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1. 平成28年3月期第1四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年3月期第1四半期 60,035 △27.0 5,362 △34.1 8,300 △36.2 6,825 △31.7
27年3月期第1四半期 82,259 36.9 8,131 47.5 13,011 65.7 9,987 70.2

（注）包括利益 28年3月期第1四半期 △2,944百万円 （―％） 27年3月期第1四半期 17,871百万円 （―％）

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

28年3月期第1四半期 119.43 ―
27年3月期第1四半期 174.75 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

28年3月期第1四半期 737,969 543,049 62.4
27年3月期 736,862 540,647 62.5
（参考）自己資本 28年3月期第1四半期 460,767百万円 27年3月期 460,398百万円

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

27年3月期 ― 25.00 ― 25.00 50.00
28年3月期 ―
28年3月期（予想） 25.00 ― 25.00 50.00

3. 平成28年 3月期の連結業績予想（平成27年 4月 1日～平成28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
親会社株主に帰属する

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) 144,019 △1.9 3,899 △74.2 6,523 △73.6 5,848 △69.0 102.32
通期 271,118 △11.1 9,120 △71.6 14,012 △74.4 11,705 △60.4 204.80



(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 

(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 (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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．3「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27年8月7日（金）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 ： 有
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） 28年3月期1Q 57,154,776 株 27年3月期 57,154,776 株
② 期末自己株式数 28年3月期1Q 2,139 株 27年3月期 2,139 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期1Q 57,152,637 株 27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60,035百万円と前年同期に比べ22,223百万円の減収

（△27.0％）となり、売上総利益は13,990百万円と前年同期に比べ5,088百万円の減益（△26.7％）

となりました。前年同期に比べ減収減益となった主な要因は、国産及び海外の原油並びに天然ガス

の販売価格が下落したことに加え、国産及び海外の原油販売数量の減少によるものであります。 

探鉱費は、国内及び海外での支出が大きく減少したことにより233百万円と前年同期に比べ2,225

百万円減少（△90.5％）し、販売費及び一般管理費は8,395百万円と前年同期に比べ93百万円減少

（△1.1％）した結果、営業利益は、前年同期に比べ2,768百万円減益（△34.1％）の5,362百万円

となりました。 

経常利益は、主に持分法による投資利益の減少により、前年同期に比べ4,710百万円減益（△

36.2％）の8,300百万円となりました。 

税金等調整前四半期純利益は、前年同期に比べ4,759百万円減益（△36.5％）の8,289百万円とな

り、親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期に比べ3,161百万円減益（△31.7％）の6,825

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、主に販売

価格が下落したことに加え、国産及び海外原油の販売数量が減少したことに伴い、47,101百

万円と前年同期に比べ22,123百万円の減収（△32.0％）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、2,861百万円と前年同期に比べ

1,529百万円の増収（＋114.8％）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、天然ガス等の受託輸送及びその他業

務受託等の売上高は、10,073百万円と前年同期に比べ1,629百万円の減収（△13.9％）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資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,106百万円増加し、

737,969百万円となりました。主な要因は、短期貸付金（流動資産「その他」）が減少したこと等

により流動資産合計では15,361百万円減少しましたが、投資有価証券が増加したこと等により投資

その他の資産合計が16,401百万円増加したことによるものであります。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,294百万円減少し、194,920百万円となりました。主な要

因は、長期借入金が増加したこと等により固定負債合計が23,785百万円増加しましたが、１年内返

済予定の長期借入金（流動負債「その他」）が減少したこと等により流動負債合計が25,079百万円

減少したことによるものであります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ2,401百万円増加し、543,049百万円となりました。主な

要因は、利益剰余金が増加したこと等により株主資本合計が5,556百万円増加したことに加え、非

支配株主持分が2,031百万円増加しましたが、為替換算調整勘定が減少したこと等によりその他の

包括利益累計額合計が5,186百万円減少したことによるものであります。 
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(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 27年５月 12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。 

 

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）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。 

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。 

 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更 

（企業結合に関する会計基準等の適用） 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業

結合会計基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 

平成25年９月13日。以下「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を

当第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の

持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結

会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当第１四半期連結会計期

間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な経理処理の確定による取得原価の

配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映さ

せる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分か

ら非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、

前第１四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結

財務諸表の組替えを行っております。 

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準

第44－５項(4)及び事業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従ってお

り、当第１四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益、並びに当第１四半期連結会計期間末の資本剰余金に与える影響は軽微であります。 
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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27年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成27年６月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 92,956 83,385 

受取手形及び売掛金 25,248 18,551 

有価証券 45,605 58,572 

商品及び製品 4,551 4,458 

仕掛品 250 404 

原材料及び貯蔵品 7,488 6,189 

その他 22,430 11,606 

貸倒引当金 △38 △37 

流動資産合計 198,492 183,130 

固定資産    

有形固定資産    

建設仮勘定 132,122 134,431 

その他（純額） 157,595 155,276 

有形固定資産合計 289,718 289,707 

無形固定資産    

その他 9,949 10,027 

無形固定資産合計 9,949 10,027 

投資その他の資産    

投資有価証券 187,926 196,922 

その他 54,140 61,485 

貸倒引当金 △47 △47 

海外投資等損失引当金 △3,317 △3,256 

投資その他の資産合計 238,701 255,103 

固定資産合計 538,369 554,838 

資産合計 736,862 737,969 
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    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成27年６月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 6,728 5,159 

短期借入金 50,809 46,622 

引当金 311 260 

その他 55,019 35,745 

流動負債合計 112,868 87,788 

固定負債    

長期借入金 20,726 43,256 

繰延税金負債 36,657 38,911 

引当金 1,005 207 

退職給付に係る負債 3,534 3,403 

資産除去債務 17,475 16,891 

その他 3,946 4,461 

固定負債合計 83,346 107,131 

負債合計 196,214 194,920 

純資産の部    

株主資本    

資本金 14,288 14,288 

資本剰余金 － 159 

利益剰余金 346,441 351,838 

自己株式 △10 △10 

株主資本合計 360,719 366,275 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 86,174 91,596 

繰延ヘッジ損益 3 △3 

為替換算調整勘定 12,980 2,374 

退職給付に係る調整累計額 521 524 

その他の包括利益累計額合計 99,678 94,492 

非支配株主持分 80,249 82,281 

純資産合計 540,647 543,049 

負債純資産合計 736,862 737,969 
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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26年４月１日 
 至平成26年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自平成27年４月１日 

 至平成27年６月30日) 

売上高 82,259 60,035 

売上原価 63,180 46,045 

売上総利益 19,078 13,990 

探鉱費    

探鉱費 2,492 249 

探鉱補助金 △34 △15 

探鉱費合計 2,458 233 

販売費及び一般管理費 8,489 8,395 

営業利益 8,131 5,362 

営業外収益    

受取利息 579 407 

受取配当金 1,037 1,037 

持分法による投資利益 3,956 1,849 

その他 212 198 

営業外収益合計 5,786 3,493 

営業外費用    

支払利息 150 203 

為替差損 64 251 

海外投資等損失引当金繰入額 640 － 

その他 51 99 

営業外費用合計 906 555 

経常利益 13,011 8,300 

特別利益    

補助金収入 42 － 

その他 0 0 

特別利益合計 42 0 

特別損失    

固定資産除却損 4 10 

その他 － 1 

特別損失合計 4 11 

税金等調整前四半期純利益 13,048 8,289 

法人税等 2,263 1,881 

四半期純利益 10,785 6,407 

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△） 
798 △418 

親会社株主に帰属する四半期純利益 9,987 6,825 
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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26年４月１日 
 至平成26年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自平成27年４月１日 

 至平成27年６月30日) 

四半期純利益 10,785 6,407 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 14,762 5,419 

繰延ヘッジ損益 65 △6 

為替換算調整勘定 △7,588 △14,583 

退職給付に係る調整額 32 3 

持分法適用会社に対する持分相当額 △187 △184 

その他の包括利益合計 7,085 △9,351 

四半期包括利益 17,871 △2,944 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 19,430 1,991 

非支配株主に係る四半期包括利益 △1,559 △4,935 
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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26年４月１日  

  至 平成26年６月30日） 

当第１四半期 

連結累計期間 

 （自 平成27年４月１日  

  至 平成27年６月30日） 

（参考） 

前連結会計年度 

 （自 平成26年４月１日  

  至 平成27年３月31日） 

原油・天然

ガス 

原油（kl） 
466,037  362,502  1,990,143  

（363,367） （268,860） （1,601,853） 

天然ガス（千ｍ3） 
313,916  342,974  1,302,003  

（89,341） （125,356） （436,841） 

液化天然ガス（t） －  5  1,000  

ビチューメン（kl） 
83,676  79,351  332,757  

（83,676） （79,351） （332,757） 

 （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26年４月１日 

  至 平成26年６月30日） 

当第１四半期 

連結累計期間 

 （自 平成27年４月１日 

  至 平成27年６月30日） 

（参考） 

前連結会計年度 

 （自 平成26年４月１日 

  至 平成27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） 605,757 42,707 525,067 23,517 2,064,266 121,240 

天然ガス（千ｍ3） 382,110 18,772 418,087 17,725 1,710,779 83,974 

液化天然ガス（t） 46,582 4,948 42,315 4,554 274,044 28,311 

ビチューメン（kl） 84,297 2,795 77,620 1,303 332,342 12,105 

 小計  69,224  47,101  245,631 

請負   1,332  2,861  10,487 

その他 石油製品・商品  9,743  8,073  41,040 

 その他  1,959  2,000  7,751 

 小計  11,703  10,073  48,792 

 合計  82,259  60,035  304,911 

        （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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