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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 

  

(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 60,107 6.4 5,512 51.3 7,853 76.9 5,867 69.0
25年3月期第1四半期 56,472 7.6 3,642 △22.1 4,438 △20.4 3,471 △21.5

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 △7,142百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △16,064百万円 （―％）

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 102.66 ―
25年3月期第1四半期 60.74 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 501,792 395,638 74.5
25年3月期 525,172 403,625 72.8
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  373,792百万円 25年3月期  382,441百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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 ― 20.00 ― 20.00 40.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 25.00 ― 25.00 50.00

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 99,741 △5.9 9,294 422.6 12,462 306.9 9,677 ― 169.31
通期 232,692 0.7 20,722 49.0 28,783 2.5 21,511 ― 376.39



(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  
(注) 詳細は、添付資料Ｐ．３ 「２.サマリー情報（注記事項）に関する事項 (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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 
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、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中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により予想数値と大きく異なる可能性があります。 
業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、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」をご覧ください。  
 
（四半期決算補足説明資料の入手方法） 
平成25年８月７日（水）に四半期決算補足説明資料を当社ホームページに掲載いたします。 

※  注記事項

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   ：  無
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 57,154,776 株 25年3月期 57,154,776 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 2,139 株 25年3月期 2,139 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 57,152,637 株 25年3月期1Q 57,152,637 株
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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１四半期連結累計期間における売上高は60,107百万円と前年同期に比べ3,634百万円の増収（＋

6.4％）となり、売上総利益は15,876百万円と前年同期に比べ379百万円の増益（＋2.4％）となりました。

前年同期に比べ増収増益となった要因は、主に為替の影響に伴う販売価格の上昇によることなどでありま

す。 

探鉱費は、海外での支出が大きく減少したことにより2,819百万円と前年同期に比べ1,360百万円減少

（△32.5％）し、販売費及び一般管理費は7,544百万円と前年同期に比べ129百万円減少（△1.7％）した

結果、営業利益は、前年同期に比べ1,869百万円増益（＋51.3％）の5,512百万円となりました。 

経常利益は、受取配当金の減少などの減益要因があるものの、主に為替差損が為替差益に転じたこと及

び持分法による投資損失の減少などにより、前年同期に比べ3,414百万円増益（＋76.9％）の7,853百万円

となりました。 

税金等調整前四半期純利益は、固定資産除却損の減少などにより前年同期に比べ3,642百万円増益（＋

86.6％）の7,848百万円となり、四半期純利益は法人税等が増加したものの、前年同期に比べ2,395百万円

増益（＋69.0％）の5,867百万円となりました。 

 

なお、売上高の内訳は次のとおりであります。 

（イ）原油・天然ガス 

原油・天然ガス（液化天然ガス（LNG）及びビチューメンを含む）の売上高は、国産原油及びビチ

ューメン、並びに天然ガスの販売数量が減少したものの、為替が大きく円安に振れたことに伴う販

売価格の上昇を受けて、主にサハリン原油など買入商品原油の売上高の増加などにより、47,714百

万円と前年同期に比べ2,970百万円の増収（＋6.6％）となりました。 

（ロ）請負 

請負（掘さく工事及び地質調査の受注等）の売上高は、1,789百万円と前年同期に比べ604百万円

の増収（＋51.0％）となりました。 

（ハ）その他 

液化石油ガス（LPG）・重油等の石油製品等の販売、天然ガス・石油製品の受託輸送及びその他業

務受託等の売上高は、10,603百万円と前年同期に比べ60百万円の増収（＋0.6％）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における総資産は、前連結会計年度末に比べ23,380百万円減少し、

501,792百万円となりました。これは主に国際石油開発帝石㈱等の株価下落による投資有価証券の減少な

どによるものであります。 

また、負債の部及び純資産の部につきましては、主に、支払手形及び買掛金の減少や前述の投資有価証

券の減少による繰延税金負債の減少などにより、負債合計は15,393百万円減少の106,153百万円となり、

純資産合計は、利益剰余金の増加及び為替換算調整勘定の増加などを、その他有価証券評価差額金の減少

などが上回った結果、7,986百万円減少の395,638百万円となりました。 

 

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

連結業績予想につきましては、当第１四半期決算を踏まえ検討した結果、平成25年５月10日公表の第２

四半期連結累計期間及び通期の予想を据え置きといたします。 
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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 

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）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１四半期連結累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。 

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、

法定実効税率を使用する方法によっております。 

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。 
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３．四半期連結財務諸表等 
（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 53,870 61,760

受取手形及び売掛金 32,337 29,711

有価証券 53,414 56,533

商品及び製品 4,490 4,467

仕掛品 77 273

原材料及び貯蔵品 7,007 6,849

その他 37,479 23,579

貸倒引当金 △31 △30

流動資産合計 188,645 183,145

固定資産   

有形固定資産 90,683 91,987

無形固定資産   

その他 10,394 10,418

無形固定資産合計 10,394 10,418

投資その他の資産   

投資有価証券 177,304 153,543

その他 62,806 67,356

貸倒引当金 △31 △31

海外投資等損失引当金 △4,630 △4,629

投資その他の資産合計 235,449 216,240

固定資産合計 336,526 318,646

資産合計 525,172 501,792
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 18,947 13,058

引当金 170 238

その他 22,037 21,538

流動負債合計 41,155 34,835

固定負債   

長期借入金 24,197 22,868

繰延税金負債 31,983 25,006

退職給付引当金 6,938 6,612

その他の引当金 886 800

資産除去債務 10,858 10,690

その他 5,526 5,338

固定負債合計 80,391 71,318

負債合計 121,547 106,153

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,288 14,288

利益剰余金 291,990 296,714

自己株式 △10 △10

株主資本合計 306,268 310,992

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 78,310 62,819

繰延ヘッジ損益 226 12

為替換算調整勘定 △2,362 △31

その他の包括利益累計額合計 76,173 62,800

少数株主持分 21,183 21,846

純資産合計 403,625 395,638

負債純資産合計 525,172 501,792
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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 56,472 60,107

売上原価 40,975 44,231

売上総利益 15,497 15,876

探鉱費 4,180 2,819

販売費及び一般管理費 7,673 7,544

営業利益 3,642 5,512

営業外収益   

受取利息 365 629

受取配当金 1,449 1,165

為替差益 － 588

その他 215 246

営業外収益合計 2,029 2,630

営業外費用   

支払利息 72 58

持分法による投資損失 903 87

デリバティブ評価損 － 77

その他 257 66

営業外費用合計 1,234 289

経常利益 4,438 7,853

特別利益   

固定資産売却益 2 0

その他 － 0

特別利益合計 2 0

特別損失   

固定資産売却損 － 2

固定資産除却損 227 2

その他 6 －

特別損失合計 234 5

税金等調整前四半期純利益 4,206 7,848

法人税等 659 1,827

少数株主損益調整前四半期純利益 3,546 6,020

少数株主利益 75 153

四半期純利益 3,471 5,867

石油資源開発㈱　(1662)　平成26年３月期　第１四半期決算短信

－ 6 －



（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利益 3,546 6,020

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △21,462 △15,492

繰延ヘッジ損益 71 △238

為替換算調整勘定 1,800 2,529

持分法適用会社に対する持分相当額 △20 38

その他の包括利益合計 △19,610 △13,163

四半期包括利益 △16,064 △7,142

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △16,352 △7,505

少数株主に係る四半期包括利益 288 363
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 (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） 

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） 

該当事項はありません。 
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４．補足情報 

  生産・販売の状況 

  ① 生産実績 

 

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） 

（参考） 

前連結会計年度 

（自 平成24年４月１日  

  至 平成25年３月31日） 

原油・天然 

ガス 

原油（kl） 
123,528  105,913  482,306  

（540） （2,620） （5,840） 

天然ガス（千ｍ3） 
282,176  240,786  1,080,116  

（374） （754） （1,199） 

液化天然ガス（t） －  4,389  602  

ビチューメン（kl） 
97,157  87,785  348,948  

（97,157） （87,785） （348,948） 

 （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。 

  

 ② 販売実績 

 

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） 

（参考） 

前連結会計年度 

（自 平成24年４月１日  

  至 平成25年３月31日） 

数量 
金額 

（百万円） 
数量 

金額 

（百万円） 
数量 

金額 

（百万円） 

原油・天然 

ガス 

原油（kl） 376,555 22,296 373,042 25,031 1,335,639 78,834 

天然ガス（千ｍ3） 358,369 15,837 292,993 15,791 1,455,708 69,795 

液化天然ガス（t） 48,039 3,828 48,730 4,518 229,242 19,098 

ビチューメン（kl） 97,196 2,781 87,804 2,373 349,198 9,694 

 小計  44,743  47,714  177,423 

請負   1,185  1,789  9,674 

その他 石油製品・商品  8,623  8,630  36,034 

 その他  1,919  1,973  7,953 

 小計  10,543  10,603  43,988 

 合計  56,472  60,107  231,086 

        （注）１．「石油製品・商品」には、液化石油ガス（LPG）、重油、軽油、灯油等が、「その他」には天然ガス・石油製品の

受託輸送及びその他業務受託等が含まれております。 

    ２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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