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(百万円未満切捨て)
１．平成28年３月期第３四半期の連結業績（平成27年４月１日～平成27年12月31日）

（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年３月期第３四半期 809,091 △12.7 338,354 △25.3 354,339 △28.0 67,453 △33.7

27年３月期第３四半期 926,597 △7.1 452,698 △17.3 492,358 △9.5 101,783 △4.9
(注) 包括利益 28年３月期第３四半期 △9,174百万円( －％) 27年３月期第３四半期 288,225百万円( 9.0％)
　

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

28年３月期第３四半期 46.19 －

27年３月期第３四半期 69.70 －
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

28年３月期第３四半期 4,611,068 3,334,054 66.5

27年３月期 4,499,153 3,288,703 68.2
(参考) 自己資本 28年３月期第３四半期3,065,172百万円 27年３月期3,066,680百万円

　　

　

２．配当の状況

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

27年３月期 － 9.00 － 9.00 18.00

28年３月期 － 9.00 －

28年３月期(予想) 9.00 18.00
(注1)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　

(注2)上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。甲種類株式（非上場）の配当の状況については、別
紙の「甲種類株式の配当の状況」をご覧ください。

　

３．平成28年３月期の連結業績予想（平成27年４月１日～平成28年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 997,000 △14.9 364,000 △31.9 375,000 △34.8 52,000 △33.2 35.61
(注1) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）
　

　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　

　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

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
　

(注) 詳細は、添付資料５ページ「２.(３)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 28年３月期３Ｑ 1,462,323,600株 27年３月期 1,462,323,600株

② 期末自己株式数 28年３月期３Ｑ 1,966,400株 27年３月期 1,966,400株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期３Ｑ 1,460,357,200株 27年３月期３Ｑ 1,460,357,200株

　
　

※ 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ます。なお、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連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施されて
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
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん
でおります。実際の業績は、石油・天然ガス価格、生産・販売計画、プロジェクト開発スケジュール、政府規制、
財務・税制条件等の変化により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は添付資料
４ページを参照してください。
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（甲種類株式の配当の状況）

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

　27年３月期 － 3,600.00 － 3,600.00 7,200.00

　28年３月期 － 3,600.00 －

　28年３月期(予想) 3,600.00 7,200.00
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間は油価及びガス価が下落したことにより、売上高は前年同期比1,175億

円、12.7％減の8,090億円となりました。このうち原油売上高は前年同期比393億円、6.7％減の

5,516億円、天然ガス売上高は前年同期比741億円、23.1％減の2,474億円となりました。当第３四

半期連結累計期間の販売数量は、原油が前年同期比27,861千バレル、47.6％増加の86,423千バレル

となりました。天然ガスは、前年同期比23,505百万立方フィート、10.4％増加の250,110百万立方

フィートとなりました。このうち、海外天然ガスは、前年同期比25,281百万立方フィート、14.1％

増加の205,121百万立方フィートとなり、国内天然ガスは、前年同期比48百万立方メートル、3.8％

減少の1,206百万立方メートル、立方フィート換算では44,989百万立方フィートとなっております。

販売価格は、海外原油売上の平均価格が１バレル当たり52.49米ドルとなり、前年同期比42.78米ド

ル、44.9％の下落となりました。海外天然ガス売上の平均価格は千立方フィート当たり7.02米ドル

となり、前年同期比5.22米ドル、42.6％の下落となりました。また、国内天然ガスの平均価格は立

方メートル当たり53円19銭となり、前年同期比４円、7.0％の下落となっております。売上高の平

均為替レートは１米ドル121円38銭となり、前年同期比15円81銭、15.0％の円安となりました。

　売上高の減少額1,175億円を要因別に分析しますと、原油及び天然ガスの売上高に関し、販売数

量の増加により3,080億円の増収要因、販売単価の下落により5,169億円の減収要因、為替は売上の

平均為替レートが円安になったことにより953億円の増収要因、その他の売上高は40億円の減収要

因となりました。

　一方、売上原価は、主に平均為替が円安に推移したことにより、前年同期比134億円、3.5％増の

4,022億円となりました。探鉱費は主に米州地域での探鉱活動が減少したことにより、前年同期比

173億円、81.2％減の39億円となりました。販売費及び一般管理費は前年同期比６億円、1.1％増の

644億円となりました。以上の結果、営業利益は前年同期比1,143億円、25.3％減の3,383億円とな

りました。

　営業外収益は、有価証券売却益や為替差益が増加したものの、権益譲渡益が減少したこと等によ

り、前年同期比143億円、22.5％減の495億円となりました。営業外費用は生産物回収勘定引当金繰

入額が増加したこと等により、前年同期比92億円、38.1％増の335億円となりました。この結果、

経常利益及び税金等調整前四半期純利益は前年同期比1,380億円、28.0％減の3,543億円となりまし

た。

　法人税、住民税及び事業税と法人税等調整額の合計額は前年同期比866億円、22.2％減の3,033億

円となり、四半期純利益は前年同期比513億円、50.2％減の510億円となりました。非支配株主に帰

属する四半期純損失は164億円となり、以上の結果、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同

期比343億円、33.7％減の674億円となりました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

①日本

販売数量の減少及び油価・ガス価の下落により、売上高は前年同期比142億円、15.5％減の775億円

となり、営業利益は前年同期比35億円、44.0％減の45億円となりました。

　

②アジア・オセアニア

販売数量の増加及び為替が円安に推移したものの、油価・ガス価の下落により、売上高は前年同期

比710億円、22.2％減の2,491億円となり、営業利益は前年同期比662億円、42.4％減の899億円となり

ました。

　

③ユーラシア(欧州・NIS諸国)

販売数量の増加及び為替が円安に推移したものの、油価の下落により、売上高は前年同期比255億

円、33.2％減の515億円となり、営業利益は前年同期比154億円、55.6％減の122億円となりました。

④中東・アフリカ

販売数量の増加及び為替が円安に推移したものの、油価の下落により、売上高は前年同期比82億
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円、1.9％減の4,203億円となり、営業利益は前年同期比342億円、12.2％減の2,460億円となりまし

た。

　

⑤米州

油価・ガス価は下落したものの、原油販売数量の増加及び為替が円安に推移したことにより、売上

高は前年同期比15億円、17.4％増の104億円となり、営業損失は探鉱費の減少等により、前年同期比

52億円、44.0％減の67億円となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末における総資産は4兆6,110億円となり、前連結会計年度末の4兆

4,991億円と比較して、1,119億円の増加となりました。流動資産は1兆213億円で、現金及び預金の

減少等により前連結会計年度末と比較して3,211億円の減少となりました。固定資産は3兆5,897億

円で、有形固定資産及び無形固定資産の増加等により前連結会計年度末と比較して4,330億円の増

加となりました。

　一方、負債は1兆2,770億円で、前連結会計年度末の1兆2,104億円と比較して665億円の増加とな

りました。このうち流動負債は3,619億円で、前連結会計年度末比33億円の減少、固定負債は9,151

億円で、前連結会計年度末比698億円の増加となりました。

　純資産は3兆3,340億円となり、前連結会計年度末比453億円の増加となりました。このうち、株

主資本は2兆5,876億円で、前連結会計年度末比381億円の増加となりました。その他の包括利益累

計額は4,775億円で、前連結会計年度末比396億円の減少、非支配株主持分は2,688億円で、前連結

会計年度末比468億円の増加となりました。

　

当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、期首の2,609億円から当第３

四半期中に減少した資金1,284億円を差し引いた1,325億円となりました。

当第３四半期連結累計期間における営業活動、投資活動及び財務活動によるキャッシュ・フロー

の状況及びそれらの要因は次のとおりであります。

　

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果得られた資金は、前年同期比210億円増の1,514億円となりました。これは主に、

油価及びガス価の下落により税金等調整前四半期純利益が減少したものの、法人税等の支払額が減

少したことや未収入金が減少したこと等によるものであります。

　

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果使用した資金は4,254億円（前年同期は408億円の収入）となりました。これは主

に、長期預金の預入による支出や権益取得による支出が増加したことによるものであります。

　

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果得られた資金は1,480億円（前年同期は44億円の支出）となりました。これは主

に、長期借入れによる収入や非支配株主からの払込みによる収入が増加したことによるものであり

ます。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年３月期の通期連結業績予想については、平成28年３月期第３四半期連結累計期間の実績

などを加味した結果、平成27年11月10日に公表の数値から下記のとおりの修正を行いました。

通期連結業績予想（平成27年４月１日～平成28年３月31日） （単位：百万円）

売上高 営業利益 経常利益

親会社株主に

帰属する

当期純利益

前回発表予想(Ａ) 1,069,000 418,000 434,000 70,000

今回修正予想(Ｂ) 997,000 364,000 375,000 52,000

増減額(Ｂ－Ａ) △72,000 △54,000 △59,000 △18,000

増減率(％) △6.7 △12.9 △13.6 △25.7

なお、原油価格の大幅な下落等に伴い、現在、上流資産の再評価を行っています。今後の原油価

格見通しやプロジェクトの計画見直し等により、生産中プロジェクトを中心とした一部の上流資

産で、減損損失等を計上する可能性があり、それにより決算への影響が生じる見込みとなった場

合は、お知らせします。

上記通期連結業績予想は以下の前提により算出しております。

前回発表予想 今回修正予想

原油価格

（ブレント）

上期（実績） 57.3ドル/バレル

下期 50.0ドル/バレル

通期平均 53.7ドル/バレル

上期（実績） 57.3ドル/バレル

下期 37.4ドル/バレル

通期平均 47.3ドル/バレル

為替

（対米ドル）

上期（実績） 121.9円/ドル

下期 120.0円/ドル

通期平均 120.9円/ドル

上期（実績） 121.9円/ドル

下期 120.7円/ドル

通期平均 121.3円/ドル

なお、当社販売の原油価格は油種毎に価格が異なり、ブレントに比べ価格差があります。価格差

は油の品質等により異なり、また、市況等により価格差も一定ではありません。当社販売の原油

価格は一部を除きブレントに比べ低い価格になっております。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（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

該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計方針の変更）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基

準」という。）、「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25年９月13日。以下

「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９

月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を、第１四半期連結会計期間から適用し、支配が

継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するととも

に、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、第

１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取

得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させ

る方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持

分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第３四半期連結累計期間

及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－

５項（４）及び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取り扱いに従っており、第１

四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。

　この結果、当第３四半期連結会計期間末の資本剰余金が3,014百万円減少しております。なお、当

第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。
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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27年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 922,683 722,665

受取手形及び売掛金 77,209 66,595

有価証券 162,289 61,802

たな卸資産 31,652 41,363

その他 161,481 141,748

貸倒引当金 △12,905 △12,865

流動資産合計 1,342,409 1,021,309

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 138,010 127,837

坑井（純額） 36,391 57,761

機械装置及び運搬具（純額） 109,686 142,133

土地 19,869 19,678

建設仮勘定 1,173,409 1,386,223

その他（純額） 20,254 18,236

有形固定資産合計 1,497,621 1,751,870

無形固定資産

のれん 74,319 69,249

その他 384,450 505,182

無形固定資産合計 458,769 574,431

投資その他の資産

投資有価証券 284,090 239,138

生産物回収勘定 703,291 754,648

その他 345,803 424,500

貸倒引当金 △8,398 △8,326

生産物回収勘定引当金 △121,707 △144,197

探鉱投資引当金 △2,727 △2,307

投資その他の資産合計 1,200,352 1,263,456

固定資産合計 3,156,743 3,589,758

資産合計 4,499,153 4,611,068
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 53,474 54,413

短期借入金 33,206 70,327

未払法人税等 60,185 31,087

探鉱事業引当金 9,492 6,817

役員賞与引当金 70 51

資産除去債務 1,093 375

その他 207,690 198,839

流動負債合計 365,212 361,911

固定負債

長期借入金 643,951 700,558

事業損失引当金 9,080 9,100

特別修繕引当金 227 255

退職給付に係る負債 6,700 6,650

資産除去債務 105,234 89,820

その他 80,044 108,715

固定負債合計 845,238 915,101

負債合計 1,210,450 1,277,013

純資産の部

株主資本

資本金 290,809 290,809

資本剰余金 679,287 676,273

利益剰余金 1,584,645 1,625,812

自己株式 △5,248 △5,248

株主資本合計 2,549,494 2,587,647

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 46,049 26,190

繰延ヘッジ損益 △36,423 △18,331

為替換算調整勘定 507,560 469,664

その他の包括利益累計額合計 517,185 477,524

非支配株主持分 222,023 268,882

純資産合計 3,288,703 3,334,054

負債純資産合計 4,499,153 4,611,068
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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26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

売上高 926,597 809,091

売上原価 388,786 402,262

売上総利益 537,810 406,828

探鉱費 21,319 3,999

販売費及び一般管理費 63,792 64,474

営業利益 452,698 338,354

営業外収益

受取利息 8,695 7,487

受取配当金 3,033 3,480

有価証券売却益 4,715 11,488

持分法による投資利益 9,245 －

為替差益 6,821 12,252

その他 31,472 14,875

営業外収益合計 63,984 49,584

営業外費用

支払利息 2,092 2,932

持分法による投資損失 － 1,107

生産物回収勘定引当金繰入額 10,157 22,192

探鉱事業引当金繰入額 1,097 305

その他 10,977 7,061

営業外費用合計 24,324 33,599

経常利益 492,358 354,339

税金等調整前四半期純利益 492,358 354,339

法人税、住民税及び事業税 375,818 293,785

法人税等調整額 14,154 9,523

法人税等合計 389,973 303,309

四半期純利益 102,385 51,030

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支
配株主に帰属する四半期純損失（△）

601 △16,423

親会社株主に帰属する四半期純利益 101,783 67,453
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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26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

四半期純利益 102,385 51,030

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 11,375 △19,862

為替換算調整勘定 188,635 △57,761

持分法適用会社に対する持分相当額 △14,171 17,418

その他の包括利益合計 185,839 △60,205

四半期包括利益 288,225 △9,174

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 287,618 27,792

非支配株主に係る四半期包括利益 606 △36,967
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（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26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27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 492,358 354,339

減価償却費 37,874 58,754

のれん償却額 5,070 5,070

生産物回収勘定引当金の増減額(△は減少) 13,135 23,709

探鉱事業引当金の増減額(△は減少) △688 △2,360

その他の引当金の増減額（△は減少） 1,266 △174

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 159 152

受取利息及び受取配当金 △11,728 △10,750

支払利息 2,092 2,275

為替差損益（△は益） 6,825 3,467

持分法による投資損益（△は益） △9,245 1,107

有価証券売却損益（△は益） △4,715 △11,488

生産物回収勘定(資本支出)の回収額 54,430 39,856

生産物回収勘定(非資本支出)の増加額 △50,413 △36,754

売上債権の増減額（△は増加） 7,178 4,669

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,696 △5,822

仕入債務の増減額（△は減少） 9,331 3,379

未収入金の増減額（△は増加） 4,420 44,597

その他 △42,626 △12,595

小計 508,030 461,434

利息及び配当金の受取額 21,016 19,543

利息の支払額 △1,228 △1,693

法人税等の支払額 △397,429 △327,827

営業活動によるキャッシュ・フロー 130,388 151,455

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △142,589 △376,014

定期預金の払戻による収入 519,103 680,979

長期預金の預入による支出 △112,181 △439,989

有形固定資産の取得による支出 △338,154 △371,123

有形固定資産の売却による収入 124 1,038

無形固定資産の取得による支出 △4,530 △20,171

有価証券の売却及び償還による収入 147,088 115,112

投資有価証券の取得による支出 △25,667 △6,658

投資有価証券の売却及び償還による収入 65,914 27,700

生産物回収勘定(資本支出)の支出 △60,412 △54,105

短期貸付金の増減額（△は増加） △4,982 △7,285

長期貸付けによる支出 △29,566 △218,249

長期貸付金の回収による収入 208 389,862

権益取得による支出 △17,800 △134,383

その他 44,325 △12,206

投資活動によるキャッシュ・フロー 40,879 △425,492
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(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

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） 1,580 198

長期借入れによる収入 24,939 116,120

長期借入金の返済による支出 △16,144 △22,694

非支配株主からの払込みによる収入 15,524 84,751

配当金の支払額 △26,289 △26,302

非支配株主への配当金の支払額 △3,939 △3,939

その他 △137 △61

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,465 148,072

現金及び現金同等物に係る換算差額 19,016 △2,495

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 185,818 △128,459

現金及び現金同等物の期首残高 117,530 260,978

現金及び現金同等物の四半期末残高 303,349 132,518
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

当第３四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日）

　 該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　 当第３四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日）

　 該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日)

１．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)

報告セグメント

調整額
(注１)

四 半 期 連
結 損 益 計
算 書 計 上

額
(注２)

日本
アジア・
オ セ ア ニ

ア

ユ ー ラ シ
ア(欧州・
NIS諸国)

中東・
アフリカ

米州 計

売上高

外部顧客への売上高 91,780 320,235 77,076 428,597 8,907 926,597 － 926,597

セグメント間の内部売上
高又は振替高

－ － － － － － － －

計 91,780 320,235 77,076 428,597 8,907 926,597 － 926,597

セグメント利益又は損失(△) 8,176 156,133 27,703 280,334 △12,009 460,338 △7,639 452,698

(注) １ セグメント利益の調整額△7,639百万円は、セグメント間取引消去157百万円及び各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△7,797百万円が含まれております。全社費用の主なものは、報告セグメントに帰属しない

のれんの償却及び一般管理部門にかかる費用であります。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　 該当事項はありません。

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日)

１．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)

報告セグメント

調整額
(注１)

四 半 期 連
結 損 益 計
算 書 計 上

額
(注２)

日本
アジア・
オ セ ア ニ

ア

ユ ー ラ シ
ア(欧州・
NIS諸国)

中東・
アフリカ

米州 計

売上高

外部顧客への売上高 77,564 249,180 51,509 420,378 10,457 809,091 － 809,091

セグメント間の内部売上
高又は振替高

－ － － － － － － －

計 77,564 249,180 51,509 420,378 10,457 809,091 － 809,091

セグメント利益又は損失(△) 4,577 89,910 12,290 246,040 △6,725 346,092 △7,737 338,354

(注) １ セグメント利益の調整額△7,737百万円は、セグメント間取引消去152百万円及び各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△7,890百万円が含まれております。全社費用の主なものは、報告セグメントに帰属しない

のれんの償却及び一般管理部門にかかる費用であります。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　 該当事項はありません。

（重要な後発事象）

　 該当事項はありません。
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４．参考情報

（１）生産、受注及び販売の状況

①生産実績

セグメントごとの生産実績は次のとおりであります。

セグメントの
名称

区分
前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

日本

原油
0.8百万バレル

(日量2.8千バレル)
0.8百万バレル

(日量3.0千バレル)

天然ガス
28.1十億CF

(日量102.1百万CF)
30.2十億CF

(日量109.9百万CF)

小計
6.1百万BOE

(日量22.0千BOE)
6.5百万BOE

(日量23.7千BOE)

ヨード 346.6t 377.7t

発電 148.8百万kWh 146.5百万kWh

アジア・オセアニア

原油
11.1百万バレル

(日量40.5千バレル)
13.6百万バレル

(日量49.5千バレル)

天然ガス
180.1十億CF

(日量654.9百万CF)
197.2十億CF

(日量717.2百万CF)

小計
45.2百万BOE

(日量164.5千BOE)
50.7百万BOE

(日量184.3千BOE)
ユーラシア

（欧州・NIS諸国）
原油

7.1百万バレル
(日量25.8千バレル)

8.6百万バレル
(日量31.2千バレル)

中東・アフリカ 原油
46.1百万バレル

(日量167.8千バレル)
67.9百万バレル

(日量246.9千バレル)

米州

原油
0.6百万バレル

(日量2.3千バレル)
2.1百万バレル

(日量7.5千バレル)

天然ガス
28.9十億CF

(日量104.9百万CF)
23.1十億CF

(日量83.8百万CF)

小計
5.7百万BOE

(日量20.9千BOE)
6.2百万BOE

(日量22.4千BOE)

合計

原油
65.8百万バレル

(日量239.2千バレル)
93.0百万バレル

(日量338.2千バレル)

天然ガス
237.0十億CF

(日量861.9百万CF)
250.5十億CF

(日量910.9百万CF)

小計
110.2百万BOE

(日量400.9千BOE)
139.8百万BOE

(日量508.5千BOE)

ヨード 346.6t 377.7t

発電 148.8百万kWh 146.5百万kWh

(注)１ 海外で生産されたLPGは原油に含みます。

２ 原油及び天然ガス生産量の一部は、発電燃料として使用しております。

３ 上記の生産量は持分法適用関連会社の持分を含みます。また、上記の生産量は連結子会社及び持分法適用関連会社の決算日にか

かわらず、４月１日から12月31日の実績となっております。

４ 当社グループが締結している生産分与契約にかかる当社グループの原油及び天然ガスの生産量は、正味経済的取分に相当する数

値を示しております。なお、当社グループの権益比率ベースの生産量は、前第３四半期連結累計期間は原油85.8百万バレル(日

量312.1千バレル)、天然ガス303.5十億CF(日量1,103.7百万CF)、合計143.0百万BOE(日量519.9千BOE)、当第３四半期連結累計期

間は原油109.8百万バレル(日量399.4千バレル)、天然ガス325.4十億CF(日量1,183.4百万CF)、合計170.8百万BOE(日量621.0千

BOE)となります。

５ BOE(Barrels of Oil Equivalent)原油換算量

６ ヨードは、他社への委託精製によるものであります。

７ 数量は小数点第２位を四捨五入しております。
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②受注実績

当社グループの販売実績のうち、受注高が占める割合は僅少であるため受注実績の記載は省略して

おります。

③販売実績

セグメントごとの販売実績は次のとおりであります。

（単位：百万円）

セグメントの名称 区分

前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日)

販売量 売上高 販売量 売上高

日本

原油 556千バレル 6,028 501千バレル 3,385

天然ガス
(LPGを除く)

46,765百万CF 71,668 44,989百万CF 64,117

LPG 5千バレル 42 5千バレル 31

その他 14,041 10,030

小計 91,780 77,564

アジア・オセアニア

原油 7,498千バレル 79,040 10,489千バレル 69,363

天然ガス
(LPGを除く)

151,837百万CF 224,201 179,616百万CF 170,722

LPG 2,200千バレル 16,993 1,952千バレル 9,094

小計 320,235 249,180

ユーラシア(欧州・NIS諸国) 原油 7,427千バレル 77,076 7,917千バレル 51,509

中東・アフリカ 原油 43,060千バレル 428,597 66,248千バレル 420,378

米州

原油 21千バレル 220 1,267千バレル 7,000

天然ガス
(LPGを除く)

28,002百万CF 8,687 25,505百万CF 3,457

小計 8,907 10,457

合計

原油 58,562千バレル 590,963 86,423千バレル 551,637

天然ガス
(LPGを除く)

226,605百万CF 304,557 250,110百万CF 238,297

LPG 2,205千バレル 17,035 1,957千バレル 9,125

その他 14,041 10,030

合計 926,597 809,091

(注)１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２ 決算日が12月31日の連結子会社につきまして、連結決算日で決算を行っている会社を除き、１月から９月の業績を第３四半期と

して連結しております。ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。

３ 販売量は、単位未満を四捨五入しております。

４ 主要相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は以下のとおりであります。

相手先

前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

金額
（百万円）

割合
（％）

金額
（百万円）

割合
（％）

ADNOC － － 102,391 12.7
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