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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 755,691 5.6 △21,353 ― △21,882 ― △66,733 ―
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

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △65,695百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 13,080百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △78.78 ―
24年3月期第1四半期 15.32 ―

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

25年3月期第1四半期 1,533,438 264,929 15.8 285.83
24年3月期 1,675,070 337,437 18.9 374.15
（参考） 自己資本  25年3月期第1四半期  242,115百万円 24年3月期  316,931百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 8.00 8.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 1,620,000 11.5 28,000 1.9 26,000 △5.8 7,000 147.3 8.26
通期 3,350,000 7.7 96,000 51.0 94,000 53.0 35,000 ― 41.32



(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24年５月８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ついては、原油価格、為替相場の動向等の変動要因を精査中であり、現時点
では前回予想値を変更しておりません。精査の結果、修正が必要となった場合には、適時にお知らせさせていただきます。 
 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。 

※  注記事項

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   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 847,705,087 株 24年3月期 847,705,087 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 638,273 株 24年3月期 639,196 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 847,066,383 株 24年3月期1Q 847,072,701 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7,557億円(前年同期比＋404億円)、営業損失は214億

円(前年同期は営業利益296億円)、経常損失は219億円(前年同期は経常利益314億円)、四半期純損失は667億円

(前年同期は四半期純利益130億円)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から１年を経て、個人消費にも緩やかな回復が見られるもの

の、需要は減退傾向にあり、また製品市況も依然として低調であるため、収益は悪化しました。また、原油価

格の下落により、在庫評価の影響も大幅にマイナスとなりました。以上の結果、石油事業の経営成績は、売上

高7,363億円(前年同期比＋364億円)、セグメント損失388億円(前年同期はセグメント利益184億円)となりまし

た。 

②  石油化学事業につきましては、売上高は販売数量の増加により71億円(前年同期比＋８億円)となりました

が、市況の悪化に伴い、セグメント損失11億円(前年同期はセグメント利益14億円)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222億円(前年同期比＋23億

円)、セグメント利益177億円(前年同期比＋45億円)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1兆5,334億円となり、前年度末比

1,417億円減少しております。これは、主に当四半期末の原油価格が下落したことで、たな卸資産が減少したほ

か、売掛金、未収入金などの流動資産等が減少したことによるものです。純資産は繰延税金資産の回収可能性見

直しに伴い、利益剰余金が減少したことなどから2,649億円となり、前年度末比725億円減少し、自己資本比率は

15.8%となりました。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年５月８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ついては、原油価格、為替相場

の動向等の変動要因を精査中であり、現時点では前回予想値を変更しておりません。精査の結果、修正が必要と

なった場合には、適時にお知らせさせていただきます。 

（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。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計上の見積りの変更 

  （耐用年数の変更）  

  連結子会社アブダビ石油㈱が保有する有形固定資産の建物及び構築物のうち、油井については、従来、利権協

定で規定されている耐用年数によっておりましたが、新利権協定締結を契機として現有資産の耐久性等を見直し

た結果、長期間使用可能であることが明らかとなったため、当第１四半期連結会計期間より、耐用年数を30年に

見直し、将来にわたり変更しております。 

  この変更により、従来の方法と比べて、当第１四半期連結累計期間の減価償却費が529百万円減少し、営業損

失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失が同額減少しております。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 122,031 107,059

受取手形及び売掛金 261,067 212,750

商品及び製品 232,505 243,562

仕掛品 1,051 1,179

原材料及び貯蔵品 210,004 178,543

その他 94,043 65,687

貸倒引当金 △292 △140

流動資産合計 920,412 808,641

固定資産   

有形固定資産   

土地 299,772 298,549

その他（純額） 280,473 279,460

有形固定資産合計 580,246 578,010

無形固定資産 9,517 9,356

投資その他の資産   

その他 165,499 138,036

貸倒引当金 △863 △847

投資その他の資産合計 164,635 137,188

固定資産合計 754,400 724,555

繰延資産   

社債発行費 257 241

繰延資産合計 257 241

資産合計 1,675,070 1,533,438

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 294,906 196,164

短期借入金 207,447 237,658

1年内償還予定の社債 840 840

未払金 199,970 193,121

未払法人税等 12,181 6,878

災害損失引当金 3,512 2,883

その他 25,417 36,106

流動負債合計 744,275 673,654

固定負債   

社債 56,160 56,160

長期借入金 456,755 455,058

特別修繕引当金 7,984 7,914

退職給付引当金 6,795 6,909

その他 65,661 68,811

固定負債合計 593,357 594,854

負債合計 1,337,632 1,268,508
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24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 103,454 29,953

自己株式 △140 △140

株主資本合計 300,001 226,500

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,540 386

繰延ヘッジ損益 2,579 1,307

土地再評価差額金 18,776 18,764

為替換算調整勘定 △5,965 △4,843

その他の包括利益累計額合計 16,930 15,614

少数株主持分 20,506 22,814

純資産合計 337,437 264,929

負債純資産合計 1,675,070 1,533,438
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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23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

売上高 715,346 755,691

売上原価 654,393 747,060

売上総利益 60,953 8,630

販売費及び一般管理費 31,306 29,984

営業利益又は営業損失（△） 29,647 △21,353

営業外収益   

受取利息 33 44

受取配当金 551 450

為替差益 899 2,561

持分法による投資利益 2,419 548

その他 2,138 1,053

営業外収益合計 6,042 4,659

営業外費用   

支払利息 3,078 3,024

デリバティブ評価損 － 1,196

その他 1,243 967

営業外費用合計 4,322 5,188

経常利益又は経常損失（△） 31,368 △21,882

特別利益   

固定資産売却益 34 680

関係会社株式売却益 78 －

受取保険金 － 360

特別利益合計 112 1,041

特別損失   

固定資産売却損 8 37

固定資産処分損 211 552

減損損失 77 76

投資有価証券評価損 900 288

災害による損失 4,731 －

特別損失合計 5,929 954

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

25,551 △21,795

法人税等 11,338 42,603

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（△）

14,213 △64,398

少数株主利益 1,232 2,334

四半期純利益又は四半期純損失（△） 12,981 △66,733
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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23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30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（△）

14,213 △64,398

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 181 △1,062

繰延ヘッジ損益 △1,519 △1,337

為替換算調整勘定 △513 △127

持分法適用会社に対する持分相当額 719 1,230

その他の包括利益合計 △1,132 △1,296

四半期包括利益 13,080 △65,695

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 11,843 △68,036

少数株主に係る四半期包括利益 1,237 2,341
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 該当事項はありません。 

     

  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、たな卸資 

  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。  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24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120百万円には、セグメント間取引消去△578百万円、たな卸資産 

  の調整額731百万円、固定資産の調整額△29百万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損失と調整を行っております。 

   

   

（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

（５）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   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

  

  

  

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   730,949  2,826 17,552 4,363  － 755,691

セグメント間の内部売上高

又は振替高  
5,338  4,265  4,599   10,781  △24,984  －

計 736,288   7,091   22,151   15,145  △24,984   755,691

セグメント利益又は損失（△）   △38,795   △1,091   17,717   166  120   △21,882
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