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東燃ゼネラル石油（株）平成 18 年 12 月期 1- 3 月期 業績に関するお知らせ 
 
東燃ゼネラル石油株式会社は、本日の取締役会において平成 18 年 12 月期 1-3 月期の連結決

算を以下の通り決定しましたのでお知らせ致します。 
 

記 

1. 一般情勢 

原油コスト 
年初、バレルあたり 55.2 ドルでスタートしたドバイ原油価格は、その後上昇し 3 月末にはバレルあ

たり 60.5 ドルに達しました。1-3 月期の平均価格は 58.0 ドルと前年同期比で 40％（16.7 ドル）の

上昇となりました。また、同時期の対ドル為替レートは、117.9 円と前年同期比 12.4 円の円安とな

り、その結果、円換算での原油コストはリッターあたり 43 円と前年同期比 57％（15.6 円）の上昇と

なりました。 
 
石油製品市況 
ガソリン・軽油の小売店頭価格は前年同期比で各々リッターあたり12.4円、13.3円上昇しました。 
また、灯油の小売店頭価格は前年同期比でリッターあたり 20.9 円上昇し、製品マージンも改善し

ました。 
 
国内石油製品需要 
業界全体における平成 18 年 1-3 月期の石油製品の需要は、前年同期比 4.2%の減少となりまし

た。ガソリン需要は、1.3%減少し、また灯油は、前年同期に比べ寒さが緩和した影響により、

9.9%の減少となりました。軽油も 3.3%の減少となり、A 重油も灯油同様に暖冬の影響によりビル

暖房用を中心に伸び悩み 10.0%の減少となりました。一方、C 重油は、電力向け需要が好調とな

り 6.2%の増加となりました。 
 
 



石油化学製品の生産および市況 
オレフィン、芳香族等の基礎石油化学製品の国内生産は、前年同期比で 4-5%の減少となったも

のの、過去と比較して堅調な水準を維持しました。 一方、ベンゼン、パラキシレンのアジアスポッ

ト市場価格は需給動向に応じて変動し、前年同期に比べ、それぞれ 24.3％、0.5%下落しました

が、マージンの水準は過去の傾向と比較して高い水準を維持しました。 
 
 

2． 平成 18 年 1-3 月期業績概況 

 
連結業績 ： 

（単位：億円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

平成 18 年 1-3 月期 （A） 7,689 174 196 117 
平成 17 年 1-3 月期 （B） 6,633 96 104 64 
増減額 （A-B） 1,056 78 92 54 
増減率  (%) 15.9 81.8 88.5 84.4 

 
売上高 
連結売上高は、製品販売数量が若干減少したものの、原油価格の高騰を反映した販売価格の上

昇により、前年同期比 1,056 億円増加の 7,689 億円となりました。 

 
営業利益 
営業利益は対前年同期比で 78 億円増加の 174 億円と改善しました。 
営業利益の変動の主な要因は以下の通りです。 
(1) 石油化学製品が堅調な収益水準を維持 

芳香族のマージンは前年同期比で減少したものの、過去の傾向に比べ依然高水準を維持し

ました。オレフィンは引き続き好調な需要に支えられ、マージンは拡大しました。この結果、石

油化学部門の収益は前年同期より若干減少したものの堅調な水準を維持しました。 
 

（2） 経費削減の影響 

前年同期比で 30 億円の経費削減となりました。 
 

（3） 石油製品マージンの改善 
石油製品マージンは前年同期比で 164 億円の増加となりました。 
石油業界では、一般的に原油調達コストを原油がわが国に到着した時点で認識するのに対

し、当社は積荷時点でこれを認識するため、1-3 月期の原油価格の上昇を他社よりも約 1 ヶ

月早く認識することになります。同期におけるこの影響は、石油業界で一般的に採用されて

いるコスト認識方法（到着ベース）と比べ、ドバイ原油ベースで約 110 億円の収益悪化要因と

なります。しかしながら前年同期の原油価格の急騰に比べ、本年 1-3 月期の原油価格の上



昇は緩やかとなったため、石油製品のマージンが相対的に改善されました。また、前年同期

と比べ、低コストの重質原油と高コストの軽質原油との価格差が若干縮小し、相対的に軽質

原油のコストが改善したため、主に軽質原油を精製している当社のマージンが改善しまし

た。 
 

(4) 在庫評価の影響 
当社は在庫評価の方法として後入先出法に基づく低価法を採用しており、この営業利益には

在庫変動に伴う 89 億円の増益要因が含まれています。尚、前年同期の営業利益には 144
億円の増益要因が含まれています（キャッシュ・フローへの影響はなし）。これにより、前年同

期に比べ 55 億円のマイナス要因となりました。 
 

 
純利益 
営業外損益は、主に為替差益の影響により、約 22 億円となりました。 
特別損益は、約 1 億円の損失となり前年同期に比べ約 3 億円改善しました。結果として 1-3 月期

の純利益は、前年同期比 54 億円増の 117 億円となりました。 
 
 

3. 平成 18 年 12 月期 中間期/通期の業績予想並びに配当の見通し 

平成 18 年 12 月期の業績予想は中間期、通期ともに平成 18 年 2 月 24 日に発表した内容から

変更はありません。但し、当社は積荷時点で原油調達コストを認識しているため、今後 4－6 月期

末までの原油市場の動向やコスト増加分の製品価格への転嫁次第により、4 月以降の原油価格

の急騰が中間期の業績に影響を与える可能性があります。しかし、こうした動向を現時点で予測

することは困難です。また期末時点の原油価格や在庫水準により在庫評価の影響を受ける可能

性があります(キャッシュ・フローへの影響はなし)。在庫評価の収益に与える影響に関して、その

規模を予測することは困難です。 
尚、4 月 10 日に発生した火災事故により当社堺工場の操業が一時的に停止し、当社の収益に影

響を与える見込みです。現時点で当該事故が収益に及ぼす 終的な影響の度合いを予測するこ

とはできませんが、その影響は、上述した原油価格や在庫評価の影響に比べ小さいと思われま

す。 
 
また、1 株あたり年間 37 円の配当見通しは変更ありません。 

 
    以上 
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Earnings Results for January 1 through March 31, 2006 

 
TonenGeneral Sekiyu K.K. announces today its consolidated earnings for January 1 
through March 31, 2006. 
 

 
1. Industry Conditions 
 
Crude Cost 
Dubai spot price (on a loaded basis) started off at 55.2 dollars per barrel at the 
beginning of this year and has risen, hitting a peak of 60.5 dollars per barrel at the end 
of March, averaging 58.0 dollars, or 40% (16.7 dollars) higher than the same period last 
year. The U.S. dollar-yen exchange rate in the January-March 2006 period was 117.9 yen 
per dollar, 12.4 yen higher than the same period last year. The year-to-date crude cost in 
yen-per-liter terms was 43 yen, 57% (15.6 yen) higher than the same period last year.  
 
Petroleum Product Market 
Retail pump prices for gasoline and diesel rose 12.4 yen and 13.3 yen per liter, respectively, 
versus the same period last year. Similarly, kerosene retail pump prices rose 20.9 yen over 
the first quarter last year, improving product margins.  
 
Petroleum Product Demand 
2006 first quarter year-to-date total petroleum product demand showed a decline of 4.2% 
versus the corresponding period last year. Gasoline demand declined 1.3%. Kerosene 
demand fell 9.9% over first quarter 2005 due to the effects of a milder winter. Demand for 



diesel also decreased 3.3%. With demand for building heating sluggish due to the mild 
winter, FOA demand decreased 10.0%. However, due to an upturn in demand for power 
plants, FOC demand showed an increase of 6.2%.  
 
Petrochemicals: Production and Market Price 
Although domestic production of basic petrochemicals such as olefins and aromatics was 
4-5% lower than the first quarter last year, it has remained at a firm level in historical terms. 
Although the Asian spot market prices of benzene and paraxylene fell 24.3% and 0.5%, 
respectively, versus the same period last year due to fluctuations in the market  
supply/demand trends, margins remained at high historical levels. 
 
 
2． TonenGeneral Financial Results for January 1 through March 31, 2006 
 
Consolidated: 

(Unit: billion yen) 

 Sales 
Revenue 

Operating 
Income/Loss

Ordinary 
Income/Loss 

Net 
Income/Loss

Jan-Mar 2006 (A) 768.9 17.4 19.6 11.7 
Jan-Mar 2005 (B) 663.3 9.6 10.4 6.4 
Difference (A-B) 105.6 7.8 9.2 5.4 
Increase/Decrease (%) 15.9 81.8 88.5 84.4 

 
Sales Revenue 
Consolidated year-to-date sales revenue increased by 105.6 billion yen to 768.9 billion yen, 
due to an increase in product selling prices reflecting the rise in crude prices, offset in part 
by somewhat lower sales volumes.  

 
Operating Income 
Operating income increased 7.8 billion yen over the same period last year to 17.4 billion 
yen. The main factors affecting financial results were as follows:  
 
(1) Petrochemicals maintained high earnings levels: 

Although the margins of aromatics decreased versus the same period last year, they 
have stayed at high historical levels. Olefin margins continued to expand due to 
favorable demand. As a result, although earnings for petrochemicals fell slightly versus 
the previous year, overall the sector remained robust.  
 

(2) Effects of cost reduction: 
Operating costs were 3.0 billion yen lower than the same period last year. 

 



(3) Improvements in petroleum product margins: 
Petroleum product margins were 16.4 billion yen higher than the same period last year. 
TonenGeneral accounts for purchased crude when it is loaded, whereas most of the 
industry accounts for crude when it arrives in Japan, so that crude price changes affect 
our results approximately one month earlier than industry.  
This adverse effect on a Dubai crude basis versus the accounting method of industry is 
estimated at about 11.0 billion yen during the first quarter of 2006. However, the rise in 
crude prices during the first quarter of this year was moderate compared with the sharp 
rise during the same period last year, improving our comparative results.  
In addition, the price spread between lower-cost heavy and higher-cost light crude oils 
narrowed somewhat versus the same period last year. This comparative improvement 
in the cost of light crude oil, our main feed stock, in turn improved our petroleum 
product margins in comparison to the first quarter of last year. 
 

(4) Inventory valuation effects:  
TonenGeneral applies the LIFO/LOCOM method for inventory evaluation. Operating 
income includes an inventory valuation gain of 8.9 billion yen, versus 14.4 billion yen of 
favorable inventory effects in the previous year. These inventory valuation effects do not 
affect our cash earnings. The above resulted in a 5.5 billion decline in operating income 
compared with the same period last year.  
 

Net Income 
Non-operating income was about 2.2 billion yen, mainly due to foreign exchange gains.  
Net extraordinary losses were about 0.1 billion yen, an improvement of about 0.3 billion yen  
versus the same period last year, and net income increased 5.4 billion yen to 11.7 billion 
yen.  
 
3. Earnings/Dividend Forecast for the Interim/Full Year 2006 
We have not changed the full year and interim earnings forecast announced on February 
24, 2006. However, since TonenGeneral accounts for purchased crude when it is loaded, 
the rapid increase in crude oil prices after March could adversely affect overall first half 
results, depending on events in the crude oil market and the ability to pass on increased 
costs to refined product prices during the remainder of the second quarter, which we are 
unable to predict. In addition, depending on the price of crude oil and the level of our 
inventories at the end of the period, non-cash earnings could be impacted due to inventory 
valuation effects. We are not able to predict either the direction or magnitude of these 
effects.  
 
Finally, the fire at our Sakai Refinery on April 10 that has led to its temporary shutdown will 
have an adverse effect on the company’s earnings. However, at this point, while we cannot 
predict the final effect of this incident on earnings, we believe the impact will have less 
significance for earnings than the potential crude price and inventory valuation effects 



mentioned above.  
 
We have not revised our projection for total dividend payments for the year of 37 yen per 
share. 
 
 

### 


