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1.  平成25年12月期第1四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25年3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 ％

25年12月期第1四半期 797,635 10.2 42,709 40.6 41,458 39.8 25,182 2.7
24年12月期第1四半期 723,479 8.3 30,372 △84.1 29,652 △84.5 24,512 △78.4

（注）包括利益 25年12月期第1四半期 25,221百万円 （1.6％） 24年12月期第1四半期 24,830百万円 （△78.0％）

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

25年12月期第1四半期 69.08 ―
24年12月期第1四半期 43.43 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年12月期第1四半期 1,447,407 306,668 21.1
24年12月期 1,385,014 288,384 20.8
（参考） 自己資本   25年12月期第1四半期  305,789百万円 24年12月期  287,563百万円

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

24年12月期 ― 19.00 ― 19.00 38.00
25年12月期 ―
25年12月期（予想） 19.00 ― 19.00 38.00

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12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  ：  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

第2四半期(累計) 1,500,000 11.5 41,000 ― 39,000 ― 22,000 ― 60.35
通期 3,100,000 10.5 63,000 130.8 61,000 170.8 33,000 △39.7 90.52



(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  ：  無  

(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 
 当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の対象外ですが、当四半期決算短信の開示時点において、あらた監査法人による、四半期報告
書の「経理の状況」に掲げられている四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続きは終了しております。同監査法人は、平成25年5月14日付で、「四半期
連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、東燃ゼネラル石油株式会社及び連結子会社の平
成25年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じ
させる事項がすべての重要な点において認められなかった」旨の結論を表明しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本決算短信に記載されている業績予想は、日本及び世界経済の動向、原油及び製品価格、円ドルの為替レート、需給の変動に大きく左右される業界の競争状
況などにより影響を受けます。これらの影響により、実際の業績は上記の見通しとは大きく異なる可能性があることにご留意下さい。 
 なお、上記業績予想に関する事項は、〔添付資料〕P．3「１．当四半期決算に関する定性的情報 (3) 連結業績予想に関する定性的情報」をご参照下さい。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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） 25年12月期1Q 565,182,000 株 24年12月期 565,182,000 株
② 期末自己株式数 25年12月期1Q 200,641,950 株 24年12月期 200,628,166 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期1Q 364,545,852 株 24年12月期1Q 564,371,475 株



 

（参考） 平成 25 年 12 月期の個別業績予想 (平成 25 年１月１日～平成 25 年 12 月 31 日) 

 
(％表示は、対前期増減率) 

 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 3,000,000 9.8 56,000 148.7 58,000 204.4 39,000 △12.8 106.98

 (注) 当四半期における業績予想の修正有無： 有 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結累計期間の連結売上高は、主に為替が円安に進行したことに伴い製品価格が上昇したことか

ら、前年同期比742億円（10.2％）増加して7,976億円となりました。連結営業利益は、主に原油及び製品価格の上

昇による在庫評価益、及び石油化学事業の業績の改善を反映し、427億円（前年同期比123億円増）となりました。

 また、連結経常利益は、持分法適用会社からの投資利益、為替差損、及び支払利息等の営業外損益をあわせて

415億円（前年同期比118億円増）となりました。連結四半期純利益は、特別損益及び法人税の調整等の結果、252

億円（前年同期比７億円増）となりました。 

  セグメント利益の実績は以下のとおりです。なお、このセグメント利益には、ＥＭＧマーケティング合同会社持

分の取得に係るのれんの償却費（当第１四半期連結累計期間は42億円）は配分されておりません。 

  

①石油事業 

 石油事業のセグメント利益は383億円（前年同期比100億円増）となりました。在庫評価益246億円（前年同期

比54億円増）の影響を除いた当期のセグメント利益は、マージンの低下で一部減少したものの、主に連結子会社

となったＥＭＧマーケティング合同会社の利益の貢献及びその統合効果により前年同期比で増加し、136億円

（前年同期比46億円増）となりました。 

  

  

②石油化学事業 

 石油化学事業のセグメント利益は87億円（前年同期比66億円増）となりました。これは主に芳香族類マージン

環境の改善に支えられたことによります。なお、当期のセグメント利益には11億円の在庫評価益が含まれており

ます。   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結累計期間末の総資産は、借換えを目的とした長期借入金の一時的な増加に係る現金及び預金の

増加、並びに在庫数量の増加及び原油、製品価格の上昇に伴うたな卸資産評価額の増加の影響が、売掛金の減少に

よって一部相殺され、前連結会計年度末比で624億円増加し１兆4,474億円となりました。負債は、上述の長期借入

金の増加により、前連結会計年度末比で441億円増加し１兆1,407億円となりました。純資産は、前連結会計年度末

比で183億円増加し、3,067億円となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は533億円となり、前連結会計年度末比で399億円

の増加となりました。主要な増減要因、及び各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、92億円の純支出（前年同期は518億円の純支出）となりました。これは

主に、たな卸資産の変動に伴う運転資金の増加などによる資金減少要因が、税金等調整前四半期純利益や減価償却

費などの資金増加要因を上回ったことによるものです。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、18億円の純支出（前年同期は474億円の純収入）となりました。これは

主に、有形固定資産の取得によるものです。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、509億円の純収入（前年同期は44億円の純収入）となりました。これは

主に、借換えを目的とした長期借入金の一時的な増加によるものです。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

石油事業セグメント利益 前年同四半期比較       （単位：億円）

 項目 

平成25年 

第１四半期 

累計期間 

平成24年 

第１四半期 

累計期間 

増減額 

 セグメント利益  383  283  100

 在庫評価益  246  192  54

 在庫評価益を除くセグメント利益  136  91  46
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（３）連結業績予想に関する定性的情報   

前回予想時（平成25年２月14日）の想定に対して、円安の進行を主因とする原油及び製品価格の上昇を反映し、

売上高の増加及び前回予想時にゼロと想定していた在庫評価益を約200億円見込み、平成25年12月期の第２四半期

累計期間及び通期の予想を下記の通り修正いたします。なお、在庫評価益を除いた実質営業利益、並びに１株あた

り年間38円の通期配当見通しについては、前回発表からの変更はありません。 

  

平成25年12月期第２四半期（累計）連結業績予想（平成25年１月１日～平成25年６月30日） 

  

平成25年12月通期連結業績予想（平成25年１月１日～平成25年12月31日）  

  

   

  

（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）事業等のリスク 

当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は前事業年度の決算短信に記載した事業等

のリスクについての重要な変更はありません。   

   

（３）会社の対処すべき課題 

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

   

   

   （単位：百万円）

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
１株あたり 

四半期純利益 

 前回発表予想（Ａ）  1,500,000  21,000  21,000  10,000  27.43

 今回修正予想（Ｂ）  1,500,000  41,000  39,000  22,000  60.35

 増減額（Ｂ－Ａ） -  20,000  18,000  12,000 - 

 増減率（％） -  95.2  85.7  120.0 - 

   （単位：百万円）

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株あたり 

当期純利益 

 前回発表予想（Ａ）  3,000,000  43,000  42,000  20,000  54.86

 今回修正予想（Ｂ）  3,100,000  63,000  61,000  33,000  90.52

 増減額（Ｂ－Ａ）  100,000  20,000  19,000  13,000 - 

 増減率（％）  3.3  46.5  45.2  65.0 - 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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24年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,369 53,277

受取手形及び売掛金 249,604 228,609

商品及び製品 95,270 103,436

半製品 58,506 79,009

原材料 213,052 244,553

貯蔵品 6,678 6,840

短期貸付金 15,081 15,078

その他 54,817 50,484

貸倒引当金 △343 △343

流動資産合計 706,036 780,945

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 39,613 37,166

土地 146,419 146,229

その他（純額） 64,945 64,219

有形固定資産合計 250,978 247,615

無形固定資産   

のれん 330,033 325,801

その他 22,827 22,526

無形固定資産合計 352,861 348,328

投資その他の資産   

投資有価証券 34,855 36,362

その他 40,555 34,380

貸倒引当金 △271 △224

投資その他の資産合計 75,138 70,518

固定資産合計 678,978 666,461

資産合計 1,385,014 1,447,407
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 279,567 258,076

揮発油税等未払税金 220,034 223,652

短期借入金 102,616 118,266

コマーシャル・ペーパー 64,000 56,000

未払法人税等 2,461 4,209

引当金 1,476 3,710

その他 74,874 80,184

流動負債合計 745,030 744,099

固定負債   

社債 30,000 30,000

長期借入金 136,539 186,368

繰延税金負債 30,705 25,766

退職給付引当金 128,066 127,060

修繕引当金 17,817 19,247

その他 8,470 8,198

固定負債合計 351,599 396,640

負債合計 1,096,630 1,140,739

純資産の部   

株主資本   

資本金 35,123 35,123

資本剰余金 52,743 52,743

利益剰余金 341,684 359,940

自己株式 △141,966 △141,978

株主資本合計 287,584 305,828

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △21 △39

その他の包括利益累計額合計 △21 △39

少数株主持分 821 878

純資産合計 288,384 306,668

負債純資産合計 1,385,014 1,447,407
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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１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 723,479 797,635

売上原価 685,108 732,361

売上総利益 38,370 65,273

販売費及び一般管理費 7,997 22,564

営業利益 30,372 42,709

営業外収益   

受取利息 5 205

受取配当金 278 0

持分法による投資利益 64 2,586

その他 27 26

営業外収益合計 375 2,818

営業外費用   

支払利息 62 982

為替差損 1,023 3,076

その他 8 10

営業外費用合計 1,095 4,069

経常利益 29,652 41,458

特別利益   

固定資産売却益 20 169

合弁事業解消に伴う持分払戻益 16,354 －

残余財産分配金 103 －

特別利益合計 16,478 169

特別損失   

固定資産除売却損 45 228

減損損失 － 4

特別損失合計 45 232

税金等調整前四半期純利益 46,085 41,395

法人税等 21,573 16,155

少数株主損益調整前四半期純利益 24,512 25,240

少数株主利益 － 57

四半期純利益 24,512 25,182
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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24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 24,512 25,240

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 129 △19

持分法適用会社に対する持分相当額 188 1

その他の包括利益合計 318 △18

四半期包括利益 24,830 25,221

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 24,830 25,164

少数株主に係る四半期包括利益 － 57
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年３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 46,085 41,395

減価償却費 5,964 5,551

のれん償却額 － 4,231

持分法による投資損益（△は益） △64 △2,586

減損損失 － 4

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,633 △1,006

修繕引当金の増減額（△は減少） 1,473 1,429

受取利息及び受取配当金 △283 △205

支払利息 62 982

合弁事業解消に伴う持分払戻益 △16,354 －

残余財産分配金 △103 －

固定資産除売却損益（△は益） 25 58

売上債権の増減額（△は増加） △17,877 20,995

たな卸資産の増減額（△は増加） △66,603 △60,331

仕入債務の増減額（△は減少） 41,373 △21,491

未収入金の増減額（△は増加） △131 △187

未払金の増減額（△は減少） 2,997 1,957

その他 △28,383 2,378

小計 △30,186 △6,824

利息及び配当金の受取額 1,067 939

利息の支払額 △146 △860

法人税等の支払額 △22,531 △2,469

営業活動によるキャッシュ・フロー △51,796 △9,214

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △2,841 △1,830

有形固定資産の売却による収入 102 387

無形固定資産の取得による支出 △65 △359

残余財産の分配による収入 103 －

出資金の回収による収入 50,099 －

長期貸付けによる支出 － △4

長期貸付金の回収による収入 19 18

投資活動によるキャッシュ・フロー 47,418 △1,787

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期貸付金の純増減額（△は増加） 13,540 －

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,459 16,000

長期借入金の返済による支出 △521 △521

長期借入れによる収入 － 50,000

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） － △8,000

自己株式の取得による支出 △6 △12

自己株式の売却による収入 3 0

配当金の支払額 △10,093 △6,557

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,382 50,910

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4 39,908

現金及び現金同等物の期首残高 280 13,369

現金及び現金同等物の四半期末残高 284 53,277
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該当事項はありません。   

   

   

該当事項はありません。   

   

   

前第１四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年３月31日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（単位：百万円）

（注）１ 調整額△73,134百万円は、セグメント間取引消去によるものです。 

２ セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成25年１月１日 至 平成25年３月31日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（単位：百万円）

（注）１ 調整額 百万円は、セグメント間取引消去によるものです。 

２ のれんの償却額 百万円は、各報告セグメントに配分していないため調整額の欄に記載して

おります。 

３ セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

  石油事業 石油化学事業 合計 
調整額 
（注１）  

四半期連結 
損益計算書 
計上額  

売上高                          

外部顧客への売上高  655,510  67,968  723,479  －  723,479

セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 63,931  9,202  73,134  △73,134  －

計  719,442  77,171  796,613  △73,134  723,479

セグメント利益  28,269       2,102  30,372  －  30,372

  石油事業 石油化学事業 合計 
調整額 

（注１、２） 

四半期連結 
損益計算書 
計上額  

売上高                          

外部顧客への売上高  716,584  81,050  797,635  －  797,635

セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 524,710  55,301  580,011  △580,011  －

計  1,241,295  136,351  1,377,647  △580,011  797,635

セグメント利益  38,285       8,655  46,940  △4,231  42,709

△580,011

△4,231
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