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四半期レビュー報告書 



 
  

【表紙】 
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大阪瓦斯株式会社東京支社 

【電話番号】 03―3211―2551 

【事務連絡者氏名】 東京支社長  小 西 池  透 
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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

  

 
  

 
(注) １ 当社は、四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

いない。 

２ 売上高には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれていない。 

３ 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。 

４ 第193期第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

(企業会計基準第25号  平成22年６月30日)を適用し、遡及処理している。 

  

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容につい

て、重要な変更はない。 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第193期

第３四半期 
連結累計期間

第194期
第３四半期 
連結累計期間

第193期

会計期間
自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日

自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日

自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日

売上高 (百万円) 819,808 868,716 1,187,142 

経常利益 (百万円) 52,370 26,165 82,372 

四半期(当期)純利益 (百万円) 29,788 12,911 45,968 

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 17,880 △952 35,833 

純資産額 (百万円) 673,549 670,100 688,695 

総資産額 (百万円) 1,391,750 1,446,696 1,437,297 

１株当たり四半期 
(当期)純利益 

(円) 13.92 6.20 21.62 

潜在株式調整後１株当たり 
四半期(当期)純利益 

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 46.7 44.6 46.3 

回次
第193期

第３四半期 
連結会計期間

第194期
第３四半期 
連結会計期間

会計期間
自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日

自 平成23年10月１日 
至 平成23年12月31日

１株当たり四半期純利益 (円) 5.05 0.88 

２ 【事業の内容】
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第２ 【事業の状況】 

当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはない。 

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はない。 

  

該当事項なし。 

  

(1) 業績の状況 

当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期連結累計期間(以下、「前年同四半期」とい

う。)に比べて489億円増の8,687億円となった。営業費用は、前年同四半期に比べて778億円増の8,429

億円となった。この結果、営業利益は、前年同四半期に比べて289億円減の257億円となった。また、経

常利益は、前年同四半期に比べて262億円減の261億円となり、法人税などを反映した当第３四半期連結

累計期間の四半期純利益は、前年同四半期に比べて168億円減の129億円となった。 

  

セグメントの業績を示すと次のとおりである。 

① ガス 

お客さま数(取付メーター数)は、前第３四半期連結会計期間末に比べて0.5%増の706万戸となっ

た。 

ガス販売量は、前年同四半期に比べて0.6%増の59億９千１百万m3となった。このうち、家庭用ガス

販売量は、前年同四半期に比べて1.0%減の13億３千万m3、業務用その他のガス販売量は、前年同四半

期に比べて1.1%増の46億６千２百万m3となった。 

売上高は、前年同四半期に比べて476億円増の6,501億円となった。セグメント利益は、前年同四半

期に比べて322億円減少し、93億円の損失となった。 

  
② ＬＰＧ・電力・その他エネルギー 

売上高は、前年同四半期に比べて68億円増の1,289億円となった。セグメント利益は、前年同四半

期に比べて18億円増の187億円となった。 

  
③ 海外エネルギー 

売上高は、前年同四半期に比べて４億円減の79億円となった。セグメント利益は、前年同四半期に

比べて７億円増の47億円となった。 

  

１ 【事業等のリスク】

２ 【経営上の重要な契約等】

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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④ 環境・非エネルギー 

売上高は、前年同四半期に比べて８億円増の1,305億円となった。セグメント利益は、前年同四半

期に比べて24億円増の129億円となった。 

  
(注) １ 上記のセグメント別売上高、セグメント利益には、セグメント間の内部取引に係る金額を含んでいる。 

２ 本報告書では、ガス量はすべて１m3当たり45ＭＪ(メガジュール)で表示している。 

  

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第３四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更及び新たに生じた課題はない。 

  
(3) 研究開発活動 

当第３四半期連結累計期間における当社グループ全体の研究開発費は68億４千８百万円である。 
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第３ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

 該当事項なし。 

  

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

 該当事項なし。 

  

(4) 【ライツプランの内容】 

 該当事項なし。 

  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
  

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 3,707,506,909 

計 3,707,506,909 

種類
第３四半期会計期間末 

現在発行数(株) 
(平成23年12月31日)

提出日現在発行数
(株) 

(平成24年２月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 2,083,400,000 2,083,400,000 

大阪証券取引所
 (市場第一部) 
東京証券取引所 
 (市場第一部) 
名古屋証券取引所 
 (市場第一部) 

単元株式数は1,000株であ
る。 

計 2,083,400,000 2,083,400,000 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成23年10月１日～ 
 平成23年12月31日 

― 2,083,400,000 ― 132,166 ― 19,482 

― 5 ―



  
(6) 【大株主の状況】 

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はない。 

  

(7) 【議決権の状況】 

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載

することができないので、直前の基準日である平成23年９月30日の株主名簿により記載している。 

① 【発行済株式】 

平成23年９月30日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式24千株(議決権24個)が含まれている。

２ 単元未満株式数には、当社保有の自己株式891株及び河内長野ガス株式会社名義の相互保有株式500株が含ま

れている。 

  

② 【自己株式等】 

平成23年９月30日現在 

 
  

該当事項なし。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式 

1,079,000 
(相互保有株式) 
普通株式 400,000

― ―

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

2,063,789,000 
2,063,789 ― 

単元未満株式 
普通株式 

18,132,000 
― ― 

発行済株式総数 2,083,400,000 ― ― 

総株主の議決権 ― 2,063,789 ― 

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式総数
に対する所有 

株式数の割合(％)

(自己保有株式)  

大阪瓦斯株式会社 
大阪市中央区平野町
四丁目１番２号 1,079,000 ― 1,079,000 0.05

(相互保有株式)  

河内長野ガス株式会社 
大阪府河内長野市昭栄町14
番31号 400,000 ― 400,000 0.02

計 ― 1,479,000 ― 1,479,000 0.07

２ 【役員の状況】
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第４ 【経理の状況】 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号)及び「ガス事業会計規則」(昭和29年通商産業省令第15号)に基づいて作成してい

る。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成23年10月１

日から平成23年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23年12月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けている。

  

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

２  監査証明について
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１【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

固定資産   

有形固定資産   

製造設備 84,785 81,224

供給設備 296,526 280,979

業務設備 70,981 69,492

その他の設備 324,993 315,273

建設仮勘定 23,106 43,393

有形固定資産合計 800,394 790,362

無形固定資産 40,262 37,402

投資その他の資産   

投資有価証券 136,179 129,418

その他 95,785 99,754

貸倒引当金 △2,102 △1,942

投資その他の資産合計 229,862 227,230

固定資産合計 1,070,520 1,054,995

流動資産   

現金及び預金 98,422 70,748

受取手形及び売掛金 136,930 142,007

有価証券 23,112 27,908

たな卸資産 49,400 89,693

その他 60,277 62,803

貸倒引当金 △1,366 △1,460

流動資産合計 366,776 391,701

資産合計 1,437,297 1,446,696
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

固定負債   

社債 269,733 258,816

長期借入金 190,430 196,288

退職給付引当金 14,548 15,287

ガスホルダー修繕引当金 1,715 1,720

保安対策引当金 9,508 7,308

投資損失引当金 3,280 3,280

その他 29,156 26,683

固定負債合計 518,373 509,385

流動負債   

支払手形及び買掛金 38,218 49,625

短期借入金 40,660 45,010

その他 151,349 172,574

流動負債合計 230,228 267,210

負債合計 748,601 776,596

純資産の部   

株主資本   

資本金 132,166 132,166

資本剰余金 19,482 19,482

利益剰余金 499,366 495,653

自己株式 △323 △348

株主資本合計 650,692 646,954

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 18,037 14,926

繰延ヘッジ損益 4,116 △709

土地再評価差額金 △519 △510

為替換算調整勘定 △7,367 △14,962

その他の包括利益累計額合計 14,267 △1,255

少数株主持分 23,735 24,401

純資産合計 688,695 670,100

負債純資産合計 1,437,297 1,446,696
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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 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 ※１  819,808 ※１  868,716

売上原価 519,492 595,204

売上総利益 300,315 273,512

供給販売費及び一般管理費 245,659 247,767

営業利益 54,656 25,744

営業外収益   

受取利息 463 525

受取配当金 1,851 1,905

持分法による投資利益 1,571 3,051

雑収入 3,777 3,694

営業外収益合計 7,664 9,176

営業外費用   

支払利息 6,830 6,676

雑支出 3,119 2,078

営業外費用合計 9,950 8,755

経常利益 52,370 26,165

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 784 －

特別損失合計 784 －

税金等調整前四半期純利益 51,585 26,165

法人税等 20,418 11,735

少数株主損益調整前四半期純利益 31,167 14,430

少数株主利益 1,378 1,518

四半期純利益 29,788 12,911

― 10 ―



【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 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 31,167 14,430

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,570 △3,113

繰延ヘッジ損益 △3,382 △3,052

土地再評価差額金 △112 9

為替換算調整勘定 △2,236 △6,546

持分法適用会社に対する持分相当額 △2,983 △2,680

その他の包括利益合計 △13,286 △15,382

四半期包括利益 17,880 △952

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 17,363 △2,119

少数株主に係る四半期包括利益 517 1,167
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】 

  

 
  

【会計方針の変更等】 

  該当事項なし。 

  

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】 

  

 
  

【追加情報】 

  

 
  

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日  至 平成23年12月31日)

(1) 連結の範囲の重要な変更 

由良風力開発㈱は、株式を取得したことにより新たに子会社となったため、第１四半期連結会計期間より、

連結子会社に含めている。 

㈱ＪＯＥは、株式を取得したことにより新たに子会社となったため、第２四半期連結会計期間より、連結子

会社に含めている。 

Osaka Gas Ichthys Pty Ltd.及びOsaka Gas Ichthys Development Pty Ltd.は、株式を取得したこと等によ

り新たに子会社となったため、当第３四半期連結会計期間より、連結子会社に含めている。 

㈱ハーツ（平成23年４月株式売却）及びオー・エス・シー・エンジニアリング㈱（平成23年４月連結子会社

㈱大阪ガストータルファシリティーズに吸収合併）は、第１四半期連結会計期間より、連結子会社でなくなっ

た。 

㈱ハロー（平成23年10月株式売却）は、当第３四半期連結会計期間より、連結子会社でなくなった。 

(2) 持分法適用の範囲の重要な変更 

EII 2 Pty Ltd.は、重要性が増したため、当第３四半期連結会計期間より、持分法適用の範囲に含めてい

る。 

 
(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

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もり、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る。   

当第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適用している。 

― 12 ―



  
【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

  

 １ 偶発債務 

(1) 連結会社以外の会社の金融機関等からの借入等に対する債務保証及び保証類似行為の金額は、次

のとおりである。 

  

 
  

(2) 従業員の金融機関からの住宅融資金に対する債務保証額は、次のとおりである。 

  

 
  

(3) 社債の債務履行引受契約に係る偶発債務 

  

 
  

(四半期連結損益計算書関係) 

※１ 著しい季節的変動 

前第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)及び当第３四半期連結累

計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日) 

当社グループの売上高は、ガス事業のウェイトが高いため、冬期を中心に多く計上されるという季節

変動要因をかかえている。 

  

前連結会計年度 
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日)

Hallett 4 Pty. Ltd. 3,345百万円 Cordova Gas Resources Ltd. 1,543百万円

Planta de Regasificacion de  
Sagunto,S.A. 

1,435 
Planta de Regasificacion de  
Sagunto,S.A. 

1,487 

大阪臨海熱供給㈱ 752 大阪臨海熱供給㈱ 658 

その他 270 その他 213 

計 5,803 計 3,903 

前連結会計年度 
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日)

22百万円 18百万円

前連結会計年度 
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日)

第９回無担保社債 29,000百万円 第９回無担保社債 29,000百万円

第３回ユーロ円建社債 10,000 第３回ユーロ円建社債 10,000 

計 39,000 計 39,000 
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。なお、第

３四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のと

おりである。 

  

 
  

(株主資本等関係) 

  

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日) 

１ 配当金支払額 

 
  

２ 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの 

   該当事項なし。 

  
３ 株主資本の著しい変動 

当第３四半期連結会計期間において、平成22年10月29日開催の取締役会決議に基づく市場買付によ

り17,865百万円の自己株式の取得を行った。 

この取得等により、当第３四半期連結会計期間末において、自己株式が21,471百万円となった。 

  

  
Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日) 

１ 配当金支払額 

 
  

２ 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの 

   該当事項なし。 

  
３ 株主資本の著しい変動 

   該当事項なし。 
  

 (自  平成22年４月１日 
至  平成22年12月31日) 

前第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日 
至  平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

減価償却費 70,943百万円 69,104百万円

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 7,517 3.50 平成22年３月31日 平成22年６月30日 利益剰余金

平成22年10月29日 
取締役会 

普通株式 8,591 4.00 平成22年９月30日 平成22年11月30日 利益剰余金

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 8,329 4.00 平成23年３月31日 平成23年６月30日 利益剰余金

平成23年10月28日 
取締役会 

普通株式 8,329 4.00 平成23年９月30日 平成23年11月30日 利益剰余金
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(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日) 

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) １ セグメント損益の調整額の主な内容は、セグメント間取引消去である。 

２ セグメント損益は、四半期連結損益計算書の営業損益に持分法による投資損益を加減した金額と調整を行っ

ている。 

  

２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項なし。 

  

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日) 

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) １ セグメント損益の調整額の主な内容は、セグメント間取引消去である。 

２ セグメント損益は、四半期連結損益計算書の営業損益に持分法による投資損益を加減した金額と調整を行っ

ている。 

  

２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項なし。 

  

 

報告セグメント

合計
(百万円)

調整額 
(百万円) 
(注) １

四半期連結
損益計算書
計上額 
(百万円) 
(注) ２

ガス 
(百万円)

ＬＰＧ・
電力・ 
その他 

エネルギー
(百万円)

海外
エネルギー
(百万円)

環境・非
エネルギー
(百万円)

売上高 602,456 122,113 8,382 129,755 862,708 △42,899 819,808 

セグメント利益     

  営業利益 22,910 16,778 2,566 10,506 52,762 1,894 54,656 

  持分法による投資利益 29 107 1,433 ― 1,571 ― 1,571 

計 22,940 16,886 3,999 10,506 54,333 1,894 56,227 

 

報告セグメント

合計
(百万円)

調整額 
(百万円) 
(注) １

四半期連結
損益計算書
計上額 
(百万円) 
(注) ２

ガス 
(百万円)

ＬＰＧ・
電力・ 
その他 

エネルギー
(百万円)

海外
エネルギー
(百万円)

環境・非
エネルギー
(百万円)

売上高 650,152 128,975 7,959 130,573 917,660 △48,944 868,716 

セグメント利益又は損失(△)     

  営業利益又は損失(△) △9,340 18,596 1,921 12,920 24,098 1,645 25,744 

  持分法による投資利益 20 152 2,820 57 3,051 ― 3,051 

計 △9,319 18,748 4,741 12,978 27,149 1,645 28,795 
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(企業結合等関係) 

該当事項なし。 

  

(１株当たり情報) 

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、次のとおりである。 

  

 
(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。 

  
(重要な後発事象) 

該当事項なし。 

  

  (1) 第194期事業年度に係る中間配当の支払に関する決議 

 
  

(2) 当社は、平成24年２月１日より、供給約款・選択約款を合わせた小口全体の料金を、現行に比べて

平均1.20％引き下げること等を主な内容とする供給約款等の変更を実施した。 

  

項目 (自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日) 

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

１株当たり四半期純利益(円) 13.92 6.20 

(算定上の基礎) 

四半期純利益(百万円) 29,788 12,911 

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 29,788 12,911 

普通株式の期中平均株式数(千株) 2,139,578 2,082,340 

２ 【その他】

  １ 取締役会開催日 平成23年10月28日 

  ２ 配当金の総額 8,329百万円 

  ３ １株当たり金額 ４円 

  ４ 支払請求権の効力発生日 平成23年11月30日 
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。 
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平成24年２月10日

大阪瓦斯株式会社 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
  
 

  
  
 

  
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている大

阪瓦斯株式会社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間
(平成23年10月１日から平成23年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23
年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、
四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。 
  
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。 
  
監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半
期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。 
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され
た手続である。 
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  
監査人の結論 
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、大阪瓦斯株式会社及び連結子会社の平成23
年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示して
いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 
  
利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  
以  上 

  

独立監査人の四半期レビュー報告書

有限責任 あずさ監査法人 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士  吉  田  享  司  印 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士  松  本     浩  印 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士  淺  野  禎  彦  印 

(注) １ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管している。 

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていない。 
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