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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9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2四半期 120,281 13.5 11,543 549.1 19,902 549.9 15,883 ―
25年3月期第2四半期 105,958 1.3 1,778 △71.4 3,062 △61.2 △24,433 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 12,067百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △40,803百万円 （―％）

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2四半期 277.91 ―
25年3月期第2四半期 △427.51 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 599,290 436,174 65.6
25年3月期 525,172 403,625 72.8
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  393,043百万円 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 ― 25.00
26年3月期（予想） ― 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、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  ：  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

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．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。 
 
（四半期決算説明会内容の入手方法） 
平成25年11月11日に機関投資家・証券アナリスト向け四半期決算説明会を開催する予定ですが、同説明会で配布する資料についても、説明会開催後、速やか
に当社ホームページに掲載する予定です。 

※  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2Q 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2Q 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2Q 57,152,637 株 25年3月期2Q 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２四半期連結累計期間における売上高は、原油天然ガスの販売数量の減少などによる減収

要因はあるものの、主に為替の影響に伴う販売価格の上昇などにより、120,281百万円と前年同

期に比べ14,323百万円の増収（＋13.5％）となりました。売上総利益は、前述の販売価格の上昇

に加え、減価償却費の減少及び天然ガスの販売数量の減少に伴う変動費の減少などにより売上原

価が減少した結果、32,161百万円と前年同期に比べ8,522百万円の増益（＋36.1％）となりまし

た。 

探鉱費は、海外での支出が大きく減少したことにより5,723百万円と前年同期に比べ1,593百万

円減少（△21.8％）し、販売費及び一般管理費は14,893百万円と前年同期に比べ350百万円増加

（＋2.4％）した結果、営業利益は、前年同期に比べ9,765百万円増益（＋549.1％）の11,543百

万円となりました。 

経常利益は、主に前年同期における持分法による投資損失及び為替差損が、それぞれ投資利益

及び為替差益に転じたことなどにより、前年同期に比べ16,839百万円増益（＋549.9％）の

19,902百万円となりました。 

税金等調整前四半期純利益は、前年同期において特別損失に計上した減損損失がなくなったこ

となどにより前年同期に比べ51,615百万円増益の19,905百万円となり、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40,316百万円増益の15,883百万円となりました。 

 

 

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、主にサハリン原油など買入商品原油の売上高が

増加したことなどにより、94,614百万円と前年同期に比べ10,803百万円の増収（＋12.9％）

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、4,005百万円と前年同期に比べ

1,557百万円の増収（＋63.6％）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、21,662百万円と前年同期に比べ1,962百万円の増収（＋

10.0％）となりました。 

 

(2) 財政状態に関する説明 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、流動資産は減少しましたが、固定資産が増加

したことにより、前連結会計年度末に比べ74,118百万円増加し、599,290百万円となりました。

主な変動要因は、流動資産において、流動資産のその他に含まれる現先取引による短期貸付金の

減少などによるものであり、固定資産においては、株価下落による投資有価証券の減少、イラク

共和国ガラフ油田の開発に係る投資額の増加、及びカナダ ブリティッシュ・コロンビア州のシ

ェールガス開発・生産プロジェクトに係る資産を認識したこと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、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を、短期借入金の増加などが上回った結果、負債合計

は41,568百万円増加の163,115百万円となり、純資産合計は、その他有価証券評価差額金の減少
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などを、利益剰余金及び為替換算調整勘定の増加などが上回った結果、32,549百万円増加の

436,174百万円となりました。 

 

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成26年３月期の連結業績予想につきましては、平成25年５月10日に公表しました連結業績予

想から変更ありません。 

 

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２四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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 53,870 55,819

受取手形及び売掛金 32,337 31,847

有価証券 53,414 55,426

商品及び製品 4,490 4,701

仕掛品 77 796

原材料及び貯蔵品 7,007 6,404

その他 37,479 13,528

貸倒引当金 △31 △37

流動資産合計 188,645 168,485

固定資産   

有形固定資産   

建設仮勘定 2,957 80,883

その他（純額） 87,725 101,378

有形固定資産合計 90,683 182,261

無形固定資産   

その他 10,394 10,512

無形固定資産合計 10,394 10,512

投資その他の資産   

投資有価証券 177,304 170,017

その他 62,806 72,504

貸倒引当金 △31 △31

海外投資等損失引当金 △4,630 △4,458

投資その他の資産合計 235,449 238,031

固定資産合計 336,526 430,805

資産合計 525,172 599,290
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 18,947 13,327

短期借入金 － 49,825

引当金 170 212

その他 22,037 23,171

流動負債合計 41,155 86,536

固定負債   

長期借入金 24,197 22,992

繰延税金負債 31,983 29,124

退職給付引当金 6,938 6,534

その他の引当金 886 847

資産除去債務 10,858 11,939

その他 5,526 5,140

固定負債合計 80,391 76,579

負債合計 121,547 163,115

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,288 14,288

利益剰余金 291,990 306,730

自己株式 △10 △10

株主資本合計 306,268 321,008

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 71,462

繰延ヘッジ損益 226 △188

為替換算調整勘定 △2,362 760

その他の包括利益累計額合計 76,173 72,035

少数株主持分 21,183 43,131

純資産合計 403,625 436,174

負債純資産合計 525,172 599,290
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 105,958 120,281

売上原価 82,320 88,120

売上総利益 23,638 32,161

探鉱費   

探鉱費 7,316 5,728

探鉱補助金 － △4

探鉱費合計 7,316 5,723

販売費及び一般管理費 14,542 14,893

営業利益 1,778 11,543

営業外収益   

受取利息 805 1,209

受取配当金 1,442 1,181

持分法による投資利益 － 4,041

その他 706 2,394

営業外収益合計 2,953 8,826

営業外費用   

支払利息 141 270

持分法による投資損失 744 －

為替差損 357 －

その他 426 197

営業外費用合計 1,669 467

経常利益 3,062 19,902

特別利益   

補助金収入 300 40

権益譲渡益 2,495 －

その他 1 0

特別利益合計 2,796 41

特別損失   

固定資産除却損 532 35

減損損失 37,031 －

その他 6 2

特別損失合計 37,570 38

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△31,710 19,905

法人税等 △7,772 3,983

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△23,938 15,921

少数株主利益 495 38

四半期純利益又は四半期純損失（△） △24,433 15,883
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△23,938 15,921

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △17,777 △6,852

繰延ヘッジ損益 749 △437

為替換算調整勘定 197 3,459

持分法適用会社に対する持分相当額 △34 △23

その他の包括利益合計 △16,865 △3,854

四半期包括利益 △40,803 12,067

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △41,401 11,745

少数株主に係る四半期包括利益 598 322
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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２四半期 

連結累計期間 

（自 平成24年４月１日  

 至 平成24年９月30日） 

当第２四半期 

連結累計期間 

（自 平成25年４月１日  

 至 平成25年９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） 
239,751  209,333  482,306  

（1,134） （9,935） （5,840） 

天然ガス（千ｍ3） 
534,262  504,685  1,080,116  

（555） （38,774） （1,199） 

液化天然ガス（t） 226  10,803  602  

ビチューメン（kl） 
188,486  165,551  348,948  

（188,486） （165,551） （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２四半期 

連結累計期間 

（自 平成24年４月１日  

 至 平成24年９月30日） 

当第２四半期 

連結累計期間 

（自 平成25年４月１日  

 至 平成25年９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） 732,685 41,754 712,272 48,808 1,335,639 78,834 

天然ガス（千ｍ3） 685,316 30,054 614,873 31,883 1,455,708 69,795 

液化天然ガス（t） 89,062 7,292 91,037 8,811 229,242 19,098 

ビチューメン（kl） 187,429 4,708 165,479 5,110 349,198 9,694 

小計  83,810  94,614  177,423 

請負   2,447  4,005  9,674 

その他 石油製品・商品  15,824  17,813  36,034 

 その他  3,876  3,849  7,953 

 小計  19,700  21,662  43,988 

 合計  105,958  120,281  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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