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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 674,057 △35.3 4,692 △41.9 △832 ― △3,202 ―

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

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 △80.09 ―

21年3月期第1四半期 △72.12 ―

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 2,370,572 476,379 19.0 11,245.53
21年3月期 2,289,809 467,190 19.3 11,079.25

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  449,711百万円 21年3月期  443,062百万円

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 ― 75.00 ― 75.00 150.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

75.00 ― 75.00 150.00

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  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

1,510,000 △33.8 23,000 △62.5 13,000 △78.3 1,000 △94.7 25.01

通期 3,220,000 △15.2 61,000 △40.4 45,000 △49.6 17,000 411.6 425.10
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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  

(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５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５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21年４月28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、４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。 

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） 22年3月期第1四半期 40,000,000株 21年3月期  40,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  9,765株 21年3月期  9,664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 39,990,321株 21年3月期第1四半期 39,990,194株
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 ［第１四半期連結累計期間の概要］ 

 国内石油製品の需要は、景気低迷の影響を受け産業向けの燃料油需要が減少したことなどにより、昨年から引き続

き前年を下回りました。一方、ドバイ原油価格は、景気回復への期待感の高まりや投機資金の流入の影響などにより

６月には70ドル／バレル近辺まで上昇し、4～６月の平均価格は、59.1ドル／バレルとなりましたが、原油価格が歴

史的に急騰した前年同期比では57.8ドル／バレルの大幅な下落となりました。 

 また、石油化学製品の需要は、昨年秋から世界景気の減速により急激に落ち込んでいましたが、需要家の在庫調整

が進んだことや、中国の景気刺激策の効果等もあり、５月には国内のエチレン装置の稼働率も８ヶ月ぶりに90％台ま

で回復しました。石油化学原料であるナフサ価格は、原油価格と同様６月に約600ドル／トンまで上昇しましたが、

前年同期比では4～６月平均で前年同期比492ドル／トン下落の467ドル／トンとなりました。 

 当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上高は、原油・ナフサ価格の大幅な下落により前年同期比35.3％減

の6,741億円と大幅に減少しました。連結営業利益は前年同期比41.9％減の47億円となりました。 

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したが、当連結会計年度より総平均法に変更して

います。この変更により、連結営業利益で80億円増加しています。この結果、連結営業利益に含まれる在庫影響額

は、棚卸資産の簿価切下げの戻し益等も含め140億円の評価益となりました。 

 営業外損益は、持分法投資損失の増加等により前年同期比67億円減の55億円の損失となり、連結経常損益は101億

円減の８億円の損失となりました。 

 特別損益は、前年同期に比べ16億円利益減の２億円の利益となりました。また、法人税等、少数株主利益は、26億

円（前年同期比114億円減）となりました。 

 以上の結果、連結四半期純損益は前年同期に比べ３億円損失増の32億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。 

    （事業のセグメント別営業損益）                   

  

[石油製品部門] 

 石油製品需要は、揮発油では前年の暫定税率失効に伴う特需の影響や自動車登録台数減などにより減少し、中間留

分では景気減速による貨物輸送量の減少などの影響を受け、前年を下回りました。このような状況に対応し減産に取

り組みましたが、５月以降は投機資金の流入などを背景とした原油価格上昇などにより、中間留分のマージンは減少

しました。 

 当第１四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31.7％減の5,418億円となり、営業損失

は前年同期比で81億円改善し、29億円となりました。なお、営業損益に含まれる在庫影響額は、114億円の評価益と

なりました。 

[石油化学製品部門] 

 昨年夏場以降の世界景気の減速を受け大きく落ち込んでいた石油化学製品需要は、中国での需要の増加などもあり

今年に入り回復しましたが、４～６月の販売数量は景気後退前の前年同期と対比すると減少しました。 

 当第１四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53.2％減の877億円となり、営業利

益は前年同期比18.0％増の29億円となりました。なお、営業損益に含まれる在庫評価益は、26億円の評価益となりま

した。 

[石油開発部門] 

 ブレント原油は、前年同期比52.4ドル／バレル下落の44.5ドル／バレルと大幅に下落し、収益に大きく影響しまし

た。 

 当第１四半期連結累計期間における石油開発部門の売上高は、原油価格の大幅な下落により、前年同期比60.6％減

の123億円、営業利益は前年同期比87.2％減の20億円となりました。なお、原油の産出を行っているノルウェーの子

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

事業セグメント 前第１四半期 当第１四半期 増減額  前年同期比 

（億円） （億円） （億円） （％） 

石油製品 △111 △29 81 － 

（在庫評価益影響除き） (△157) (△143) (14) － 

石油化学製品 25 29 4 18.0 
（在庫評価益影響除き） (16) (3) (△12) △79.4 

石油開発 158 20 △138 △87.2 

石炭 8 35 27 323.1 

その他 △0 △8 △8 － 

計 81 47 △34 △41.9 

（在庫評価益影響除き） (25) (△93) (△118) － 
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会社の連結対象期間は、平成21年１月から３月までです。 

[石炭部門] 

 石炭事業では、エンシャム鉱山が昨年１月の集中豪雨災害前の水準まで回復し、オーストラリア自社炭の生産数量

は172万トンと前年同期比21万トンの増加となりました。 

 当第１四半期連結累計期間における石炭部門の売上高は、石炭生産数量の増加等により前年同期比46.1％増の149

億円となり、営業利益は前年同期比27億円利益増の35億円となりました。なお、石炭の産出を行っているオーストラ

リアの子会社の連結対象期間は、平成21年１月から３月までです。 

    [その他部門] 

 当第１四半期連結累計期間におけるその他部門の売上高は、前年同期比10.4％減の174億円となり、営業損益は８

億円の営業損失となりました。  
  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 原油価格の上昇により、資産の部では売掛債権やたな卸資産が増加し、負債の部では買掛債務が増加しています。

また、有利子負債は、原油価格の上昇等により必要運転資金が増加したため前連結会計年度末に比べ589億円増加し

ました。これらの結果、連結総資産は２兆3,706億円となり、前連結会計年度末に比べ808億円増加し、連結負債は１

兆8,942億円となり、前連結会計年度末に比べ716億円増加しました。 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は株価の上昇により有価証券評価差額金が増加したことや、前連結会計

年度末から円安が進み為替換算調整勘定が増加したことなどにより4,764億円となり、前連結会計年度末に比べ92億

円増加しました。 

 当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は、上記の結果19.0％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、2,954億円となり、前連結会計年

度末から71億円減少しました。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、467億円の支出となりました。これは、税金等調整前四半期純損失に加

え、原油価格上昇による売掛債権の増加やたな卸資産の増加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、199億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、556億円の収入となりました。これは、長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。 

  

  

 通期及び第２四半期連結累計期間の業績予想につきましては、当第１四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21年４月28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「棚卸資産の評価方法の変更及び業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 

 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。 

  ①たな卸資産 

  当社は、たな卸資産の評価方法について、従来、後入先出法によっていましたが、「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20年９月26日）が平成22年３月31日以前に開始する連結会計年度から適用で

きることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間より総平均法に変更しています。 

  この結果、従来の方法によった場合と比べて、営業利益は8,018百万円増加し、経常損失、及び税金等調整前四

半期純損失は同額減少しました。 

 ②在外連結子会社の収益及び費用の換算方法の変更 

   当社は、前連結会計年度より、在外子会社等の収益及び費用の換算基準について、決算日の直物為替相場から、

期中平均の直物為替相場による円貨に換算する原則的な換算基準に変更したため、前第１四半期連結会計期間と当

第１四半期連結会計期間で換算方法が異なっています。 

  なお、この変更による損益に与える影響は軽微です。   

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）

（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

（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
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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 291,653 298,082

受取手形及び売掛金 275,903 203,249

有価証券 3,771 4,406

たな卸資産 376,594 350,180

その他 93,074 111,545

貸倒引当金 △1,622 △1,522

流動資産合計 1,039,374 965,942

固定資産   

有形固定資産   

土地 616,428 616,740

その他（純額） 389,175 382,660

有形固定資産合計 1,005,603 999,400

無形固定資産   

のれん 6,140 6,327

その他 26,248 25,162

無形固定資産合計 32,388 31,489

投資その他の資産   

油田プレミアム資産 72,146 73,367

その他 222,494 221,093

貸倒引当金 △1,436 △1,485

投資その他の資産合計 293,204 292,976

固定資産合計 1,331,197 1,323,867

資産合計 2,370,572 2,289,809

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 262,197 227,221

短期借入金 413,437 429,538

1年内償還予定の社債 26,500 26,500

未払金 203,515 231,025

未払法人税等 22,621 20,655

賞与引当金 2,752 6,959

その他 69,838 64,680

流動負債合計 1,000,862 1,006,582

固定負債   

社債 6,600 6,600

長期借入金 532,538 457,024

退職給付引当金 40,601 41,944

修繕引当金 33,040 28,733
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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) 

豪州石炭鉱山災害復旧費用引当金 2,441 3,489

油田プレミアム負債 74,873 73,781

その他 203,235 204,463

固定負債合計 893,329 816,037

負債合計 1,894,192 1,822,619

純資産の部   

株主資本   

資本金 108,606 108,606

資本剰余金 71,135 71,135

利益剰余金 171,793 177,418

自己株式 △116 △115

株主資本合計 351,419 357,045

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,977 186

繰延ヘッジ損益 △1,998 △4,570

土地再評価差額金 120,002 119,998

為替換算調整勘定 △23,688 △29,596

評価・換算差額等合計 98,292 86,017

少数株主持分 26,668 24,127

純資産合計 476,379 467,190

負債純資産合計 2,370,572 2,289,809
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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 1,041,953 674,057

売上原価 973,930 611,633

売上総利益 68,022 62,424

販売費及び一般管理費   

運賃 14,049 12,713

賞与引当金繰入額 2,158 2,010

退職給付引当金繰入額 1,030 1,829

その他 42,708 41,179

販売費及び一般管理費合計 59,946 57,731

営業利益 8,075 4,692

営業外収益   

受取利息 624 267

受取配当金 3,421 1,818

持分法による投資利益 1,855 －

その他 717 500

営業外収益合計 6,619 2,586

営業外費用   

支払利息 3,782 3,976

持分法による投資損失 － 2,948

その他 1,629 1,187

営業外費用合計 5,411 8,111

経常利益又は経常損失（△） 9,283 △832

特別利益   

固定資産売却益 3,708 287

債務消滅益 － 1,000

その他 456 74

特別利益合計 4,165 1,362

特別損失   

減損損失 531 348

固定資産売却損 41 57

固定資産除却損 1,823 725

その他 4 27

特別損失合計 2,401 1,159

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

11,046 △629

法人税等 11,905 2,520

少数株主利益 2,024 52

四半期純損失（△） △2,884 △3,202
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

11,046 △629

減価償却費 18,719 19,063

減損損失 531 348

のれん償却額 195 148

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,339 △1,368

修繕引当金の増減額（△は減少） 3,142 4,190

受取利息及び受取配当金 △4,046 △2,085

支払利息 3,782 3,976

固定資産売却損益（△は益） △3,667 △230

豪州石炭鉱山災害復旧費用引当金の増減額（△は
減少）

－ △1,197

売上債権の増減額（△は増加） △28,380 △71,384

たな卸資産の増減額（△は増加） △97,015 △25,690

仕入債務の増減額（△は減少） 65,104 33,855

未払金の増減額（△は減少） △19,240 △22,751

未収入金の増減額（△は増加） － 28,063

その他 △2,145 △2,051

小計 △54,314 △37,743

利息及び配当金の受取額 4,671 2,295

利息の支払額 △3,167 △3,475

法人税等の支払額 △3,613 △7,787

営業活動によるキャッシュ・フロー △56,424 △46,710

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 △19,935

有形固定資産の売却による収入 3,965 694

無形固定資産の取得による支出 △728 △1,268

投資有価証券の取得による支出 △729 △593

投資有価証券の売却による収入 38 －

貸付金の純増減額 592 843

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 △2,928 398

投資活動によるキャッシュ・フロー △24,596 △19,861
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（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) 

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 △13,789

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 80,572

長期借入金の返済による支出 △8,513 △8,925

自己株式の取得による支出 △2 △1

配当金の支払額 △2,999 △2,999

少数株主への配当金の支払額 △64 △29

その他 △1,546 761

財務活動によるキャッシュ・フロー 78,175 55,589

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,433 3,817

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,278 △7,164

現金及び現金同等物の期首残高 113,685 302,488

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）

853 100

現金及び現金同等物の四半期末残高 109,260 295,424
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 該当事項はありません。 

  

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） 

（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) 石炭     ：石炭の調査、探鉱、開発及び販売 

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

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  

石油製品 

(百万円) 

石油化学 

製品 

(百万円) 

石油開発 

(百万円) 

石炭 

(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 10,182 19,430 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  10,182 20,871 1,044,617 (2,664) 1,041,953

営業利益又は営業損失（△） △11,054 2,493 15,845  827 △34 8,077 (2) 8,075

  

石油製品 

(百万円) 

石油化学 

製品 

(百万円) 

石油開発 

(百万円) 

石炭 

(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 541,783 87,701 12,276 14,881 17,414 674,057 － 674,057

(2）セグメント間の内部売上 

  高又は振替高 
443 336 －  － 1,135 1,915 (1,915) －

計 542,226 88,038 12,276  14,881 18,550 675,973 (1,915) 674,057

営業利益又は営業損失（△） △2,939 2,943 2,032  3,502 △851 4,686 6 4,692
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 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）及び当第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） 

  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。 

  

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）及び当第１四半期連結累計期 

（自平成21年４月１日 至平成21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。 

   

 該当事項はありません。 

   

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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