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

23年3月期第3四半期 2,627,682 17.7 84,745 141.5 85,772 249.7 39,909 452.5
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

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3四半期 997.97 ―

22年3月期第3四半期 180.64 ―

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3四半期 2,529,152 527,005 19.8 12,505.44
22年3月期 2,476,142 497,286 19.0 11,741.64

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  500,096百万円 22年3月期  469,554百万円

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 ― 75.00 ― 75.00 150.00
23年3月期 ― 75.00 ―

23年3月期 
（予想）

75.00 150.00

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 3,550,000 14.1 99,000 122.7 95,000 212.6 40,000 569.2 1,000.24
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(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は【添付資料】Ｐ．４「その他の情報」をご覧下さい。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）詳細は【添付書類】Ｐ．４「その他の情報」をご覧下さい。 

(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レビュー手続きの対象外であり、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
に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につい
ては、四半期決算短信【添付資料】Ｐ．3「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「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3Q  40,000,000株 22年3月期  40,000,000株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  9,679株 22年3月期  9,444株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  39,990,456株 22年3月期3Q  39,990,354株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間の国内石油製品需要は、産業界での省エネ対応の進展や物流合理化による貨物輸送

量減少等、構造的な漸減傾向にあるものの、７～９月の猛暑の影響等を受け、上期においては揮発油、軽油を中

心に需要が伸びました。10月以降は、気温が高めに推移したことによる灯油需要の減少等により、石油製品全体

での需要の伸びが鈍化しましたが、４～12月累計では前年を上回りました。 

ドバイ原油価格は、上期においては70～80ドル／バレルのレンジで推移しました。９月以降は、米国の追加金

融緩和への期待から商品市場に資金が流入したこと等により上昇基調に転じ、12月後半には、欧米での寒波によ

る暖房用需要の増加や米国の原油在庫の大幅減少等により、90ドル／バレルを超える高値となりました。４～12

月の平均価格は78.8ドル／バレルとなり、リーマンショックによる景気後退の影響が残っていた前年同期と比較

して11.3ドル／バレルの上昇となりました。 

 石油化学製品需要は、中国を中心とした海外需要が堅調に推移しました。石油化学原料であるナフサ価格は、

原油価格と同様に５月以降は一旦軟調に転じましたが、その後は上昇基調で推移し、前年同期比では152ドル／ト

ン上昇の725ドル／トンとなりました。 
  

  
  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・ナフサ価格が上昇した影響等により、前年同期

比17.7％増の2兆6,277億円となりました。連結営業利益は、石油製品マージンの改善及び合理化によるコスト削

減等により前年同期比141.5％増の847億円となりました。 

 営業外損益は、受取配当金の増加や持分法投資損益の改善等により前年同期比116億円増の10億円の利益とな

り、連結経常利益は249.7％増の858億円となりました。 

 特別損益は、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額等により、前年同期比で11億円損失増の83億円の損失

となりました。また、法人税等、少数株主利益は、前年同期比270.2％増の376億円となりました。 

  以上の結果、連結四半期純利益は前年同期比452.5％増の399億円となりました。 

  
セグメント別の業績は以下のとおりです。なお、当期よりマネジメントアプローチの導入に伴い、報告セグメ

ントを変更しています。前年度からの主な変更内容は、次頁「(※)セグメント区分変更の主な変更内容」をご覧

ください。 
  

[石油製品部門] 

  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、原油価格の上昇等により前年同期比18.0％増

の2兆1,365億円となりました。また、営業利益は、在庫評価益は減少したものの、継続的な減産実施等により

需給環境が改善したことや原油価格が前年と比較して安定推移したこと等から製品マージンが改善し、また、

第３次連結中期経営計画に沿って合理化を進めたことによるコスト低減効果等により、前年同期比264.3％増

の572億円となりました。 
  

[石油化学製品部門] 

  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、ナフサ価格が上昇したこと等により前年

同期比17.4％増の3,629億円となりました。営業利益は、合理化によるコスト低減等による増益要因はあった

ものの、中東・アジアにおける設備新増設の影響等によるパラキシレンのマージン縮小や在庫評価益の減少に

よる影響等により、前年対比37.0％減の36億円となりました。 
  
[資源部門]  

（石油開発事業） 

   当第３四半期連結累計期間における石油開発事業は、ブレント原油が77.1ドル／バレル(前年同期比20.0ド

ル／バレル上昇）と大幅に上昇したこと等により、売上高は前年同期比14.4％増の484億円となり、営業利益

は62.5％増の162億円となりました。 

（石炭事業・その他事業） 

    当第３四半期連結累計期間における石炭事業は、石炭価格が前年同期比で上昇したこと等により、売上高は

前年同期比21.0％増の653億円となり、営業利益は前年同期比34.2％増の127億円となりました。 

  以上の結果、資源部門計では、売上高は前年同期比18.1％増の1,137億円、営業利益は前年同期比48.7％増

の288億円となりました。 

１．当四半期の連結業績等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（ドル／バレル） 67.5 78.8  +11.3 +16.7% 

 ナフサ価格（ドル／トン） 573 725 +152 +26.6% 

 為替レート（円／ドル）  94.6 87.8 △6.7   △7.1% 
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[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7.5％減の145億円となり、営業損益は

９億円損失減の９億円の営業損失となりました。 

  

（※）セグメント区分変更の主な変更内容 

     

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産の部・負債の部及び純資産の部の状況   

 資産の部では、原油価格の上昇等により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まし

た。有利子負債は、前連結会計年度末から100億円減少し9,505億円となりました。これらの結果、連結総資産は

2兆5,292億円となり、前連結会計年度末に比べ530億円増加し、連結負債は2兆21億円となり、前連結会計年度末

に比べ233億円増加しました。 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、四半期純利益が増加したこと等により前連結会計年度末に比べ

297億円増加の5,270億円となりました。 

  当第３四半期連結会計期間末の自己資本比率は19.8％となりました。  

②キャッシュ・フローの状況 

 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、1,330億円となり、前連結会

計年度末から９億円減少しました。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、804億円の収入となりました。これは、税金等調整前四半期純利益

や減価償却費、仕入債務の増加などの資金増加要因が売掛債権の増加などの資金減少要因を上回ったことによる

ものです。 

 投資活動におけるキャッシュ・フローは、534億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

の増加などによります。 

  財務活動におけるキャッシュ・フローは、244億円の支出となりました。これは、有利子負債の減少等による

ものです。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  通期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22年11月２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。 
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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 

 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もり、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。  

   

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

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

います。  

  これに伴い、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ84百万円、税金等調整前四半期純利益

は、1,541百万円減少しています。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は2,670百万円で

す。なお、従来、海外連結子会社等で、固定負債のその他として計上していた資産除去債務等の第１四半期連結会

計期間の期首の金額が21,758百万円であるため、資産除去債務の期首の金額は合計では24,429百万円となります。

②「持分法に関する会計基準」の適用  

 第１四半期連結会計期間より、平成20年３月10日公表の「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号）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）を適用しています。  

 なお、この変更による損益に与える影響はありません。  

③「連結財務諸表に関する会計基準」の適用  

「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）に基づく「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年3月24日 内閣府令第5号）の適用により、

当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しています。 

  

  

  

  

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３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 128,733 129,947

受取手形及び売掛金 410,304 362,278

有価証券 4,223 3,911

たな卸資産 481,180 432,343

その他 105,554 98,117

貸倒引当金 △408 △514

流動資産合計 1,129,586 1,026,083

固定資産   

有形固定資産   

土地 608,236 612,057

その他（純額） 390,016 429,572

有形固定資産合計 998,253 1,041,630

無形固定資産   

のれん 38,020 38,322

その他 24,379 26,490

無形固定資産合計 62,399 64,813

投資その他の資産   

油田プレミアム資産 83,249 100,652

その他 256,658 244,001

貸倒引当金 △994 △1,038

投資その他の資産合計 338,912 343,615

固定資産合計 1,399,565 1,450,058

資産合計 2,529,152 2,476,142

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 349,247 326,251

短期借入金 279,124 327,222

コマーシャル・ペーパー 29,996 9,997

1年内償還予定の社債 － 6,600

未払金 231,509 217,893

未払法人税等 31,677 11,424

賞与引当金 2,882 6,352

その他 80,093 75,990

流動負債合計 1,004,532 981,732

固定負債   

長期借入金 635,896 609,732

退職給付引当金 33,230 37,536

修繕引当金 24,113 22,822

豪州石炭鉱山災害復旧費用引当金 1,005 1,191

資産除去債務 23,238 －

油田プレミアム負債 89,108 105,530

その他 191,021 220,308

固定負債合計 997,615 997,123

負債合計 2,002,147 1,978,855
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22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 71,131

利益剰余金 211,236 179,955

自己株式 △112 △110

株主資本合計 390,862 359,583

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,479 2,049

繰延ヘッジ損益 △3,692 △3,123

土地再評価差額金 126,947 124,317

為替換算調整勘定 △15,500 △13,272

評価・換算差額等合計 109,234 109,971

少数株主持分 26,908 27,731

純資産合計 527,005 497,286

負債純資産合計 2,529,152 2,476,142
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 2,231,872 2,627,682

売上原価 2,016,980 2,363,937

売上総利益 214,892 263,745

販売費及び一般管理費   

運賃 40,113 41,264

賞与引当金繰入額 1,988 1,894

退職給付引当金繰入額 4,515 3,555

その他 133,183 132,285

販売費及び一般管理費合計 179,800 179,000

営業利益 35,091 84,745

営業外収益   

受取利息 713 791

受取配当金 2,182 6,324

持分法による投資利益 － 5,023

その他 2,195 2,128

営業外収益合計 5,090 14,268

営業外費用   

支払利息 12,155 11,778

持分法による投資損失 1,240 －

その他 2,260 1,461

営業外費用合計 15,655 13,240

経常利益 24,526 85,772

特別利益   

固定資産売却益 1,367 715

債務消滅益 2,414 －

その他 2,340 207

特別利益合計 6,121 923

特別損失   

減損損失 2,965 4,456

固定資産売却損 112 139

固定資産除却損 4,117 1,871

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,456

投資有価証券評価損 5,500 1,064

その他 582 238

特別損失合計 13,278 9,226

税金等調整前四半期純利益 17,369 77,469

法人税等 9,168 35,239

少数株主損益調整前四半期純利益 － 42,230

少数株主利益 977 2,321

四半期純利益 7,224 39,909
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 17,369 77,469

減価償却費 59,380 58,514

減損損失 2,965 4,456

のれん償却額 451 1,441

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,635 △4,299

修繕引当金の増減額（△は減少） 4,863 1,290

受取利息及び受取配当金 △2,895 △7,116

支払利息 12,155 11,778

固定資産売却損益（△は益） △1,254 △385

投資有価証券評価損益（△は益） 5,500 1,064

豪州石炭鉱山災害復旧費用引当金の増減額（△は
減少）

△2,619 △171

売上債権の増減額（△は増加） △161,072 △46,459

たな卸資産の増減額（△は増加） △92,267 △48,313

仕入債務の増減額（△は減少） 82,221 23,496

未払金の増減額（△は減少） 31,469 21,309

未収入金の増減額（△は増加） 14,590 △14,654

その他 662 17,351

小計 △32,114 96,772

利息及び配当金の受取額 3,168 8,099

利息の支払額 △11,566 △11,797

法人税等の支払額 △30,111 △12,684

営業活動によるキャッシュ・フロー △70,624 80,390

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 △56,714 △38,904

有形固定資産の売却による収入 3,532 7,458

無形固定資産の取得による支出 △2,733 △2,489

投資有価証券の取得による支出 △6,520 △556

投資有価証券の売却による収入 107 53

貸付金の純増減額 2,946 △2,868

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△46,454 －

その他 △5,115 △16,118

投資活動によるキャッシュ・フロー △110,951 △53,425
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（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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） △85,290 △23,551

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 19,996 19,999

長期借入れによる収入 184,757 122,889

長期借入金の返済による支出 △64,857 △119,437

社債の償還による支出 △12,500 △6,600

自己株式の取得による支出 △3 △1

自己株式の売却による収入 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 △2,407 △972

その他 △3,578 △10,736

財務活動によるキャッシュ・フロー 30,122 △24,409

現金及び現金同等物に係る換算差額 8,034 △3,482

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △143,418 △927

現金及び現金同等物の期首残高 302,488 133,858

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）

525 25

現金及び現金同等物の四半期末残高 159,595 132,956
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  該当事項はありません。 

   

１．報告セグメントの概要  

 当社の事業セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営

資源の配分の決定及び業績の評価をするために、定期的に検討を行う対象となっているものです。 

 当社は取扱製品の性質や社内における事業の位置付け等を考慮した上で、セグメントに関する情報とし

て、「石油製品」「石油化学製品」及び「資源」の３つを報告セグメントとしています。また、その他の事

業セグメントは「その他」に集約しています。 

 「石油製品」では、燃料油及び潤滑油等の製造・販売を行っています。「石油化学製品」では、各種石油

化学製品の原料となる基礎化学品をはじめ、溶剤や各種機能材料の製造・販売を行っています。「資源」で

は、原油や石炭等のエネルギー資源の探鉱・開発・生産・販売を行っています。  

  

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 

  

前第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）（参考情報） 

（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、エンジニアリング事

業、保険事業、電子材料事業、アグリバイオ事業等を含んでいます。 

２．セグメント利益の調整額△3,985百万円には、セグメント間取引消去128百万円、各報告セグメント

に配分していない全社費用△4,113百万円が含まれています。全社費用は、主に報告セグメントに帰属

しない一般管理費及び研究開発費です。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  （単位：百万円）

  

報告セグメント
その他
（注）１

合計 
調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３ 石油製品 

石油化学

製品 資源 計

売上高                 

外部顧客への売上高  1,810,785  309,087  96,301  2,216,173  15,699  2,231,872  －  2,231,872

セグメント間の内部
売上高又は振替高  1,155  1,188  △0  2,344  1,272  3,616  △3,616  －

計  1,811,940  310,275  96,301  2,218,517  16,971  2,235,489  △3,616  2,231,872

セグメント利益又は損失（△）  15,714  5,785  19,391  40,891  △1,815  39,076  △3,985  35,091
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当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

  

（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、エンジニアリング事

業、保険事業、電子材料事業、アグリバイオ事業等を含んでいます。 

２．セグメント利益の調整額△4,073百万円には、セグメント間取引消去△1,059百万円、各報告セグメ

ントに配分していない全社費用△3,014百万円が含まれています。全社費用は、主に報告セグメントに

帰属しない一般管理費及び研究開発費です。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 前第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）（参考情報） 

  重要なものはありません。 

 当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

  重要なものはありません。 

  

（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）を適用しています。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

  （単位：百万円）

  

報告セグメント
その他
（注）１

合計 
調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３ 石油製品 

石油化学

製品 資源 計

売上高                 

外部顧客への売上高  2,136,536  362,878  113,746  2,613,162  14,520  2,627,682  －  2,627,682

セグメント間の内部
売上高又は振替高  1,630  1,346  △0  2,976  1,187  4,163  △4,163  －

計  2,138,167  364,224  113,746  2,616,138  15,708  2,631,846  △4,163  2,627,682

セグメント利益又は損失（△）  57,244  3,644  28,836  89,724  △905  88,818  △4,073  84,745

（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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