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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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 ％

22年3月期第2四半期 70,567 △36.4 2,864 △77.2 5,184 △61.1 3,498 △62.7
21年3月期第2四半期 110,912 ― 12,546 ― 13,321 ― 9,371 ―

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2四半期 61.22 ―
21年3月期第2四半期 163.96 ―

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2四半期 521,534 397,297 74.8 6,826.65
21年3月期 500,444 378,227 74.1 6,486.85

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  390,162百万円 21年3月期  370,743百万円

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 ― 20.00 ― 20.00 40.00
22年3月期 ― 20.00
22年3月期 

（予想）
― 20.00 40.00

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  有   

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 173,148 △14.3 7,994 △60.2 12,534 △43.9 9,135 △27.3 159.83
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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）  無  

(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22年３月期の業績予想に関する事項につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
なお、上記の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
なる結果となる可能性があります。 

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2四半期 57,154,776株 21年3月期  57,154,776株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,850株 21年3月期  1,783株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 57,152,951株 21年3月期第2四半期 57,153,292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２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）における売上高は

70,567百万円と前年同期に比べ40,345百万円の減収（△36.4％）となり、売上総利益は23,106百万円

と前年同期に比べ15,598百万円の減益（△40.3％）となりました。前年同期に比べて減収減益となっ

た主な要因は、円高と原油価格の下落に加え、中国で原油を生産していた連結子会社の新南海石油開

発㈱の商業生産期間終了に伴う収入減などによるものであります。 

探鉱費はリビアで試掘があったものの、国内及び海外ともに支出が減少し、5,386百万円と前年同期

に比べ4,719百万円減少（△46.7％）となりました。販売費及び一般管理費は新南海石油開発㈱の商業

生産期間終了に伴って、中国で課される石油特別収益金が減少したことなどにより14,855百万円と前

年同期に比べ1,196百万円減少（△7.5％）となりました。これらの結果、営業利益は前年同期に比べ

て9,681百万円減益（△77.2％）の2,864百万円となりました。 

経常利益は営業外収益その他の増加や有価証券評価損の減少などにより、前年同期に比べて8,136百

万円減益（△61.1％）の5,184百万円となりました。営業外収益その他の主な増加要因は持分法適用会

社であるJJI S&N B.V.から求償権及び延滞債権に係る損害金を受け取ったことによるものです。この

受取遅延損害金は平成17年度に同社の債務保証を履行したことなどにより生じたものです。 

なお、当社の関連会社であるDiamond Gas Netherlands B.V.は重要性が増したため、第１四半期連

結会計期間より持分法適用の範囲に含めております。 

税金等調整前四半期純利益は前年同期に比べて8,274百万円減益（△62.4％）の4,980百万円となり、

四半期純利益は法人税等が減少した結果、前年同期に比べて5,872百万円減益（△62.7％）の3,498百

万円となりました。 

 

なお、事業部門別の業績は次のとおりであります。 

 

（イ）原油・天然ガス事業部門 

原油・天然ガス事業部門は、原油、天然ガス、液化天然ガス（ＬＮＧ）及びビチューメンの

販売からなり、当第２四半期連結累計期間においては、主に原油やビチューメン価格の下落及

び新南海石油開発㈱の商業生産期間終了などにより売上高は63,244百万円と前年同期に比べ

38,944百万円の減収（△38.1％）となりました。 

（ロ）請負事業部門 

請負事業部門は、主に削井工事及び地質調査の受注等からなり、当第２四半期連結累計期間

における売上高は1,382百万円と前年同期に比べ26百万円の増収（＋1.9％）となりました。 

（ハ）その他事業部門 

その他事業部門は、主に液化石油ガス（ＬＰＧ）・重油等の石油製品の販売、天然ガス・石

油製品の受託輸送及びその他業務受託等からなり、当第２四半期連結累計期間の売上高は5,939

百万円と前年同期に比べ1,426百万円の減収（△19.4％）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末に比べ21,089百万円増加し、

521,534百万円となりました。これは主に国際石油開発帝石㈱等の株価上昇による投資有価証券の増加

などによるものです。 

また、負債の部及び純資産の部につきましては、前述の投資有価証券の増加によりそれぞれ繰延税

金負債及びその他有価証券評価差額金が増加したことなどにより、負債合計は2,020百万円増加の

124,236百万円となり、純資産合計は19,069百万円増加の397,297百万円となりました。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

通期の業績予想につきましては、平成21年８月７日に公表した業績予想を見直しいたしました。本

日平成21年11月６日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 

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原価差異の繰延処理 

操業度の時期的な変動により発生した原価差異は、原価計算期間末までにほぼ解消が見込ま

れるため、当該原価差異を流動資産（その他）及び流動負債（その他）として繰り延べており

ます。 

②税金費用の計算 

税金費用については、当社及び一部の連結子会社は当第２四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) 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 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、長期の大規模工事（工期１年超、請負金額

30億円以上）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）を第

１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第２四

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。 

これによる売上高、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微で

あります。 
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30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 21,984 27,702

受取手形及び売掛金 11,020 17,050

有価証券 12,724 11,510

商品及び製品 4,693 4,255

仕掛品 713 553

原材料及び貯蔵品 6,321 6,200

その他 33,237 29,859

貸倒引当金 △13 △12

流動資産合計 90,681 97,120

固定資産   

有形固定資産 144,474 142,767

無形固定資産   

その他 4,107 4,392

無形固定資産合計 4,107 4,392

投資その他の資産   

投資有価証券 268,204 241,945

その他 20,248 20,091

貸倒引当金 △58 △68

海外投資等損失引当金 △6,122 △5,803

投資その他の資産合計 282,271 256,164

固定資産合計 430,853 403,324

資産合計 521,534 500,444
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,452 6,508

引当金 284 282

その他 16,237 17,302

流動負債合計 18,974 24,093

固定負債   

長期借入金 23,941 25,325

繰延税金負債 67,830 60,108

退職給付引当金 6,113 5,732

廃鉱費用引当金 6,049 5,725

その他の引当金 718 694

その他 608 535

固定負債合計 105,262 98,123

負債合計 124,236 122,216

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,288 14,288

利益剰余金 258,561 255,499

自己株式 △9 △9

株主資本合計 272,840 269,778

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 120,187 105,430

繰延ヘッジ損益 △59 △0

為替換算調整勘定 △2,805 △4,465

評価・換算差額等合計 117,322 100,964

少数株主持分 7,134 7,484

純資産合計 397,297 378,227

負債純資産合計 521,534 500,444
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 110,912 70,567

売上原価 72,208 47,461

売上総利益 38,704 23,106

探鉱費   

探鉱費 11,026 5,655

探鉱補助金 △920 △268

探鉱費合計 10,106 5,386

販売費及び一般管理費 16,051 14,855

営業利益 12,546 2,864

営業外収益   

受取利息 723 390

受取配当金 1,447 1,528

その他 1,224 1,914

営業外収益合計 3,396 3,833

営業外費用   

有価証券評価損 975 79

海外投資等損失引当金繰入額 － 320

廃鉱費用引当金繰入額 － 341

為替差損 639 501

その他 1,005 270

営業外費用合計 2,621 1,513

経常利益 13,321 5,184

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5 2

前期損益修正益 － 147

その他 － 0

特別利益合計 5 149

特別損失   

固定資産除却損 70 122

過年度退職給付費用 － 231

特別損失合計 70 353

税金等調整前四半期純利益 13,255 4,980

法人税等 3,351 1,231

少数株主利益 532 250

四半期純利益 9,371 3,498

石油資源開発株式会社（1662）平成22年３月期　第２四半期決算短信

― 7 ―



 

 

(3) 継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

 

(4) 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。 

 

６．その他の情報 

 (1) 表示方法の変更 

（四半期連結貸借対照表関係） 

前第２四半期連結会計期間において、固定負債の「引当金」に含めて表示しておりました「退職給付引

当金」及び「廃鉱費用引当金」は、負債及び純資産の合計額の100分の１を超えたため、当第２四半期連結

会計期間では区分掲記することとしました。なお、前第２四半期連結会計期間の固定負債の「引当金」に

含まれる「退職給付引当金」及び「廃鉱費用引当金」は、それぞれ5,578百万円、4,337百万円であります。 

 

（四半期連結損益計算書関係） 

前第２四半期連結累計期間において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「海外投資

等損失引当金繰入額」及び「廃鉱費用引当金繰入額」は、営業外費用総額の100分の20を超えたため、当第

２四半期連結累計期間では区分掲記することとしました。なお、前第２四半期連結累計期間の営業外費用

の「その他」に含まれる「海外投資等損失引当金繰入額」及び「廃鉱費用引当金繰入額」は、それぞれ72

百万円、292百万円であります。 
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 (2) 生産・販売の状況 

  ① 生産実績 

   石油・天然ガス関連事業 

事業部門 製品別 

前第２四半期 

連結累計期間 

（自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日）

当第２四半期 

連結累計期間 

（自 平成21年４月１日  

 至 平成21年９月30日） 

（参考） 

前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日）

352,974 282,082  748,022 
原油（kl） 

（76,354） （19,067） （136,632）

569,652 546,644  1,286,621 
天然ガス（千ｍ3） 

（29,209） （26,847） （57,843）

液化天然ガス（t） 15,921 22,360  46,796 

204,322 188,781  416,369 

原油・天然 

ガス 

ビチューメン（kl） 
（204,322） （188,781） （416,369）

 （注）１．原油、天然ガス及びビチューメンの (  ) は海外での生産であり、内数です。 

    ２．天然ガスの生産量の一部は、液化天然ガスの原料として使用しております。 

    ３．ビチューメンとはオイルサンド層から採取される超重質油です。 

    ４．原油の海外での生産量が、前第２四半期連結累計期間に比較して減少しているのは、連結子会社の新南海石油開発

㈱の商業生産期間が平成21年２月をもって終了したためです。 

 

  ② 販売実績 

   石油・天然ガス関連事業 

前第２四半期 

連結累計期間 

（自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日）

当第２四半期 

連結累計期間 

（自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日）

（参考） 

前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日）
事業部門 製品別 

数量 
金額 

（百万円）
数量 

金額 

（百万円）
数量 

金額 

（百万円）

原油（kl） 822,535 64,167 778,978 28,868 1,919,959 102,845

天然ガス（千ｍ3） 647,121 22,906 643,558 24,924 1,485,961 54,126

液化天然ガス（t） 79,895 5,615 73,202 5,311 177,401 13,412

原油・天然 

ガス 

ビチューメン（kl） 205,685 9,500 188,331 4,140 417,423 13,087

 小計 102,189 63,244  183,471

請負  1,356 1,382  4,739

その他  7,366 5,939  13,916

 合計 110,912 70,567  202,127

 （注）１．その他事業部門は、液化石油ガス（LPG）・重油等の石油製品の販売、天然ガス・石油製品の受託輸送及びその他

業務受託等です。 

    ２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 
 

石油資源開発株式会社（1662）平成22年３月期　第２四半期決算短信

― 9 ―


	H22_3_第2四半期決算短信サマリー_TDnet_ヘッダあり
	H22_3_第2四半期決算短信_定性ヘッダあり
	H22_3_第2四半期決算短信_財務諸表XBRL_TDnet_ヘッダあり
	H22_3_第2四半期決算短信_注記ヘッダあり



