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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 1,995,778 10.8 56,878 448.3 51,278 349.3 14,514 ―
22年3月期第3四半期 1,800,553 △36.4 10,372 ― 11,412 ― △18,466 ―

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 17.13 16.75
22年3月期第3四半期 △21.80 ―

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 1,602,554 336,637 19.8 374.63
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3四半期  317,341百万円 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  無  
 

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あり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連
結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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11月４日公表の通期連結業績予想を修正しておりません。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。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3Q  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3Q  626,976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3Q  847,086,530株 22年3月期3Q  847,106,701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（平成22年４月～12月）の連結経営成績は、売上高は１兆9,958億円(前年同期比 

＋1,952億円)、営業利益は569億円(前年同期比＋465億円)、経常利益は513億円(前年同期比＋399億円)、四半期

純利益は145億円(前年同期は純損失185億円)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、原油価格が上昇する中で国内製品市況の回復傾向が続いたことや、夏場の猛暑に

よる需要の高まりもあったため、売上は堅調に推移しました。上記に加え、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、売上高は１兆9,586億円、セグメント利益は241億円となりました。  

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304億円、セグメン

ト損失は10億円となりました。 

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546億円、セグメント利

益は278億円となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①  当第３四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１兆6,026億円となり、前連結会計

年度末比424億円減少しております。これは、主に原油価格の上昇に伴いたな卸資産が増加する一方で、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3,366億円と前連結会計年度末

比50億円の増加となり、自己資本比率は19.8%となりました。 

②  当第３四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

却費及び仕入債務の増加額等といった収入が、たな卸資産の増加額及び売上債権の増加額等の支出を上回った

結果、２億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577億円のマイナスと

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、760億円のマイナスとなりました。 

   以上の結果、当第３四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1,349億円減少

の940億円となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年11月４日に公表いたしました通期の業績予想に変更はありません。 

 なお、業績予想につきましては、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169百万円減少しており、税金等調整前四半期純利益は 

 1,829百万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2,417百万円増加しておりま

す。  

④企業結合に関する会計基準等の適用 

  企業結合等が第２四半期連結会計期間に行われたことに伴い、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 94,043 226,608 

受取手形及び売掛金 253,402 206,168 

商品及び製品 193,096 145,720 

仕掛品 1,299 469 

原材料及び貯蔵品 183,290 165,351 

その他 67,620 101,239 

貸倒引当金 △241 △222 

流動資産合計 792,510 845,336 

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 165,706 104,156 

土地 304,125 303,104 

その他（純額） 139,544 190,431 

有形固定資産合計 609,376 597,693 

無形固定資産 11,830 12,563 

投資その他の資産   

その他 189,417 190,189 

貸倒引当金 △921 △876 

投資その他の資産合計 188,495 189,312 

固定資産合計 809,702 799,569 

繰延資産   

社債発行費 341 142 

繰延資産合計 341 142 

資産合計 1,602,554 1,645,048 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 232,412 216,111 

短期借入金 174,405 269,514 

未払金 196,348 202,794 

未払法人税等 12,050 9,194 

その他 36,904 46,560 

流動負債合計 652,121 744,174 

固定負債   

社債 57,000 15,000 

長期借入金 477,628 475,225 

特別修繕引当金 6,341 6,333 

退職給付引当金 5,773 5,899 

その他 67,052 66,834 

固定負債合計 613,794 569,293 

負債合計 1,265,916 1,313,468 
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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 107,246 107,246 

資本剰余金 89,440 89,440 

利益剰余金 106,579 99,685 

自己株式 △137 △134 

株主資本合計 303,129 296,239 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 765 △529 

繰延ヘッジ損益 5,187 8,761 

土地再評価差額金 12,951 12,593 

為替換算調整勘定 △4,692 △1,318 

評価・換算差額等合計 14,211 19,507 

少数株主持分 19,296 15,832 

純資産合計 336,637 331,579 

負債純資産合計 1,602,554 1,645,048 
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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 1,800,553 1,995,778 

売上原価 1,690,923 1,844,551 

売上総利益 109,629 151,227 

販売費及び一般管理費 99,256 94,348 

営業利益 10,372 56,878 

営業外収益   

受取利息 482 159 

受取配当金 894 847 

為替差益 1,373 513 

持分法による投資利益 4,435 238 

その他 3,777 3,900 

営業外収益合計 10,962 5,659 

営業外費用   

支払利息 7,126 9,122 

その他 2,796 2,137 

営業外費用合計 9,923 11,259 

経常利益 11,412 51,278 

特別利益   

固定資産売却益 720 367 

投資有価証券売却益 58 － 

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 778 533 

特別損失   

固定資産売却損 57 100 

固定資産処分損 2,772 1,767 

減損損失 1,746 2,356 

投資有価証券売却損 450 － 

投資有価証券評価損 2,495 170 

関係会社株式売却損 － 22 

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 7,647 9,601 

税金等調整前四半期純利益 4,542 42,209 

法人税等 21,419 24,643 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 17,565 

少数株主利益 1,590 3,051 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △18,466 14,514 

コスモ石油(株)(5007) 平成23年3月期 第3四半期決算短信

6



（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 4,542 42,209 

減価償却費 28,079 33,426 

のれん償却額 66 － 

負ののれん償却額 － △938 

固定資産処分損益（△は益） 2,772 1,767 

減損損失 1,746 2,356 

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） － 9 

投資有価証券評価損益（△は益） 2,495 170 

引当金の増減額（△は減少） △1,114 △50 

受取利息及び受取配当金 △1,376 △1,006 

支払利息 7,126 9,122 

為替差損益（△は益） △290 1,174 

持分法による投資損益（△は益） △4,435 △238 

固定資産売却損益（△は益） △662 △266 

生産物分与費用回収権の回収額 3,571 4,229 

売上債権の増減額（△は増加） △48,133 △47,233 

たな卸資産の増減額（△は増加） △94,834 △66,314 

仕入債務の増減額（△は減少） 58,869 16,301 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △14,987 13,873 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △17,265 3,082 

その他 2,860 3,609 

小計 △70,969 20,315 

利息及び配当金の受取額 3,311 2,091 

利息の支払額 △6,761 △8,285 

法人税等の支払額 △1,120 △13,890 

営業活動によるキャッシュ・フロー △75,539 231 
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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) 

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 1,510 10 

投資有価証券の取得による支出 △7,548 △199 

関係会社株式の取得による支出 △395 △6,131 

投資有価証券の売却及び償還による収入 3,392 110 

関係会社株式の売却による収入 － 482 

有形固定資産の取得による支出 △58,506 △45,280 

有形固定資産の処分に伴う支出 △2,135 △1,169 

有形固定資産の売却による収入 3,415 4,450 

無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支
出

△7,344 △10,949 

短期貸付金の増減額（△は増加） △2,000 556 

その他 413 445 

投資活動によるキャッシュ・フロー △69,199 △57,676 

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） 13,825 △97,656 

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） 35,000 － 

長期借入れによる収入 68,276 25,648 

長期借入金の返済による支出 △31,438 △20,917 

社債の発行による収入 － 41,775 

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 △35 △81 

財務活動によるキャッシュ・フロー 81,380 △76,019 

現金及び現金同等物に係る換算差額 153 △1,399 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △63,205 △134,864 

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 96,714 94,043 
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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 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 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  1,768,042  16,233  16,276 1,800,553  －  1,800,553

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 312  24,457  55,113  79,884 (79,884)  －

計  1,768,355  40,691  71,390 1,880,437 (79,884)  1,800,553

営業利益又は営業損失（△）  △4,971  18,265  1,426  14,719 (4,346)  10,372

  
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  1,751,634  48,918  1,800,553  －  1,800,553

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 23,549  127,519  151,068  (151,068)  －

計  1,775,184  176,437  1,951,621  (151,068)  1,800,553

営業利益又は営業損失（△）  △5,753  18,104  12,351  (1,978)  10,372

Ⅰ 海外売上高（百万円）  163,769

Ⅱ 連結売上高（百万円）  1,800,553

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）  

 (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△848百万円にはセグメント間取引消去43百万円、棚卸資産の調整

額△659百万円、固定資産の調整額△230百万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   1,933,065  13,254  27,363  22,095  －  1,995,778

セグメント間の内部売上高

又は振替高  
 25,490  17,167  27,272  31,537  (101,467)  －

計  1,958,555  30,421  54,635  53,633  (101,467)  1,995,778

セグメント利益又は損失（△）  24,078  △1,036  27,773  1,311  (848)  51,278

（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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