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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 548,519 △40.1 10,446 △76.7 13,650 △64.2 5,718 △75.0
21年3月期第1四半期 915,462 ― 44,809 ― 38,108 ― 22,879 ―

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

22年3月期第1四半期 6.75 6.53
21年3月期第1四半期 27.01 26.11

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

22年3月期第1四半期 1,431,192 355,076 23.5 396.27
21年3月期 1,440,395 347,449 22.8 387.71

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  335,684百万円 21年3月期  328,433百万円

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

21年3月期 ― 3.00 ― 5.00 8.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 8.00 8.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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  無   

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

1,100,000 △45.4 45,000 △31.7 43,000 △33.0 19,000 △37.7 22.43

通期 2,300,000 △32.9 85,000 ― 82,000 ― 33,000 ― 38.96
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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  

(注)詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他(１)をご覧ください。 

(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(２)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(３)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５月７日公表の通期連結業績予想を修正しておりません。上記の業績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場合があります。上記業績予想に関する事項は、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参照ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 847,705,087株 21年3月期 847,705,087株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 596,451株 21年3月期 593,521株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 847,109,797株 21年3月期第1四半期 847,126,798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１四半期の連結経営成績は、売上高 5,485 億円（前年同期比△3,670 億円）、営業利益 104 億円（前年同期比

△344 億円）、経常利益 137 億円（前年同期比△244 億円）、四半期純利益 57 億円（前年同期比△172 億円）となりま

した。 

なお、セグメント別の経営成績は、以下のとおりです。 

 

① 石油製品事業につきましては、原油価格及び製品市況も前年同期と比べ下落しました。また販売数量は、昨年夏

場頃からの金融危機を契機とした景気後退により輸送用燃料を中心として減少しました。さらに、たな卸資産の在庫

評価の影響により当第１四半期における売上原価は押し下がりましたが、前年同期と比べ減少したため減益となりま

した。 

石油化学事業につきましては、景気後退による販売数量減に歯止めがかからず減益となりました。 

以上の結果、石油事業の経営成績は、売上高5,411 億円（前年同期比△3,569 億円）、営業利益97 億円（前年同

期比△267 億円）、経常利益98 億円（前年同期比△249 億円）となりました。 

 

② 石油開発事業につきましては、原油価格の下落等により、売上高 94 億円（前年同期比△89 億円）、営業利益 33

億円（前年同期比△65 億円）、経常利益63 億円（前年同期比+11 億円）となりました。 

 

③ その他の事業につきましては、売上高 184 億円（前年同期比△16 億円）、営業利益１億円（前年同期比△６億円）、

経常利益３億円（前年同期比△４億円）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

① 当第１四半期末の総資産は、1 兆 4,312 億円となり、前期末比 92 億円の減少となりました。これは、主に原油価格

上昇によりたな卸資産は増加しましたが、税金の支払等による現金及び預金の減少や販売数量減少により売上債

権が減少したためです。純資産は 3,551 億円、前期末比 77 億円の増加となり、自己資本比率は 23.5%となりました。 

② 当第１四半期の連結キャッシュ・フローにつきましては、営業活動は、原油価格上昇などに伴うたな卸資産等が増

加したことや税金等の支払などにより 162 億円のマイナスとなりました。投資活動は、固定資産の取得による支出

等により 284 億円のマイナスとなりました。財務活動は、運転資金の返済等により 157 億円のマイナスとなりました。 

以上により、当第１四半期末の現金及び現金同等物残高は、前期末比588 億円減少の 1,011 億円となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成21 年５月７日に発表いたしました当第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。 

なお、業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、

実際の業績は、今後の様々な要因によって予想と異なる場合があります。 
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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 

１．簡便な会計処理 

「たな卸資産に含まれる未実現損益の消去の算定方法」、「たな卸資産の評価方法」、「法人税等並びに繰延

税金資産及び繰延税金負債の算定方法」について、簡便な会計処理を採用しております。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

当社及び一部の連結子会社における税金費用については、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 

・会計処理基準に関する事項の変更 

一部の連結子会社において、請負工事に係る収益の計上基準については、従来、長期・大型工事（工期１

年以上かつ請負金額１億円以上）については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適

用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第 15 号 平成 19 年 12 月 27 日）及び「工

事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 18 号 平成 19 年 12 月 27 日）を当第１四

半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計

期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については、工事進行基準（工事の進捗率

の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

これにより、売上高は 147 百万円増加し、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 12 百万円増加しております。 
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 101,096 147,451

受取手形及び売掛金 150,437 189,036

有価証券 15 13,983

商品及び製品 127,371 116,732

仕掛品 1,781 1,198

原材料及び貯蔵品 166,022 121,160

その他 102,956 99,149

貸倒引当金 △248 △402

流動資産合計 649,434 688,310

固定資産   

有形固定資産   

土地 304,747 305,565

その他（純額） 254,717 237,850

有形固定資産合計 559,465 543,416

無形固定資産 11,783 12,183

投資その他の資産   

その他 211,332 197,363

貸倒引当金 △823 △878

投資その他の資産合計 210,509 196,485

固定資産合計 781,757 752,085

資産合計 1,431,192 1,440,395

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 227,797 191,883

短期借入金 250,250 261,778

未払金 140,493 184,187

未払法人税等 5,046 5,770

工事損失引当金 327 327

その他 36,804 39,936

流動負債合計 660,718 683,883

固定負債   

新株予約権付社債 18,000 18,000

長期借入金 318,913 318,830

特別修繕引当金 6,350 6,676

退職給付引当金 6,053 6,096

その他 66,080 59,459

固定負債合計 415,397 409,063

負債合計 1,076,115 1,092,946
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 107,246 107,246

資本剰余金 89,440 89,440

利益剰余金 116,265 115,732

自己株式 △130 △129

株主資本合計 312,822 312,290

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 844 △2,099

繰延ヘッジ損益 10,796 8,084

土地再評価差額金 12,473 11,523

為替換算調整勘定 △1,252 △1,365

評価・換算差額等合計 22,861 16,142

少数株主持分 19,391 19,015

純資産合計 355,076 347,449

負債純資産合計 1,431,192 1,440,395
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 915,462 548,519

売上原価 833,303 504,990

売上総利益 82,159 43,528

販売費及び一般管理費 37,349 33,082

営業利益 44,809 10,446

営業外収益   

受取利息 504 267

受取配当金 609 570

為替差益 － 2,107

持分法による投資利益 1,109 2,357

その他 1,278 1,273

営業外収益合計 3,503 6,576

営業外費用   

支払利息 2,481 2,351

為替差損 6,781 －

その他 942 1,021

営業外費用合計 10,204 3,372

経常利益 38,108 13,650

特別利益   

固定資産売却益 6,407 132

投資有価証券売却益 108 －

特別利益合計 6,515 132

特別損失   

固定資産処分損 523 754

減損損失 104 1,107

特別損失合計 628 1,862

税金等調整前四半期純利益 43,996 11,919

法人税等 21,603 5,816

少数株主利益又は少数株主損失（△） △486 383

四半期純利益 22,879 5,718
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 43,996 11,919

減価償却費 8,355 8,996

のれん償却額 15 22

固定資産処分損益（△は益） 523 754

減損損失 104 1,107

引当金の増減額（△は減少） △39 △571

受取利息及び受取配当金 △1,114 △837

支払利息 2,481 2,351

為替差損益（△は益） 3,082 △1,387

持分法による投資損益（△は益） △1,109 △2,357

固定資産売却損益（△は益） △6,405 △132

生産物分与費用回収権の回収額 2,777 850

売上債権の増減額（△は増加） 36,962 38,599

たな卸資産の増減額（△は増加） △127,357 △55,927

仕入債務の増減額（△は減少） 40,629 35,913

その他の流動資産の増減額（△は増加） △6,302 976

その他の流動負債の増減額（△は減少） △11,364 △49,510

その他 △1,563 △1,801

小計 △16,329 △11,033

利息及び配当金の受取額 3,654 2,759

利息の支払額 △1,941 △1,627

法人税等の支払額 △23,377 △6,339

営業活動によるキャッシュ・フロー △37,994 △16,241

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却及び償還による収入 － 1,500

投資有価証券の取得による支出 △924 △6,612

投資有価証券の売却及び償還による収入 － 3,018

有形固定資産の取得による支出 △17,373 △24,320

有形固定資産の売却による収入 9,224 1,991

無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支
出

△3,115 △1,811

短期貸付金の増減額（△は増加） △1,311 △1,492

その他 △167 △648

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,667 △28,375

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） 76,820 △17,366

長期借入れによる収入 13,700 13,500

長期借入金の返済による支出 △13,833 △7,549

社債の償還による支出 △1,500 －

配当金の支払額 △4,237 △4,237

少数株主への配当金の支払額 △914 △10

その他 △4 △8

財務活動によるキャッシュ・フロー 70,030 △15,672

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,993 1,465

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 15,374 △58,822

現金及び現金同等物の期首残高 82,674 159,919

現金及び現金同等物の四半期末残高 98,049 101,096
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（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 

１．事業の種類別セグメント情報 

  前第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） 

 石油事業

 

(百万円) 

石油開発

事業 

(百万円) 

その他の 

事業 

(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)セグメント間の内部売上高 

又は振替高 

897,870 7,822 9,768 915,462 － 915,462

170 10,516 10,228 20,916 (20,916) －

計 898,041 18,339 19,997 936,378 (20,916) 915,462

営業利益 36,438 9,840 695 46,974 (2,164) 44,809

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

 ２ 各事業区分に属する主要な製品名または事業内容 

  (1)石油事業：揮発油・ナフサ・灯油・軽油・重油・原油・潤滑油・液化石油ガス・アスファルト・石油化学製品等 

  (2)石油開発事業：原油の生産、採掘及び探鉱 

  (3)その他の事業：工事業、保険代理業、リース業、旅行業他 

 

  当第1 四半期連結累計期間（自 平成21 年4 月1 日 至 平成21 年6 月30 日） 

 石油事業

 

(百万円) 

石油開発

事業 

(百万円) 

その他の 

事業 

(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)セグメント間の内部売上高 

又は振替高 

540,964 3,726 3,827 548,519 － 548,519

125 5,629 14,592 20,348 (20,348) －

計 541,090 9,355 18,420 568,867 (20,348) 548,519

営業利益 9,672 3,270 102 13,046 (2,599) 10,446

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

 ２ 各事業区分に属する主要な製品名または事業内容 

  (1)石油事業：揮発油・ナフサ・灯油・軽油・重油・原油・潤滑油・液化石油ガス・アスファルト・石油化学製品等 

  (2)石油開発事業：原油の生産、採掘及び探鉱 

  (3)その他の事業：工事業、保険代理業、リース業、旅行業他 
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２．所在地別セグメント情報 

前第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） 

 日本 

 

(百万円) 

その他の 

地域 

(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)セグメント間の内部売上高 

又は振替高 

874,004 41,457 915,462 － 915,462

40,010 86,385 126,396 (126,396) －

計 914,015 127,843 1,041,858 (126,396) 915,462

営業利益 36,788 10,173 46,961 (2,151) 44,809

(注)  １ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

（1）国又は地域の区分の方法          地理的近接度によっております。 

（2）その他の地域に属する主な国又は地域  シンガポール、アメリカ、イギリス、ＵＡＥ、 

カタール、オーストラリア 

 

当第1 四半期連結累計期間（自 平成21 年4 月1 日 至 平成21 年6 月30 日） 

 日本 

 

(百万円) 

その他の 

地域 

(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)セグメント間の内部売上高 

又は振替高 

535,703 12,815 548,519 － 548,519

8,830 38,439 47,270 (47,270) －

計 544,534 51,254 595,789 (47,270) 548,519

営業利益 8,845 3,269 12,115 (1,668) 10,446

(注)  １ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

（1）国又は地域の区分の方法          地理的近接度によっております。 

（2）その他の地域に属する主な国又は地域  シンガポール、アメリカ、イギリス、ＵＡＥ、 

カタール、オーストラリア、中国 

 

３．海外売上高 

前第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）               

Ⅰ 海外売上高 （百万円） 121,921

Ⅱ 連結売上高 （百万円） 915,462

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 13.3

(注) １ 国又は地域の区分は地理的近接度によっておりますが、各売上高が少額のため、「海外売上高」 

として一括して記載しております。 

   ２ 主な国又は地域  アジア、北米 

   ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
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当第1 四半期連結累計期間（自 平成21 年4 月1 日 至 平成21 年6 月30 日）               

Ⅰ 海外売上高 （百万円） 46,804

Ⅱ 連結売上高 （百万円） 548,519

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 8.5

(注) １ 国又は地域の区分は地理的近接度によっておりますが、各売上高が少額のため、「海外売上高」 

として一括して記載しております。 

   ２ 主な国又は地域  アジア、北米 

   ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 
（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。 
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