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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

（注）潜在株式調整後１株あたり四半期純利益又は四半期純損失(△)については、潜在株式が存在しないため記載していません。  

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 1,041,953 ― 8,075 ― 9,283 ― △2,884 ―

20年3月期第1四半期 787,750 △0.7 8,883 △62.5 13,156 △48.9 2,065 △74.1

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

21年3月期第1四半期 △72.12 ―

20年3月期第1四半期 51.64 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第1四半期 2,747,921 523,508 18.0 12,345.66
20年3月期 2,420,057 527,689 20.5 12,404.45

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  493,703百万円 20年3月期  496,056百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 75.00 ― 75.00 150.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 75.00 ― 75.00 150.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

第2四半期連結累計期間 2,380,000 40.2 46,500 28.6 43,500 3.2 8,500 △38.3 212.55
通期 5,090,000 31.7 107,500 92.3 100,000 64.8 31,000 540.8 775.19

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び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３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 １． 平成20年５月２日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期ともに本資料において修正しています。 
 ２． 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仮定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、及び上 
    記１に係る業績予想の具体的修正内容は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
 ３． 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成１9年３月14日）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」 
    （企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日）を適用しています。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しています。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  40,000,000株 20年3月期  40,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  9,954株 20年3月期  9,760株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  39,990,194株 20年3月期第1四半期  39,990,799株
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定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

第１四半期連結累計会計期間の概要

　石油業界においては、ドバイ原油の６月平均価格が127.8ドル／バレルに達し平成20年３月平均価格と比べ３ヶ月間

で31.1ドル／バレルの急上昇となりました。短期間での大幅な原油価格上昇によるコスト増により、非常に厳しい事

業環境となりました。

　石油化学業界においては、石油化学原料であるナフサ価格が原油価格同様に急騰し、過去最高の水準で推移しまし

た。石油化学製品のアジアでの需要は堅調に推移したものの、生産能力増等による需給緩和と原料価格高騰による採

算悪化の影響を受け、一部で生産調整が行われるなど厳しい事業環境となりました。

　当社グループの第１四半期連結売上高は、原油・ナフサ価格の上昇などにより前年同期比32．3％増の１兆420億円

となり、連結営業利益は前年同期比9.1％減の81億円となりました。

（当社はたな卸資産の評価方法に後入先出法を採用しておりますが、当年度より評価期間について年度から四半期に

変更しています。この変更により、営業利益で56億円増加しています。）

　また、営業外損益は、為替差益の減少等により前年同期比31億円減の12億円の利益となり、連結経常利益は93億円

（前年同期比29.4％減）となりました。

　特別損益は、タンカー売却益を36億円計上したこと等により、前年同期に比べ23億円利益増の18億円の利益となり

ました。また、法人税等、少数株主利益は、139億円（前年同期比34億円増）となりました。

　以上の結果、連結四半期純損益は29億円の損失となりました。

　事業のセグメント別の業績は以下のとおりです。

　部門
売上高  営業利益

当期 前年同期比 当期 前年同期比

石油製品 7,936 億円 39.2 ％ △111 億円 －  

石油化学製品 1,876 億円 11.9 ％ 25 億円 △41.8 ％

石油開発 312 億円 43.4 ％ 158 億円 47.0 ％

その他 296 億円 5.5 ％ 8 億円 －  

計 10,420 億円 32.3 ％ 81 億円 △9.1 ％

[石油製品部門] 

　　石油製品部門では、原油価格が短期間で過去に例のない大幅な上昇となりました。コスト上昇分については価格

　改定による値上げに努めましたが、精製用燃料費増加や販売価格へ反映されるまでのタイムラグの発生などにより

　営業損失となりました。引き続き値上げや合理化による収益改善に取り組んでいきます。

　潤滑油事業では、需要が拡大するアジアを中心にグローバル展開を進めた結果、国内外の販売数量がライセンス先

　の販売を含め前年同期比109.3％の販売数量となりました。

　　当第１四半期連結会計期間における石油製品部門の売上高は、前年同期比39.2％増の7,936億円となり、営業損益

　は前年同期比59億円損失増の111億円の損失計上となりました。

[石油化学製品部門]　

　　石油化学製品部門では、原油価格高騰によりナフサ価格が急上昇し過去最高を更新しましたが、石油製品同様、

　急激な原料コストの上昇にスチレンモノマーやパラキシレン等の製品市況が追随できず、製品マージンが縮小しま

　した。また、原料価格高騰に伴う用役コスト増もあり、収益環境は悪化しました。引き続き原料価格上昇に見合う

　製品価格の改定に取り組んでいきます。

　　当第１四半期連結会計期間における石油化学製品事業の売上高は、前年同期比11.9％増の1,876億円となり、営業

　利益は前年同期比41.8％減の25億円となりました。

[石油開発部門] 

　　石油開発部門は、ブレント原油が前年同期比39.1ドル／バレル上昇の96.9ドル／バレルとなり、原油価格の高騰

　が収益に大きく貢献しました。また、４月にはノルウェーの子会社、出光ペトロリアムノルゲ（Idemitsu 

　Petroleum Norge AS）が15％の権益を保有する炭鉱鉱区PL293の「Afrodite」構造で、ガスの集積を発見しました。

　今後、埋蔵量の評価・検討を実施する予定です。なお、ノルウェーの在外子会社の第１四半期連結会計期間は、1-3

　月期となります。

　　当第１四半期連結会計期間における石油開発部門は原油価格の上昇等により売上高は前年同期比43.4％増の312億

　円、営業利益は前年同期比47.0％増の158億円となりました。



[その他部門] 

　　石炭事業では、当年１月中旬にエンシャム鉱山が集中豪雨による洪水の被害を受け、操業を一部で停止した影響

　で、オーストラリア自社炭の生産数量は151万トンと前年同期比64万トンの減少となりました。エンシャム鉱山は、

　一部で出荷を再開し現在の出荷量は被災前の６割程度となっています。生産水準が被災前の状態に回復するのは、

　平成21年1-3月期を予定しています。収支状況につきましては、石炭の輸出価格上昇などにより、前年対比で増収

　増益となりました。なお、オーストラリアの在外子会社の第１四半期連結会計期間は、1-3月期となります。

　　当第１四半期連結会計期間におけるその他部門の売上高は、石炭価格の上昇等により前年同期比5.5％増の296億

　円となり、営業利益は８億円となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債及び純資産の状況

　原油価格の高騰により、資産の部ではたな卸資産や売掛債権が増加し、負債の部では仕入債務及び短期運転資金が

増加しています。また、当年７月22日に「連結決算における在外子会社の会計基準変更に関するお知らせ」にて開示

しましたとおり、当第１四半期連結会計期間より、会計基準変更に伴いノルウェーのスノーレ鉱区油田の将来債務を

資産・負債両建てで計上しています。これらの結果、連結総資産は２兆7,479億円となり、前連結会計年度末に比べ

3,279億円増加し、連結負債は２兆2,244億円となり、前連結会計年度末に比べ3,320億円増加しました。

　当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は5,235億円となり、前連結会計年度末に比べ42億円減少しました。

　以上の結果、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は18.0％となりました。

（２）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、1,093億円となり、前連結会計年度

末に比べ、44億円減少しました。その主な要因は次のとおりです。

　営業活動におけるキャッシュ・フローは、564億円の支出となりました。これは、原油価格高騰によるたな卸資産の

増加や売掛債権の増加などの資金減少要因が、税金等調整前四半期純利益や減価償却費などの資金増加要因を上回っ

たことによります。

　投資活動におけるキャッシュ・フローは、246億円の支出となりました。これは設備投資による有形固定資産の増加

等によります。

　財務活動におけるキャッシュ・フローは、782億円の収入となりました。これは、原油価格高騰によるたな卸資産や

売掛債権の増加等に対応して短期借入金が増加したことなどによります。今後、グループ内の資金効率の改善等によ

り借入金の圧縮に努めてまいります。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　第２四半期連結累計期間の業績及び通期の業績予想につきましては、当第１四半期連結会計期間の実績及び今後の

見通しを勘案し、平成20年５月２日の決算短信で発表しました予想を修正いたしました。なお、当該予想に関する詳

細につきましては、本日の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

　

４.その他　

（１）期中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）

　該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　　税金費用は、主として、当第１四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。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しています。



（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　平成19年３月14日）及び「四

半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号　平成19年３月14日）を適用してい

ます。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しています。

② たな卸資産の評価方法について、当社は、従来、年度別（もしくは半期別）の後入先出法によっていましたが、

「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用に伴い、四半期毎の適正な期間損益計算を行うため、当第１四半期

連結会計期間より四半期後入先出法に変更しています。

　これに伴い、後入先出法に基づく在庫の評価及び払出単価算定についても、従来、個別品目ごと履歴別に在庫

の評価及び払出単価を算定していましたが、当第１四半期連結会計期間より個別品目ごとに統一した単価により

在庫の評価及び払出単価を算定しています。

　この結果、従来の方法によった場合と比べて、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞ

れ5,553百万円増加しました。

　また、当社及び国内連結子会社は、従来、主として後入先出法による原価法（一部低価法）によっていました

が、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月

５日）の適用に伴い、主として後入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性低下に基づく簿価切

り下げの方法）により算定しています。

　この結果、従来の方法によった場合と比べて、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞ

れ521百万円減少しました。

③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

いましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一

部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月

１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用できることとなったことに伴い、当第１四半

期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっています。また、所有

権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却方法については、リース期間を耐用年数とし、

残存価額をゼロとする定額法を採用しています。

　なお、リース取引開始日が当基準適用開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

　この変更による損益への影響はありません。

④ 第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実

務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し、連結上必要な修正を行っています。

　この結果、期首の利益剰余金を2,193百万円減額し、また、従来の方法によった場合と比べて、営業利益、経

常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ1,091百万円増加しました。

　（追加情報）

　　当社及び国内連結子会社の有形固定資産については、当第１四半期連結会計期間より減価償却資産の耐用年数

等に関する省令の一部を改正する省令（平成20年４月30日　財務省令第32号）を契機として見直しを行い、改正

後の省令に規定する耐用年数に変更しています。

　この結果、従来の方法によった場合と比べて、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞ

れ673百万円減少しました。



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 105,050 108,185

受取手形及び売掛金 433,330 397,492

有価証券 4,210 5,500

商品及び製品 143,306 113,609

半製品 61,363 48,422

原材料 271,006 214,262

仕掛品 890 757

その他 214,030 206,772

貸倒引当金 △1,588 △1,086

流動資産合計 1,231,599 1,093,915

固定資産   

有形固定資産   

土地 623,140 621,905

その他（純額） 416,100 419,831

有形固定資産合計 1,039,240 1,041,736

無形固定資産   

のれん 6,936 6,067

その他 25,342 26,476

無形固定資産合計 32,279 32,543

投資その他の資産   

油田プレミアム資産 173,404 －

その他 272,824 253,346

貸倒引当金 △1,426 △1,484

投資その他の資産合計 444,802 251,862

固定資産合計 1,516,322 1,326,142

資産合計 2,747,921 2,420,057

負債の部   

流動負債   

買掛金 457,177 389,386

短期借入金 338,603 296,786

コマーシャル・ペーパー 98,928 49,982

1年内償還予定の社債 18,400 18,400

未払金 232,163 254,172

未払法人税等 33,624 26,438

賞与引当金 2,914 5,793

その他 89,326 76,710

流動負債合計 1,271,138 1,117,669

      



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

固定負債   

社債 54,600 54,600

長期借入金 430,314 438,546

退職給付引当金 46,867 49,200

修繕引当金 29,520 26,378

豪州石炭鉱山災害復旧費用引当金 12,700 12,700

油田プレミアム負債 172,953 －

その他 206,319 193,272

固定負債合計 953,275 774,698

負債合計 2,224,413 1,892,368

純資産の部   

株主資本   

資本金 108,606 108,606

資本剰余金 71,138 71,139

利益剰余金 174,622 182,686

自己株式 △120 △118

株主資本合計 354,248 362,313

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,788 1,663

繰延ヘッジ損益 14,610 3,480

土地再評価差額金 122,269 121,848

為替換算調整勘定 △2,212 6,750

評価・換算差額等合計 139,455 133,743

少数株主持分 29,805 31,632

純資産合計 523,508 527,689

負債純資産合計 2,747,921 2,420,057

      



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 1,041,953

売上原価 973,930

売上総利益 68,022

販売費及び一般管理費  

運賃 14,049

賞与引当金繰入額 2,158

退職給付引当金繰入額 1,030

その他 42,708

販売費及び一般管理費合計 59,946

営業利益 8,075

営業外収益  

受取利息 624

受取配当金 3,421

持分法による投資利益 1,855

その他 717

営業外収益合計 6,619

営業外費用  

支払利息 3,782

その他 1,629

営業外費用合計 5,411

経常利益 9,283

特別利益  

固定資産売却益 3,708

その他 456

特別利益合計 4,165

特別損失  

減損損失 531

固定資産売却損 41

固定資産除却損 1,823

その他 4

特別損失合計 2,401

税金等調整前四半期純利益 11,046

法人税等 11,905

少数株主利益 2,024

四半期純損失（△） △2,884

      



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 11,046

減価償却費 18,719

減損損失 531

のれん償却額 195

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,339

修繕引当金の増減額（△は減少） 3,142

受取利息及び受取配当金 △4,046

支払利息 3,782

固定資産売却損益（△は益） △3,667

売上債権の増減額（△は増加） △28,380

たな卸資産の増減額（△は増加） △97,015

仕入債務の増減額（△は減少） 65,104

未払金の増減額（△は減少） △19,240

その他 △2,145

小計 △54,314

利息及び配当金の受取額 4,671

利息の支払額 △3,167

法人税等の支払額 △3,613

営業活動によるキャッシュ・フロー △56,424

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △18,680

有形固定資産の売却による収入 3,965

無形固定資産の取得による支出 △728

投資有価証券の取得による支出 △729

投資有価証券の売却による収入 38

貸付金の純増減額 592

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△6,126

その他 △2,928

投資活動によるキャッシュ・フロー △24,596

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 41,903

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 48,946

長期借入れによる収入 451

長期借入金の返済による支出 △8,513

自己株式の取得による支出 △2

配当金の支払額 △2,999

少数株主への配当金の支払額 △64

その他 △1,546

財務活動によるキャッシュ・フロー 78,175

      



（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,433

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,278

現金及び現金同等物の期首残高 113,685

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

853

現金及び現金同等物の四半期末残高 109,260

      



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　平成19年３月14日）及び「四半

期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号　平成19年３月14日）を適用しています。

また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しています。

 

（４）継続企業の前提に関する注記　

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

 

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

石油製品

（百万円）

石油化学

製品

（百万円）

石油開発

（百万円）

その他

（百万円）

計

 （百万円）

消去又は

全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 793,588 187,594 31,156 29,612 1,041,953 － 1,041,953

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
748 474 － 1,441 2,664 (2,664) －

計 794,337 188,069 31,156 31,053 1,044,617 (2,664) 1,041,953

営業利益又は営業損失（△） △11,054 2,493 15,845 792 8,077 (2) 8,075

　（注）１. 事業区分は、内部管理上採用している区分によっています。

２．各事業区分に属する主な製品又は事業内容

(1）石油製品　　　：ガソリン・ナフサ、灯油・軽油、重油等石油製品、潤滑油、ＬＰガス、海運業等

(2）石油化学製品　：エチレン等石油化学製品

　　　　　(3）石油開発　　　：石油資源の調査、探鉱、開発及び販売

　　　　　(4）その他　　　　：石炭事業、ＳＳ関連商品、リース事業、電子材料事業、建設・保全工事等

 

ｂ．所在地別セグメント情報

　  当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）　

　　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント

　情報の記載を省略しています。　

ｃ．海外売上高

　  当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）　

　　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しています。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。



「参考資料」

前四半期に係る連結財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（自　平成19年４月１日  
  至　平成19年６月30日）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 787,750

Ⅱ　売上原価 723,470

売上総利益 64,280

Ⅲ　販売費及び一般管理費 55,396

営業利益 8,883

Ⅳ　営業外収益 9,085

　受取利息及び配当金 4,274

　為替差益 1,674

　持分法による投資利益 2,050

　その他 1,086

Ⅴ　営業外費用 4,812

　支払利息 4,144

　その他 668

経常利益 13,156

Ⅵ　特別利益 661

　固定資産売却益 323

　その他 338

Ⅶ　特別損失 1,233

　固定資産除却損 977

　その他 255

税金等調整前四半期純利益 12,585

法人税等 9,285

少数株主利益 1,234

四半期純利益 2,065



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（自　平成19年４月１日  
  至　平成19年６月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 12,585

減価償却費 17,105

退職給付引当金の減少額 △2,524

売上債権の増加額 △47,865

たな卸資産の減少額 1,992

仕入債務の増加額 33,583

未払金の増加額　 2,051

法人税等の支払額　 △13,373

その他　 △3,507

営業活動によるキャッシュ・フロー 46

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △19,239

有形固定資産の売却による収入 834

投資有価証券の取得による支出　 △1,659

投資有価証券の売却による収入　 29

その他 3,773

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,261

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額 20,718

長期借入金等による収入 1,381

長期借入金等の返済による支出 △12,285

その他 △8,396

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,417

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 1,433

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △13,363

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 122,564

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 109,200



（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前年同四半期（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

石油製品
（百万円）

石油化学
製品

（百万円）

石油開発　
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）　

消去又は
全社

（百万円）

連結
（百万円）

売上高        

(1)外部顧客に対する

売上高
570,283 167,684 21,719 28,062 787,750 － 787,750

(2)セグメント間の内

部売上高又は振

替高

706 437 － 1,934 3,079 (3,079) －

　　　計 570,990 168,122 21,719 29,997 790,829 (3,079) 787,750

営業費用 576,149 163,836 10,943 31,008 781,937 (3,070) 778,866

営業利益又は営業損

失(△)
△5,158 4,285 10,776 △1,011 8,892 (8) 8,883
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