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注意事項 

本資料に掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、その他歴史的事実でないものは、
将来の業績に関する見通しを示したものです。 実際の業績は、さまざまな要素により、これら
業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おき下さい。 

 
本資料は投資勧誘を目的としたものではありません。 

 

Copyright: 本資料に含まれるすべての内容に関する著作権は、当社が有しています。 

      事前の承諾なく、これらの内容を複製もしくは転載することはお控えください。 

 

注: 本資料において 1H,2H はそれぞれ上期、下期を、 
  (a) は実績数値を、(e) は予想数値を示しています。 
 

    本資料に関するお問い合わせ、その他IRに関するご質問は、以下にお願いいたします。 

     石油資源開発株式会社  広報IR部 IRグループ  電話 03-6268-7111 
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原油価格と為替の動き 

2013年7月上旬(7/1-7/10)分のCIF価格(速報) 
 USD 104.57/bbl    96.78円/USD 
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14/3月期 連結業績予想 [ハイライト] 

[億円] 

2013年3月期 連結業績 2014年3月期 連結業績予想 比較増減 

4-6月  
1stQ 
(a) 

4-9月  
2Q累計  

(a) 

4-3月  
通期  
(a) 

4-6月  
1stQ 
(a) 

4-9月  
2Q累計  
(e)※      

4-3月  
通期  
(e)※ 

4-6月 
1stQ 

4-9月 
2Q累計 

4-3月  
通期 

売   上   高 564 1,059 2,310 601 997 2,327 +36 ▲62 +16 

営 業 利 益 36 17 139 55 93 207 +18 +75 +68 

経 常 利 益 44 30 280 78 125 288 +34 +94 +7 

当期純利益 34 ▲244 ▲8 58 97 215 +23 +341 +223 

原油CIF価格と為替 （原油CIF: USD/bbl 為替: 円/USD） 

原油CIF 124.11 116.16 114.67 111.17 100.00 100.00 ▲12.94 ▲16.16 ▲14.67 

為替/USD 81.26 80.35 81.71 96.36 90.00 90.00 +15.10 +9.65 +8.29 

ビチューメン価格と為替 （ビチューメン: CAD/bbl 為替: 円/CAD） 

ビチューメン 54.22 52.02 50.71 46.52 47.25 45.87 ▲7.70 ▲4.77 ▲4.84 

為替/CAD 82.52 76.77 87.05 92.58 90.00 90.00 +10.06 +13.23 +2.95 

■ 営業利益  
■ 経常利益  

■ 当期純利益  

【2014年3月期 前期比較 ポイント】 
+68 億円 

+7 億円 

+223 億円 

 探鉱費 

 営業外損益 

 +39 億円 

 ▲61 億円 
 特別損益 
 法人税他 

 +344 億円 
 ▲134 億円 

※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、2013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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販売量: 百万Ｍ3           
売上高: 百万円 

13/3月期 14/3月期 
比較増減 1stQ(a)   

12/4-6月 
1stQ(a)   

13/4-6月 

天然ガス 
販売量 358 292 ▲65 

売上高 15,837 15,791 ▲46 

うち、   
国産ガス 販売量 260 208 ▲52 

14/3月期 第1四半期決算（天然ガス販売） 【前年同期比較】 

本資料における「国産ガス」の販売量は、買入ガスを除く数値を記載しています。     

販売量（全量） 

うち、国産ガス 

販売量 前年同期比 ▲65百万M3 (▲18%) 減少 
 生産量減少に伴う販売量減少  

百万M3 
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販売量: 千ＫＬ            
売上高: 百万円 

13/3月期 14/3月期 
比較増減 1stQ(a)   

12/4-6月 
1stQ(a)   

13/4-6月 

原 油 
販売量 473 460 ▲12 

売上高 25,077 27,405 +2,327 

権益原油の内訳 

国産原油 
販売量 130 101 ▲29 

売上高 8,292 6,887 ▲1,404 

海外原油 
販売量 0 2 +2 

売上高 30 173 +142 

ビチューメン 
販売量 97 87 ▲9 

売上高 2,781 2,373 ▲408 

原油価格と為替の前提 

原油CIF USD/bbl 124.11 111.17 ▲12.94 

為替 円/USD 81.26 96.36 +15.10 

ビチューメン CAD/bbl 54.22 46.52 ▲7.70 

為替 円/CAD 82.52 92.58 +10.06 

【前年同期比較】 14/3月期 第1四半期決算（原油販売） 

本資料における「国産原油」の販売量及び売上高は買入原油を除いており、「ビチューメン」の価格及び売上高はロイヤリティー控除後の数値です。 

また、「海外原油」の販売量及び売上高は、海外連結子会社であるJapex (U.S.) Corp.の数値を記載しています。     

海外買入商品原油の販売価格上昇等 
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単位：百万円 

13/3月期 14/3月期 

比較増減 1stQ(a)   
12/4-6月 

1stQ(a)   
13/4-6月 

売上高 56,472 60,107 +3,634 

売上総利益 15,497 15,876 +379 

探鉱費 4,180 2,819 ▲1,360 

販管費 7,673 7,544 ▲129 

営業利益 3,642 5,512 +1,869 

営業外損益 795 2,340 +1,544 

経常利益 4,438 7,853 +3,414 

特別損益 ▲232 ▲4 +227 

法人税等 659 1,827 +1,168 

少数株主利益 75 153 +78 

四半期純利益 3,471 5,867 +2,395 

14/3月期 第1四半期決算 

損益変動要因 （ＭＥＭＯ）  
「増益要因を ＋ 」、「減益要因を ▲ 」で記載 

【前年同期比較】 

売上総利益 
国内原油天然ガス事業     +13億円 
海外連結子会社               ▲9億円 

探鉱費 
国内探鉱                          ▲2億円 
海外探鉱                    +16億円 

営業外損益 
持分法投資損益                +8億円 
為替差損益               +8億円 
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