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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第3四半期 1,800,553 △36.4 10,372 ― 11,412 ― △18,466 ―
21年3月期第3四半期 2,832,984 ― △105,707 ― △110,107 ― △82,055 ―

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

22年3月期第3四半期 △21.80 ―
21年3月期第3四半期 △96.86 ―

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

22年3月期第3四半期 1,555,490 328,792 19.8 363.82
21年3月期 1,440,395 347,449 22.8 387.71

（参考） 自己資本  22年3月期第3四半期  308,192百万円 21年3月期  328,433百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
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

21年3月期 ― 3.00 ― 5.00 8.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 
（予想）

8.00 8.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

通期 2,600,000 △24.2 58,000 ― 61,000 ― 20,000 ― 23.61

1



4.  その他 
(1) 期中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  

(注)詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他(１)をご覧ください。 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
(注)詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他(２)をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注)詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他(３)をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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21年11月4日公表の通期連結業績予想を修正しておりません。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、３ページ【定性的情報・財務諸表
等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 847,705,087株 21年3月期 847,705,087株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期 608,844株 21年3月期 593,521株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 847,106,701株 21年3月期第3四半期 847,122,553株
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【定性的情報・財務諸表等】 

 

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（平成 21 年４月～12 月）の連結経営成績は、売上高１兆 8,006 億円（前年同期比△1

兆 324 億円）、営業利益 104億円（前年同期比＋1,161 億円）、経常利益114億円（前年同期比＋1,215億円）、四半

期純損失185億円（前年同期比＋636億円）となりました。 

なお、セグメント別の経営成績は、以下のとおりです。 

 

① 石油事業のうち、石油製品事業につきましては、原油価格及び製品市況が前年同期と比べ下落し、販売数量は、

景気低迷等の影響により内需燃料油を中心として減少しました。製品市況は悪化しましたが、たな卸資産の在庫評

価の影響により前年同期と比べ売上原価が大幅に押し下がったこと等により増益となりました。 

石油化学事業につきましては、石油化学製品需要が前年同期と比べ回復したこと等により増益となりました。 

以上の結果、石油事業の経営成績は、売上高１兆 7,684億円（前年同期比△9,986 億円）、営業損失 50億円（前

年同期比＋1,488億円）、経常損失49億円（前年同期比＋1,524億円）となりました。 

 

② 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下落したこと及び為替が円高で推移した影響等により、

売上高407億円（前年同期比△347億円）、営業利益183億円（前年同期比△276億円）、経常利益192億円（前年

同期比△266億円）となりました。 

 

③ その他の事業につきましては、売上高 714 億円（前年同期比＋7 億円）、営業利益 14 億円（前年同期比△2 億

円）、経常利益17億円（前年同期比△1億円）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

① 当第３四半期末の総資産は、１兆 5,555億円となり、前期末比 1,151億円の増加となりました。これは、期首からの

原油価格上昇により売掛債権・買掛債務・たな卸資産が増加したこと及び堺製油所高度化投資により固定資産が増

加したためです。純資産は3,288億円、前期末比186億円の減少となり、自己資本比率は19.8%となりました。 

 

② 当第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動は、原油価格上昇などに伴いたな卸

資産等が増加したこと等を中心に資金が減少したため 755 億円のマイナスとなりました。投資活動は、固定資産の

取得による支出等を中心に692 億円のマイナスとなりました。財務活動は、設備資金の借入等により 814 億円のプ

ラスとなりました。 

以上により、当第３四半期末の現金及び現金同等物残高は、前期末比632億円減少の967億円となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成21年11月4日に発表いたしました通期の業績予想に変更はありません。 

なお、業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、

実際の業績は、今後の様々な要因によって予想と異なる場合があります。 
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４．その他 

（１） 期中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） 

該当事項はありません。 

 

（２） 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

１．簡便な会計処理 

「たな卸資産に含まれる未実現損益の消去の算定方法」、「たな卸資産の評価方法」、「法人税等並びに繰延

税金資産及び繰延税金負債の算定方法」について、簡便な会計処理を採用しております。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

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） 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

・会計処理基準に関する事項の変更 

一部の連結子会社において、請負工事に係る収益の計上基準については、従来、長期・大型工事（工期１

年以上かつ請負金額１億円以上）については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適

用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第 15号 平成19年 12 月27 日）及び「工

事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18 号 平成19 年 12月 27日）を当第１四

半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第３四半期連結会計

期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については、工事進行基準（工事の進捗率

の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

これにより、売上高は 725百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞ

れ72百万円増加しております。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 94,415 147,451

受取手形及び売掛金 237,170 189,036

有価証券 2,310 13,983

商品及び製品 160,940 116,732

仕掛品 968 1,198

原材料及び貯蔵品 171,958 121,160

その他 103,795 99,149

貸倒引当金 △169 △402

流動資産合計 771,391 688,310

固定資産   

有形固定資産   

土地 303,385 305,565

その他（純額） 275,354 237,850

有形固定資産合計 578,739 543,416

無形固定資産 12,289 12,183

投資その他の資産   

その他 193,851 197,363

貸倒引当金 △781 △878

投資その他の資産合計 193,070 196,485

固定資産合計 784,098 752,085

資産合計 1,555,490 1,440,395

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 235,140 191,883

短期借入金 263,011 261,778

1年内償還予定の新株予約権付社債 18,000 －

コマーシャル・ペーパー 35,000 －

未払金 207,572 184,187

未払法人税等 6,249 5,770

工事損失引当金 － 327

その他 23,326 39,936

流動負債合計 788,301 683,883

固定負債   

新株予約権付社債 － 18,000

長期借入金 368,173 318,830

特別修繕引当金 6,271 6,676

退職給付引当金 6,045 6,096

その他 57,906 59,459

固定負債合計 438,397 409,063

負債合計 1,226,698 1,092,946
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３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 91,944 115,732

自己株式 △133 △129

株主資本合計 288,499 312,290

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △918 △2,099

繰延ヘッジ損益 9,414 8,084

土地再評価差額金 12,608 11,523

為替換算調整勘定 △1,410 △1,365

評価・換算差額等合計 19,693 16,142

少数株主持分 20,599 19,015

純資産合計 328,792 347,449

負債純資産合計 1,555,490 1,440,395
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（２）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20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 2,832,984 1,800,553

売上原価 2,829,044 1,690,923

売上総利益 3,940 109,629

販売費及び一般管理費 109,648 99,256

営業利益又は営業損失（△） △105,707 10,372

営業外収益   

受取利息 1,139 482

受取配当金 814 894

為替差益 － 1,373

持分法による投資利益 2,365 4,435

その他 4,568 3,777

営業外収益合計 8,887 10,962

営業外費用   

支払利息 8,174 7,126

為替差損 1,756 －

その他 3,356 2,796

営業外費用合計 13,287 9,923

経常利益又は経常損失（△） △110,107 11,412

特別利益   

固定資産売却益 6,584 720

投資有価証券売却益 835 58

特別利益合計 7,420 778

特別損失   

固定資産売却損 109 57

固定資産処分損 2,492 2,772

減損損失 930 1,746

投資有価証券売却損 － 450

投資有価証券評価損 － 2,495

その他 － 125

特別損失合計 3,532 7,647

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（△）

△106,219 4,542

法人税等 △27,452 21,419

少数株主利益 3,289 1,590

四半期純損失（△） △82,055 △18,466
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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20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△106,219 4,542

減価償却費 25,197 28,079

のれん償却額 53 66

固定資産処分損益（△は益） 2,492 2,772

減損損失 930 1,746

投資有価証券評価損益（△は益） － 2,495

引当金の増減額（△は減少） △695 △1,114

受取利息及び受取配当金 △1,954 △1,376

支払利息 8,174 7,126

為替差損益（△は益） 2,185 △290

持分法による投資損益（△は益） △2,365 △4,435

固定資産売却損益（△は益） △6,475 △662

生産物分与費用回収権の回収額 5,681 3,571

売上債権の増減額（△は増加） 39,590 △48,133

たな卸資産の増減額（△は増加） 170,764 △94,834

仕入債務の増減額（△は減少） △122,264 58,869

その他の流動資産の増減額（△は増加） 1,970 △14,987

その他の流動負債の増減額（△は減少） 29,965 △17,265

その他 △2,668 2,860

小計 44,363 △70,969

利息及び配当金の受取額 4,461 3,311

利息の支払額 △7,810 △6,761

法人税等の支払額 △52,887 △1,120

営業活動によるキャッシュ・フロー △11,872 △75,539

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却及び償還による収入 － 1,510

投資有価証券の取得による支出 △1,624 △7,548

関係会社株式の取得による支出 － △395

投資有価証券の売却及び償還による収入 － 3,392

有形固定資産の取得による支出 △40,548 △58,506

有形固定資産の処分に伴う支出 － △2,135

有形固定資産の売却による収入 9,851 3,415

無形固定資産及び長期前払費用等の取得による支
出

△8,908 △7,344

短期貸付金の増減額（△は増加） △2,287 △2,000

その他 827 413

投資活動によるキャッシュ・フロー △42,689 △69,199

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） 115,687 13,825

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） － 35,000

長期借入れによる収入 46,130 68,276

長期借入金の返済による支出 △59,891 △31,438

社債の償還による支出 △2,500 －

配当金の支払額 △6,779 △4,237

少数株主への配当金の支払額 △914 △10

その他 527 △35

財務活動によるキャッシュ・フロー 92,259 81,380

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,098 153

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 35,599 △63,205

現金及び現金同等物の期首残高 82,674 159,919

現金及び現金同等物の四半期末残高 118,273 96,714
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（４）継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

（５）セグメント情報 

１．事業の種類別セグメント情報 

  前第3 四半期連結累計期間（自 平成20 年4 月1 日 至 平成20 年12 月31 日） 

 石油事業

 

(百万円) 

石油開発

事業 

(百万円) 

その他の 

事業 

(百万円) 

計 

 

(百万円) 

消去又は 

全社 

(百万円) 

連結 

 

(百万円) 

売上高 

(1)外部顧客に対する売上高 

(2)セグメント間の内部売上高 

又は振替高 

2,766,459 34,914 31,611 2,832,984 － 2,832,984

577 40,512 39,136 80,226 (80,226) －

計 2,767,036 75,426 70,748 2,913,211 (80,226) 2,832,984

営業利益又は営業損失（△） △153,785 45,937 1,639 △106,207  499 △105,707

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

 ２ 各事業区分に属する主要な製品名または事業内容 

  (1)石油事業：揮発油・ナフサ・灯油・軽油・重油・原油・潤滑油・液化石油ガス・アスファルト・石油化学製品等 

  (2)石油開発事業：原油の生産、採掘及び探鉱 

  (3)その他の事業：工事業、保険代理業、リース業、旅行業他 

 

  当第3 四半期連結累計期間（自 平成21 年4 月1 日 至 平成21 年12 月31 日） 

 石油事業

 

(百万円) 

石油開発

事業 

(百万円) 

その他の 

事業 

(百万円) 

計 

 

(百万円) 

消去又は 

全社 

(百万円) 

連結 

 

(百万円) 

売上高 

(1)外部顧客に対する売上高 

(2)セグメント間の内部売上高 

又は振替高 

1,768,042 16,233 16,276 1,800,553 － 1,800,553

312 24,457 55,113 79,884 (79,884) －

計 1,768,355 40,691 71,390 1,880,437 (79,884) 1,800,553

営業利益又は営業損失（△） △4,971 18,265 1,426 14,719 (4,346) 10,372

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

 ２ 各事業区分に属する主要な製品名または事業内容 

  (1)石油事業：揮発油・ナフサ・灯油・軽油・重油・原油・潤滑油・液化石油ガス・アスファルト・石油化学製品等 

  (2)石油開発事業：原油の生産、採掘及び探鉱 

  (3)その他の事業：工事業、保険代理業、リース業、旅行業他 
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２．所在地別セグメント情報 

前第3 四半期連結累計期間（自 平成20 年4 月1 日 至 平成20 年12 月31 日） 

 日本 

 

(百万円) 

その他の 

地域 

(百万円) 

計 

 

(百万円) 

消去又は 

全社 

(百万円) 

連結 

 

(百万円) 

売上高 

(1)外部顧客に対する売上高 

(2)セグメント間の内部売上高 

又は振替高 

2,698,792 134,192 2,832,984 － 2,832,984

78,147 295,645 373,793 (373,793) －

計 2,776,939 429,838 3,206,778 (373,793) 2,832,984

営業利益又は営業損失（△） △153,220 46,591 △106,628 920 △105,707

(注)  １ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

（1）国又は地域の区分の方法          地理的近接度によっております。 

（2）その他の地域に属する主な国又は地域  シンガポール、アメリカ、イギリス、ＵＡＥ、 

カタール、オーストラリア 

 

当第3 四半期連結累計期間（自 平成21 年4 月1 日 至 平成21 年12 月31 日） 

 日本 

 

(百万円) 

その他の 

地域 

(百万円) 

計 

 

(百万円) 

消去又は 

全社 

(百万円) 

連結 

 

(百万円) 

売上高 

(1)外部顧客に対する売上高 

(2)セグメント間の内部売上高 

又は振替高 

1,751,634 48,918 1,800,553 － 1,800,553

23,549 127,519 151,068 (151,068) －

計 1,775,184 176,437 1,951,621 (151,068) 1,800,553

営業利益又は営業損失（△） △5,753 18,104 12,351 (1,978) 10,372

(注)  １ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

（1）国又は地域の区分の方法          地理的近接度によっております。 

（2）その他の地域に属する主な国又は地域  シンガポール、アメリカ、イギリス、ＵＡＥ、 

カタール、オーストラリア、中国 

 

３．海外売上高 

前第3 四半期連結累計期間（自 平成20 年4 月1 日 至 平成20 年12 月31 日）               

Ⅰ 海外売上高 （百万円） 357,565

Ⅱ 連結売上高 （百万円） 2,832,984

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 12.6

(注) １ 国又は地域の区分は地理的近接度によっておりますが、各売上高が少額のため、「海外売上高」 

として一括して記載しております。 

   ２ 主な国又は地域  アジア、北米 

   ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
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当第3 四半期連結累計期間（自 平成21 年4 月1 日 至 平成21 年12 月31 日）               

Ⅰ 海外売上高 （百万円） 163,769

Ⅱ 連結売上高 （百万円） 1,800,553

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 9.1

(注) １ 国又は地域の区分は地理的近接度によっておりますが、各売上高が少額のため、「海外売上高」 

として一括して記載しております。 

   ２ 主な国又は地域  アジア、北米 

   ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 
（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

   該当事項はありません。 
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