
平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成24年2月2日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 コスモ石油株式会社 上場取引所 東 大 名 
コード番号 5007 URL http://www.cosmo-oil.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 木村 彌一
問合せ先責任者 （役職名） コーポレートコミュニケーション部長 （氏名） 庄田 邦彦 TEL 03-3798-3180
四半期報告書提出予定日 平成24年2月2日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 有 （アナリスト・機関投資家向け）

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

24年3月期第3四半期 2,229,502 11.7 28,527 △49.8 24,208 △52.8 △16,390 ―
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 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △14,711百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 11,442百万円 （―％）

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3四半期 △19.35 ―
23年3月期第3四半期 17.13 16.75

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3四半期 1,625,168 328,766 19.0 364.18
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3四半期  308,489百万円 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 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 3,070,000 10.8 74,000 △28.9 72,000 △25.1 0 △100.0 0.00



(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11月２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．当四半期決算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3Q 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3Q 636,046 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3Q 847,071,547 株 23年3月期3Q 847,086,530 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連結経営成績は、売上高は２兆2,295億円(前年同四半期比＋2,337億円)、営業利益

は285億円(前年同四半期比△284億円)、経常利益は242億円(前年同四半期比△271億円)、四半期純損失は164億円

(前年同四半期は四半期純利益145億円)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、国内需要は、東日本大震災以降回復基調ではあるものの前年同四半期に比べ減

少したことや、代替供給コストの負担増加等の減益要因により、収益が悪化しました。一方で、原油価格の

上昇により在庫評価の影響はプラスとなった結果、売上高は２兆1,873億円(前年同四半期比＋2,287億円)、

セグメント損失は61億円(前年同四半期はセグメント利益241億円)となりました。 

  

②   石油化学事業につきましては、売上高は218億円(前年同四半期比△86億円)となりました。市況の回復に伴

い、セグメント利益は13億円(前年同四半期はセグメント損失10億円)となりました。 

  

③   石油開発事業につきましては、原油価格が前年同四半期と比べ上昇した結果、売上高は610億円(前年同四

半期比＋64億円)、セグメント利益は361億円(前年同四半期比＋83億円)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１兆6,252億円となり、前連結会計年度

末比458億円増加しております。これは、需要期に向けた在庫積み上げ等の影響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3,288億円と前連結会計年度末比214億円の減少となり、自己資本比率は19.0%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、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の

一部を改正する法律」及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特

別措置法」が公布され、法人税率等が変更されることに伴い、繰延税金資産の一部が取崩され、当期純利益の減益

が見込まれるため、前回公表（平成23年11月２日付）と比較し、当期純利益０億円（前回公表比△130億円）とな

る見通しです。  

   

 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、実際の業積は、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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 94,343 101,391 

受取手形及び売掛金 229,618 226,842 

商品及び製品 204,867 251,018 

仕掛品 985 1,389 

原材料及び貯蔵品 197,122 183,717 

その他 66,759 98,562 

貸倒引当金 △332 △270 

流動資産合計 793,363 862,652 

固定資産   

有形固定資産   

土地 302,808 301,104 

その他（純額） 300,831 285,509 

有形固定資産合計 603,639 586,613 

無形固定資産 11,517 10,988 

投資その他の資産   

その他 171,492 165,574 

貸倒引当金 △912 △934 

投資その他の資産合計 170,579 164,639 

固定資産合計 785,736 762,241 

繰延資産   

社債発行費 324 274 

繰延資産合計 324 274 

資産合計 1,579,424 1,625,168 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 243,914 260,540 

短期借入金 176,366 202,478 

コマーシャル・ペーパー － 21,000 

未払金 151,767 188,313 

未払法人税等 7,252 10,378 

災害損失引当金 4,237 2,587 

その他 38,636 25,488 

流動負債合計 622,173 710,786 

固定負債   

社債 57,000 57,000 

長期借入金 466,765 449,809 

特別修繕引当金 6,689 7,457 

退職給付引当金 5,647 5,248 

その他 70,909 66,100 

固定負債合計 607,011 585,615 

負債合計 1,229,185 1,296,401 
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12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 119,803 96,570 

自己株式 △138 △139 

株主資本合計 316,351 293,118 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 669 495 

繰延ヘッジ損益 6,459 3,362 

土地再評価差額金 14,147 18,351 

為替換算調整勘定 △4,898 △6,838 

その他の包括利益累計額合計 16,378 15,370 

少数株主持分 17,508 20,277 

純資産合計 350,239 328,766 

負債純資産合計 1,579,424 1,625,168 

コスモ石油(株)(5007) 平成24年3月期 第3四半期決算短信

4



（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 1,995,778 2,229,502 

売上原価 1,844,551 2,106,986 

売上総利益 151,227 122,515 

販売費及び一般管理費 94,348 93,988 

営業利益 56,878 28,527 

営業外収益   

受取利息 159 87 

受取配当金 847 910 

持分法による投資利益 238 1,657 

その他 4,414 4,619 

営業外収益合計 5,659 7,274 

営業外費用   

支払利息 9,122 9,225 

その他 2,137 2,367 

営業外費用合計 11,259 11,593 

経常利益 51,278 24,208 

特別利益   

固定資産売却益 367 494 

投資有価証券売却益 － 65 

投資有価証券割当益 151 － 

関係会社株式売却益 13 78 

受取補償金 － 186 

特別利益合計 533 825 

特別損失   

固定資産売却損 100 65 

固定資産処分損 1,767 1,522 

減損損失 2,356 1,604 

投資有価証券評価損 170 2,233 

関係会社株式売却損 22 － 

関係会社株式評価損 － 19 

災害による損失 － 14,393 

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 － 92 

特別損失合計 9,601 19,931 

税金等調整前四半期純利益 42,209 5,102 

法人税等 24,643 18,738 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

17,565 △13,636 

少数株主利益 3,051 2,754 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 14,514 △16,390 

コスモ石油(株)(5007) 平成24年3月期 第3四半期決算短信

5



（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

17,565 △13,636 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,262 23 

繰延ヘッジ損益 △3,348 △3,234 

土地再評価差額金 － 4,142 

為替換算調整勘定 △3,098 △1,064 

持分法適用会社に対する持分相当額 △939 △941 

その他の包括利益合計 △6,123 △1,074 

四半期包括利益 11,442 △14,711 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 8,410 △17,460 

少数株主に係る四半期包括利益 3,031 2,749 
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該当事項はありません。 

   

(セグメント情報)  

前第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） 

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  

（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。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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  

（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△8,395百万円には、セグメント間取引消去△665百万円、棚卸資産

の調整額△7,709百万円、固定資産の調整額△15百万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

  (単位：百万円)

  
  

  
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

  (単位：百万円)

  
  

  
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  2,169,408  9,810  34,276  16,006  －  2,229,502

セグメント間の内部売上高

又は振替高  
 17,903  12,011  26,766  35,551  △92,232  －

計  2,187,312  21,821  61,043  51,557  △92,232  2,229,502

セグメント利益又は損失（△）  △6,106  1,303  36,070  1,335  △8,395  24,208

（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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