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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9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 ％

23年3月期第2四半期 1,297,457 13.6 29,685 89.9 26,710 31.3 1,265 △75.5
22年3月期第2四半期 1,141,930 △43.3 15,629 △76.3 20,344 △68.3 5,175 △83.0

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

23年3月期第2四半期 1.49 1.44
22年3月期第2四半期 6.11 5.91

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

23年3月期第2四半期 1,485,676 322,515 20.5 359.25
22年3月期 1,645,048 331,579 19.2 372.74

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  304,318百万円 22年3月期  315,746百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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

22年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 8.00 8.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 2,600,000 △0.5 74,000 116.3 66,000 81.3 18,000 ― 21.25



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注） 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注） 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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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、 
   表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続の対象外ではありますが、この四半期決算短信の開示時点において、
金融商品取引法に基づく四半期レビュー報告書を受領しております。 

※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22年５月10日に公表いたしました通期の業績予想について、本資料において修正しております。本資料に記載されている業績見通し等の将来の記
述は、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、今後の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、【添付資料】 Ｐ．２．１．当四半期の連結業績等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を
ご参照下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】Ｐ．３ 「２．その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名     ― ）、 除外 ―社 （社名     ― ）

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） 23年3月期2Q  847,705,087株 22年3月期  847,705,087株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  619,714株 22年3月期  613,457株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  847,088,684株 22年3月期2Q  847,108,548株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間（平成22年４月～９月）の連結経営成績は、売上高は１兆2,975億円(前年同期比 

＋1,555億円)、営業利益は297億円(前年同期比＋141億円)、経常利益は267億円(前年同期比＋64億円)、四半期

純利益は13億円(前年同期比△39億円)となりました。 

 各セグメントの業績を示すと次のとおりであります。 

①  石油事業につきましては、国内製品市況の回復傾向が継続したことに加え、猛暑による需要の高まりもあ

り、売上は堅調に推移しました。一方で原油価格の下落等によるたな卸資産の在庫評価の影響が売上原価を押

し上げることとなりましたが、合理化施策を実行し経費削減に努めた結果、石油事業の経営成績は、 

売上高１兆2,726億円、セグメント利益81億円となりました。  

②  石油化学事業につきましては、需給環境の悪化により厳しい収益状況となり、売上高は164億円、セグメン

ト損失は13億円となりました。 

③  石油開発事業につきましては、原油価格が前年同期と比べ上昇した結果、売上高は369億円、セグメント利

益は192億円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①  当第２四半期連結会計期間末の連結財政状態と致しましては、総資産は１兆4,857億円となり、前連結会計

年度末比1,593億円減少しております。これは、主に原油価格の下落に伴いたな卸資産が減少したこと、及

び、有利子負債の返済により現金及び預金が減少したこと等によるものです。純資産は3,225億円と前連結会

計年度末比91億円の減少となり、自己資本比率は20.5%となりました。 

②  当第２四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フローは、営業活動は、税金等調整前四半期純利益や減価償

却費及びたな卸資産の減少額等といった収入が、仕入債務の減少額及び法人税等の支払額等の支出を上回った

結果、494億円のプラスとなりました。投資活動は、固定資産の取得による支出等により385億円のマイナスと

なりました。財務活動は、社債発行による収入があったものの、借入金の返済及び新株予約権付社債の償還等

の支出が上回ったため、1,185億円のマイナスとなりました。 

   以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物残高は、前年度末比1,085億円減少

の1,204億円となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の連結業績予想につきましては、前回想定（平成22年５月10日公表、原油価格75.0$/bbl、為替レート

90.0円/$）と比較し、石油事業において製品市況の改善や販売数量の増加により営業利益、経常利益の増益が見

込まれるため、売上高２兆6,000億円（前回公表比＋500億円）、営業利益740億円（前回公表比＋110億円）、経

常利益660億円（前回公表比＋80億円）、当期純利益180億円（前回公表と同じ）となる見通しです。 

 なお、今回の見通しは、通期（４月～３月）の原油価格78.0$/bbl、為替レート85.5円/$を前提としておりま

す。 

 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、

今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（会計処理基準に関する事項の変更）  

①資産除去債務に関する会計基準の適用 

  第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）

を適用しております。 

  これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ108百万円減少しており、税金等調整前四半期純利益は1,768

百万円減少しております。 

②「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

  第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表

分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10

日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 これによる経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

③棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

  一部の連結子会社において第１四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20年９月26日）を適用し、たな卸資産の評価方法を後入先出法から総平均法に変更しており

ます。 

  これにより、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1,896百万円増加しておりま

す。  

④企業結合に関する会計基準等の適用 

  企業結合等が当第２四半期連結会計期間に行われたことに伴い、当第２四半期連結会計期間より、「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）、「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）及び「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）を適用しております。 

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22年９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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 119,391 226,608 

受取手形及び売掛金 206,232 206,168 

商品及び製品 177,460 145,720 

仕掛品 1,094 469 

原材料及び貯蔵品 123,277 165,351 

その他 62,803 101,239 

貸倒引当金 △172 △222 

流動資産合計 690,086 845,336 

固定資産   

有形固定資産   

土地 301,910 303,104 

その他（純額） 302,330 294,588 

有形固定資産合計 604,240 597,693 

無形固定資産 11,988 12,563 

投資その他の資産   

その他 180,140 190,189 

貸倒引当金 △1,029 △876 

投資その他の資産合計 179,111 189,312 

固定資産合計 795,341 799,569 

繰延資産   

社債発行費 248 142 

繰延資産合計 248 142 

資産合計 1,485,676 1,645,048 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 186,966 216,111 

短期借入金 170,517 269,514 

1年内償還予定の新株予約権付社債 － 18,000 

未払金 189,365 202,794 

未払法人税等 8,282 9,194 

その他 32,032 28,560 

流動負債合計 587,165 744,174 

固定負債   

社債 37,000 15,000 

長期借入金 458,466 475,225 

特別修繕引当金 6,219 6,333 

退職給付引当金 5,824 5,899 

その他 68,483 66,834 

固定負債合計 575,995 569,293 

負債合計 1,163,160 1,313,468 
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22年９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22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 93,369 99,685 

自己株式 △135 △134 

株主資本合計 289,920 296,239 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 207 △529 

繰延ヘッジ損益 5,851 8,761 

土地再評価差額金 12,913 12,593 

為替換算調整勘定 △4,575 △1,318 

評価・換算差額等合計 14,397 19,507 

少数株主持分 18,197 15,832 

純資産合計 322,515 331,579 

負債純資産合計 1,485,676 1,645,048 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

売上高 1,141,930 1,297,457 

売上原価 1,060,199 1,204,361 

売上総利益 81,730 93,095 

販売費及び一般管理費 66,101 63,410 

営業利益 15,629 29,685 

営業外収益   

受取利息 445 84 

受取配当金 635 589 

為替差益 3,306 578 

持分法による投資利益 3,758 506 

その他 2,930 2,705 

営業外収益合計 11,076 4,465 

営業外費用   

支払利息 4,746 6,114 

その他 1,614 1,325 

営業外費用合計 6,361 7,440 

経常利益 20,344 26,710 

特別利益   

固定資産売却益 204 248 

投資有価証券売却益 57 － 

投資有価証券割当益 － 151 

関係会社株式売却益 － 13 

特別利益合計 262 413 

特別損失   

固定資産売却損 － 26 

固定資産処分損 1,759 903 

減損損失 1,664 2,334 

投資有価証券評価損 1,576 3,722 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,660 

生産物分与費用回収権償却損 － 3,523 

その他 125 － 

特別損失合計 5,126 12,171 

税金等調整前四半期純利益 15,480 14,953 

法人税等 9,067 11,744 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 3,209 

少数株主利益 1,237 1,943 

四半期純利益 5,175 1,265 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９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 15,480 14,953 

減価償却費 18,354 21,147 

のれん償却額 44 － 

負ののれん償却額 － △625 

固定資産処分損益（△は益） 1,759 880 

減損損失 1,664 2,334 

生産物分与費用回収権償却損 － 3,523 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,660 

投資有価証券割当益 － △151 

関係会社株式売却損益（△は益） － △13 

投資有価証券評価損益（△は益） 1,576 3,722 

引当金の増減額（△は減少） △770 △83 

受取利息及び受取配当金 △1,081 △674 

支払利息 4,746 6,114 

為替差損益（△は益） △1,328 717 

持分法による投資損益（△は益） △3,758 △506 

固定資産売却損益（△は益） △204 △221 

生産物分与費用回収権の回収額 2,105 3,100 

売上債権の増減額（△は増加） 24,093 △63 

たな卸資産の増減額（△は増加） △60,428 9,624 

仕入債務の増減額（△は減少） △5,289 △29,144 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 6,561 20,598 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △48,904 1,528 

その他 1,057 2,104 

小計 △44,320 60,525 

利息及び配当金の受取額 2,989 1,762 

利息の支払額 △4,243 △6,632 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 5,249 △6,236 

営業活動によるキャッシュ・フロー △40,324 49,419 

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 △7,164 △172 

投資有価証券の売却及び償還による収入 3,078 110 

関係会社株式の売却による収入 － 465 

有形固定資産の取得による支出 △46,454 △36,034 

有形固定資産の処分に伴う支出 △1,487 △525 

有形固定資産の売却による収入 2,402 4,087 

無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支
出

△4,479 △7,971 

短期貸付金の増減額（△は増加） △1,949 1,179 

その他 349 395 

投資活動によるキャッシュ・フロー △54,205 △38,465 

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） △14,859 △98,066 

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） 17,000 － 

長期借入れによる収入 41,200 85 

長期借入金の返済による支出 △26,109 △17,753 

社債の発行による収入 － 22,000 

新株予約権付社債の償還による支出 － △18,000 

配当金の支払額 △4,237 △6,779 

少数株主への配当金の支払額 △10 △9 

その他 △17 △24 

財務活動によるキャッシュ・フロー 12,966 △118,548 

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,178 △923 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △80,384 △108,516 

現金及び現金同等物の期首残高 159,919 228,907 

現金及び現金同等物の四半期末残高 79,535 120,390 
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 該当事項はありません。  

【事業の種類別セグメント情報】 

  前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

（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又は事業内容 

(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 

【所在地別セグメント情報】 

  前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

（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 

【海外売上高】 

  前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

（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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  
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  1,122,792  9,574  9,562  1,141,930  －  1,141,930

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 222  15,134  32,719  48,076 (48,076)  －

計  1,123,014  24,709  42,282  1,190,006 (48,076)  1,141,930

営業利益  6,866  10,163  570  17,600 (1,970)  15,629

  
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  1,112,600  29,329  1,141,930  －  1,141,930

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 19,530  84,697  104,228  (104,228)  －

計  1,132,130  114,027  1,246,158  (104,228)  1,141,930

営業利益  6,467  9,780  16,248  (619)  15,629

Ⅰ 海外売上高（百万円）  104,006

Ⅱ 連結売上高（百万円）  1,141,930

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  9.1
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【セグメント情報】  

１ 報告セグメントの概要  

 当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が、経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社グループは、「石油事業」、「石油化学事業」及び「石油開発事業」等を営んでおり、取り扱う製品やサービス

によって、当社及び当社の連結子会社別に、各々が独立した経営単位として事業活動を展開しております。 

 したがって、当社グループは、取り扱う製品やサービス別のセグメントから構成されており、「石油事業」、「石油

化学事業」及び「石油開発事業」の３つを報告セグメントとしております。 

 「石油事業」は、揮発油・ナフサ・灯油・軽油・重油・原油・潤滑油・液化石油ガス・アスファルト等の生産及び販

売をしております。「石油化学事業」は、ミックスキシレン・ベンゼン・トルエン・石油化学溶剤等の石油化学製品の

生産及び販売をしております。「石油開発事業」は、原油の開発、生産を行っております。 

２ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日）  

 (単位：百万円) 

（注） １「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、工事業、保険代理業、リース業、 

      旅行業、風力発電業等を含んでおります。 

２ セグメント利益又は損失（△）の調整額399百万円にはセグメント間取引消去242百万円、棚卸資産の調整額

287百万円、固定資産の調整額△129百万円が含まれております。  

３ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。  

(追加情報) 

 第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年３月27

日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日)

を適用しております。 

 該当事項はありません。  

  

  

  

  

石油事業 

   

  

石油化学事業 

  

  

石油開発事業 

  

  

その他 

(注)１  

  

調整額 

(注)２  

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

(注)３  

売上高              

外部顧客への売上高   1,258,619  7,039  16,132  15,665  －  1,297,457

セグメント間の内部売上高

又は振替高  
 13,942  9,396  20,743  18,523  (62,606)  －

計  1,272,562  16,435  36,875  34,189  (62,606)  1,297,457

セグメント利益又は損失（△）  8,096  △1,254  19,244  224  399  26,710

（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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