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1. 平成28年3月期第3四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27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
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3四半期 187,402 △18.3 6,907 △71.1 6,686 △83.5 6,368 △78.3
27年3月期第3四半期 229,431 27.3 23,880 49.5 40,573 35.1 29,342 61.6

（注）包括利益 28年3月期第3四半期 △18,348百万円 （―％） 27年3月期第3四半期 32,617百万円 （9.8％）

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3四半期 111.43 ―
27年3月期第3四半期 513.41 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

28年3月期第3四半期 750,842 527,860 60.0
27年3月期 736,862 540,647 62.5
（参考）自己資本 28年3月期第3四半期 450,810百万円 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 ― 25.00 ―
28年3月期（予想） 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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有  

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

通期 245,714 △19.4 8,690 △73.0 5,150 △90.6 5,236 △82.3 91.61



(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．４「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．４「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28年2月5日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3Q 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3Q 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3Q 57,152,637 株 27年3月期3Q 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３四半期連結累計期間における売上高は187,402百万円と前年同期に比べ42,028百万円の減

収（△18.3％）となり、売上総利益は37,465百万円と前年同期に比べ15,216百万円の減益（△

28.9％）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、国産原油の販売数量の減少によるものであります。 

探鉱費は、海外での支出が大きく増加したことにより6,335百万円と前年同期に比べ2,152百万円

増加（＋51.5％）し、販売費及び一般管理費は24,221百万円と前年同期に比べ395百万円減少（△1.

6％）した結果、営業利益は、前年同期に比べ16,972百万円減益（△71.1％）の6,907百万円となり

ました。 

経常利益は、主に持分法による投資利益が減少したことに加え、前年同期における為替差益が為

替差損に転じたこと等により前年同期に比べ33,887百万円減益（△83.5％）の6,686百万円となり

ました。 

税金等調整前四半期純利益は、前年同期に比べ33,903百万円減益（△83.6％）の6,658百万円と

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22,974百万円減益（△78.3％）の

6,368百万円となりました。 

 

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、国産原油の販売数量が減少したことに伴い、148,846百万円と

前年同期に比べ37,842百万円の減収（△20.3％）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、7,379百万円と前年同期に比べ

1,101百万円の増収（＋17.5％）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、31,177百万円と前年同期に比べ5,287百万円の減収（△14.5％）とな

りました。 

 

(2) 財政状態に関する説明 

当第３四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13,979百万円増加し、

750,842百万円となりました。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

り流動資産合計が1,984百万円減少したことに加え、投資有価証券が減少したこと等により投資そ

の他の資産合計が15,536百万円減少となりましたが、建設仮勘定等の増加により有形固定資産合計

では31,775百万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26,767百万円増加し、222,981百万円となりました。主な

要因は、短期借入金が減少したこと等により流動負債合計では73,730百万円減少となりましたが、

長期借入金が増加したこと等により固定負債合計が100,497百万円増加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12,787百万円減少し、527,860百万円となりました。主

な要因は、利益剰余金では3,510百万円増加となりましたが、その他有価証券評価差額金が10,865

百万円減少したことに加え、為替換算調整勘定が2,393百万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 

平成 28年３月期の連結業績予想につきましては、売上高、経常利益、親会社株主に帰属する当

期純利益が前回公表予想（平成 27年 11月６日）を下回る見通しとなりました。売上高は油価の下

落により減収となるものの、探鉱費の減少等により営業利益は前回公表予想並みとなる見込みであ

ります。一方、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益は為替差損益の変動及び税金費用の

増加等により減少する見込みであります。 

今回の業績予想は、第４四半期（平成 28年１月から平成 28年３月の間）の油価を前回公表予想

の 50ドル/バレルから 36ドル/バレルに変更しております。なお、為替は 120円/ドルのまま変更

しておりません。 

詳しくは、本日平成 28 年２月５日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。  
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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）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３四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、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、暫定的な会計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３四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、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３四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３四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。 

 

(4) 追加情報 

（在外連結子会社の機能通貨の変更） 

当第３四半期連結会計期間より当社の在外連結子会社である、Japan Canada Oil Sands 

Limitedは機能通貨をカナダドルから米ドルへ変更しております。 

石油資源開発㈱　(1662)　平成28年３月期　第３四半期決算短信

－ 4 －



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３四半期連結会計期間 

(平成27年12月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 92,956 84,649 

受取手形及び売掛金 25,248 25,772 

有価証券 45,605 57,186 

商品及び製品 4,551 4,705 

仕掛品 250 381 

原材料及び貯蔵品 7,488 7,445 

その他 22,430 16,400 

貸倒引当金 △38 △31 

流動資産合計 198,492 196,508 

固定資産    

有形固定資産    

建設仮勘定 132,122 168,535 

その他（純額） 157,595 152,958 

有形固定資産合計 289,718 321,494 

無形固定資産    

その他 9,949 9,674 

無形固定資産合計 9,949 9,674 

投資その他の資産    

投資有価証券 187,926 173,182 

その他 54,140 53,142 

貸倒引当金 △47 △49 

海外投資等損失引当金 △3,317 △3,110 

投資その他の資産合計 238,701 223,164 

固定資産合計 538,369 554,333 

資産合計 736,862 750,842 
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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３四半期連結会計期間 

(平成27年12月31日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 6,728 10,245 

短期借入金 50,809 － 

引当金 311 146 

その他 55,019 28,746 

流動負債合計 112,868 39,138 

固定負債    

長期借入金 20,726 125,944 

繰延税金負債 36,657 33,180 

引当金 1,005 222 

退職給付に係る負債 3,534 3,471 

資産除去債務 17,475 16,851 

その他 3,946 4,173 

固定負債合計 83,346 183,843 

負債合計 196,214 222,981 

純資産の部    

株主資本    

資本金 14,288 14,288 

資本剰余金 － 157 

利益剰余金 346,441 349,952 

自己株式 △10 △10 

株主資本合計 360,719 364,387 

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 75,308 

繰延ヘッジ損益 3 △3 

為替換算調整勘定 12,980 10,586 

退職給付に係る調整累計額 521 531 

その他の包括利益累計額合計 99,678 86,422 

非支配株主持分 80,249 77,050 

純資産合計 540,647 527,860 

負債純資産合計 736,862 750,842 
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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26年４月１日 

 至 平成26年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年12月31日) 

売上高 229,431 187,402 

売上原価 176,750 149,937 

売上総利益 52,681 37,465 

探鉱費    

探鉱費 4,380 6,417 

探鉱補助金 △197 △82 

探鉱費合計 4,182 6,335 

販売費及び一般管理費 24,617 24,221 

営業利益 23,880 6,907 

営業外収益    

受取利息 1,717 1,129 

受取配当金 2,312 2,025 

持分法による投資利益 8,920 2,438 

為替差益 4,372 － 

その他 767 666 

営業外収益合計 18,089 6,260 

営業外費用    

支払利息 535 513 

為替差損 － 5,663 

海外投資等損失引当金繰入額 476 － 

その他 384 304 

営業外費用合計 1,397 6,482 

経常利益 40,573 6,686 

特別利益    

固定資産売却益 － 81 

補助金収入 42 － 

その他 0 － 

特別利益合計 42 81 

特別損失    

固定資産除却損 53 89 

その他 － 19 

特別損失合計 53 108 

税金等調整前四半期純利益 40,561 6,658 

法人税等 8,797 5,566 

四半期純利益 31,764 1,092 

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（△） 
2,421 △5,275 

親会社株主に帰属する四半期純利益 29,342 6,368 
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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26年４月１日 
 至平成26年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自平成27年４月１日 

 至平成27年12月31日) 

四半期純利益 31,764 1,092 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 468 △10,866 

繰延ヘッジ損益 226 △7 

為替換算調整勘定 △44 △8,132 

退職給付に係る調整額 55 10 

持分法適用会社に対する持分相当額 147 △445 

その他の包括利益合計 853 △19,441 

四半期包括利益 32,617 △18,348 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 30,370 △6,502 

非支配株主に係る四半期包括利益 2,247 △11,846 
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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３四半期 

連結累計期間 

 （自 平成26年４月１日  

  至 平成26年12月31日） 

当第３四半期 

連結累計期間 

 （自 平成27年４月１日  

  至 平成27年12月31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） 
1,311,646  1,325,798  1,990,143  

（1,017,611） （1,062,681） （1,601,853） 

天然ガス（千ｍ3） 
959,256  971,131  1,302,003  

（308,669） （360,904） （436,841） 

液化天然ガス（t） 1,000  969  1,000  

ビチューメン（kl） 
244,617  222,748  332,757  

（244,617） （222,748） （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３四半期 

連結累計期間 

 （自 平成26年４月１日 

  至 平成26年12月31日） 

当第３四半期 

連結累計期間 

 （自 平成27年４月１日 

  至 平成27年12月31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） 1,466,538 98,091 2,310,816 85,673 2,064,266 121,240 

天然ガス（千ｍ3） 1,219,348 59,220 1,225,718 46,937 1,710,779 83,974 

液化天然ガス（t） 204,356 20,773 137,190 12,216 274,044 28,311 

ビチューメン（kl） 244,984 8,603 223,246 4,018 332,342 12,105 

 小計  186,689  148,846  245,631 

請負   6,277  7,379  10,487 

その他 石油製品・商品  30,960  24,658  41,040 

 その他  5,503  6,519  7,751 

 小計  36,464  31,177  48,792 

 合計  229,431  187,402  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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