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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 715,346 14.1 29,647 98.3 31,368 106.6 12,981 277.6
23年3月期第1四半期 626,983 14.3 14,953 43.1 15,184 11.2 3,438 △39.9

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 13,080百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 79百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 15.32 ―
23年3月期第1四半期 4.06 3.92

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

24年3月期第1四半期 1,616,408 356,559 20.9 398.78
23年3月期 1,579,424 350,239 21.1 392.80
（参考） 自己資本  24年3月期第1四半期  337,793百万円 23年3月期  332,730百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 8.00 8.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3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）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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) 1,350,000 4.0 27,000 △9.0 24,000 △10.1 6,000 374.1 7.08
通期 2,920,000 5.4 90,000 △13.5 84,000 △12.6 28,000 △3.2 33.05



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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23年５月９日公表の当第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。 
 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
参照ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） ― 、 除外 ―社 （社名） ―

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 847,705,087 株 23年3月期 847,705,087 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 633,361 株 23年3月期 631,461 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 847,072,701 株 23年3月期1Q 847,090,517 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間の連結経営成績は、売上高は7,153億円(前年同期比＋883億円)、営業利益は296億

円(前年同期比＋146億円)、経常利益は314億円(前年同期比＋162億円)、四半期純利益は130億円(前年同期比＋

96億円)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、東日本大震災の影響を受け、国内需要停滞による販売数量の減少や代替供給コス

トの負担増加等により収益が悪化しました。しかし、原油価格の上昇により在庫評価の影響は大幅にプラスと

なりました。以上の結果、石油事業の経営成績は、売上高6,999億円(前年同期比＋830億円)、セグメント利益

184億円(前年同期比＋92億円)となりました。 

②  石油化学事業につきましては、売上高は63億円(前年同期比△16億円)となりました。市況の回復に伴い、セ

グメント利益14億円(前年同期比＋12億円)となりました。 

③  石油開発事業につきましては、原油価格が堅調に推移したことを受け、売上高199億円(前年同期比＋35億

円)、セグメント利益132億円(前年同期比＋44億円)となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四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1兆6,164億円となり、前年度末比370

億円増加しております。これは、主に原油価格の上昇に伴いたな卸資産が増加したことによるものです。純資産

は3,566億円、前年度末比64億円の増加となり、自己資本比率は20.9%となりました。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年５月９日公表の当第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。なお、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）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  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。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 94,343 107,504 

受取手形及び売掛金 229,618 216,350 

商品及び製品 204,867 240,755 

仕掛品 985 1,188 

原材料及び貯蔵品 197,122 196,193 

その他 66,759 76,087 

貸倒引当金 △332 △240 

流動資産合計 793,363 837,839 

固定資産   

有形固定資産   

土地 302,808 302,694 

その他（純額） 300,831 294,194 

有形固定資産合計 603,639 596,888 

無形固定資産 11,517 11,361 

投資その他の資産   

その他 171,492 170,918 

貸倒引当金 △912 △907 

投資その他の資産合計 170,579 170,010 

固定資産合計 785,736 778,260 

繰延資産   

社債発行費 324 307 

繰延資産合計 324 307 

資産合計 1,579,424 1,616,408 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 243,914 255,357 

短期借入金 176,366 203,366 

未払金 151,767 163,953 

未払法人税等 7,252 11,602 

災害損失引当金 4,237 3,253 

その他 38,636 35,586 

流動負債合計 622,173 673,119 

固定負債   

社債 57,000 57,000 

長期借入金 466,765 446,225 

特別修繕引当金 6,689 7,035 

退職給付引当金 5,647 5,546 

その他 70,909 70,922 

固定負債合計 607,011 586,729 

負債合計 1,229,185 1,259,849 
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30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 119,803 126,008 

自己株式 △138 △139 

株主資本合計 316,351 322,556 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 669 857 

繰延ヘッジ損益 6,459 5,089 

土地再評価差額金 14,147 14,144 

為替換算調整勘定 △4,898 △4,853 

その他の包括利益累計額合計 16,378 15,236 

少数株主持分 17,508 18,765 

純資産合計 350,239 356,559 

負債純資産合計 1,579,424 1,616,408 
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

売上高 626,983 715,346 

売上原価 580,666 654,393 

売上総利益 46,317 60,953 

販売費及び一般管理費 31,363 31,306 

営業利益 14,953 29,647 

営業外収益   

受取利息 68 33 

受取配当金 561 551 

持分法による投資利益 1,232 2,419 

その他 2,082 3,037 

営業外収益合計 3,944 6,042 

営業外費用   

支払利息 3,013 3,078 

その他 698 1,243 

営業外費用合計 3,712 4,322 

経常利益 15,184 31,368 

特別利益   

固定資産売却益 192 34 

関係会社株式売却益 － 78 

投資有価証券割当益 151 － 

特別利益合計 344 112 

特別損失   

固定資産売却損 23 8 

固定資産処分損 368 211 

減損損失 176 77 

投資有価証券評価損 － 900 

災害による損失 － 4,731 

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 － 

特別損失合計 5,753 5,929 

税金等調整前四半期純利益 9,775 25,551 

法人税等 6,037 11,338 

少数株主損益調整前四半期純利益 3,737 14,213 

少数株主利益 299 1,232 

四半期純利益 3,438 12,981 
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 3,737 14,213 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,620 181 

繰延ヘッジ損益 △1,927 △1,519 

為替換算調整勘定 △13 △513 

持分法適用会社に対する持分相当額 △97 719 

その他の包括利益合計 △3,658 △1,132 

四半期包括利益 79 13,080 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △224 11,843 

少数株主に係る四半期包括利益 304 1,237 
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 該当事項はありません。 

  

(セグメント情報)   

 前第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日）  

 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 

 (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 セグメント利益調整額△3,277百万円には、セグメント間取引消去△40百万円、棚卸資産の調整額 

  △3,051百万円、固定資産の調整額△183百万円が含まれております。  

３ セグメント利益は、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。  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日）  

 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 

 (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△1,486百万円には、セグメント間取引消去△107百万円、棚卸資産 

  の調整額△1,536百万円、固定資産の調整額161百万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。 

 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）セグメント情報等

  

  

  

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    609,191  3,435  8,334  6,022  －  626,983

セグメント間の内部売上高

又は振替高  
 7,702   4,423   8,078    10,165  △30,369   －

計  616,894   7,858   16,412   16,188  △30,369   626,983

セグメント利益   9,196   174   8,799   292  △3,277   15,184

  

  

  

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    693,875  3,279  13,971  4,219  －  715,346

セグメント間の内部売上高

又は振替高  
 5,977   3,005   5,915    7,321  △22,219   －

計  699,852   6,285   19,887   11,541  △22,219   715,346

セグメント利益又は損失（△）   18,355   1,381   13,194   △77  △1,486   31,368

（５）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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