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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） 

 

(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 59,123 ― 4,607 ― 5,520 ― 4,181 ―
20年3月期第1四半期 43,117 20.1 5,297 △23.1 9,026 2.6 7,253 22.7

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 73.17 ―
20年3月期第1四半期 126.91 ―

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 684,246 487,707 70.1 8,395.55
20年3月期 620,946 448,226 70.8 7,696.00

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  479,833百万円 20年3月期  439,852百万円

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 ― 20.00 ― 20.00 40.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 20.00 ― 20.00 40.00

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 113,404 ― 11,094 ― 12,597 ― 8,239 ― 144.15
通期 258,054 24.3 27,339 39.3 35,352 29.7 26,383 31.3 461.62

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、２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、２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 
 平成21年３月期の業績予想に関する事項につきましては、本日公表の「平成21年３月期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  
 なお、上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果とな
る可能性があります。 

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  57,154,776株 20年3月期  57,154,776株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,494株 20年3月期  1,407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  57,153,339株 20年3月期第1四半期  57,153,534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 

当第１四半期連結会計期間における売上高は59,123百万円と前年同期に比べ16,006百万円の増収

（＋37.1％）となりました。 

売上総利益は原油やビチューメンの価格上昇を反映して18,654百万円と前年同期に比べ3,631百万円

の増益（＋24.2％）となりました。しかし、新潟県沖合やフィリピンでの試掘作業などにより探鉱費

が6,162百万円と前年同期に比べ3,245百万円増加（＋111.2％）し、販売費及び一般管理費も前年同期

に比べ15.8％増加した結果、営業利益は前年同期に比べて689百万円減益（△13.0％）の4,607百万円

となりました。 

経常利益は受取配当金の減少や為替差損の計上などにより前年同期に比べて3,506百万円減益

（△38.8％）の5,520百万円となりました。 

税金等調整前四半期純利益は前年同期に比べて3,520百万円減益（△39.0％）の5,504百万円となり、

四半期純利益は前年同期に比べて3,071百万円減益（△42.3％）の4,181百万円となりました。 

 

なお、当社の事業部門別の業績は次のとおりであります。 

 

（イ）原油・天然ガス事業部門 

原油・天然ガス事業部門は、原油、天然ガス、液化天然ガス（ＬＮＧ）及びビチューメンの

販売からなり、当第１四半期連結会計期間においては、主に原油やビチューメン価格の上昇に

より売上高は54,957百万円と前年同期に比べ15,574百万円の増収（＋39.5％）となりました。 

（ロ）請負事業部門 

請負事業部門は、主に削井工事及び地質調査の受注等からなり、当第１四半期連結会計期間

における売上高は504百万円と前年同期に比べ188百万円の増収（＋59.9％）となりました。 

（ハ）その他事業部門 

その他事業部門は、主に液化石油ガス（ＬＰＧ）・重油等の石油製品の販売、天然ガス・石

油製品の受託輸送及びその他業務受託等からなり、当第１四半期連結会計期間の売上高は3,661

百万円と前年同期に比べ242百万円の増収（＋7.1％）となりました。 

 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末に比べ63,300百万円増加し、

684,246百万円となりました。これは主に国際石油開発帝石ホールディングス㈱等の株価上昇による投

資有価証券の増加などによるものです。 

また、負債の部につきましては、投資有価証券の評価差額金の増加により繰延税金負債が増えたこ

とや長期借入金が増えたことなどにより、負債合計は23,818百万円増加し、196,538百万円となりまし

た。純資産合計は39,481百万円増加の487,707百万円であります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

通期の業績予想につきましては、平成20年５月15日に公表した業績予想を見直しいたしました。本

日平成20年８月８日公表の「平成21年３月期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 

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。 
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(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 

①原価差異の繰延処理 

操業度の時期的な変動により発生した原価差異は、原価計算期間末までにほぼ解消が見込ま

れるため、当該原価差異を流動負債（その他）として繰り延べております。 

②税金費用の計算 

税金費用については、当社及び一部の連結子会社は当第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おります。なお、法人税等調整額は、法人税

等に含めて表示しております。 

 

(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）を適用しております。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おります。 

② 当第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）を適用しております。 

 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

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

会計処理によっておりましたが、「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することができることになったことに伴い、平成20年４月１日以降に

リース取引開始となる契約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方法に準

じた会計処理によっております。 

 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の方法について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しておりま

す。 

 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微でありま

す。 
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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 24,235  27,794

  受取手形及び売掛金 25,313  25,865

  有価証券 23,319  17,724

  商品及び製品 4,155  3,921

  仕掛品 1,278  271

  原材料及び貯蔵品 5,628  6,299

  その他 9,845  7,141

  貸倒引当金 △10  △10

  流動資産合計 93,766  89,008

 固定資産  

  有形固定資産 141,292  141,162

  無形固定資産  

   のれん 1,835  2,092

   その他 3,985  4,086

   無形固定資産合計 5,820  6,179

  投資その他の資産  

   投資有価証券 432,712  376,137

   その他 18,692  16,177

   貸倒引当金 △97  △97

   海外投資等損失引当金 △7,940  △7,621

   投資その他の資産合計 443,367  384,595

  固定資産合計 590,480  531,937

 資産合計 684,246  620,946
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  （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) 

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 17,652  13,469

  短期借入金 50  －

  未払法人税等 1,053  1,414

  引当金 445  590

  その他 19,242  23,382

  流動負債合計 38,444  38,857

 固定負債  

  長期借入金 23,722  21,922

  繰延税金負債 123,892  101,477

  引当金 10,343  10,349

  その他 136  113

  固定負債合計 158,094  133,862

 負債合計 196,538  172,720

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 14,288  14,288

  利益剰余金 248,263  245,225

  自己株式 △7  △7

  株主資本合計 262,544  259,506

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 219,353  179,629

  繰延ヘッジ損益 △7  △0

  為替換算調整勘定 △2,057  716

  評価・換算差額等合計 217,288  180,346

 少数株主持分 7,874  8,373

 純資産合計 487,707  448,226

負債純資産合計 684,246  620,946
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(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  59,123 

売上原価  40,469 

売上総利益  18,654 

探鉱費   

 探鉱費  7,083 

 探鉱補助金  △920 

 探鉱費合計  6,162 

販売費及び一般管理費  7,883 

営業利益  4,607 

営業外収益   

 受取配当金  1,433 

 持分法による投資利益  637 

 その他  654 

 営業外収益合計  2,725 

営業外費用   

 為替差損  1,021 

 その他  791 

 営業外費用合計  1,812 

経常利益  5,520 

特別利益   

 貸倒引当金戻入額  5 

 特別利益合計  5 

特別損失   

 固定資産除却損  20 

 特別損失合計  20 

税金等調整前四半期純利益  5,504 

法人税等  1,275 

少数株主利益  47 

四半期純利益  4,181 
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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

しております。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おります。 

 

(3) 継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

 

(4) 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。 
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６．その他の情報 

  生産・販売の状況 

  ① 生産実績 

   石油・天然ガス関連事業 

事業部門 製品別 

前第１四半期 

連結累計期間 

（自 平成19年４月１日 

 至 平成19年６月30日）

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） 

（参考） 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日）

186,543 182,381  761,636 
原油（kl） 

（46,546） （41,565） （147,397）

291,858 285,962  1,288,606 
天然ガス（千㎥） 

（13,800） （13,350） （58,946）

液化天然ガス（t） 5,332 7,873  33,610 

107,916 106,430  410,363 

原油・天然 

ガス 

ビチューメン（kl） 
（107,916） （106,430） （410,363）

 （注）１．原油、天然ガス及びビチューメンの (  ) は海外での生産であり、内数です。 

    ２．天然ガスの生産量の一部は、液化天然ガスの原料として使用しております。 

    ３．ビチューメンとはオイルサンド層から採取される超重質油です。 

 

  ② 販売実績 

   石油・天然ガス関連事業 

前第１四半期 

連結累計期間 

（自 平成19年４月１日 

 至 平成19年６月30日）

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）

（参考） 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日）
事業部門 製品別 

数量 
金額 

（百万円）
数量 

金額 

（百万円）
数量 

金額 

（百万円）

原油（kl） 502,816 24,404 499,414 36,857 2,041,192 117,923

天然ガス（千㎥） 320,728 10,284 325,699 11,505 1,486,910 48,982

液化天然ガス（t） 38,727 2,312 40,787 2,771 170,453 10,285

原油・天然 

ガス 

ビチューメン（kl） 108,056 2,381 106,748 3,822 409,743 10,468

 小計 － 39,382 － 54,957 － 187,660

請負  － 315 － 504 － 5,395

その他  － 3,419 － 3,661 － 14,582

 合計 － 43,117 － 59,123 － 207,638

 （注）１．その他事業部門は、液化石油ガス（LPG）・重油等の石油製品の販売、天然ガス・石油製品の受託輸送及びその他

業務受託等です。 

    ２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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「参考情報」 

 前四半期にかかる財務諸表 

  （要約）四半期連結損益計算書 

    前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日） 

                     （単位：百万円） 

前年同四半期 

（平成20年３月期 

 第１四半期） 
科目 

金額 

Ⅰ 売上高 43,117 

Ⅱ 売上原価 28,095 

  売上総利益 15,022 

Ⅲ 探鉱費 2,917 

Ⅳ 販売費及び一般管理費 6,807 

  営業利益 5,297 

Ⅴ 営業外収益  

 １．受取利息 430 

 ２．受取配当金 2,268 

 ３．持分法による投資利益 312 

 ４．海外投資等損失引当金戻入額 240 

 ５．事業損失引当金戻入額 74 

 ６．その他 685 

  営業外収益合計 4,012 

Ⅵ 営業外費用  

 １．支払利息 47 

 ２．廃鉱費用引当金繰入額 147 

 ３．その他 88 

  営業外費用合計 283 

  経常利益 9,026 

Ⅶ 特別利益  

 １．貸倒引当金戻入額 6 

  特別利益合計 6 

Ⅷ 特別損失  

 １．固定資産除却損 8 

  特別損失合計 8 

  税金等調整前四半期純利益 9,024 

  法人税等 1,591 

  少数株主利益 179 

  四半期純利益 7,253 
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