bbl） 110.2 77.2 +33.1 2Q以降の前提：原油価格 110.0$/bbl
為替（円/$） 133.6 112.4 +21.3 2Q以降の前提：為替 135.0円/$



23.3期見通しの対前年比較 - ②資産等
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億円 A．23.3期 B．22.3期 A-B 備考

見通し 期末実績
総資産 27,752 25,880 +1,871
自己資本 12,931 12,716 +215

一株当たり純資産(円) 3,110.1 3,059.4 +50.7
有利子負債 10,323 8,150 +2,172 新規調達 等

A．23.3期 B．22.3期 A-B 備考

見通し 実績
ROIC 1.9% 7.1% -5.1% LNG調達等に伴う費用増 等

ROE 2.5% 11.0% -8.6% LNG調達等に伴う費用増 等

A．23.3期 B．22.3期 A-B 備考

見通し 期末実績
自己資本比率 46.6% 49.1% -2.5%

ハイブリッド社債考慮後*1 49.7% 52.5% -2.8%
D/E比率 0.80 0.64 +0.16

ハイブリッド社債考慮後*1 0.68 0.54 +0.15
*1 発行済ハイブリッド社債の資本性50%を調整



23.3期見通しの対前年比較 - ③キャッシュ・フロー、投資等

28

億円 A．23.3期 B．22.3期 A-B 備考

見通し 実績
品質向上投資 740 679 +60
成長投資 2,000 1,413 +586
国内エネルギー 590 525 +64
海外エネルギー 890 440 +449
ライフ＆ビジネス ソリューション 520 447 +72

設備投資 1,920 1,893 +26
減価償却費 1,100 1,089 +10

億円 A．23.3期 B．22.3期 A-B 備考

見通し 実績
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,147 1,453 -305
投資活動によるキャッシュ・フロー*1 2,740 1,521 +1,218
フリーキャッシュフロー*2 -1,592 -68 -1,524
*1 見通しは投資額を記載

*2 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



23.3期見通しの対前年比較 - ④件数、販売量等

29

A．23.3期 B．22.3期 A-B (A-B)/B 備考

見通し 期末実績
お客さまアカウント数(千件) 10,202 9,812 +390 +4.0%
国内ガス販売量(百万m3)*1,2 6,834 7,090 -256 -3.6%

家庭用 1,732 1,849 -118 -6.4%
業務用等 5,102 5,241 -139 -2.6%

国内電力販売量(百万kWh)*2 16,215 16,760 -545 -3.2%

A．23.3期 B．22.3期 A-B 備考

見通し 実績
平均気温(℃) 17.3 17.2 +0.1

*1 45MJ/m3

*2 ガス販売量及び電力販売量は、販売に係る収益を「収益認識に関する会計基準の適用指針」に基づき見積り計上していることから、
決算月に実施した検針の日から決算日までに生じた使用量の見積りを反映させたものを記載しております



23.3期見通しの対前年比較 - ⑤セグメント別

30

億円 A．23.3期 B．22.3期 A-B (A-B)/B 備考

見通し 実績
売上高 21,710 15,911 +5,798 +36.4%

国内エネルギー 18,820 13,407 +5,412 +40.4% LNG販売価格・ガス販売単価上昇 等

海外エネルギー 1,140 807 +332 +41.1% 豪州及び米国の上流事業での増収 等

ライフ＆ビジネス ソリューション 2,500 2,370 +129 +5.4% 材料ソリューション事業の増収 等

調整 -750 -675 -74 -

セグメント利益*1 510 1,120 -610 -54.5%
国内エネルギー -365 441 -806 - LNG調達等に伴う費用増 等
内、電力 45 140 -95 -68.0% 平均燃料価格上昇影響 等

海外エネルギー 670 443 +226 +51.1% 豪州及び米国の上流事業での増益 等

ライフ＆ビジネス ソリューション 215 235 -20 -8.6% 情報ソリューション事業の減益 等

調整 -10 0 -10 -

タイムラグ差損益*2 -438 -623 +185 -
ガス事業 -258 -447 +189 -
電力事業 -180 -175 -4 -

*1 セグメント利益＝営業利益+持分法投資損益

*2 国内エネルギーの内数
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 セグメント利益見通しは、フリーポートでの火災に関連する損失650億円、原油価格・為替等の変動を反映し、タイムラ
グ減益影響等を織り込んだことにより、前年から806億円減益の-365億円

*1 ネットワーク部門の分社により、23.3期以降、託送供給収益等が「ガス事業粗利」から
「その他」に計上変更される影響を除く

-806億円

2022.3期 2023.3期見通し 前年差
-623 -438 +185

ガス -447 -258 +189
電力 -175 -180 -4

億円
タイムラグ

フリーポートでの火災に関連する
損失650億円を含む
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				為替（円/$） カワセ						129.6		109.5		+20.1										縦位置（左上隅） タテ イチ ヒダリウエ スミ		3

				対前年比較 - ②資産等

				億円 オクエン						A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		備考 ビコウ

										1Q末実績		期末実績 キマツ ジッセキ

				総資産						28,471		25,880		+2,590

				自己資本 ジコシホン						12,869		12,716		+153

						一株当たり純資産(円)				3,096.4		3,059.4		+356.2

				有利子負債						10,305		8,150		+2,154

						ハイブリッド社債				1,750		1,750		±0

										A．23.3期 キ		B．22.3期		A-B		備考 ビコウ

										1Q実績		1Q実績

				ROIC						0.6%		1.8%		-1.1%

				ROE						0.9%		2.8%		-1.9%

										A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		備考 ビコウ

										1Q末実績		期末実績 キマツ ジッセキ

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ						45.2%		49.1%		-3.9%

						ハイブリッド社債考慮後*1				48.3%		52.5%		-4.2%

				D/E比率						0.80		0.64		+0.16

						ハイブリッド社債考慮後*1				0.69		0.54		+0.15

				*1　発行済ハイブリッド社債の資本性50%を調整



		※下記を使う カキ ツカ		対前年比較 - ③投資、キャッシュ・フロー等 ↓2Q,4Q

				億円 オクエン						A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		備考 ビコウ

										1Q実績		1Q実績

				品質向上投資 ヒンシツコウジョウ トウシ						114		108		+6

				成長投資 セイチョウトウシ						348		288		+60

						国内エネルギー コクナイ				82		106		-23

						海外エネルギー カイガイ				176		86		+89

						ライフ＆ビジネス ソリューション				89		94		-5

				設備投資						369		352		+16

				減価償却費						275		257		+18

				億円 オクエン						A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		備考 ビコウ

										1Q実績		1Q実績

				営業活動によるキャッシュ・フロー						-295		265		-560

				投資活動によるキャッシュ・フロー						547		616		-68

				フリーキャッシュフロー*1						-843		-351		-492

				*1　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 

		項目を変更 コウモク ヘンコウ		↓1Q,3Q

				億円 オクエン						A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		備考 ビコウ

										1Q実績		1Q実績

				品質向上投資 ヒンシツコウジョウ トウシ						114		108		+6

				成長投資 セイチョウトウシ						348		288		+60

						国内エネルギー コクナイ				82		106		-23

						海外エネルギー カイガイ				176		86		+89

						ライフ＆ビジネス ソリューション				89		94		-5

				設備投資						369		352		+16

				減価償却費						275		257		+18

				フリーキャッシュフロー*1						-843		-351		-492

				*1　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 



				対前年比較 - ④件数、販売量等

										A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		(A-B)/B		備考 ビコウ

										1Q末実績		1Q末実績

				お客さまアカウント数(千件) キャク スウ センケン						9,899		9,497		+402		+4.2%



										A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		(A-B)/B		備考 ビコウ

										1Q実績		1Q実績

				連結ガス販売量(百万m3)						1,664		1,631		+33		+2.0%

						家庭用 カテイヨウ				390		405		-14		-3.6%

						業務用等 ギョウムヨウ ナド				1,274		1,226		+48		+3.9%

				国内電力販売量(百万kWh)						3,391		3,505		-115		-3.3%

						小売 コウ				1,216		1,140		+76		+6.6%

						卸等 オロシ ナド				2,175		2,365		-191		-8.1%

				ガス供給件数(千件)						5,004		5,084		-79		-1.6%

				低圧電気供給件数(千件)						1,649		1,544		+105		+6.8%



										A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		備考 ビコウ

										1Q実績		1Q実績

				平均気温(℃)						20.4		19.8		+0.6

				対前年比較 - ⑤セグメント別

										A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		(A-B)/B		備考 ビコウ

										1Q実績		1Q実績

				売上高 ウリアゲダカ						4,671		3,135		+1,535		+49.0%

						国内エネルギー コクナイ				4,006		2,559		+1,446		+56.5%

						海外エネルギー カイガイ				278		176		+101		+57.9%

						ライフ＆ビジネス ソリューション				560		516		+44		+8.7%

						調整 チョウセイ				-174		-116		-57		-

				セグメント利益*1						130		405		-274		-67.7%

						国内エネルギー コクナイ				-124		234		-358		-

								内、電力		-16		28		-44		-157.7%

						海外エネルギー カイガイ				212		125		+86		+68.9%

						ライフ＆ビジネス ソリューション				50		44		+5		+13.3%

						調整 チョウセイ				-8		0		-9		-

				タイムラグ差損益*2 サソン エキ						-194		-110		-83		-

						ガス事業 ジギョウ				-119		-85		-34		-

						電力事業 デンリョクジギョウ				-74		-25		-49		-

				ヘッジ会計適用外の
デリバティブ時価評価影響*3						30		21		+9		+43.4%

				*1 セグメント利益＝営業利益+持分法投資損益

				*2 国内エネルギーの内数 

				*3 海外エネルギーの内数



【備忘メモ】
・±0の場合に、+0と表示されるため留意が必要
・PPTに貼り付けの際は、画像貼り付け（横幅24cmの中央揃え）でそこそこきれい



プレゼン②見通し当初

								最新見通し サイシンミトオ

				対前回見通し比較 - ①売上高、利益等 ゼンカイ ミトオ

				億円 オクエン						A．23.3期 キ		B．23.3期 キ		A-B		(A-B)/B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		前回見通し ゼンカイ ミトオ

				売上高 ウリアゲダカ						21,710		18,530		+3,180		+17.2%

				営業利益 エイギョウリエキ						430		1,065		-635		-59.6%

				経常利益 ケイジョウリエキ						460		1,150		-690		-60.0%

						タイムラグ差損益*1				-438		31		-469		-

								ガス事業 ジギョウ		-258		26		-284		-

								電力事業 デンリョク ジギョウ		-180		5		-185		-

						タイムラグ差損益控除後
経常利益				898		1,119		-221		-19.7%

				親会社株主に帰属する
当期純利益						315		820		-505		-61.6%

						一株あたり当期純利益(円)				75.8		197.2		-121.5		-61.6%

				EBITDA*2						1,610		2,300		-690		-30.0%

				NOPAT*3						412		928		-516		-55.6%

				*1 国内エネルギーの内数

				*2 EBITDA =　営業利益 + 減価償却費(のれん償却費含む) + 持分法投資損益

				*3 NOPAT = 経常利益 + 支払利息 - 受取利息 - 法人税等

										A．23.3期 キ		B．23.3期 キ		A-B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		前回見通し ゼンカイ ミトオ

				原油価格（$/bbl） ゲンユ カカク						109.6		95.0		+14.6		2Q以降の前提：原油価格 110.0$/bbl

				為替（円/$） カワセ						133.7		115.0		+18.7		2Q以降の前提：為替 135.0円/$

				対前回見通し比較 - ②資産等

				億円 オクエン						A．23.3期 キ		B．23.3期 キ		A-B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		前回見通し ゼンカイ ミトオ

				総資産 ソウシサン						26,702		26,157		+545

				自己資本 ジコシホン						12,931		12,386		+545

						一株当たり純資産(円)				3,110.1		2,979.0		+131.1

				有利子負債						9,273		9,273		+0

						ハイブリッド社債				-		-		-

										A．23.3期 キ		B．23.3期 キ		A-B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		前回見通し ゼンカイ ミトオ

				ROIC						1.9%		4.5%		-2.5%

				ROE						2.5%		6.8%		-4.3%

										A．23.3期 キ		B．23.3期 キ		A-B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		前回見通し ゼンカイ ミトオ

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ						48.4%		47.4%		+1.1%

						ハイブリッド社債考慮後*1				51.7%		50.7%		+1.0%

				D/E比率						0.72		0.75		-0.03

						ハイブリッド社債考慮後*1				0.61		0.63		-0.02

				*1　発行済ハイブリッド社債の資本性50%を調整



		※下記の変更後を使う カキ ヘンコウ ゴ ツカ

				対前回見通し比較 - ③投資、キャッシュ・フロー等

				億円 オクエン						A．23.3期 キ		B．23.3期 キ		A-B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		前回見通し ゼンカイ ミトオ

				品質向上投資 ヒンシツコウジョウ トウシ						740		740		+0

				成長投資 セイチョウトウシ						2,000		2,000		+0

						国内エネルギー コクナイ				590		590		+0

						海外エネルギー カイガイ				890		890		+0

						ライフ＆ビジネス ソリューション				520		520		+0

				設備投資						1,920		1,920		+0

				減価償却費						1,100		1,100		+0

				↓2Q,4Qのみ

				億円 オクエン						A．23.3期 キ		B．23.3期 キ		A-B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		前回見通し ゼンカイ ミトオ

				営業活動によるキャッシュ・フロー						1,147		1,737		-590

				投資活動によるキャッシュ・フロー						2,740		2,740		+0

				フリーキャッシュフロー*1						-1,592		-1,002		-590

				*1　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 

		※下記の変更後を使う カキ ヘンコウ ゴ ツカ

				対前回見通し比較 - ④件数、販売量等

										A．23.3期 キ		B．23.3期 キ		A-B		(A-B)/B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		前回見通し ゼンカイ ミトオ

				お客さまアカウント数(千件) キャク スウ センケン						10,202		10,202		+0		+0.0%

										A．23.3期 キ		B．23.3期 キ		A-B		(A-B)/B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		前回見通し ゼンカイ ミトオ

				連結ガス販売量(百万m3)						6,834		6,834		+0		+0.0%

						家庭用 カテイヨウ				1,732		1,732		+0		+0.0%

						業務用等 ギョウムヨウ ナド				5,102		5,102		+0		+0.0%

				国内電力販売量(百万kWh)						0		18,201		-18,201		-100.0%

						小売 コウ				-		-		-		-

						卸等 オロシ ナド				-		-		-		-

				ガス供給件数(千件)						-		-		-		-

				低圧電気供給件数(千件)						-		-		-		-

										A．23.3期 キ		B．23.3期 キ		A-B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		前回見通し ゼンカイ ミトオ

				平均気温(℃)						17.3		17.3		+0.0

		※下記を使う カキ ツカ

				対前回見通し比較 - ⑤セグメント別

										A．23.3期 キ		B．23.3期 キ		A-B		(A-B)/B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		前回見通し ゼンカイ ミトオ

				売上高 ウリアゲダカ						21,710		18,530		+3,180		+17.2%

						国内エネルギー コクナイ				18,820		15,800		+3,020		+19.1%

						海外エネルギー カイガイ				1,140		980		+160		+16.3%

						ライフ＆ビジネス ソリューション				2,500		2,500		+0		+0.0%

						調整 チョウセイ				-750		-750		+0		-

				セグメント利益*1						510		1,200		-690		-57.5%

						国内エネルギー コクナイ				-365		425		-790		-

								内、電力		45		175		-130		-74.3%

						海外エネルギー カイガイ				670		570		+100		+17.5%

						ライフ＆ビジネス ソリューション				215		215		+0		+0.0%

						調整 チョウセイ				-10		-10		+0		-

				タイムラグ差損益*2 サソン エキ						-438		31		-469		-

						ガス事業 ジギョウ				-258		26		-284		-

						電力事業 デンリョクジギョウ				-180		5		-185		-

				ヘッジ会計適用外の
デリバティブ時価評価影響*3						ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		ERROR:#VALUE!		-

				*1 セグメント利益＝営業利益+持分法投資損益

				*2 国内エネルギーの内数 

				*3 海外エネルギーの内数

		注記を変更 チュウキ ヘンコウ

				対前回見通し比較 - ③投資、キャッシュ・フロー等

				億円 オクエン						A．23.3期 キ		B．23.3期 キ		A-B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		前回見通し ゼンカイ ミトオ

				品質向上投資*1 ヒンシツコウジョウ トウシ						740		740		+0

				成長投資 セイチョウトウシ						2,000		2,000		+0

						国内エネルギー コクナイ				590		590		+0

						海外エネルギー カイガイ				890		890		+0

						ライフ＆ビジネス ソリューション				520		520		+0

				設備投資						1,920		1,920		+0

				減価償却費						1,100		1,100		+0

				*1　23.3期は大阪ガス(株)と大阪ガスネットワーク(株)の品質向上投資の合計

				億円 オクエン						A．23.3期		B．23.3期		A-B		備考 ビコウ

										見通し		前回見通し

				営業活動によるキャッシュ・フロー						1,147		1,737		-590

				投資活動によるキャッシュ・フロー*2						2,740		2,740		+0

				フリーキャッシュフロー*3						-1,592		-1,002		-590

				*2 見通しは投資額を記載

				*3 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 

		項目を変更 コウモク ヘンコウ

										A．23.3期 キ		B．23.3期 キ		A-B		(A-B)/B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		前回見通し ゼンカイ ミトオ

				お客さまアカウント数(千件) キャク スウ センケン						10,202		10,202		+0		+0.0%

				連結ガス販売量(百万m3)						6,834		6,834		+0		+0.0%

						家庭用 カテイヨウ				1,732		1,732		+0		+0.0%

						業務用等 ギョウムヨウ ナド				5,102		5,102		+0		+0.0%

				国内電力販売量(百万kWh)						0		18,201		-18,201		-100.0%

										A．23.3期 キ		B．23.3期 キ		A-B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		前回見通し ゼンカイ ミトオ

				平均気温(℃)						17.3		17.3		+0.0

		項目・注記を変更 コウモク チュウキ ヘンコウ

				対前回見通し比較 - ⑤セグメント別

										A．23.3期 キ		B．23.3期 キ		A-B		(A-B)/B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		前回見通し ゼンカイ ミトオ

				売上高 ウリアゲダカ						21,710		18,530		+3,180		+17.2%

						国内エネルギー コクナイ				18,820		15,800		+3,020		+19.1%

						海外エネルギー カイガイ				1,140		980		+160		+16.3%

						ライフ＆ビジネス ソリューション				2,500		2,500		+0		+0.0%

						調整 チョウセイ				-750		-750		+0		-



				セグメント利益*1						510		1,200		-690		-57.5%

						国内エネルギー コクナイ				-365		425		-790		-

								内、電力		45		175		-130		-74.3%

						海外エネルギー カイガイ				670		570		+100		+17.5%

						ライフ＆ビジネス ソリューション				215		215		+0		+0.0%

						調整 チョウセイ				-10		-10		+0		-



				タイムラグ差損益*2 サソン エキ						-438		31		-469		-

						ガス事業 ジギョウ				-258		26		-284		-

						電力事業 デンリョクジギョウ				-180		5		-185		-

				*1 セグメント利益＝営業利益+持分法投資損益

				*2 国内エネルギーの内数 







プレゼン③前年

								最新見通し サイシンミトオ

				対前年比較 - ①売上高、利益等

				億円 オクエン						A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		(A-B)/B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		実績

				売上高 ウリアゲダカ						21,710		15,911		+5,798		+36.4%

				営業利益 エイギョウリエキ						430		992		-562		-56.7%

				経常利益 ケイジョウリエキ						460		1,135		-675		-59.5%

						タイムラグ差損益*1				-438		-623		+185		-

								ガス事業 ジギョウ		-258		-447		+189		-

								電力事業 デンリョク ジギョウ		-180		-175		-4		-

						タイムラグ差損益控除後
経常利益				898		1,758		-860		-76.9%

				親会社株主に帰属する
当期純利益						315		1,304		-989		-75.8%

						一株あたり当期純利益(円)				75.8		313.7		-237.9		-75.8%

				EBITDA*2						1,610		2,209		-599		-27.1%

				NOPAT*3						412		1,387		-975		-70.3%

				*1 国内エネルギーの内数

				*2 EBITDA =　営業利益 + 減価償却費(のれん償却費含む) + 持分法投資損益

				*3 NOPAT = 経常利益 + 支払利息 - 受取利息 - 法人税等

										A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		実績

				原油価格（$/bbl） ゲンユ カカク						109.6		77.2		+32.5

				為替（円/$） カワセ						133.7		112.4		+21.4

				対前年比較 - ②資産等

				億円 オクエン						A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		期末実績 キマツ ジッセキ

				総資産 ソウシサン						26,702		25,880		+821

				自己資本 ジコシホン						12,931		12,716		+215

						一株当たり純資産(円)				3,110.1		3,059.4		+50.7

				有利子負債						9,273		8,150		+1,122

						ハイブリッド社債				-		1,750		-

										A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		実績 ジッセキ

				ROIC						1.9%		7.1%		-5.1%

				ROE						2.5%		11.0%		-8.6%

										A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		期末実績 キマツ ジッセキ

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ						48.4%		49.1%		-0.7%

						ハイブリッド社債考慮後*1				51.7%		52.5%		-0.8%

				D/E比率						0.72		0.64		+0.08

						ハイブリッド社債考慮後*1				0.61		0.54		+0.07

				*1　発行済ハイブリッド社債の資本性50%を調整

		※下記を使う カキ ツカ

				対前年比較 - ③投資、キャッシュ・フロー等

				億円 オクエン						A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		実績

				品質向上投資 ヒンシツコウジョウ トウシ						740		679		+60

				成長投資 セイチョウトウシ						2,000		1,413		+586

						国内エネルギー コクナイ				590		525		+64

						海外エネルギー カイガイ				890		440		+449

						ライフ＆ビジネス ソリューション				520		447		+72

				設備投資						1,920		1,893		+26

				減価償却費						1,100		1,089		+10

				↓2Q,4Qのみ

				億円 オクエン						A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		実績

				営業活動によるキャッシュ・フロー						1,147		1,453		-305

				投資活動によるキャッシュ・フロー						2,740		1,521		+1,218

				フリーキャッシュフロー*1						-1,592		-68		-1,524

				*1　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 

		※下のを使う シタ ツカ

				対前年比較 - ④件数、販売量等

										A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		(A-B)/B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		期末実績

				お客さまアカウント数(千件) キャク スウ センケン						10,202		9,812		+390		+4.0%

										A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		(A-B)/B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		実績

				連結ガス販売量(百万m3)						6,834		7,090		-256		-3.6%

						家庭用 カテイヨウ				1,732		1,849		-118		-0

						業務用等 ギョウムヨウ ナド				5,102		5,241		-139		-0

				国内電力販売量(百万kWh)						0		16,760		-16,760		-100.0%

						小売 コウ				-		6,189		-		-

						卸等 オロシ ナド				-		10,571		-		-

				ガス供給件数(千件)						-		5,026		-		-

				低圧電気供給件数(千件)						-		1,613		-		-

										A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		実績

				平均気温(℃)						17.3		17.2		+0.1

		※下を使う シタ ツカ

				対前年比較 - ⑤セグメント別

										A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		(A-B)/B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		実績

				売上高 ウリアゲダカ						21,710		15,911		+5,798		+36.4%

						国内エネルギー コクナイ				18,820		13,407		+5,412		+40.4%

						海外エネルギー カイガイ				1,140		807		+332		+41.1%

						ライフ＆ビジネス ソリューション				2,500		2,370		+129		+5.4%

						調整 チョウセイ				-750		-675		-74		-

				セグメント利益*1						510		1,120		-610		-54.5%

						国内エネルギー コクナイ				-365		441		-806		-

								内、電力		45		140		-95		-68.0%

						海外エネルギー カイガイ				670		443		+226		+51.1%

						ライフ＆ビジネス ソリューション				215		235		-20		-8.6%

						調整 チョウセイ				-10		0		-10		-

				タイムラグ差損益*2 サソン エキ						-438		-623		+185		-

						ガス事業 ジギョウ				-258		-447		+189		-

						電力事業 デンリョクジギョウ				-180		-175		-4		-

				ヘッジ会計適用外の
デリバティブ時価評価影響*3						ERROR:#VALUE!		-15		ERROR:#VALUE!		-

				*1 セグメント利益＝営業利益+持分法投資損益

				*2 国内エネルギーの内数 

				*3 海外エネルギーの内数

		注記の修正 チュウキ シュウセイ

				対前年比較 - ③投資、キャッシュ・フロー等

				億円 オクエン						A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		実績

				品質向上投資*1 ヒンシツコウジョウ トウシ						740		679		+60

				成長投資 セイチョウトウシ						2,000		1,413		+586

						国内エネルギー コクナイ				590		525		+64

						海外エネルギー カイガイ				890		440		+449

						ライフ＆ビジネス ソリューション				520		447		+72

				設備投資						1,920		1,893		+26

				減価償却費						1,100		1,089		+10

				*3　23.3期は大阪ガス(株)と大阪ガスネットワーク(株)の品質向上投資の合計

				億円 オクエン						A．23.3期		B．22.3期		A-B		備考 ビコウ

										見通し		実績		0

				営業活動によるキャッシュ・フロー						1,147		1,453		-305

				投資活動によるキャッシュ・フロー						2,740		1,521		+1,218

				フリーキャッシュフロー*2						-1,592		-68		-1,524

				*1 見通しは投資額を記載

				*2 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 

		項目の変更 コウモク ヘンコウ

										A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		(A-B)/B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		期末実績

				お客さまアカウント数(千件) キャク スウ センケン						10,202		9,812		+390		+4.0%

				連結ガス販売量(百万m3)						6,834		7,090		-256		-3.6%

						家庭用 カテイヨウ				1,732		1,849		-118		-0

						業務用等 ギョウムヨウ ナド				5,102		5,241		-139		-0

				国内電力販売量(百万kWh)						0		16,760		-16,760		-100.0%

										A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		実績

				平均気温(℃)						17.3		17.2		+0.1

		項目の変更 コウモク ヘンコウ

				対前年比較 - ⑤セグメント別

										A．23.3期 キ		B．22.3期 キ		A-B		(A-B)/B		備考 ビコウ

										見通し ミトオ		実績

				売上高 ウリアゲダカ						21,710		15,911		+5,798		+36.4%

						国内エネルギー コクナイ				18,820		13,407		+5,412		+40.4%

						海外エネルギー カイガイ				1,140		807		+332		+41.1%

						ライフ＆ビジネス ソリューション				2,500		2,370		+129		+5.4%

						調整 チョウセイ				-750		-675		-74		-



				セグメント利益*1						510		1,120		-610		-54.5%

						国内エネルギー コクナイ				-365		441		-806		-

								内、電力		45		140		-95		-68.0%

						海外エネルギー カイガイ				670		443		+226		+51.1%

						ライフ＆ビジネス ソリューション				215		235		-20		-8.6%

						調整 チョウセイ				-10		0		-10		-



				タイムラグ差損益*2 サソン エキ						-438		-623		+185		-

						ガス事業 ジギョウ				-258		-447		+189		-

						電力事業 デンリョクジギョウ				-180		-175		-4		-

				*1 セグメント利益＝営業利益+持分法投資損益

				*2 国内エネルギーの内数 







プレゼン④（ポイントまとめ）

		ü2023.3期第1四半期の経常利益は、主に原油価格高騰影響によるタイムラグ差損により減益

		第1四半期				2022.3期第1四半期		2023.3期第1四半期		前年差

				売上高		3,135億円		4,671億円		+1,535億円

				経常利益		410億円		134億円		-276億円

				親会社株主に帰属する		306億円		112億円		-194億円

				当期純利益

		通期
見通し ミ トオ				当初見通し（2022年4月）		今回修正見通し		当初見通し差

				売上高		18,530億円		21,710億円		+3,180億円

				経常利益		1,150億円		460億円		-690億円

				親会社株主に帰属する		820億円		315億円		-505億円

				当期純利益





⑤タイムラグ　原油為替

				億円				2022.3期1Q 		2023.3期1Q 		前年差						2022.3期1Q		2023.3期1Q		前年同期差

				タイムラグ				-110		-194		-83				原油価格($/bbl)		66.95		111.0		+44.0

						ガス		-85		-119		-34				為替(円/$)		109.49		129.6		+20.1

						電力		-25		-74		-49

				億円				2023.3期見通し				差						2023.3期				差

								当初		今回								当初		今回

				タイムラグ				31		-438		-469				原油価格($/bbl)		95.0		109.6		+14.6

						ガス		26		-258		-284				為替(円/$)		115.0		133.7		+18.7

						電力		5		-180		-185				（2Q以降の前提：原油価格 110.0$/bbl、為替 135.0円/$）

																		2022.3期		2023.3期		前年差

				億円				2022.3期		2023.3期見通し		前年差				原油価格($/bbl)		77.2		109.6		+32.5

				タイムラグ				-623		-438		+185				為替(円/$)		112.4		133.7		+21.4

						ガス		-447		-258		+189				（2Q以降の前提：原油価格 110.0$/bbl、為替 135.0円/$）

						電力		-175		-180		-4





6自己資本

						2022.3期末				2023.3期第1四半期末				2023.3期見通し

								調整後*2				調整後*2				調整後*2

				自己資本比率(%)		49.1%		52.5%		45.2%		48.3%		48.4%		51.7%

				D/E比率		0.64		0.54		0.80		0.69		0.72		0.61





感度



						原油価格※2		HH価格		為替

						＋1㌦/バレル		+0.1㌦/MMBtu		1円/米㌦円安

						（計画：110㌦）				（計画：135円）

				ガス売上総利益		-9		-0.2		-8.3

				附帯電力差益※3		0		-0.3		-0.9

				LNG販売		-1.3		0.7		-0.6

				その他（事業税等）

		個別				-10.3		0.2		-9.8

				ジャコビ				ー		0.3

				OGUSA		0.4		0.9		1.8

				OLIQ				ー		0.3

				OGUK				ー		ー

				OGA		1.4		ー		1.6

				OGケミカル		-0.1		ー		0.1

				その他		0		ー		0.3

		関係会社				1.7		0.9		4.4

		グループ全体				-8.6		1.1		-5.4





W4

		P4　23.3期第1四半期の対前年比較(経常利益)

				↓①数値詳細からリンク スウチ ショウサイ				↓②億円単位にラウンド オクエン タンイ

		 		連結経常利益/各セグメントの対象となる差異 レンケツ ケイジョウ リエキ カク タイショウ サイ		変化の累計 ヘンカ ルイケイ		億円単位 オクエン タンイ		変化の累計表示用 ヘンカ ルイケイ ヒョウジヨウ

		2022.3期
1Q キ		41,014		-27,601.00		410		-276億円

		国内エネルギー コクナイ		-35,814				-358

		海外エネルギー カイガイ		8,677				86

		LBS		592				5

		その他 タ		-1,056				-9

		2023.3期
1Q キ		13,413				134

						↓右上参照値 ミギウエ サンショウ チ		↓考慮前＋② コウリョ マエ

		表示されないラベル ヒョウジ		表示 ヒョウジ		考慮前 コウリョ マエ		考慮後 コウリョ ゴ		上限 ジョウゲン		上限下限差 ジョウゲン カゲン サ		下限 カゲン

				2022.3期
1Q キ		0		410		410		410		0

		国内エネルギー コクナイ				410		52		410		358		52

		海外エネルギー カイガイ				52		138		138		86		52

		LBS				138		143		143		5		138

		その他 タ				143		134		143		9		134

				2023.3期
1Q キ		0		134		134		134		0

						↑両端は0で固定 リョウハシ コテイ



2022.3期	
1Q	2023.3期	
1Q	0	52	52	138	134	0	連結経常利益

[値]
国内エネルギー*1
[値]

海外エネルギー*1
[値]

LBS*1、2
[値]

その他*1
[値]

連結経常利益
[値]

2022.3期	
1Q	2023.3期	
1Q	410	358	86	5	9	134	




WP5

		P5　　23.3期見通しの対当初見通し(2022年4月26日)比較(経常利益)

				↓①数値詳細からリンク スウチ ショウサイ				↓②億円単位にラウンド オクエン タンイ

		 		連結経常利益/各セグメントの対象となる差異 レンケツ ケイジョウ リエキ カク タイショウ サイ		変化の累計 ヘンカ ルイケイ		億円単位 オクエン タンイ		変化の累計表示用 ヘンカ ルイケイ ヒョウジヨウ

		2023.3期
当初見通し キ トウショ ミトオ		115,000		-69,000.00		1,150		-690億円

		国内エネルギー コクナイ		-79,000				-790

		海外エネルギー カイガイ		10,000				100

		2023.3期
今回見通し キ コンカイ ミ トオ		46,000				460

						↓右上参照値 ミギウエ サンショウ チ		↓考慮前＋② コウリョ マエ

		表示されないラベル ヒョウジ		表示 ヒョウジ		考慮前 コウリョ マエ		考慮後 コウリョ ゴ		上限＋ ジョウゲン		上限下限差＋ ジョウゲン カゲン サ		下限＋ カゲン		上限- ジョウゲン		上限下限差- ジョウゲン カゲン サ		下限- カゲン

				2023.3期
当初見通し		0		1,150		1150		1,150		0		0		0		0

		国内エネルギー コクナイ				1,150		360		1150		790		360		0		0		0

		海外エネルギー カイガイ				360		460		460		100		360		0		0		0

				2023.3期
今回見通し		0		460		460		460		0		0		0		0

						↑両端は0で固定 リョウハシ コテイ



2023.3期	
当初見通し	2023.3期	
今回見通し	0	360	360	0	連結経常利益

[値]
国内エネルギー*1
[値]

海外エネルギー*1
[値]

連結経常利益[値]

2023.3期	
当初見通し	2023.3期	
今回見通し	1150	790	100	460	2023.3期	
当初見通し	2023.3期	
今回見通し	0	0	0	0	2023.3期	
当初見通し	2023.3期	
今回見通し	0	0	0	0	




WP6

		P6  23.3期見通しの前年比較(経常利益)

				↓①数値詳細からリンク スウチ ショウサイ				↓②億円単位にラウンド オクエン タンイ

		 		連結経常利益/各セグメントの対象となる差異 レンケツ ケイジョウ リエキ カク タイショウ サイ		変化の累計 ヘンカ ルイケイ		億円単位 オクエン タンイ		変化の累計表示用 ヘンカ ルイケイ ヒョウジヨウ

		2022.3期 キ		113,525		-67,525.00		1,135		-675億円

		国内エネルギー コクナイ		-80,657				-806

		海外エネルギー カイガイ		22,669				226

		LBS		-2,016				-20

		その他 タ		-7,521				-75

		2023.3期
今回見通し キ コンカイ ミ トオ		46,000				460

						↓右上参照値 ミギウエ サンショウ チ		↓考慮前＋② コウリョ マエ

		表示されないラベル ヒョウジ		表示 ヒョウジ		考慮前 コウリョ マエ		考慮後 コウリョ ゴ		上限 ジョウゲン		上限下限差 ジョウゲン カゲン サ		下限 カゲン

				2022.3期		0		1,135		1135		1,135		0

		国内エネルギー コクナイ				1,135		329		1135		806		329

		海外エネルギー カイガイ				329		555		555		226		329

		LBS				555		535		555		20		535

		その他 タ				535		460		535		75		460

				2023.3期
今回見通し		0		460		460		460		0

						↑両端は0で固定 リョウハシ コテイ



2022.3期	2023.3期	
今回見通し	0	329	329	535	460	0	

2022.3期	2023.3期	
今回見通し	1135	806	226	20	75	460	







WP14

		P14 　23.3期第1四半期セグメント別実績 - 国内エネルギー

				↓①数値詳細からリンク スウチ ショウサイ				↓②億円単位にラウンド オクエン タンイ

		 		連結経常利益/各セグメントの対象となる差異 レンケツ ケイジョウ リエキ カク タイショウ サイ		変化の累計 ヘンカ ルイケイ		億円単位 オクエン タンイ		変化の累計表示用 ヘンカ ルイケイ ヒョウジヨウ

		2022.3期
1Q  キ		23,412		-35,813.00		234		-358億円

		タイムラグ差損益 サソン エキ		-8,366				-83

		ガス事業粗利（タイムラグ差損益除く） ジギョウ アラリ サソン エキ ノゾ		-13,523				-135

		電力（タイムラグ差損益除く） デンリョク サソン エキ ノゾ		476				4		タイムラグを除く ノゾ		タイムラグｶﾞｽ		電力 デンリョク

		その他 タ		-14,400		-27,447.00		-144		-274億円		(3,428)		(4,938)

		2023.3期
1Q  キ		-12,401				-124

						↓右上参照値 ミギウエ サンショウ チ		↓考慮前＋② コウリョ マエ

		表示されないラベル ヒョウジ		表示 ヒョウジ		考慮前 コウリョ マエ		考慮後 コウリョ ゴ		上限＋ ジョウゲン		上限下限差＋ ジョウゲン カゲン サ		下限＋ カゲン		上限- ジョウゲン		上限下限差- ジョウゲン カゲン サ		下限- カゲン

				2022.3期
1Q 		0		234		234		234		0		0		0		0

		タイムラグ差損益 サソン エキ				234		151		234		83		151		0		0		0

		ガス事業粗利（タイムラグ差損益除く） ジギョウ アラリ サソン エキ ノゾ				151		16		151		135		16		0		0		0

		電力（タイムラグ差損益除く） デンリョク サソン エキ ノゾ				16		20		20		4		16		0		0		0

		その他 タ				20		-124		20		20		0		0		-124		-124

				2023.3期
1Q 		0		-124		0		0		0		0		-124		-124

						↑両端は0で固定 リョウハシ コテイ



2022.3期	
1Q 	2023.3期	
1Q 	0	151	16	16	0	0	

2022.3期	
1Q 	2023.3期	
1Q 	234	83	135	4	20	0	2022.3期	
1Q 	2023.3期	
1Q 	0	0	0	0	0	0	

2022.3期	
1Q 	2023.3期	
1Q 	0	0	0	0	-124	-124	







WP15

		P15　　23.3期第1四半期セグメント別実績 - 海外エネルギー

				↓①数値詳細からリンク スウチ ショウサイ				↓②億円単位にラウンド オクエン タンイ

		 		連結経常利益/各セグメントの対象となる差異 レンケツ ケイジョウ リエキ カク タイショウ サイ		変化の累計 ヘンカ ルイケイ		億円単位 オクエン タンイ		変化の累計表示用 ヘンカ ルイケイ ヒョウジヨウ

		2022.3期
1Q  キ		12,598		8,677.00		125		+86億円

		Osaka Gas Australia		4,961				49

		Osaka Gas USA		1,970				19

		持分法投資損益その他 モチブンポウ トウシ ソンエキ タ		1,746				17

		2023.3期
1Q  キ		21,275				212



						↓右上参照値 ミギウエ サンショウ チ		↓考慮前＋② コウリョ マエ

		表示されないラベル ヒョウジ		表示 ヒョウジ		考慮前 コウリョ マエ		考慮後 コウリョ ゴ		上限＋ ジョウゲン		上限下限差＋ ジョウゲン カゲン サ		下限＋ カゲン		上限- ジョウゲン		上限下限差- ジョウゲン カゲン サ		下限- カゲン

				2022.3期
1Q 		0		125		125		125		0		0		0		0

		Osaka Gas Australia				125		174		174		49		125		0		0		0

		Osaka Gas USA				174		193		193		19		174		0		0		0

		持分法投資損益その他 モチブンポウ トウシ ソンエキ タ				193		210		210		17		193		0		0		0

				2023.3期
1Q 		0		212		212		212		0		0		0		0

						↑両端は0で固定 リョウハシ コテイ





2022.3期	
1Q 	2023.3期	
1Q 	0	125	174	193	0	

2022.3期	
1Q 	2023.3期	
1Q 	125	49	19	17	212	2022.3期	
1Q 	2023.3期	
1Q 	0	0	0	0	0	2022.3期	
1Q 	2023.3期	
1Q 	0	0	0	0	0	







WP16 

		P16 　23.3期第1四半期セグメント別実績 - ライフ&ビジネス ソリューション

				↓①数値詳細からリンク スウチ ショウサイ				↓②億円単位にラウンド オクエン タンイ

		 		連結経常利益/各セグメントの対象となる差異 レンケツ ケイジョウ リエキ カク タイショウ サイ		変化の累計 ヘンカ ルイケイ		億円単位 オクエン タンイ		変化の累計表示用 ヘンカ ルイケイ ヒョウジヨウ

		2022.3期
1Q  キ		4,464		592.93		44		+5億円

		オージス総研 ソウケン		-308				-3

		Jacobi		376				3

		その他 タ		525				5

		2023.3期
1Q  キ		5,057				50



						↓右上参照値 ミギウエ サンショウ チ		↓考慮前＋② コウリョ マエ

		表示されないラベル ヒョウジ		表示 ヒョウジ		考慮前 コウリョ マエ		考慮後 コウリョ ゴ		上限＋ ジョウゲン		上限下限差＋ ジョウゲン カゲン サ		下限＋ カゲン		上限- ジョウゲン		上限下限差- ジョウゲン カゲン サ		下限- カゲン

				2022.3期
1Q 		0		44		44		44		0		0		0		0

		Osaka Gas Australia				44		41		44		3		41		0		0		0

		Osaka Gas USA				41		44		44		3		41		0		0		0

		持分法投資損益その他 モチブンポウ トウシ ソンエキ タ				44		49		49		5		44		0		0		0

				2023.3期
1Q 		0		50		50		50		0		0		0		0

						↑両端は0で固定 リョウハシ コテイ





2022.3期	
1Q 	2023.3期	
1Q 	0	41	41	44	0	

2022.3期	
1Q 	2023.3期	
1Q 	44	3	3	5	50	2022.3期	
1Q 	2023.3期	
1Q 	0	0	0	0	0	2022.3期	
1Q 	2023.3期	
1Q 	0	0	0	0	0	







WP23

		P23 23.3期セグメント別見通し（対当初見通し） – 国内エネルギー

				↓①数値詳細からリンク スウチ ショウサイ				↓②億円単位にラウンド オクエン タンイ

		 		連結経常利益/各セグメントの対象となる差異 レンケツ ケイジョウ リエキ カク タイショウ サイ		変化の累計 ヘンカ ルイケイ		億円単位 オクエン タンイ		変化の累計表示用 ヘンカ ルイケイ ヒョウジヨウ

		2023.3期 
当初見通し キ トウショ ミトオ		42,500		-79,000.00		425		-790億円

		タイムラグ差損益 サソン エキ		-46,900				-469

		ガス事業粗利（タイムラグ差損益除く） ジギョウ アラリ サソン エキ ノゾ		3,900				39

		電力（タイムラグ差損益除く） デンリョク サソン エキ ノゾ		5,500				55		タイムラグを除く ノゾ		タイムラグｶﾞｽ		タイムラグｶﾞｽ

		その他 タ		-41,500		-32,100.00		-415		-321億円		(28,400)		(18,500)

		2023.3期
今回見通し キ コンカイ ミ トオ		-36,500				-365

						↓右上参照値 ミギウエ サンショウ チ		↓考慮前＋② コウリョ マエ

		表示されないラベル ヒョウジ		表示 ヒョウジ		考慮前 コウリョ マエ		考慮後 コウリョ ゴ		上限＋ ジョウゲン		上限下限差＋ ジョウゲン カゲン サ		下限＋ カゲン		上限- ジョウゲン		上限下限差- ジョウゲン カゲン サ		下限- カゲン

				2023.3期 
当初見通し		0		425		425		425		0		0		0		0

		タイムラグ差損益 サソン エキ				425		-44		425		425		0		0		-44		-44

		ガス事業粗利（タイムラグ差損益除く） ジギョウ アラリ サソン エキ ノゾ				-44		-5		0		0		0		-5		-39		-44

		電力（タイムラグ差損益除く） デンリョク サソン エキ ノゾ				-5		50		50		50		0		0		-5		-5

		その他 タ				50		-365		50		50		0		0		-365		-365

				2023.3期
今回見通し		0		-365		0		0		0		0		-365		-365

						↑両端は0で固定 リョウハシ コテイ



2023.3期 	
当初見通し	2023.3期	
今回見通し	0	0	0	0	0	0	セグメント利益[値]
タイムラグ差損益
[値]


2023.3期 	
当初見通し	2023.3期	
今回見通し	425	425	0	50	50	0	2023.3期 	
当初見通し	2023.3期	
今回見通し	0	0	-5	0	0	0	ガス事業粗利（タイムラグ差損益除く）
[値]

電力（タイムラグ差損益除く）
[値]

その他
[値]

グメント利益[値]

2023.3期 	
当初見通し	2023.3期	
今回見通し	0	-44	-39	-5	-365	-365	




WP24

		P24　　23.3期セグメント別見通し（対当初見通し） –海外エネルギー

				↓①数値詳細からリンク スウチ ショウサイ				↓②億円単位にラウンド オクエン タンイ

		 		連結経常利益/各セグメントの対象となる差異 レンケツ ケイジョウ リエキ カク タイショウ サイ		変化の累計 ヘンカ ルイケイ		億円単位 オクエン タンイ		変化の累計表示用 ヘンカ ルイケイ ヒョウジヨウ

		2023.3期 
当初見通し キ トウショ ミトオ		57,000		10,000.00		570		+100億円

		Osaka Gas Australia		6,000				60

		Osaka Gas USA		9,500				95

		持分法投資損益その他 モチブンポウ トウシ ソンエキ タ		-5,500				-55

		2023.3期
今回見通し キ コンカイ ミ トオ		67,000				670



						↓右上参照値 ミギウエ サンショウ チ		↓考慮前＋② コウリョ マエ

		表示されないラベル ヒョウジ		表示 ヒョウジ		考慮前 コウリョ マエ		考慮後 コウリョ ゴ		上限＋ ジョウゲン		上限下限差＋ ジョウゲン カゲン サ		下限＋ カゲン		上限- ジョウゲン		上限下限差- ジョウゲン カゲン サ		下限- カゲン

				2023.3期 
当初見通し		0		570		570		570		0		0		0		0

		Osaka Gas Australia				570		630		630		60		570		0		0		0

		Osaka Gas USA				630		725		725		95		630		0		0		0

		持分法投資損益その他 モチブンポウ トウシ ソンエキ タ				725		670		725		55		670		0		0		0

				2023.3期
今回見通し		0		670		670		670		0		0		0		0

						↑両端は0で固定 リョウハシ コテイ





2023.3期 	
当初見通し	2023.3期	
今回見通し	0	570	630	670	0	セグメント利益[値]
セグメント利益[値]

2023.3期 	
当初見通し	2023.3期	
今回見通し	570	60	95	55	670	2023.3期 	
当初見通し	2023.3期	
今回見通し	0	0	0	0	0	2023.3期 	
当初見通し	2023.3期	
今回見通し	0	0	0	0	0	




WP31

		P31  23.3期セグメント別見通し（対前年） – 国内エネルギー ゼンネン

				↓①数値詳細からリンク スウチ ショウサイ				↓②億円単位にラウンド オクエン タンイ

		 		連結経常利益/各セグメントの対象となる差異 レンケツ ケイジョウ リエキ カク タイショウ サイ		変化の累計 ヘンカ ルイケイ		億円単位 オクエン タンイ		変化の累計表示用 ヘンカ ルイケイ ヒョウジヨウ

		2022.3期  キ		44,157		-80,657.00		441		-806億円

		タイムラグ差損益 サソン エキ		18,521				185

		ガス事業粗利（タイムラグ差損益除く） ジギョウ アラリ サソン エキ ノゾ		-73,204				-732

		電力（タイムラグ差損益除く） デンリョク サソン エキ ノゾ		-9,109				-91		タイムラグを除く ノゾ		タイムラグｶﾞｽ		タイムラグｶﾞｽ

		その他 タ		-16,865		-99,178.00		-168		-991億円		18,984		(462)

		2023.3期
今回見通し キ コンカイ ミ トオ		-36,500				-365

						↓右上参照値 ミギウエ サンショウ チ		↓考慮前＋② コウリョ マエ

		表示されないラベル ヒョウジ		表示 ヒョウジ		考慮前 コウリョ マエ		考慮後 コウリョ ゴ		上限＋ ジョウゲン		上限下限差＋ ジョウゲン カゲン サ		下限＋ カゲン		上限- ジョウゲン		上限下限差- ジョウゲン カゲン サ		下限- カゲン

				2022.3期 		0		441		441		441		0		0		0		0

		タイムラグ差損益 サソン エキ				441		626		626		185		441		0		0		0

		ガス事業粗利（タイムラグ差損益除く） ジギョウ アラリ サソン エキ ノゾ				626		-106		626		626		0		0		-106		-106

		電力（タイムラグ差損益除く） デンリョク サソン エキ ノゾ				-106		-197		0		0		0		-106		-91		-197

		その他 タ				-197		-365		0		0		0		-197		-168		-365

				2023.3期
今回見通し		0		-365		0		0		0		0		-365		-365

						↑両端は0で固定 リョウハシ コテイ



2022.3期 	2023.3期	
今回見通し	0	441	0	0	0	0	セグメント利益[値]
タイムラグ差損益
[値]


2022.3期 	2023.3期	
今回見通し	441	185	626	0	0	0	2022.3期 	2023.3期	
今回見通し	0	0	0	-106	-197	0	ガス事業粗利（タイムラグ差損益除く）
[値]

電力（タイムラグ差損益除く）
[値]

その他
[値]

セグメント利益[値]

2022.3期 	2023.3期	
今回見通し	0	0	-106	-91	-168	-365	




W32

		P32  23.3期セグメント別見通し（対前年） –海外エネルギー

				↓①数値詳細からリンク スウチ ショウサイ				↓②億円単位にラウンド オクエン タンイ

		 		連結経常利益/各セグメントの対象となる差異 レンケツ ケイジョウ リエキ カク タイショウ サイ		変化の累計 ヘンカ ルイケイ		億円単位 オクエン タンイ		変化の累計表示用 ヘンカ ルイケイ ヒョウジヨウ

		2022.3期  キ		44,330		22,670.00		443		+226億円

		Osaka Gas Australia		10,541				105

		Osaka Gas USA		14,588				145

		持分法投資損益その他 モチブンポウ トウシ ソンエキ タ		-2,459				-24

		2023.3期
今回見通し キ コンカイ ミ トオ		67,000				670



						↓右上参照値 ミギウエ サンショウ チ		↓考慮前＋② コウリョ マエ

		表示されないラベル ヒョウジ		表示 ヒョウジ		考慮前 コウリョ マエ		考慮後 コウリョ ゴ		上限＋ ジョウゲン		上限下限差＋ ジョウゲン カゲン サ		下限＋ カゲン		上限- ジョウゲン		上限下限差- ジョウゲン カゲン サ		下限- カゲン

				2022.3期 		0		443		443		443		0		0		0		0

		Osaka Gas Australia				443		548		548		105		443		0		0		0

		Osaka Gas USA				548		693		693		145		548		0		0		0

		持分法投資損益その他 モチブンポウ トウシ ソンエキ タ				693		669		693		24		669		0		0		0

				2023.3期
今回見通し		0		670		670		670		0		0		0		0

						↑両端は0で固定 リョウハシ コテイ





2022.3期 	2023.3期	
今回見通し	0	443	548	669	0	セグメント利益[値]
セグメント利益[値]

2022.3期 	2023.3期	
今回見通し	443	105	145	24	670	2022.3期 	2023.3期	
今回見通し	0	0	0	0	0	2022.3期 	2023.3期	
今回見通し	0	0	0	0	0	




財規

				億円						A.22.3期実績（財規ベース）
※今回開示 キ ジッセキ		B. 22.3期実績		A-B		主な差異 オモ サイ

												（ガス規ベース）
※22/4開示

				売上高						15,911		15,868		+43

				営業利益						992		949		+43

				経常利益						1,135		1,104		+31

						タイムラグ差損益				-623		-623		+0

						(ガス・電力)*2								+0

						タイムラグ差損益控除後				1,758		1,727		+31

						経常利益								+0

				親会社株主に帰属する						1,304		1,282		+22

				当期純利益										+0

						一株当たり当期純利益(円)				313.7		308.5		+5

				EBITDA*3						2,209		2,166		+43

				NOPAT*4						1,387		1,365		+22
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内、デリバティブ
時価評価影響

-15億円

(億円)

 セグメント利益見通しは、フリーポートでの火災に関連する損失145億円を織り込んだが、ガス・原油価格の上昇等による
サビン・シェールガスプロジェクト、豪州上流事業の増益が上回り、前年から226億円増益の670億円

+226億円

フリーポートでの火災に関連する
損失145億円を含む



セグメント利益
235

セグメント利益
215

大阪ガス都市開発
-7 オージス総研

-16 その他
+3
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(億円)
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 セグメント利益見通しは、情報ソリューション事業での前年のグループ向け開発案件増の反動減による減益等により、前年
から20億円減益の215億円

-20億円



23.3期見通しに対する主な収支変動要因(22年7月~23年3月の9か月間)

 気温・水温影響

 原油・為替影響
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変動幅 平均原燃料価格 (上限バンド) 経常利益への
影響額

電力事業
原油価格
+1$/bbl

40,700円/kl～*1 ▲0.8億円

ガス事業*2
102,540～136,080円/トン ▲0.8億円

136,080円/トン～ ▲2.2億円

変動幅 セグメント 収支影響 経常利益への
影響額

原油 ＋1$/bbl
海外エネルギー 増益

合計▲8.6億円
国内エネルギー 減益

為替 ＋1円/$
海外エネルギ― 増益

合計▲5.4億円
国内エネルギー 減益

*1 電力の平均燃料価格＝A×α＋B×β＋C×γ (100円未満四捨五入)
A：各平均燃料価格算定期間における1kl当たりの平均原油価格
B：各平均燃料価格算定期間における1t当たりの平均LNG価格
C：各平均燃料価格算定期間における1t当たりの平均石炭価格
α：0.0140/β：0.3483/γ：0.7227(α、β、γは原油換算率×燃料種別々熱量構成比)

*2 ガス事業の上限は10月に平均原料価格(上限バンド)を超えた場合の影響を記載

変動幅 家庭用ガス販売量への影響
気水温 +1℃ ▲7%

注記：以下の平均原燃料価格(上限バンド)を超えた場合に、上記に加え生じる影響



※プレスリリース実施月で記載 ■国内エネルギー案件、■海外エネルギー案件、■その他

(参考)23.3期第1四半期の主なトピックス

4月

 台湾CPC社向け LNG受入基地建設に係わるコンサルティング業務の受注について
 社会のあるべき姿を提案する多世代居住型健康スマートタウン『Suita SST』がまちびらき
 SENBOKUスマートシティコンソーシアムの準備会を設立し、会員を募集します～泉北ニュータウン地域でのスマートシティの取組をより一層推進～
 豪州におけるグリーン水素製造プロジェクトに関する共同開発契約の締結について
 繰延税金資産の計上および業績予想の修正に関するお知らせ
 酉島地区における新たな研究開発拠点の設置について～SOECメタネーションなどのカーボンニュートラル技術の社会実装に向けて～
 SOECメタネーションに関するグリーンイノベーション基金事業の採択について～世界最高効率の合成メタン製造技術の開発に挑戦～
 和歌山県御坊市におけるバイオマス発電所の事業化決定について
 パナソニック株式会社草津拠点に自家消費型太陽光発電サービス「D-Solar」を納入
 インドネシアでのバイオメタン活用に向けた共同調査に関する契約の締結について
 ガスビル西側での複合ビル開発とガスビルのリノベーションの検討開始について
 ウエストホールディングスと大阪ガスとの資本業務提携について～太陽光発電事業を中心とした電力ビジネスのより一層の拡大～
 長崎県五島市沖 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域国内初の公募占用計画の認定-浮体式洋上風力発電所の実現に向けて-
 都市部における再エネ由来水素と生ごみ由来バイオガスを活用したメタネーションによる水素サプライチェーン構築・実証事業の開始について

5月

 米国におけるOriden社との太陽光発電所の共同開発について
 大阪ガスと日本エネルギー総合システムによる太陽光発電所の共同開発・保有に関する合意書の締結について
 洋上風力発電事業における秋田県立大学及び秋田大学との産学連携について～地域の活性化を目指した覚書及び協定書の締結～
 「第44回無担保社債（トランジションボンド）」「第45回無担保社債」「第46回無担保社債」（国内普通社債）を発行します
 家庭用燃料電池「エネファームtype S 」を活用したバーチャルパワープラント実証事業を開始～分散型エネルギーリソースを活用した次世代技術構築

実証に参画～
 工業炉向けのデジタル燃焼制御システム「Dr.Flame」の発売

6月

 シェルとの脱炭素社会実現に向けたメタネーション・水素・CCUSなど幅広い分野における共同検討の開始
 メタバース領域で事業を展開するBrave group社への出資について～コミュニケーションの拡張と新たなビジネス展開を目指して～
 豪州でカーボンクレジット事業を行うエーアイカーボン社の株式取得について～ 原生林を再生し、CO2削減に貢献 ～
 「ガスビル保存検討委員会」検討状況について～ガスビルの歴史的価値の継承と活用の基本的な方向性～
 大阪ガスとJR西日本、気象予測とデータサイエンスで協業。湖西線に高精度な強風予測システムを試験導入。
 豪州におけるグリーン水素ハブ構想に関する実現可能性調査への参画について～グリーン水素や合成メタンなどの製造・供給・輸出を目指して～
 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
 大阪ガスと日本ベネックスによるFIP発電所からの電力買取に関する契約締結について～FIP制度下における再エネ開発事業者の収益安定化に資す

る新たな取り組みの開始～
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https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr2022/1305771_49634.html
https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr2022/1305804_49634.html
https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr2022/1305836_49634.html
https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr2022/1305853_49634.html
https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr2022/1305933_49634.html
https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr2022/1305961_49634.html
https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr2022/1305922_49634.html
https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr2022/1305390_49634.html
https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr2022/1306058_49634.html
https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr2022/1306094_49634.html
https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr2022/1306111_49634.html
https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr2022/1306118_49634.html
https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr2022/1306117_49634.html
https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr2022/1306105_49634.html
https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr2022/1306334_49634.html
https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr2022/1307125_49634.html
https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr2022/1307214_49634.html
https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr2022/1307216_49634.html
https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr2022/1307241_49634.html
https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr2022/1307250_49634.html
https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr2022/1307665_49634.html
https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr2022/1307688_49634.html
https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr2022/1307730_49634.html
https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr2022/1307796_49634.html
https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr2022/1307814_49634.html
https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr2022/1307842_49634.html
https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr2022/1308025_49634.html
https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr2022/1308051_49634.html
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