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東燃ゼネラル石油（株）平成 17 年 12 月期 業績予想修正に関するお知らせ 

 
東燃ゼネラル石油株式会社は、平成 17 年 11 月 15 日に発表した平成 17 年 12 月期（平成 17
年 1 月 1 日～平成 17 年 12 月 31 日）の連結および単体業績予想を下記の通り、修正致しまし

たので、お知らせします。 
 
1. 平成 17 年 12 月期（平成 17 年 1 月 1 日～平成 17 年 12 月 31 日）業績予想 
 
連結業績予想 :            

(単位: 億円) 
 売上高 営業利益 経常利益 純利益 

今回修正予想 (A) 28,562 200 228 130 

前回発表予想 (B) 28,770 300  330 200 

増減額  (A-B) ▲208 ▲100 ▲102 ▲70 

増減率  (%) ▲1 ▲33 ▲31 ▲35 

（B）平成 17 年 11 月 15 日発表 
 
単体業績予想 : 

(単位: 億円) 
 売上高 営業損益 経常利益 純利益 

今回修正予想 (A) 28,009 ▲14 71 41 

前回発表予想 (B) 28,400 90 170 110 

増減額  (A-B) ▲391 ▲104 ▲99 ▲69 

増減率  (%) ▲1 － ▲58 ▲63 

（B）平成 17 年 11 月 15 日発表 



2. 修正の理由 
 
平成 17 年 12 月期の連結営業利益は、前回予想より 100 億円減の 200 億円となる見通しです。 
今回の修正は主に以下の要因によるものです。 
（1） 石油製品 

石油製品マージンは、前回予想を下回る結果となりました。これは第 4 四半期に原油価格が

変動し、また 12 月の外航船舶運賃が高騰する一方、年末の灯油価格の上昇を除き、第 4 四

半期において石油製品価格が低下したことによるものです。 
（2）石油化学 
   石油化学部門の収益は、引き続き堅調な需要を反映し、オレフィン、芳香族系製品を中心に

好業績となりましたが、前回予想よりは若干低下しました。 
（3）経費の削減 
 経費が前回予想よりも削減されました。 
（4） 在庫評価の影響 

平成 17 年 11 月時点での予想では通年で約 130 億円の在庫評価による増益要因を見込ん

でいましたが、原油及び灯油を中心とした製品在庫の取り崩しにより、後入先出法に基づく低

価法による在庫評価の結果、約 230 億円の利益要因（キャッシュ・フローへの影響はなし）が

発生しました。 
 
平成 17 年 12 月期の単体経常利益は、前回予想より 99 億円(58%)減の 71 億円となる見通しで

す。 
尚、単体業績と上記の連結業績との差異は、主要な化学子会社である東燃化学株式会社の業績

が好調であったことが連結業績を支えたことによるものです。 
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Revision of the Earnings Forecast for 2005 
(January – December 2005) 

 
TonenGeneral Sekiyu K.K. has revised its consolidated and parent income forecasts for 
January 1 through December 31, 2005, which were previously announced on 
November 15, 2005. 
 
2. Revision of Income Forecast during January 1 – December 31, 2005 
 
Consolidated:              

(Unit: Billion yen) 
 Sales revenue Operating 

income 
Ordinary 
income Net income 

Revised Forecast (A) 2,856.2 20.0 22.8 13.0 

Previous Forecast (B) 2,877.0 30.0 33.0 20.0 

Difference (A-B) ▲20.8 ▲10.0 ▲10.2 ▲7.0 

Increase/Decrease(%) ▲1 ▲33 ▲31 ▲35 

(B) announced on November 15, 2005 
 
Parent: 

(Unit: Billion yen) 
 Sales revenue Operating 

income 
Ordinary 
income Net income 

Revised Forecast (A) 2,800.9 ▲1.4 7.1 4.1 

Previous Forecast (B) 2,840.0 9.0 17.0 11.0 

Difference (A-B) ▲39.1 ▲10.4 ▲9.9 ▲6.9 

Increase/Decrease(%) ▲1 － ▲58 ▲63 

(B) announced on November 15, 2005 
 



2. Reasons for the Revision 
 
Consolidated operating income for 2005 is estimated to be 20.0 billion yen, a decrease by 
10.0 billion yen from the previous forecast. The revision is mainly due to the following 
factors: 
 
(1) Petroleum products: Petroleum product margins were lower than those previously 
forecast. Refined product prices trended lower in the period (except for kerosene prices at 
the end of December), while crude oil prices fluctuated. Ocean freight costs rose. 
 
(2) Petrochemicals: Profits in the petrochemical segment for 2005 continued to be robust, 
reflecting the continuous strong demand in major products such as olefins and aromatics, 
but not to the extent previously forecast. 
 
(3) Operating cost reduction: Reductions in our operating costs exceeded the levels we had 
previously forecast. 
 
(4) Inventory valuation effects: TonenGeneral applies the LIFO/LOCOM method for 
inventory evaluation. Higher draw-down than anticipated of crude and product inventories, 
especially kerosene, brought 23 billion yen of favorable valuation effects, whereas our 
previous forecast included an estimated 13 billion yen of favorable effects. These inventory 
valuation effects do not affect our cash earnings. 
 
Parent ordinary income for 2005 is estimated at 7.1 billion yen, down 58%, or a decrease 
by 9.9 billion yen from the previous forecast. The most significant difference between the 
consolidated results and non-consolidated results is the contribution to consolidated 
earnings of our major Chemicals subsidiary, Tonen Kagaku K.K. 
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