
  

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 
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代表者 （役職名）  代表取締役社長 （氏名）  森川 桂造

問合せ先責任者 （役職名） 
 

経営企画ユニット          

コーポレートコミュニケーション部長
（氏名）  濱口 正道 ＴＥＬ   03-3798-3180

四半期報告書提出予定日  平成25年８月１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）

  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

26年３月期第１四半期  822,287  8.8  1,140  －  3,874  －  △4,665  －

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

（注）包括利益 26年３月期第１四半期 △62百万円（ ％） －   25年３月期第１四半期 △65,695百万円 （ ％） －

  
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 

26年３月期第１四半期  △5.51  －

25年３月期第１四半期  △78.78  －

  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 

26年３月期第１四半期  1,669,893  256,871  13.7  270.50

25年３月期  1,743,492  256,932  13.2  272.07

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 229,128百万円   25年３月期 230,456百万円 

  
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 
25年３月期  － 0.00 － 0.00  0.00

26年３月期  －       
26年３月期（予想）   0.00 － －  －

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26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）

  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） 1,684,000  16.2  34,000  －  31,500  －  9,000  －  10.62

通期 3,550,000  12.1  64,000  22.1  61,000  25.9  16,000  －  18.89

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  

  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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

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） 26年３月期１Ｑ 847,705,087株 25年３月期 847,705,087株

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 645,732株 25年３月期 644,157株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 847,059,942株 25年３月期１Ｑ 847,066,383株

 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。

 平成25年５月14日公表の第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

半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご参照ください。 

 四半期決算補足説明資料は、平成25年８月１日（木）に当社ホームページに掲載いたします。 
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（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間の連結経営成績は、売上高は 億円(前年同期比+666億円)、営業利益は 億 

円(前年同期は営業損失214億円)、経常利益は 億円(前年同期は経常損失219億円)、四半期純損失は 億円 

(前年同期は四半期純損失667億円)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、製品販売数量が増加したことにより売上高は増加しましたが、製品市況は低調だっ

たため、売上高 億円(前年同期比＋721億円)、セグメント損失 億円(前年同期はセグメント損失388億円)

となりました。 

② 石油化学事業につきましては、製品販売数量の増加及び市況の回復により売上高は 億円(前年同期比△3億

円)、セグメント利益 億円(前年同期はセグメント損失11億円)となりました。 

③ 石油開発事業につきましては、原油生産量及び販売数量の減少に伴い、売上高 億円(前年同期比△60億

円)、セグメント利益 億円(前年同期比△57億円)となりました。 

（２）財政状態に関する説明 

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1兆6,699億円となり、前連結会計年度末

比736億円減少しております。これは、主に販売数量減少に伴う売掛金の減少及びたな卸資産が減少したこと等に

よるものです。純資産は 億円となり、自己資本比率は13.7%となりました。 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成25年５月14日公表の第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。 

  

（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、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税

引前当期純利益に対する税効果会計適用後の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） 

当社が保有する製油所の有形固定資産のうち、機械装置、構築物及び油槽の耐用年数については、従来、主と

して法人税法に規定する方法と同一の基準によっておりましたが、供給体制の再構築のために平成25年７月をも

って坂出製油所を閉鎖することを平成24年８月に決定したことを契機として、既存の製油所設備の使用状況につ

いて精緻に見直しを行った結果、当第１四半期連結会計期間より、その使用実態をより反映した経済耐用年数に

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 百万円減少し、営業

利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は 百万円増加しております。  

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

8,223 11

39 47

8,084 129

68

19

162

120

2,569

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

2,495

2,255
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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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 130,264 133,507

受取手形及び売掛金 282,889 226,257

有価証券 512 1,012

商品及び製品 248,524 249,220

仕掛品 998 1,199

原材料及び貯蔵品 242,378 204,469

その他 61,915 73,708

貸倒引当金 △334 △243

流動資産合計 967,148 889,130

固定資産   

有形固定資産   

土地 304,495 304,385

その他（純額） 278,214 277,436

有形固定資産合計 582,709 581,821

無形固定資産 51,518 51,083

投資その他の資産   

その他 142,200 147,799

貸倒引当金 △613 △443

投資その他の資産合計 141,586 147,355

固定資産合計 775,814 780,261

繰延資産   

社債発行費 529 500

繰延資産合計 529 500

資産合計 1,743,492 1,669,893

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 277,934 242,826

短期借入金 277,429 255,749

1年内償還予定の社債 1,680 1,680

未払金 221,700 200,537

未払法人税等 10,175 2,843

引当金 8,417 7,466

その他 19,273 24,879

流動負債合計 816,611 735,982

固定負債   

社債 74,480 74,480

長期借入金 489,299 494,741

引当金 25,526 25,322

その他 80,642 82,494

固定負債合計 669,948 677,038

負債合計 1,486,559 1,413,021
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25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 16,967

利益剰余金 10,531 78,339

自己株式 △140 △141

株主資本合計 207,078 202,412

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,770 4,979

繰延ヘッジ損益 1,422 1,610

土地再評価差額金 19,037 19,037

為替換算調整勘定 △851 1,088

その他の包括利益累計額合計 23,378 26,716

少数株主持分 26,475 27,742

純資産合計 256,932 256,871

負債純資産合計 1,743,492 1,669,893
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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24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

売上高 755,691 822,287

売上原価 747,060 791,766

売上総利益 8,630 30,520

販売費及び一般管理費 29,984 29,380

営業利益又は営業損失（△） △21,353 1,140

営業外収益   

受取利息 44 70

受取配当金 450 488

持分法による投資利益 548 4,297

その他 3,615 1,803

営業外収益合計 4,659 6,660

営業外費用   

支払利息 3,024 3,259

デリバティブ評価損 1,196 －

その他 967 666

営業外費用合計 5,188 3,926

経常利益又は経常損失（△） △21,882 3,874

特別利益   

固定資産売却益 680 17

受取保険金 360 1,079

特別利益合計 1,041 1,096

特別損失   

固定資産売却損 37 0

固定資産処分損 552 416

減損損失 76 88

投資有価証券評価損 288 －

特別損失合計 954 505

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（△）

△21,795 4,465

法人税等 42,603 7,876

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △64,398 △3,411

少数株主利益 2,334 1,253

四半期純損失（△） △66,733 △4,665
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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24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △64,398 △3,411

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,062 1,064

繰延ヘッジ損益 △1,337 143

為替換算調整勘定 △127 931

持分法適用会社に対する持分相当額 1,230 1,209

その他の包括利益合計 △1,296 3,349

四半期包括利益 △65,695 △62

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △68,036 △1,327

少数株主に係る四半期包括利益 2,341 1,265
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該当事項はありません。   

   

当社は、平成25年６月25日開催の第107回定時株主総会決議に基づき、資本準備金72,472百万円及び利益準備

金7,407百万円を減少し、それぞれその他資本剰余金及び繰越利益剰余金に振り替えるとともに、その他資本剰

余金のうち72,472百万円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損の填補を行いました。  

この結果、当第１四半期連結会計期間において資本剰余金が72,472百万円減少し、利益剰余金が72,472百万円

増加しております。 

   

前第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  

（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、保険代理店業、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。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30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  

（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、保険代理店業、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 百万円には、セグメント間取引消去△85百万円、たな卸資産

の調整額2,027百万円、固定資産の調整額△332百万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。 

  

（３）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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（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  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

  (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  804,031  3,200  9,780  5,275  －  822,287

セグメント間の内部売上高

又は振替高  
 4,388  3,623  6,428  9,995  △24,435  －

計  808,420  6,823  16,208  15,270  △24,435  822,287

セグメント利益又は損失（△）  △12,917  1,932  11,971  1,289  1,598  3,874

1,598

コスモ石油(株)(5007) 平成26年３月期 第１四半期決算短信

7



２ 報告セグメントの変更等に関する事項 

  （耐用年数の変更） 

   「会計上の見積りの変更」に記載のとおり、当社が保有する製油所の有形固定資産のうち、機械装置、構築物

及び油槽の耐用年数については、従来、主として法人税法に規定する方法と同一の基準によっておりましたが、

供給体制の再構築のために平成25年７月をもって坂出製油所を閉鎖することを平成24年８月に決定したことを契

機として、既存の製油所設備の使用状況について精緻に見直しを行った結果、当第１四半期連結会計期間より、

その使用実態をより反映した経済耐用年数に見直し、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石油事業のセグメント損失は 百万円

減少しております。  

2,394
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