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1.  平成23年12月期第1四半期の連結業績（平成23年1月1日～平成23年3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12月期第1四半期 7,970 △7.1 402 △62.3 305 △68.0 128 △74.3
22年12月期第1四半期 8,576 △12.7 1,066 923.4 954 ― 500 28.1

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12月期第1四半期 1.03 ―
22年12月期第1四半期 4.02 ―

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12月期第1四半期 112,259 23,760 19.4 174.69
22年12月期 126,552 24,031 17.4 177.30

（参考） 自己資本   23年12月期第1四半期  21,733百万円 22年12月期  22,057百万円

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12月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00
23年12月期 ―
23年12月期 

（予想）
0.00 ― 4.00 4.00

3.  平成23年12月期の連結業績予想（平成23年1月1日～平成23年12月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
(累計)

16,160 △6.0 830 △13.0 550 △7.0 250 28.2 2.01

通期 32,860 △8.1 2,330 △29.2 1,730 △36.2 850 △39.0 6.83



(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  無  
（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、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予想数値と異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項はP.２「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧く
ださい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「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12月期1Q 124,435,000株 22年12月期  124,435,000株
② 期末自己株式数 23年12月期1Q  21,824株 22年12月期  21,821株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期1Q  124,413,177株 22年12月期1Q 124,415,224株
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当第１四半期連結会計期間（平成23年1月～3月）におけるわが国の経済は、円高、株安、デフレ経済の
進行など先行き不透明な状況が続いていたところ、３月11日に東日本大震災が発生し、東北地方・関東地
方において過去に経験のない激甚な被害を受けました。更に、原子力発電所の不測の事態もあって、前途
は予断を許さない状況であります。 
 一方、東日本大震災が当社グループの業績に与える影響については、幸いにも軽微でありました。 
当社グループといたしましては、石油事業並びに電気事業を通じて、可能な限り復旧に向けて支援を行っ
ていく所存であります。 
 当第１四半期連結会計期間において、京浜製油所の各装置は順調に操業を続け、原油および原料油処理
量は、2,588千キロリットル（前年同四半期比 8.4％増）となりました。また、株式会社ジェネックス水
江発電所は順調に操業を続けております。 
 当第１四半期連結会計期間は、引き続いて製品市況が維持され、原油精製委託契約に基づく精製マージ
ンは堅調に推移しましたが、一方で発電設備に供給される燃料コストが前年同四半期に比べ上昇しまし
た。 
 以上の結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高7,970百万円（前年同四半期比 7.1％減）、
営業利益402百万円（前年同四半期比 62.3％減）、経常利益305百万円（前年同四半期比 68.0％減）、四
半期純利益128百万円（前年同四半期比 74.3％減）となりました。 

  

今後の見通しにつきましては、大震災以降、景気の先行きの見通しが大幅に悪化しており、日本経済の
一時的な停滞は避けられないとの見方もあります。  
 石油事業を巡る状況につきましては、中期的には原油価格が高騰し国内石油製品の需要に影響を及ぼす
恐れがありますが、短期的には火力発電所の稼働率が向上し重油の需要が拡大することも考えられます。
 平成23年1月31日に公表した平成23年12月期の連結業績予想に変更はございません。 
  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 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。 

  

  
該当事項はありません。 

  

  

① 会計処理基準に関する事項の変更 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

  当第１四半期連結会計期間から「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。 

  この変更による損益への影響はありません。 

  

② 表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書関係） 

  「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１四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」の科目で表示しております。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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１四半期連結会計期間末
(平成23年３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12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,486 4,372

売掛金 2,752 3,108

たな卸資産 2,167 2,328

立替揮発油税等 40,390 53,792

その他 1,766 2,528

流動資産合計 51,562 66,130

固定資産

有形固定資産

構築物（純額） 7,454 7,603

機械及び装置（純額） 24,496 25,658

土地 19,430 19,430

その他（純額） 5,334 4,052

有形固定資産合計 56,715 56,745

無形固定資産 184 207

投資その他の資産 3,796 3,469

固定資産合計 60,696 60,422

資産合計 112,259 126,552

負債の部

流動負債

買掛金 189 426

短期借入金 29,935 30,363

未払揮発油税等 38,466 51,230

引当金 643 313

その他 4,538 5,365

流動負債合計 73,774 87,699

固定負債

長期借入金 7,419 8,287

退職給付引当金 1,958 1,956

特別修繕引当金 2,148 2,061

修繕引当金 2,360 1,664

その他の引当金 13 19

その他 824 832

固定負債合計 14,724 14,821

負債合計 88,499 102,521
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成23年３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12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 8,415 8,415

資本剰余金 4,687 4,687

利益剰余金 8,460 8,829

自己株式 △3 △3

株主資本合計 21,559 21,928

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 173 129

評価・換算差額等合計 173 129

少数株主持分 2,027 1,973

純資産合計 23,760 24,031

負債純資産合計 112,259 126,552
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(2) 四半期連結損益計算書

【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

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

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年３月31日)

売上高 8,576 7,970

売上原価 7,095 7,156

売上総利益 1,481 813

販売費及び一般管理費 414 411

営業利益 1,066 402

営業外収益

受取利息 1 1

受取保証料 － 4

その他 5 4

営業外収益合計 6 9

営業外費用

支払利息 91 81

固定資産処分損 7 2

その他 19 22

営業外費用合計 118 106

経常利益 954 305

特別損失

前期損益修正損 12 －

特別損失合計 12 －

税金等調整前四半期純利益 941 305

法人税、住民税及び事業税 500 136

法人税等調整額 △118 △16

法人税等合計 381 119

少数株主損益調整前四半期純利益 － 186

少数株主利益 60 57

四半期純利益 500 128
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該当事項はありません。 

  

  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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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