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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 3,156,241 ― 103,367 ― 98,964 ― 24,281 ―

20年3月期第3四半期 2,740,657 8.9 43,839 △50.4 50,149 △44.3 18,257 △46.9

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3四半期 607.18 ―

20年3月期第3四半期 456.55 ―

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3四半期 2,594,855 519,731 18.8 12,221.50
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3四半期  488,743百万円 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 ― 75.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 3,910,000 1.2 100,000 78.9 90,000 48.3 20,000 313.4 500.12

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４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４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７月31日に公表いたしました連結業績予想を修正しています。 
 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。  

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3四半期  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3四半期  9,563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3四半期  39,990,108株 20年3月期第3四半期  39,990,025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。

 従って、当第３四半期連結累計期間の連結損益計算書と前年同期の連結損益計算書では作成基準が異なるため、前

年同期比較に関する情報は参考として記載しています。  

［第３四半期連結累計期間の概要］ 

 ドバイ原油は、７月に140ドル／バレル台と史上 高値を更新しましたが、金融危機に端を発する急激な景気悪化

などからその後は反落基調をたどり、12月末には37.02ドル／バレルまで下落しました。4～12月平均では前年同期比

21.6ドル／バレル上昇の94.3ドル／バレルとなりました。また、国内石油製品の需要は、価格上昇や省エネ意識の高

まり、景気の悪化などから減少しました。 

 石油化学原料であるナフサ価格も原油価格同様に急騰後、景気減速に伴い需要が急速に減少し、反落しました。4

～12月平均では前年同期比207ドル／トン上昇の915ドル／トンとなりました。原料価格高騰による採算悪化に需要の

減少が加わり、各種石油化学製品で生産調整が行われるなど非常に厳しい事業環境となりました。 

 当社グループの第３四半期連結累計期間の売上高は、原油・ナフサ価格の上昇などにより前年同期比15.2％増の３

兆1,562億円となり、連結営業利益は原油価格下落局面での石油製品部門増益などにより前年同期比135.8％増の

1,034億円となりました。なお、当社はたな卸資産の評価方法に後入先出法を採用していますが、当連結会計年度よ

り評価期間については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535億円増加しています。同

じく当連結会計年度より適用された棚卸資産の簿価切り下げによる影響により、営業利益が249億円減少していま

す。 

 営業外損益は、為替差益の減少等により前年同期比107億円減の44億円の損失となり、連結経常利益は990億円（前

年同期比97.3％増）となりました。 

 特別損益は、株価下落に伴い投資有価証券評価損を計上したことなどにより、前年同期に比べ203億円利益減の164

億円の損失となりました。また、法人税等、少数株主利益は、582億円（前年同期比225億円増）となりました。 

 以上の結果、連結四半期純利益は243億円（前年同期比33.0％増）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。 

  

  

[石油製品部門]  

 原油価格の下落後も揮発油・中間留分の需要は依然として前年を下回り、10月以降は減産を行うことで対応しまし

た。上期はアジアの需要増を背景として製品輸出マージンが好調に推移し、また、夏場以降は原油価格の下落が続く

中、製品価格は下落しましたが、原油価格の下落が先行したことにより前年に比べ製品コストは大幅に低下し、収益

に貢献しました。 

 なお、たな卸資産の評価期間変更に伴い515億円の評価益が発生しましたが、原油・製品価格の急落により、たな

卸資産簿価切下げ損205億円が発生し、在庫評価益合計では310億円となりました。 

 当第３四半期連結累計期間における石油製品部門の売上高は、前年同期比20.3％増の２兆4,409億円となり、営業

利益は前年同期比676億円増の614億円となりました。 

[石油化学製品部門]  

 上期は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、製品マージンが大

きく縮小しました。夏場以降は、世界景気の減速を受け需要が減少し、スチレンモノマーやパラキシレン等で生産調

整を実施し、秋口からはエチレンも減産を行っています。原料ナフサ価格も急落しましたが、需要の低迷により製品

市況も大幅に下落し、非常に厳しい事業環境となりました。 

 なお、たな卸資産の評価期間変更により20億円の評価益が発生しましたが、石油化学製品市況の急落により、たな

 部門 
売上高 営業利益 

当第３四半期 前年同期比 前第３四半期 当第３四半期 前年同期比

石油製品 24,409 億円 20.3 ％ △61 億円 614 億円 －

（在庫評価益影響除き） －   － －   (305 億円) －

石油化学製品 5,000 億円 △5.3 ％ 186 億円 △102 億円 －

（在庫評価益影響除き） －   － －   (△81 億円) －

石油開発 937 億円 29.5 ％ 319 億円 434 億円 35.8 ％

その他 1,216 億円 9.0 ％ △5 億円 88 億円 －

計 31,562 億円 15.2 ％ 438 億円 1,034 億円 135.8 ％

（在庫評価益影響除き） －   － －   (748 億円) －



卸資産の簿価切げ損41億円が発生し、在庫評価損合計で21億円となりました。 

 当第３四半期連結累計期間における石油化学製品部門の売上高は、前年同期比5.3％減の5,000億円となり、営業損

益は前年同期比288億円利益減の102億円の営業損失となりました。 

[石油開発部門]  

 ブレント原油が前年同期比43.9ドル／バレル上昇の111.0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。一方、期初から夏場にかけて資源国通貨がドルに対して強くなったことにより、ドル建てでの原油販売

収入が目減りするなど、為替の影響は減益要因となりました。 

 当第３四半期連結累計期間における石油開発部門の売上高は前年同期比29.5％増の937億円、営業利益は前年同期

比35.8％増の434億円となりました。なお、原油の産出を行っているノルウェーの子会社の連結対象期間は、平成20

年１月から９月までです。 

[その他部門]  

 石炭事業では、平成20年１月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477万トンと前年同期比200万トンの減少となりましたが、石炭の輸出価格上

昇などにより、前年同期比で増益となりました。 

 当第３四半期連結累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9.0％増の1,216億

円となり、営業利益は前年同期比93億円利益増の88億円となりました。 

 なお、エンシャム鉱山は、復旧工事が順調に進んでおり、現在の出荷量は被災前の８～９割程度となっています。

平成21年３月末までに生産水準は被災前の状態に回復する予定です。 

 

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  

 原油価格の下落により、資産の部では売掛債権やたな卸資産が減少し、負債の部でも買掛債務が減少しています。

また、平成20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」にて公表しましたとお

り、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２兆5,949億円となり、前連結会計年度末に比べ1,748億円増加

し、連結負債は２兆751億円となり、前連結会計年度末に比べ1,828億円増加しました。 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は円高が進み為替換算調整勘定が減少したことなどにより5,197億円と

なり、前連結会計年度末に比べ80億円減少しました。 

 当第３四半期連結会計期間末の自己資本比率は会計基準の変更などにより18.8％となりました。 

（２）キャッシュ・フローの状況  

 当第３四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、2,016億円となり、前連結会計年

度末から879億円増加しました。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、913億円の収入となりました。これは、税金等調整前四半期純利益に加

え、原油価格低下による売掛債権の減少やたな卸資産の減少などによるものです。 

 投資活動におけるキャッシュ・フローは、526億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、520億円の収入となりました。これは、短期借入金による資金調達が増

加したことなどによります。 

  

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、当第３四半期連結累計期間の実績及び今後の見通しを勘案し、平成20年７月31日

公表の予想を修正致しました。なお、当該予想に関する詳細につきましては、本日公表の「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）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 

 税金費用は、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、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、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、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整 

  前四半期純利益は、それぞれ53,465百万円増加しました。 

  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、第３四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、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整

 前四半期純利益は、それぞれ24,932百万円減少しました。 

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、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、当第３四半期連結

 累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ80百万円増加しました。 

（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、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、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整 

  前四半期純利益は、それぞれ2,112百万円減少しました。 



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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 196,161 108,185

受取手形及び売掛金 370,831 397,492

有価証券 5,471 5,500

たな卸資産 385,338 407,585

その他 138,121 176,240

貸倒引当金 △1,626 △1,086

流動資産合計 1,094,298 1,093,915

固定資産   

有形固定資産   

土地 620,699 621,905

その他（純額） 407,296 419,831

有形固定資産合計 1,027,995 1,041,736

無形固定資産   

のれん 6,558 6,067

その他 27,733 26,476

無形固定資産合計 34,291 32,543

投資その他の資産   

油田プレミアム資産 190,707 －

その他 249,008 253,346

貸倒引当金 △1,446 △1,484

投資その他の資産合計 438,269 251,862

固定資産合計 1,500,557 1,326,142

資産合計 2,594,855 2,420,057

負債の部   

流動負債   

買掛金 248,384 389,386

短期借入金 407,938 296,786

コマーシャル・ペーパー － 49,982

1年内償還予定の社債 － 18,400

未払金 294,651 254,172

未払法人税等 41,169 26,438

賞与引当金 2,931 5,793

その他 73,727 76,710

流動負債合計 1,068,802 1,117,669

固定負債   

社債 33,100 54,600

長期借入金 484,450 438,546

退職給付引当金 43,998 49,200



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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) 

修繕引当金 32,672 26,378

豪州石炭鉱山災害復旧費用引当金 10,928 12,700

油田プレミアム負債 185,850 －

その他 215,321 193,272

固定負債合計 1,006,322 774,698

負債合計 2,075,124 1,892,368

純資産の部   

株主資本   

資本金 108,606 108,606

資本剰余金 71,135 71,139

利益剰余金 197,875 182,686

自己株式 △114 △118

株主資本合計 377,502 362,313

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 532 1,663

繰延ヘッジ損益 △5,004 3,480

土地再評価差額金 123,224 121,848

為替換算調整勘定 △7,512 6,750

評価・換算差額等合計 111,240 133,743

少数株主持分 30,988 31,632

純資産合計 519,731 527,689

負債純資産合計 2,594,855 2,420,057



（２）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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 3,156,241

売上原価 2,865,959

売上総利益 290,281

販売費及び一般管理費  

運賃 42,747

賞与引当金繰入額 2,615

退職給付引当金繰入額 3,210

その他 138,342

販売費及び一般管理費合計 186,914

営業利益 103,367

営業外収益  

受取利息 1,739

受取配当金 4,061

持分法による投資利益 757

その他 4,786

営業外収益合計 11,345

営業外費用  

支払利息 12,027

その他 3,720

営業外費用合計 15,748

経常利益 98,964

特別利益  

固定資産売却益 4,459

その他 935

特別利益合計 5,395

特別損失  

減損損失 2,087

固定資産売却損 110

固定資産除却損 4,827

投資有価証券評価損 14,583

その他 235

特別損失合計 21,844

税金等調整前四半期純利益 82,514

法人税等 51,013

少数株主利益 7,219

四半期純利益 24,281



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 82,514

減価償却費 56,756

減損損失 2,087

のれん償却額 537

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,204

修繕引当金の増減額（△は減少） 6,294

受取利息及び受取配当金 △5,800

支払利息 12,027

固定資産売却損益（△は益） △4,348

投資有価証券評価損益（△は益） 14,583

売上債権の増減額（△は増加） 32,651

たな卸資産の増減額（△は増加） 21,376

仕入債務の増減額（△は減少） △143,019

未払金の増減額（△は減少） 34,565

その他 23,539

小計 128,561

利息及び配当金の受取額 6,490

利息の支払額 △11,249

法人税等の支払額 △32,513

営業活動によるキャッシュ・フロー 91,288

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 △50,679

有形固定資産の売却による収入 6,557

無形固定資産の取得による支出 △6,286

投資有価証券の取得による支出 △2,329

投資有価証券の売却による収入 2,194

貸付金の純増減額 10,573

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 △6,510

投資活動によるキャッシュ・フロー △52,604



（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

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） 143,973

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △49,982

長期借入れによる収入 86,560

長期借入金の返済による支出 △70,684

社債の償還による支出 △39,900

自己株式の取得による支出 △4

自己株式の売却による収入 4

配当金の支払額 △5,998

少数株主への配当金の支払額 △4,756

その他 △7,169

財務活動によるキャッシュ・フロー 52,043

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,633

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 87,094

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 201,632



 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）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）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。 

（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 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 （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 

〔所在地別セグメント情報〕 

 当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31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。 

〔海外売上高〕 

 当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31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。 

 

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 2,440,923 499,985 93,736 121,596 3,156,241 － 3,156,241 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
1,858 1,367 － 3,054 6,281 (6,281) － 

計 2,442,782 501,353 93,736 124,651 3,162,522 (6,281) 3,156,241 

営業利益又は営業損失（△） 61,436 △10,227 43,369 8,794 103,372 (5) 103,367 



「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12月31日） 

金額（百万円） 

売上高 2,740,657 

売上原価 2,514,320 

 売上総利益 226,337 

販売費及び一般管理費 182,497 

 営業利益 43,839 

営業外収益 21,213 

受取利息  2,549 

受取配当金 4,396 

為替差益 5,949 

持分法による投資利益 4,603 

その他 3,714 

営業外費用 14,903 

支払利息  12,144 

その他 2,759 

 経常利益 50,149 

特別利益 11,278 

固定資産売却益  10,111 

その他 1,167 

特別損失 7,390 

減損損失  1,464 

固定資産除却損 4,910 

その他 1,015 

税金等調整前四半期純利益 54,037 

法人税等 31,775 

少数株主利益 4,005 

四半期純利益 18,257 



（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12月31日）

区 分 金 額 

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 54,037 

減価償却費 54,605 

減損損失 1,464 

退職給付引当金の減少額 △7,202 

売上債権の増加額 △108,486 

たな卸資産の増加額 △80,215 

仕入債務の増加額 107,781 

未払金の増加額 28,258 

法人税等の支払額 △38,227 

その他 △14,815 

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,800 

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 △51,132 

有形固定資産の売却による収入 15,212 

投資有価証券の取得による支出 △5,828 

投資有価証券の売却による収入 32 

その他 △4,629 

投資活動によるキャッシュ・フロー △46,345 

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 125,722 

コマーシャル・ペーパーの純増減額 26,995 

長期借入金等による収入 6,477 

長期借入金等の返済による支出 △84,320 

その他 △13,769 

財務活動によるキャッシュ・フロー 61,105 

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,063 

現金及び現金同等物の増減額 14,022 

現金及び現金同等物の期首残高 122,564 

連結範囲の変更による現金及び現金同等物の増減額 － 

現金及び現金同等物の四半期末残高 136,586 



（３）セグメント情報 

〔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12月31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 
2,028,543 528,153 72,365 111,595 2,740,657 － 2,740,657 

(2) セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高 

2,333 1,411 － 6,256 10,000 (10,000) －

計 2,030,877 529,564 72,365 117,851 2,750,658 (10,000) 2,740,657 

営業費用 2,037,015 510,991 40,436 118,427 2,706,871 (10,054) 2,696,817 

営業利益又は     

営業損失（△） 
△6,138 18,572 31,928 △576 43,786 53 43,839 
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