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四半期報告書提出予定日  平成25年２月５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 ％ 

25年３月期第３四半期  2,278,456  2.2  11,240  △60.6  4,082  △83.1  △81,511    －
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    －

（注）包括利益 25年３月期第３四半期 △77,272百万円（ ％） －   24年３月期第３四半期 △14,711百万円 （ ％） －

  
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３四半期  △96.23  －
24年３月期第３四半期  △19.35 －

  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３四半期  1,606,609  253,366  14.2  269.47

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３四半期 228,258百万円   24年３月期 316,931百万円 

  
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

24年３月期 － 0.00 －  8.00 8.00

25年３月期 － 0.00 －   

25年３月期（予想）     0.00 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、対前期増減率）

  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 

通期  3,040,000  △2.2  28,000  △56.0  25,000  △59.3  △74,000  －  △87.36

（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） 25年３月期３Ｑ 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３Ｑ 642,047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３Ｑ 847,066,121株 24年３月期３Ｑ 847,071,547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あり、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のレビュー手続きは終了しておりません。

 平成24年11月１日公表の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）連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 

 四半期決算補足説明資料は、平成25年２月４日（月）に当社ホームページに掲載いたします。
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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 円(前年同期比＋490億円)、営業利益は

億円(前年同期比△173億円)、経常利益は 億円(前年同期比△201億円)、四半期純損失は 億円(前年同期

は四半期純損失164億円)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、昨年度に引き続き需要は減退傾向にあり、製品市況も低調でしたが、冬の需要期

入りにあわせ、灯油を中心とした販売増や、電力向けＣ重油の販売増加などにより、売上高は増加しまし

た。また、原油価格は前年並みの水準となりましたが、期初において、一旦原油価格が下落したあと回復基

調となったことから、在庫評価の影響はマイナスとなりました。以上の結果、売上高は 円(前年

同期比＋539億円)、セグメント損失は 億円(前年同期はセグメント損失61億円)となりました。 

  

 ② 石油化学事業につきましては、販売数量の減少と市況悪化により、売上高は 億円(前年同期比△１億

円)、セグメント利益は 円(前年同期比△11億円)となりました。 

  

 ③ 石油開発事業につきましては、原油生産量の増加に伴い、売上高は 億円(前年同期比＋12億円)、セグメ

ント利益は 億円(前年同期比＋62億円)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 円となり、前連結会計年

度末比685億円減少しております。これは、主に原油価格が下落したことで、原材料及び貯蔵品などの流動資産

が減少したこと等によるものです。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

と等から 億円となり、前連結会計年度末比840億円減少し、自己資本比率は %となりました。 

 なお、第２四半期連結会計期間末において、当社が複数の取引金融機関と締結しているシンジケートローン契

約の一部の契約につき財務制限条項に抵触しておりましたが、これまでに取引金融機関より条項の適用免除と取

引継続の承諾を得ております。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年11月１日公表の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。 

    

（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、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３四半期連結累計期間の減価償却費が1,510百万円減少し、営業

利益、経常利益は1,199百万円増加し、税金等調整前四半期純損失は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

２兆2,785億

112 41 815

２兆2,412億

377

217

２億

622

423

１兆6,066億

2,534 14.2

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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 122,031 133,489

受取手形及び売掛金 261,067 262,013

商品及び製品 232,505 235,644

仕掛品 1,051 1,730

原材料及び貯蔵品 210,004 184,086

その他 94,043 69,850

貸倒引当金 △292 △253

流動資産合計 920,412 886,561

固定資産   

有形固定資産   

土地 299,772 300,428

その他（純額） 280,473 273,072

有形固定資産合計 580,246 573,500

無形固定資産 9,517 9,112

投資その他の資産   

その他 165,499 137,553

貸倒引当金 △863 △675

投資その他の資産合計 164,635 136,878

固定資産合計 754,400 719,491

繰延資産   

社債発行費 257 557

繰延資産合計 257 557

資産合計 1,675,070 1,606,609

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 294,906 225,355

短期借入金 207,447 259,383

1年内償還予定の社債 840 1,680

未払金 199,970 202,925

未払法人税等 12,181 11,353

災害損失引当金 3,512 1,964

その他 25,417 22,634

流動負債合計 744,275 725,295

固定負債   

社債 56,160 75,320

長期借入金 456,755 467,713

特別修繕引当金 7,984 8,466

退職給付引当金 6,795 7,259

その他 65,661 69,188

固定負債合計 593,357 627,948

負債合計 1,337,632 1,353,243
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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３四半期連結会計期間 
(平成24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 103,454 15,275

自己株式 △140 △140

株主資本合計 300,001 211,822

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 1,839

繰延ヘッジ損益 2,579 763

土地再評価差額金 18,776 18,663

為替換算調整勘定 △5,965 △4,830

その他の包括利益累計額合計 16,930 16,436

少数株主持分 20,506 25,107

純資産合計 337,437 253,366

負債純資産合計 1,675,070 1,606,609
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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23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

売上高 2,229,502 2,278,456

売上原価 2,106,986 2,176,840

売上総利益 122,515 101,616

販売費及び一般管理費 93,988 90,375

営業利益 28,527 11,240

営業外収益   

受取利息 87 150

受取配当金 910 710

持分法による投資利益 1,657 2,497

その他 4,619 3,892

営業外収益合計 7,274 7,251

営業外費用   

支払利息 9,225 9,328

その他 2,367 5,081

営業外費用合計 11,593 14,409

経常利益 24,208 4,082

特別利益   

固定資産売却益 494 881

投資有価証券売却益 65 －

関係会社株式売却益 78 －

受取保険金 － 360

受取補償金 186 －

特別利益合計 825 1,242

特別損失   

固定資産売却損 65 63

固定資産処分損 1,522 1,829

減損損失 1,604 540

投資有価証券評価損 2,233 325

関係会社株式評価損 19 －

災害による損失 14,393 －

アスファルト漏洩事故に係る損失 － 12,947

事業構造改善費用 － 4,808

生産物分与費用回収権関連損失 － 1,900

その他 92 －

特別損失合計 19,931 22,415

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（△）

5,102 △17,090

法人税等 18,738 59,787

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △13,636 △76,877

少数株主利益 2,754 4,633

四半期純損失（△） △16,390 △81,511
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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23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △13,636 △76,877

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 23 442

繰延ヘッジ損益 △3,234 △1,669

土地再評価差額金 4,142 －

為替換算調整勘定 △1,064 544

持分法適用会社に対する持分相当額 △941 287

その他の包括利益合計 △1,074 △394

四半期包括利益 △14,711 △77,272

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △17,460 △81,893

少数株主に係る四半期包括利益 2,749 4,620
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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、たな卸資

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。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24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  

（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 百万円には、セグメント間取引消去△1,118百万円、たな卸

資産の調整額△2,066百万円、固定資産の調整額△181百万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）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

  (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

  (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  2,223,944  9,069  29,093  16,348  －  2,278,456

セグメント間の内部売上高

又は振替高  
 17,277  12,594  33,124  42,436  △105,432  －

計  2,241,222  21,663  62,218  58,784  △105,432  2,278,456

セグメント利益又は損失（△）  △37,697  210  42,309  2,628  △3,367  4,082

△3,367
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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、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、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３四半期連結累計期間の石油開発事業のセグメント利益は1,199百

万円増加しております。  
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