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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第３四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年12月31日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期第３四半期 962,883 △1.2 74,876 37.9 81,576 37.3 57,612 65.5

2020年３月期第３四半期 974,503 3.3 54,286 132.8 59,396 133.1 34,800 569.2

(注)包括利益2021年３月期第３四半期 37,371百万円( 287.8％) 2020年３月期第３四半期 9,637百万円( 41.6％)
　

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

2021年３月期第３四半期 138.57 －

2020年３月期第３四半期 83.70 －
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年３月期第３四半期 2,205,955 1,043,466 45.9

2020年３月期 2,140,482 1,027,667 46.6

(参考) 自己資本 2021年３月期第３四半期 1,013,056百万円 2020年３月期 997,492百万円
　

　　

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2020年３月期 － 25.00 － 25.00 50.00

2021年３月期 － 25.00 －

2021年３月期(予想) 25.00 50.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 1,330,000 △2.8 88,500 5.6 100,000 16.3 71,500 71.1 171.96
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　

　　



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）
： 有

除外 １社 （社名） Osaka Gas Niugini Pty Ltd

　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有
　

（注）詳細は、添付資料Ｐ.８「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項
（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2021年３月期３Ｑ 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３Ｑ 915,365株 2020年３月期 895,971株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期３Ｑ 415,776,732株 2020年３月期３Ｑ 415,802,880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、2021年２月２日に機関投資家及びアナリスト向けの電話会議を開催する予定です。当日使用する決算説
明資料は、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。

　　



（参考）個別業績予想

　2021年３月期の個別業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日）
(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 1,019,500 △6.0 43,000 △6.1 54,000 △7.7 41,500 △7.7 99.81

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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１. 当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（四半期経営成績等の概況）

当第３四半期の売上高は、電力事業で電力販売量が増加したものの、ガス事業で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やガス販売量が減少したことなどにより、前年同期に比べて116億円減の9,628億円と

なりました。経常利益は、海外エネルギー事業や電力事業での増益、ガス事業で原料価格の変動が販売単価に反映

されるまでのタイムラグによる増益影響(*)が前年同期に比べて拡大したことなどにより、221億円増の815億円とな

りました。親会社株主に帰属する四半期純利益は、228億円増の576億円となりました。

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

当第３四半期・前年同期は一時的な増益要因となっております。

　

(単位：億円)

連結(ａ)
対前年同期比較

個別(ｂ)
連単倍率
(ａ)/(ｂ)増減値 増減率(％)

売上高 9,628 △116 △1.2 7,437 1.29

売上原価 6,560 △343 △5.0 5,227 1.25

供給販売費及び
一般管理費

2,319 ＋21 ＋0.9 1,841 1.26

営業利益 748 ＋205 ＋37.9 368 2.03

経常利益 815 ＋221 ＋37.3 458 1.78

親会社株主に帰属す
る四半期純利益(*)

576 ＋228 ＋65.5 343 1.68

　(*)個別は「四半期純利益」

　

（四半期ガス販売実績）

当四半期 (ａ)
(2020/４～2020/12)

前年同期 (ｂ)
(2019/４～2019/12)

増減値
(ａ)-(ｂ)

増減率(％)

個別

ガス供給件数 (千件) 5,069 5,287 △218 △4.1

ガス販売量
(百万ｍ3)

家庭用 1,090 1,077 ＋13 ＋1.2

業務用等 3,810 4,114 △304 △7.4

計 4,900 5,191 △291 △5.6

連結ガス販売量 (百万ｍ3) 4,928 5,220 △293 △5.6

[45ＭＪ/ｍ3表示]

　

（四半期国内電力販売実績）

当四半期 (ａ)
(2020/４～2020/12)

前年同期 (ｂ)
(2019/４～2019/12)

増減値
(ａ)-(ｂ)

増減率(％)

低圧電気供給件数（千件） 1,476 1,241 ＋235 ＋18.9

電力販売量
（百万ｋＷｈ）

小売 3,914 3,137 ＋776 ＋24.7

卸等 7,522 6,268 ＋1,254 ＋20.0

計 11,435 9,405 ＋2,030 ＋21.6
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（２）財政状態に関する説明

当第３四半期末における総資産は、２兆2,059億円となり、前期末と比較して654億円の増加となりました。これ

は、投資の進捗等による有形固定資産の増加や株価上昇等による投資有価証券の増加等によって、固定資産が増加

したことなどによるものです。

なお、純資産は１兆434億円となり、自己資本比率は45.9％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、2021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

及び個別の業績予想を修正します。

　大阪ガス個別では、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益は器具販売や託送供給の減少等により前回業績予

想を下回る見通しです。

　連結では、売上高、営業利益は個別と同様前回業績予想を下回りますが、経常利益、親会社株主に帰属する当期

純利益はノルウェー領バレンツ海鉱区権益の一部売却に伴う持分法投資利益の増加等により前回業績予想から変更

はありません。

（参考）原油価格・為替レートの前提（2021年1月～2021年３月）

原油価格（全日本ＣＩＦ価格）： 50ドル/バレル

　為替レート（ＴＴＭ） ： 105円/ドル

2020年10月29日付の「2021年３月期 第２四半期決算短信」で公表しました、2021年３月期の連結及び個別の業

績予想との差異は以下の通りです。

　

2021年３月期の連結業績予想数値の修正（2020年４月１日～2021年３月31日）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

前回発表予想（Ａ）
百万円

1,336,500
百万円

93,500
百万円

100,000
百万円

71,500
円 銭

171.96
今回修正予想（Ｂ） 1,330,000 88,500 100,000 71,500 171.96

増減額（Ｂ－Ａ） △6,500 △5,000 ±0 ±0

増減率（％） △0.5 △5.3 ±0 ±0
(参考)前期実績
(2020年３月期)

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

　(参考)

2021年３月期の個別業績予想数値の修正（2020年４月１日～2021年３月31日）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

前回発表予想（Ａ）
百万円

1,026,000
百万円

48,000
百万円

59,000
百万円

45,000
円 銭

108.23

今回修正予想（Ｂ） 1,019,500 43,000 54,000 41,500 99.81

増減額（Ｂ－Ａ） △6,500 △5,000 △5,000 △3,500
増減率（％） △0.6 △10.4 △8.5 △7.8
(参考)前期実績
(2020年３月期)

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

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

固定資産

有形固定資産

製造設備 84,258 82,075

供給設備 264,657 259,556

業務設備 55,072 52,803

その他の設備 542,101 549,009

建設仮勘定 68,482 116,696

有形固定資産合計 1,014,572 1,060,140

無形固定資産 98,322 98,370

投資その他の資産

投資有価証券 332,200 354,220

その他 136,171 133,909

貸倒引当金 △802 △867

投資その他の資産合計 467,568 487,262

固定資産合計 1,580,462 1,645,774

流動資産

現金及び預金 147,201 146,669

受取手形及び売掛金 210,515 192,929

たな卸資産 108,092 107,760

その他 94,849 113,414

貸倒引当金 △640 △592

流動資産合計 560,019 560,181

資産合計 2,140,482 2,205,955
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

負債の部

固定負債

社債 289,993 354,994

長期借入金 363,757 320,864

ガスホルダー修繕引当金 1,290 1,405

保安対策引当金 9,339 7,942

器具保証引当金 13,074 9,695

退職給付に係る負債 17,590 18,532

その他 105,455 144,496

固定負債合計 800,502 857,932

流動負債

支払手形及び買掛金 59,363 55,615

その他 252,949 248,941

流動負債合計 312,312 304,557

負債合計 1,112,815 1,162,489

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 802,313 838,501

自己株式 △1,802 △1,842

株主資本合計 952,160 988,294

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 58,914

繰延ヘッジ損益 △14,161 △39,541

土地再評価差額金 △737 △737

為替換算調整勘定 10,085 △857

退職給付に係る調整累計額 8,809 6,983

その他の包括利益累計額合計 45,332 24,761

非支配株主持分 30,174 30,409

純資産合計 1,027,667 1,043,466

負債純資産合計 2,140,482 2,205,955
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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３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

売上高 974,503 962,883

売上原価 690,350 656,013

売上総利益 284,152 306,870

供給販売費及び一般管理費 229,865 231,993

営業利益 54,286 74,876

営業外収益

受取利息 1,373 1,527

受取配当金 6,774 3,164

持分法による投資利益 4,029 9,714

雑収入 5,741 8,496

営業外収益合計 17,918 22,902

営業外費用

支払利息 9,077 8,365

雑支出 3,730 7,837

営業外費用合計 12,808 16,202

経常利益 59,396 81,576

特別損失

減損損失 4,495 －

特別損失合計 4,495 －

税金等調整前四半期純利益 54,901 81,576

法人税等 18,736 22,668

四半期純利益 36,164 58,907

非支配株主に帰属する四半期純利益 1,364 1,295

親会社株主に帰属する四半期純利益 34,800 57,612
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

四半期純利益 36,164 58,907

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 3,822 17,569

繰延ヘッジ損益 △6,166 △13,521

為替換算調整勘定 △8,282 △9,472

退職給付に係る調整額 △1,839 △1,571

持分法適用会社に対する持分相当額 △14,062 △14,539

その他の包括利益合計 △26,527 △21,536

四半期包括利益 9,637 37,371

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 8,778 37,041

非支配株主に係る四半期包括利益 858 329
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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３四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年12月31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３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純

利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて

計算しています。

　

（追加情報）

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

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

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

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

す。

　



大阪瓦斯㈱ (9532) 2021年３月期 第３四半期決算短信

－ 9 －

（セグメント情報）

前第３四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年12月31日) (単位：百万円)

報告セグメント

合計
調整額

四半期連結
損益計算書
計上額国内エネル

ギー・ガス
国内エネル
ギー・電力

海外
エネルギー

ライフ＆
ビジネス
ソリュー
ション

売上高 694,299 142,932 43,291 156,859 1,037,382 △62,879 974,503

セグメント利益

営業利益又は損失(△) 34,160 4,845 △442 13,437 52,001 2,285 54,286

持分法による投資利益
又は損失(△)

307 △287 4,009 － 4,029 － 4,029

計 34,468 4,557 3,567 13,437 56,030 2,285 58,316

当第３四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年12月31日) (単位：百万円)

報告セグメント

合計
調整額

四半期連結
損益計算書
計上額国内エネル

ギー・ガス
国内エネル
ギー・電力

海外
エネルギー

ライフ＆
ビジネス
ソリュー
ション

売上高 654,761 163,118 49,435 154,350 1,021,666 △58,782 962,883

セグメント利益

営業利益 41,580 11,652 4,626 12,720 70,579 4,296 74,876

持分法による投資利益 558 160 8,995 － 9,714 － 9,714

計 42,139 11,812 13,622 12,720 80,294 4,296 84,591

(注) 報告セグメントの変更等に関する事項

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

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

グメントに含めて開示しております。前第３四半期連結累計期間のセグメント情報は、組織再編後の報告セグメ

ントの区分に基づき作成したものを記載しております。

　


