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

22年3月期第3四半期 2,231,872 △29.3 35,091 △66.1 24,526 △75.2 7,224 △70.2

21年3月期第3四半期 3,156,241 ― 103,367 ― 98,964 ― 24,281 ―

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3四半期 180.64 ―

21年3月期第3四半期 607.18 ―

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3四半期 2,504,973 490,089 18.5 11,585.04
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3四半期  463,292百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 75.00 ―

22年3月期 
（予想）

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 3,180,000 △16.3 42,000 △59.0 28,000 △68.6 6,000 80.5 150.04
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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．その他をご覧下さい。 

(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．その他をご覧下さい。 

(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11月４日に公表いたしました通期業績予想は、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】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 

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3四半期 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3四半期  9,399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3四半期 39,990,354株 21年3月期第3四半期 39,990,108株
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 国内石油製品の需要は、景気低迷に伴い産業向けを中心に前年同期に比べ減少しました。一方、ドバイ原油価
格は、世界景気の回復基調が続く中でアジアを中心とした堅調な需要、投機資金の流入の影響などにより、平成
21年春以降は上昇傾向で推移し、３月末時点の47.3ドル／バレルから10月以降70ドル／バレルを越える価格で取
引され、一時80ドル／バレル近くまで上昇しました。４～12月の平均価格は、67.5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26.8ドル／バレルの下落となりました。 
 石油化学製品の需要は、平成20年秋のリーマンショック以降急激に落ち込み、国内エチレン装置の稼働率は平
成21年１～３月期で75％程度まで低下しましたが、中国の景気刺激策の効果等による需要増加に後押しされ、平
成21年夏以降は90％台で推移しています。石油化学原料であるナフサ価格は、需要回復等を背景に期初から上昇
し４～12月平均価格は581ドル／トンとなりましたが、前年同期比では357ドル／トンの下落となりました。 

  
 当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は、原油・ナフサ価格が前年同期対比で大幅に下落したた
め、前年同期比29.3％減の２兆2,319億円となりました。連結営業利益は前年同期比66.1％減の351億円となりま
した。 
なお、当社はたな卸資産の評価方法を、第１四半期連結会計期間より後入先出法から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320億円増加しています。この結果、連結営業利益に含まれる在庫評価益
は、棚卸資産の簿価切下げの戻し益等も含め599億円となりました。 
 営業外損益は、受取配当金の減少や持分法投資損益の悪化等により前年同期比62億円損失増の106億円の損失
となり、連結経常利益は744億円減の245億円となりました。 
 特別損益は、保有する㈱日本航空の株式（普通株式及び優先株式）について55億円の評価損の計上等ありまし
たが、前年には世界的な景気低迷による投資有価証券評価損の計上146億円等があったため、前年同期に比べる
と93億円損失減の72億円の損失となりました。また、法人税等、少数株主利益は、101億円（前年同期比481億円
減）となりました。 
 以上の結果、連結四半期純利益は前年同期に比べ171億円減の72億円となりました。 
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、自動車登録台数の減少や燃費向上など構造的な減少傾向はあるものの、高速道
路料金引き下げによる効果等もあり、ほぼ前年並みとなりました。中間留分では、景気減速による貨物輸送量の
減少や国内工場の稼働減などの影響を受け、前年を下回りました。景気低迷の影響による国内外の産業用燃料油
の需要減少に対応して減産を継続強化するとともに、コスト削減等の合理化による供給コストの低減にも努めま
したが、期初から上昇した原油のコストアップ及び海外製品マーケットの低迷継続に伴う国内製品マーケットの
悪化により、製品マージンが悪化しました。 
 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27.5％減の１兆7,687億円となり、
営業利益は前年同期比84.3％減の97億円となりました。なお、営業利益に含まれる在庫評価益は551億円となり

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

(原油価格、ナフサ価格、為替レートの状況） 

  前第３四半期   
連結累計期間 

当第３四半期   
連結累計期間 増減 

 ドバイ原油 94.3ドル／バレル   67.5ドル／バレル  △26.8ドル／バレル △28.4% 

 ナフサ価格 938ドル／トン 581ドル／トン △357ドル／トン △38.0% 

 為替レート  103.8円／ドル   94.6円／ドル   △9.2円／ドル   △8.9%  

事業セグメント 前第３四半期 当第３四半期 増減額  前年同期比 
（億円）  （億円） （億円） （％） 

石油製品 614 97 △518 △84.3 
（在庫評価益影響除き） (305) (△454) (△758) － 
石油化学製品 △102 65 167 － 
（在庫評価益影響除き） (△81) (18) (99) － 
石油開発 434 100 △334 △77.0 
石炭 79 100 21 26.7 
その他 9 △11 △19 － 

計 1,034 351 △683 △66.1 
（在庫評価益影響除き） (748) (△248) (△996) － 
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ました。 
[石油化学製品部門] 
 平成20年秋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、中国の四兆元景気対策に
よる需要増加の影響により３月以降は急速に回復し基礎原料のエチレン生産数量は平成21年10月から12月まで３
ヶ月連続で前の月を上回るまで回復しました。この結果、４～12月の販売数量は前年同期比で増加に転じまし
た。また、パラキシレン・スチレンモノマーなど基礎化学品の製品市況も堅調に推移しました。 
 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38.2％減の3,091億円となり、
営業損益は前年同期比で167億円増加し65億円の利益となりました。なお、営業利益に含まれる在庫評価益は46
億円となりました。 
[石油開発部門] 
 ブレント原油は、前年同期比53.8ドル／バレル下落の57.2ドル／バレルと大幅に下落したことから、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54.9％減の423億円、営業利益は前年同期比
77.0％減の100億円となりました。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
21年１月から９月です。 
 平成21年11月には、英領北海に17鉱区・９油田（持分権益約5,000バレル／日）を保有する英国法人石油開発
会社を買収しました。 
[石炭部門] 
 石炭事業では、エンシャム鉱山が平成20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702万トンと前年同期比225万トンの増加となりました。 
 当第３四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や豪ドルの対米ドルレートが下
落したこと等から前年同期比24.8％増の532億円となり、営業利益は前年同期比26.7％増の100億円となりまし
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９月です。 
 平成21年９月には権益を100％保有するボガブライ鉱山について、今後生産規模を段階的に拡張し平成25年度
を目処に年産430万トンまで引き上げることを決定しました。 
[その他部門] 
 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、前年同期比25.8％減の586億円となり、営業損益

は前年同期比19億円利益減の11億円の営業損失となりました。     
  

（１）資産、負債の部及び純資産の状況 
  ①資産の部・負債の部  
 資産の部では、期初からの原油価格上昇等により売掛債権やたな卸資産が増加するとともに現預金が減少し、
負債の部では有利子負債が増加しています。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454億円増加しました。これらの結果、連結総資産は２兆5,050億円となり、前連結会
計年度末に比べ2,152億円増加し、連結負債は２兆149億円となり、前連結会計年度末に比べ1,923億円増加しま
した。 
②純資産の部  
 当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ資源国通貨高が進み為替換算調整勘定
が増加したことなどにより4,901億円となり、前連結会計年度末に比べ229億円増加しました。 

   当第３四半期連結会計期間末の自己資本比率は18.5％となりました。  
（２）キャッシュ・フローの分析 
 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、1,596億円となり、前連結会
計年度末から1,429億円減少しました。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、706億円の支出となりました。これは、原油・ナフサ価格上昇によ
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、1,110億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
産の増加や子会社株式の取得などによります。 
 財務活動におけるキャッシュ・フローは、301億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21年11月４日
公表の予想を修正しました。なお、当該予想に関する詳細につきましては、本日公表の「通期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３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整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、税金等調整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、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、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32,046百万円増加しました。 
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３四半期連結会計期
間と当第３四半期連結会計期間で換算方法が異なっています。 
 なお、前第３四半期連結会計期間に変更後の換算基準を適用した場合、当該四半期連結会計期間の営業利益は
2,782百万円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は2,635百万円それぞれ増加し、前第３四半期連結累計期
間に変更後の換算基準を適用した場合、当該四半期連結累計期間の営業利益は7,268百万円、経常利益は7,074百
万円、税金等調整前四半期純利益は7,151百万円それぞれ増加します。 
③企業結合に関する会計基準等の適用 
 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、「連結財務諸表に関する会計基
準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「『研究開発等に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基
準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26
日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日）、「企業結合会計基準及び事業
分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）が平成21年４月１日以
後開始する連結会計年度において最初に実施される企業結合及び事業分離等から適用することができることにな
ったことに伴い、当第３四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用しています。 
  

  

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３四半期連結会計期間末 
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 154,689 298,082 
受取手形及び売掛金 373,747 203,249 
有価証券 4,906 4,406 
たな卸資産 443,732 350,180 
その他 113,150 111,545 
貸倒引当金 △658 △1,522 

流動資産合計 1,089,566 965,942 
固定資産   
有形固定資産   
土地 614,370 616,740 
その他（純額） 411,046 382,660 
有形固定資産合計 1,025,416 999,400 

無形固定資産   
のれん 5,854 6,327 
その他 68,269 25,162 
無形固定資産合計 74,123 31,489 

投資その他の資産   
油田プレミアム資産 87,190 73,367 
その他 229,853 221,093 
貸倒引当金 △1,177 △1,485 

投資その他の資産合計 315,866 292,976 

固定資産合計 1,415,406 1,323,867 

資産合計 2,504,973 2,289,809 
負債の部   
流動負債   
支払手形及び買掛金 316,378 227,221 
短期借入金 377,704 429,538 
コマーシャル・ペーパー 19,996 － 
1年内償還予定の社債 20,600 26,500 
未払金 262,193 231,025 
未払法人税等 10,636 20,655 
賞与引当金 3,054 6,959 
その他 74,501 64,680 
流動負債合計 1,085,064 1,006,582 

固定負債   
社債 － 6,600 
長期借入金 548,362 457,024 
退職給付引当金 38,509 41,944 
修繕引当金 33,713 28,733 
豪州石炭鉱山災害復旧費用引当金 1,373 3,489 
油田プレミアム負債 92,174 73,781 
その他 215,686 204,463 
固定負債合計 929,819 816,037 

負債合計 2,014,884 1,822,619 
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成21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21年３月31日) 

純資産の部   
株主資本   
資本金 108,606 108,606 
資本剰余金 71,131 71,135 
利益剰余金 180,250 177,418 
自己株式 △110 △115 

株主資本合計 359,879 357,045 
評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 739 186 
繰延ヘッジ損益 △2,423 △4,570 
土地再評価差額金 120,938 119,998 
為替換算調整勘定 △15,841 △29,596 

評価・換算差額等合計 103,413 86,017 

少数株主持分 26,796 24,127 
純資産合計 490,089 467,190 

負債純資産合計 2,504,973 2,289,809 
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（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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 3,156,241 2,231,872 
売上原価 2,865,959 2,016,980 
売上総利益 290,281 214,892 
販売費及び一般管理費   
運賃 42,747 40,113 
賞与引当金繰入額 2,615 1,988 
退職給付引当金繰入額 3,210 4,515 
その他 138,342 133,183 
販売費及び一般管理費合計 186,914 179,800 

営業利益 103,367 35,091 
営業外収益   
受取利息 1,739 713 
受取配当金 4,061 2,182 
持分法による投資利益 757 － 
その他 4,786 2,195 
営業外収益合計 11,345 5,090 

営業外費用   
支払利息 12,027 12,155 
持分法による投資損失 － 1,240 
その他 3,720 2,260 
営業外費用合計 15,748 15,655 

経常利益 98,964 24,526 
特別利益   
固定資産売却益 4,459 1,367 
債務消滅益 － 2,414 
その他 935 2,340 
特別利益合計 5,395 6,121 

特別損失   
減損損失 2,087 2,965 
固定資産売却損 110 112 
固定資産除却損 4,827 4,117 
投資有価証券評価損 14,583 5,500 
その他 235 582 
特別損失合計 21,844 13,278 

税金等調整前四半期純利益 82,514 17,369 
法人税等 51,013 9,168 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 8,201 

少数株主利益 7,219 977 
四半期純利益 24,281 7,224 
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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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 17,369 
減価償却費 56,756 59,380 
減損損失 2,087 2,965 
のれん償却額 537 451 
退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,204 △3,635 
修繕引当金の増減額（△は減少） 6,294 4,863 
受取利息及び受取配当金 △5,800 △2,895 
支払利息 12,027 12,155 
固定資産売却損益（△は益） △4,348 △1,254 
投資有価証券評価損益（△は益） 14,583 5,500 
豪州石炭鉱山災害復旧費用引当金の増減額（△は
減少） － △2,619 

売上債権の増減額（△は増加） 32,651 △161,072 
たな卸資産の増減額（△は増加） 21,376 △92,267 
仕入債務の増減額（△は減少） △143,019 82,221 
未払金の増減額（△は減少） 34,565 31,469 
未収入金の増減額（△は増加） － 14,590 
その他 23,539 662 

小計 128,561 △32,114 

利息及び配当金の受取額 6,490 3,168 
利息の支払額 △11,249 △11,566 
法人税等の支払額 △32,513 △30,111 

営業活動によるキャッシュ・フロー 91,288 △70,624 

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 △56,714 
有形固定資産の売却による収入 6,557 3,532 
無形固定資産の取得による支出 △6,286 △2,733 
投資有価証券の取得による支出 △2,329 △6,520 
投資有価証券の売却による収入 2,194 107 
貸付金の純増減額 10,573 2,946 
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 △46,454 

その他 △6,510 △5,115 

投資活動によるキャッシュ・フロー △52,604 △110,951 
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（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 △85,290 
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △49,982 19,996 
長期借入れによる収入 86,560 184,757 
長期借入金の返済による支出 △70,684 △64,857 
社債の償還による支出 △39,900 △12,500 
自己株式の取得による支出 △4 △3 
自己株式の売却による収入 4 4 
配当金の支払額 △5,998 △5,998 
少数株主への配当金の支払額 △4,756 △2,407 
その他 △7,169 △3,578 

財務活動によるキャッシュ・フロー 52,043 30,122 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,633 8,034 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 87,094 △143,418 

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） 853 525 

現金及び現金同等物の四半期末残高 201,632 159,595 
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 該当事項はありません。 
  

  
前第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） 

  
当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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) 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 

  
    
  

 前第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）及び当第３四半期連結累計期間 
（自平成21年４月１日 至平成21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。 
  

  

前第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）及び当第３四半期連結累計期間 
（自平成21年４月１日 至平成21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。 

（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 2,440,923 499,985 93,736 42,631 78,964 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  42,631 82,019 3,162,522 (6,281) 3,156,241 

営業利益又は営業損失（△） 61,436 △10,227 43,369 7,925 869 103,372 (5) 103,367 

  
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 1,768,694 309,087 42,320 53,203 58,567 2,231,872 － 2,231,872 

(2）セグメント間の内部売上 
  高又は振替高 

1,432 1,188 －  － 3,331 5,952 (5,952) － 

計 1,770,126 310,275 42,320  53,203 61,898 2,237,825 (5,952) 2,231,872 

営業利益又は営業損失（△） 9,671 6,486 9,959  10,045 △1,092 35,070 21 35,091 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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 該当事項はありません。 
  

（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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