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(百万円未満切捨て)

１．2022年３月期第２四半期の連結業績（2021年４月１日～2021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 ％

2022年３月期第２四半期 650,421 1.8 40,539 △21.9 47,392 △13.5 36,794 △0.0

2021年３月期第２四半期 638,912 △2.2 51,915 17.1 54,818 9.9 36,799 10.0
(注)包括利益 2022年３月期第２四半期 68,002百万円( 291.5％) 2021年３月期第２四半期 17,370百万円( 57.6％)
　

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

2022年３月期第２四半期 88.50 －

2021年３月期第２四半期 88.51 －
　

　

（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 ％

2022年３月期第２四半期 2,422,773 1,170,489 46.8

2021年３月期 2,313,357 1,114,597 46.8
(参考) 自己資本 2022年３月期第２四半期 1,134,861百万円 2021年３月期 1,081,881百万円
　

　　

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

2021年３月期 － 25.00 － 27.50 52.50

2022年３月期 － 27.50

2022年３月期(予想) － 27.50 55.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

３．2022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 1,510,000 10.7 80,500 △28.4 95,000 △25.6 70,500 △12.8 169.56
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

　　



※ 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 ： 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) 2022年３月期２Ｑ 416,680,000株 2021年３月期 416,680,000株

② 期末自己株式数 2022年３月期２Ｑ 884,916株 2021年３月期 920,065株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期２Ｑ 415,774,734株 2021年３月期２Ｑ 415,779,852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10月28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。

　　



（参考）個別業績予想

　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 1,126,000 6.9 13,000 △78.5 46,500 △36.3 42,500 △22.2 102.22

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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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ものの、

海外エネルギー事業におけるフリーポートＬＮＧプロジェクトや米国上流事業での増収等により、前年同期に比べ

て115億円増の6,504億円となりました。経常利益は、海外エネルギー事業は増益であったものの、国内エネルギー

事業での原料価格の変動が販売単価に反映されるまでのタイムラグによる減益影響(*)等により、74億円減の473億

円となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は、ほぼ前年同期並みの367億円となりました。

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

当第２四半期は一時的な減益要因、前年同期は一時的な増益要因となっております。

(単位：億円)

連結(ａ)
対前年同期比較

個別(ｂ)
連単倍率
(ａ)/(ｂ)増減値 増減率(％)

売上高 6,504 ＋115 ＋1.8 4,856 1.34

売上原価 4,598 ＋233 ＋5.4 3,637 1.26

供給販売費及び
一般管理費

1,499 △5 △0.3 1,200 1.25

営業利益 405 △113 △21.9 18 22.16

経常利益 473 △74 △13.5 259 1.82

親会社株主に帰属す
る四半期純利益(*)

367 △0 △0.0 249 1.47

　(*)個別は「四半期純利益」

（四半期ガス販売実績）

当四半期 (ａ)
(2021/４～2021/９)

前年同期 (ｂ)
(2020/４～2020/９)

増減値
(ａ)-(ｂ)

増減率(％)

個別

ガス供給件数 (千件) 4,939 5,096 △157 △3.1

ガス販売量
(百万ｍ3)

(*)

家庭用 657 693 △37 △5.3

業務用等 2,558 2,465 ＋93 ＋3.8

計 3,215 3,158 ＋57 ＋1.8

連結ガス販売量 (百万ｍ3) 3,235 3,178 ＋57 ＋1.8

[45ＭＪ/ｍ3表示]

(*)ガス販売量は、毎月の検針による使用量の計量に基づいたものを記載しています。

（四半期国内電力販売実績）

当四半期 (ａ)
(2021/４～2021/９)

前年同期 (ｂ)
(2020/４～2020/９)

増減値
(ａ)-(ｂ)

増減率(％)

低圧電気供給件数（千件） 1,567 1,424 ＋143 ＋10.0

電力販売量
（百万ｋＷｈ）

(*)

小売 2,757 2,715 ＋42 ＋1.5

卸等 5,291 4,879 ＋412 ＋8.4

計 8,047 7,594 ＋454 ＋6.0

(*)当四半期の電力販売量は、電力販売に係る収益を「収益認識に関する会計基準の適用指針」第103-２項に基づき

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

ものを記載しています。

前年同期の電力販売量は、毎月の検針による使用量の計量に基づいたものを記載しています。
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（２）財政状態に関する説明

当第２四半期末における総資産は２兆4,227億円となり、前期末と比較して1,094億円の増加となりました。これ

は、投資の進捗等により固定資産が増加したことや棚卸資産等の増加により流動資産が増加したことによるもので

す。

なお、純資産は１兆1,704億円となり、自己資本比率は46.8％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

2021年７月29日に公表した業績予想から修正はありません。
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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
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

固定資産

有形固定資産

製造設備 89,701 89,223

供給設備 268,755 263,228

業務設備 53,481 52,340

その他の設備 546,456 582,167

建設仮勘定 112,215 121,314

有形固定資産合計 1,070,610 1,108,274

無形固定資産 97,912 100,453

投資その他の資産

投資有価証券 377,074 389,986

その他 185,213 196,297

貸倒引当金 △800 △796

投資その他の資産合計 561,487 585,487

固定資産合計 1,730,009 1,794,214

流動資産

現金及び預金 167,083 131,603

受取手形及び売掛金 211,696 －

受取手形、売掛金及び契約資産 － 154,715

棚卸資産 94,187 147,888

その他 110,983 194,930

貸倒引当金 △602 △579

流動資産合計 583,347 628,558

資産合計 2,313,357 2,422,773
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債の部

固定負債

社債 354,995 394,996

長期借入金 333,263 338,296

ガスホルダー修繕引当金 1,138 1,219

保安対策引当金 8,892 8,099

器具保証引当金 12,195 4,888

退職給付に係る負債 18,758 18,998

その他 146,731 147,187

固定負債合計 875,975 913,686

流動負債

支払手形及び買掛金 60,453 80,536

その他 262,331 258,060

流動負債合計 322,784 338,596

負債合計 1,198,759 1,252,283

純資産の部

株主資本

資本金 132,166 132,166

資本剰余金 19,469 19,440

利益剰余金 861,746 885,923

自己株式 △1,852 △1,782

株主資本合計 1,011,530 1,035,748

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 69,811 72,825

繰延ヘッジ損益 △30,365 △25,084

土地再評価差額金 △737 △737

為替換算調整勘定 △2,383 20,299

退職給付に係る調整累計額 34,025 31,809

その他の包括利益累計額合計 70,350 99,112

非支配株主持分 32,716 35,628

純資産合計 1,114,597 1,170,489

負債純資産合計 2,313,357 2,422,773
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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 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

売上高 638,912 650,421

売上原価 436,506 459,893

売上総利益 202,405 190,527

供給販売費及び一般管理費 150,490 149,988

営業利益 51,915 40,539

営業外収益

受取利息 1,118 949

受取配当金 2,175 1,709

持分法による投資利益 4,919 6,623

雑収入 6,209 4,794

営業外収益合計 14,423 14,076

営業外費用

支払利息 5,622 5,157

雑支出 5,898 2,065

営業外費用合計 11,520 7,223

経常利益 54,818 47,392

税金等調整前四半期純利益 54,818 47,392

法人税等 17,295 8,743

四半期純利益 37,522 38,649

非支配株主に帰属する四半期純利益 723 1,854

親会社株主に帰属する四半期純利益 36,799 36,794
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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 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

四半期純利益 37,522 38,649

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 8,742 2,984

繰延ヘッジ損益 △6,049 344

為替換算調整勘定 △5,703 21,285

退職給付に係る調整額 △1,022 △2,581

持分法適用会社に対する持分相当額 △16,118 7,320

その他の包括利益合計 △20,152 29,352

四半期包括利益 17,370 68,002

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 17,579 65,556

非支配株主に係る四半期包括利益 △208 2,445
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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 2021年４月１日 至 2021年９月30日）

該当事項はありません。

　

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

○税金費用の計算

連結子会社の税金費用については、主として、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純

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

計算しています。

（会計方針の変更）

○「収益認識に関する会計基準」等

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」といいま

す。)等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、

当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

これによる主な変更点は以下の通りです。

(１)再生可能エネルギー固定価格買取制度に係る収益認識

再生可能エネルギー固定価格買取制度のもとで顧客から回収する再エネ特措法賦課金について、従来は

収益として認識しておりましたが、第三者のために回収する額に相当するため収益を認識しない方法に変

更しております。

また、再生可能エネルギーの買取に伴い収受する再エネ特措法交付金について、従来は収益として認識

しておりましたが、費用から控除する方法に変更しております。

(２)代理人取引に係る収益認識

一部の販売取引について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧

客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、顧客から

受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。

(３)メンテナンスサービス提供に係る収益認識

一部の機器のメンテナンスサービス契約に係る収益について、従来は契約開始時に収益を認識する方法

によっておりましたが、メンテナンスサービス契約における履行義務を充足するにつれて顧客が便益を享

受するため、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。

(４)電力販売に係る収益認識

電力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。
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収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半

期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、

収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従

ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識

会計基準第86項また書き(１)に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約

変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を第１

四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は23,154百万円減少し、売上原価は22,425百万円減少し、販売

費及び一般管理費は53百万円減少し、営業利益は675百万円減少し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそ

れぞれ785百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は1,184百万円減少しております。

　収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示してい

た「受取手形及び売掛金」は、第１四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示す

ることとしました。また、クレジット契約に係る営業債権は、前連結会計年度の連結貸借対照表において55,659

百万円を「受取手形及び売掛金」に含めて表示しておりましたが、収益認識会計基準等の適用範囲に含まれる顧

客との契約から生じる収益に係る債権と区分するため、第１四半期連結会計期間より「その他流動資産」に含め

て表示することとしました。

なお、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法

により組替えを行っておりません。

○「時価の算定に関する会計基準」等

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」といいま

す。)等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」(企業会計基準第10号 2019年７月４日)第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等

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。
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（セグメント情報）

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

報告セグメント

合計 調整額
四半期連結
損益計算書
計上額

国内
エネルギー

海外
エネルギー

ライフ＆
ビジネス
ソリュー
ション

売上高 543,516 19,353 99,591 662,461 △23,548 638,912

セグメント利益

営業利益又は損失(△) 45,461 △4,398 7,244 48,307 3,607 51,915

持分法による投資利益 368 4,551 － 4,919 － 4,919

計 45,829 153 7,244 53,227 3,607 56,835

当第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 537,666 34,160 106,377 678,203 △27,782 650,421

セグメント利益

営業利益 16,369 13,869 9,815 40,055 484 40,539

持分法による投資利益 828 5,795 － 6,623 － 6,623

計 17,197 19,665 9,815 46,678 484 47,162

(注) 報告セグメントの変更等に関する事項

2021年３月に策定したDaigasグループ中期経営計画2023「Creating Value for a Sustainable Future」におい

て、事業区分の見直しを行ったため、第１四半期連結会計期間より、従来の「国内エネルギー・ガス」及び「国

内エネルギー・電力」セグメントを「国内エネルギー」セグメントへ統合し、「海外エネルギー」セグメントに

属していたＬＮＧ輸送を行う大阪ガスインターナショナルトランスポート㈱等を、エネルギー販売・需給管理を

一体的に運営することを目的に「国内エネルギー」セグメントに統合しております。また、従来「国内エネルギ

ー・ガス」セグメントに含めていた大阪ガス㈱に含まれる海外エネルギー事業のための営業費用を「海外エネル

ギー」セグメントに移管しております。前第２四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の報告

セグメントに基づき作成したものを記載しております。

　


