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コスモ石油株式会社コスモ石油株式会社コスモ石油株式会社コスモ石油株式会社コスモ石油株式会社コスモ石油株式会社コスモ石油株式会社コスモ石油株式会社



【【【【 10101010年度上期実績年度上期実績年度上期実績年度上期実績】】】】連結損益の概要連結損益の概要連結損益の概要連結損益の概要 前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比

（億円）
10年度10年度10年度10年度 09年度09年度09年度09年度

上期上期上期上期 上期上期上期上期 増 減増 減増 減増 減

10/4-9月10/4-9月10/4-9月10/4-9月 09/4-9月09/4-9月09/4-9月09/4-9月

営 業 外 損 益 △ 30 47 △ 77

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 297 156 141

販 管 費 634 661 △ 27

売 上 原 価 12,044 10,602 1,442

売売売売 上上上上 高高高高 12,975 11,419 1,556

決算短信決算短信決算短信決算短信

補足資料補足資料補足資料補足資料 1

Copyright © 2010 COSMO OIL CO.,LTD. All Rights Reserved. http://www.cosmo-oil.co.jp

【参考】

在在在在 庫庫庫庫 評評評評 価価価価 除除除除 きききき

経経経経 常常常常 利利利利 益益益益 396 △ 211 607

在 庫 評 価 の 影 響 △ 129 414 △ 543

在在在在 庫庫庫庫 評評評評 価価価価 除除除除 きききき

営営営営 業業業業 利利利利 益益益益 684426 △ 258

少 数 株 主 利 益 19 12 7

四四四四 半半半半 期期期期 純純純純 利利利利 益益益益 13 52 △ 39

特 別 損 益 △ 118 △ 49 △ 69

法 人 税 等 117 90 27

経経経経 常常常常 利利利利 益益益益 267 203 64



（千ＫＬ）（千ＫＬ）（千ＫＬ）（千ＫＬ）

10年度上期実績年度上期実績年度上期実績年度上期実績 09年度上期実績年度上期実績年度上期実績年度上期実績 前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比

連結経常利益連結経常利益連結経常利益連結経常利益 267億円億円億円億円 203億円億円億円億円 64億円億円億円億円

在庫評価の影響在庫評価の影響在庫評価の影響在庫評価の影響 △△△△129億円億円億円億円 414億円億円億円億円 △△△△543億円億円億円億円

在庫評価の影響を除いた在庫評価の影響を除いた在庫評価の影響を除いた在庫評価の影響を除いた

連結経常利益連結経常利益連結経常利益連結経常利益 396億円億円億円億円 △△△△211億円億円億円億円 607億円億円億円億円

受入原油価格受入原油価格受入原油価格受入原油価格

為替為替為替為替

原油原油原油原油:75.68$/B
為替為替為替為替:90.10円円円円/$

原油原油原油原油:60.80$/B
為替為替為替為替:96.33円円円円/$

原油原油原油原油:14.88$/B
為替為替為替為替:△△△△6.23円円円円/$

【【【【10101010年度上期年度上期年度上期年度上期実績実績実績実績】】】】連結損益サマリー連結損益サマリー連結損益サマリー連結損益サマリー 前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比

連結経常利益連結経常利益連結経常利益連結経常利益 セグメント別内訳セグメント別内訳セグメント別内訳セグメント別内訳
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連結経常利益連結経常利益連結経常利益連結経常利益 セグメント別内訳セグメント別内訳セグメント別内訳セグメント別内訳

10年度上期実績年度上期実績年度上期実績年度上期実績 09年度上期実績年度上期実績年度上期実績年度上期実績 前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比

石油事業石油事業石油事業石油事業 81億円億円億円億円 63億円億円億円億円 18億円億円億円億円

石油事業石油事業石油事業石油事業

（在庫評価除き）（在庫評価除き）（在庫評価除き）（在庫評価除き）
207億円億円億円億円 △△△△340億円億円億円億円 547億円億円億円億円

石油化学事業石油化学事業石油化学事業石油化学事業 △△△△13億円億円億円億円 26億円億円億円億円 △△△△39億円億円億円億円

石油化学事業石油化学事業石油化学事業石油化学事業

（在庫評価除き）（在庫評価除き）（在庫評価除き）（在庫評価除き）
△△△△10億円億円億円億円 16億円億円億円億円 △△△△26億円億円億円億円

石油開発事業石油開発事業石油開発事業石油開発事業 192億円億円億円億円 128億円億円億円億円 64億円億円億円億円

その他事業他その他事業他その他事業他その他事業他 7億円億円億円億円 △△△△14億円億円億円億円 21億円億円億円億円



決算短信決算短信決算短信決算短信

補足資料補足資料補足資料補足資料【【【【 10101010年度上期年度上期年度上期年度上期実績実績実績実績】】】】連結経常利益連結経常利益連結経常利益連結経常利益 前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比 増減増減増減増減分析分析分析分析

単位：億円単位：億円単位：億円単位：億円

3

-26+117

396

+22
マージンマージンマージンマージン + 431

内需販売数量内需販売数量内需販売数量内需販売数量 - 14
輸出輸出輸出輸出 +13

合理化合理化合理化合理化 + 90

+64

・・・・ マージン大幅改善（前年対比）マージン大幅改善（前年対比）マージン大幅改善（前年対比）マージン大幅改善（前年対比） ⇒⇒⇒⇒ 当初計画通りのマージン確保当初計画通りのマージン確保当初計画通りのマージン確保当初計画通りのマージン確保

・・・・ 当初計画通りの合理化（コスト削減）を着実に実行当初計画通りの合理化（コスト削減）を着実に実行当初計画通りの合理化（コスト削減）を着実に実行当初計画通りの合理化（コスト削減）を着実に実行
ポイントポイントポイントポイント

Copyright © 2010 COSMO OIL CO.,LTD. All Rights Reserved. http://www.cosmo-oil.co.jp

2009年度

上期実績

マージン

・

販売数量

その他

2010年度上期実績

在庫評価

除き

経常利益

石油事業

石油開発

事業

その他

事業他

在庫評価

除き

経常利益

石油化学

事業

-211

0 +430

合理化合理化合理化合理化 + 90
その他その他その他その他 + 27

在庫評価の影響除き在庫評価の影響除き在庫評価の影響除き在庫評価の影響除き

連結経常利益連結経常利益連結経常利益連結経常利益

前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比+ + + + 607607607607億円億円億円億円
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補足資料補足資料補足資料補足資料【【【【 10101010年度上期年度上期年度上期年度上期実績実績実績実績】】】】連結連結連結連結 C/FC/FC/FC/F およびおよびおよびおよび B/SB/SB/SB/Sのののの概要概要概要概要

単位：億円単位：億円単位：億円単位：億円

実績実績実績実績

(10年年年年9月末）月末）月末）月末）

前期末前期末前期末前期末

（10年（10年（10年（10年3月末）月末）月末）月末）
増減増減増減増減

総資産総資産総資産総資産 14,857 16,450 △ 1,593

実績実績実績実績(10年年年年9月末）月末）月末）月末） 前期末（10年3月末）比前期末（10年3月末）比前期末（10年3月末）比前期末（10年3月末）比

営業活動によるキャッシュ・フロー営業活動によるキャッシュ・フロー営業活動によるキャッシュ・フロー営業活動によるキャッシュ・フロー 494 ----

投資活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー △ 385 ----

財務活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,185 ----

期末のキャッシュ残高期末のキャッシュ残高期末のキャッシュ残高期末のキャッシュ残高 1,204 △ 1,085

4
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※有利子負債総額から現預金および短期運用資金残高を控除したもの

総資産総資産総資産総資産 14,857 16,450 △ 1,593

純資産純資産純資産純資産 3,225 3,316 △  91

自己資本自己資本自己資本自己資本 3,043 3,157 △ 114

　　自己資本比率　　自己資本比率　　自己資本比率　　自己資本比率 20.5% 19.2% 1.3ポイント改善1.3ポイント改善1.3ポイント改善1.3ポイント改善

有利子負債有利子負債有利子負債有利子負債(ゼロクーポン社債を含む）ゼロクーポン社債を含む）ゼロクーポン社債を含む）ゼロクーポン社債を含む） 6,660 7,777 △ 1,117

　　有利子負債依存度　　有利子負債依存度　　有利子負債依存度　　有利子負債依存度 44.8% 47.3% 2.5ポイント改善2.5ポイント改善2.5ポイント改善2.5ポイント改善

　　Ｄ／Ｅレシオ（倍）　　Ｄ／Ｅレシオ（倍）　　Ｄ／Ｅレシオ（倍）　　Ｄ／Ｅレシオ（倍） 2.2 2.5 0.3ポイント改善0.3ポイント改善0.3ポイント改善0.3ポイント改善

ネット有利子負債（ゼロクーポン社債を含む）※ネット有利子負債（ゼロクーポン社債を含む）※ネット有利子負債（ゼロクーポン社債を含む）※ネット有利子負債（ゼロクーポン社債を含む）※ 5,456 5,488 △  32

　　有利子負債依存度　　有利子負債依存度　　有利子負債依存度　　有利子負債依存度 36.7% 33.4% 3.3ポイント悪化3.3ポイント悪化3.3ポイント悪化3.3ポイント悪化

　　Ｄ／Ｅレシオ（倍）　　Ｄ／Ｅレシオ（倍）　　Ｄ／Ｅレシオ（倍）　　Ｄ／Ｅレシオ（倍） 1.8 1.7 0.1ポイント悪化0.1ポイント悪化0.1ポイント悪化0.1ポイント悪化



（千ＫＬ）（千ＫＬ）（千ＫＬ）（千ＫＬ）

10年度通期予想年度通期予想年度通期予想年度通期予想 10年度当初公表年度当初公表年度当初公表年度当初公表 当初公表比当初公表比当初公表比当初公表比

連結経常利益連結経常利益連結経常利益連結経常利益 660億円億円億円億円 580億円億円億円億円 80億円億円億円億円

（在庫評価の影響）（在庫評価の影響）（在庫評価の影響）（在庫評価の影響） △△△△80億円億円億円億円 0億円億円億円億円 △△△△80億円億円億円億円

在庫評価の影響を除いた在庫評価の影響を除いた在庫評価の影響を除いた在庫評価の影響を除いた

連結経常利益連結経常利益連結経常利益連結経常利益
740億円億円億円億円 580億円億円億円億円 160億円億円億円億円

業績予想の前提業績予想の前提業績予想の前提業績予想の前提
原油原油原油原油:78.0$/B
為替為替為替為替:85.5円円円円/$

原油原油原油原油:75.0$/B
為替為替為替為替:90.0円円円円/$

原油原油原油原油:3.0$/B
為替為替為替為替:△△△△4.5円円円円/$

【【【【10101010年度通期年度通期年度通期年度通期業績予想業績予想業績予想業績予想】】】】連結連結連結連結業績業績業績業績予想サマリー予想サマリー予想サマリー予想サマリー 当初公表比当初公表比当初公表比当初公表比
決算短信決算短信決算短信決算短信
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■■■■10101010年度下期前提年度下期前提年度下期前提年度下期前提
原油：原油：原油：原油：80.080.080.080.0＄＄＄＄////B 
為替：為替：為替：為替：82.082.082.082.0円円円円////＄＄＄＄
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連結経常利益連結経常利益連結経常利益連結経常利益 セグメント別内訳セグメント別内訳セグメント別内訳セグメント別内訳

10年度通期予想年度通期予想年度通期予想年度通期予想 10年度当初公表年度当初公表年度当初公表年度当初公表 当初公表比当初公表比当初公表比当初公表比

石油事業石油事業石油事業石油事業 270億円億円億円億円 170億円億円億円億円 100億円億円億円億円

石油事業石油事業石油事業石油事業

（在庫評価除き）（在庫評価除き）（在庫評価除き）（在庫評価除き）
350億円億円億円億円 170億円億円億円億円 180億円億円億円億円

石油化学事業石油化学事業石油化学事業石油化学事業 △△△△20億円億円億円億円 25億円億円億円億円 △△△△45億円億円億円億円

石油化学事業石油化学事業石油化学事業石油化学事業

（在庫評価除き）（在庫評価除き）（在庫評価除き）（在庫評価除き）
△△△△20億円億円億円億円 25億円億円億円億円 △△△△45億円億円億円億円

石油開発事業石油開発事業石油開発事業石油開発事業 375億円億円億円億円 360億円億円億円億円 15億円億円億円億円

その他事業他その他事業他その他事業他その他事業他 35億円億円億円億円 25億円億円億円億円 10億円億円億円億円

為替：為替：為替：為替：82.082.082.082.0円円円円////＄＄＄＄



【【【【 10101010年度年度年度年度通期業績予想通期業績予想通期業績予想通期業績予想】】】】連結経常利益連結経常利益連結経常利益連結経常利益 当初公表比当初公表比当初公表比当初公表比 増減増減増減増減分析分析分析分析

単位：億円単位：億円単位：億円単位：億円

決算短信決算短信決算短信決算短信
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580

-45
+31

740

+10

マージンマージンマージンマージン +125
内需販売数量内需販売数量内需販売数量内需販売数量 +11

輸出輸出輸出輸出 +13

+15

+149
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当初公表

マージン

・

販売数量

その他

2010年度期末業績予想

在庫評価

除き

経常利益

石油事業

石油化学

事業

石油開発

事業

その他

事業他

在庫評価

除き

経常利益

0

輸出輸出輸出輸出 +13

在庫評価の影響除き在庫評価の影響除き在庫評価の影響除き在庫評価の影響除き

連結経常利益連結経常利益連結経常利益連結経常利益

当初公表比当初公表比当初公表比当初公表比+ + + + 160160160160億円億円億円億円


