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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９月30日）

（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３月期第２四半期 371,114 13.7 △5,629 － △8,427 － △16,136 －

24年３月期第２四半期 326,287 15.3 464 － △1,457 － △1,338 －

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 △14,999百万円(－％) 24年３月期第２四半期 △734百万円(－％)

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

25年３月期第２四半期 △208.98 －

24年３月期第２四半期 △17.33 －

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第２四半期 357,422 79,302 22.2

24年３月期 409,950 94,766 23.1

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 79,197百万円 24年３月期 94,676百万円

２．配当の状況

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３月期 － 0 00 － 6 00 6 00

25年３月期 － 0 00

25年３月期(予想) － 6 00 6 00

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３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 745,000 6.2 3,000 △43.2 0
△

100.0
△7,400 － △95 83

fujita.a
新規スタンプ



  

 

 
(注) 第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区

別することが困難な場合」に該当しております。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」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。 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

・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財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

  

・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、実際の業績等は様々な要因により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「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

・当社は、機関投資家及びアナリスト向けの決算説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算
説明資料については、TDnetで同日開示するとともに、当社ホームページに掲載致します。 

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 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
 

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 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期２Ｑ 78,183,677株 24年３月期 78,183,677株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 966,016株 24年３月期 966,016株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 77,217,661株 24年３月期２Ｑ 77,217,661株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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[概況]  

当第２四半期連結累計期間における原油価格（ドバイ原油）は、期初１バレルあたり約120ドルで始

まりましたが、石油需給の緩和や欧州における信用危機問題の深刻化などを背景に６月下旬には一時的

に90ドルを下回る水準まで下落しました。その後は、中東情勢の不透明感が強まったことや米国での金

融緩和期待による資金流入などを背景に上昇に転じ、９月中旬には一時約115ドルを記録しました。こ

の結果、期中平均は約106ドルとなりました。 

また、期初83円台で始まった円の対米ドル相場は、期を通じて概ね円高傾向で推移しました。この結

果、期中平均は約79円となりました。 

当第２四半期連結累計期間の業績は、後述する上流事業プロジェクトに係る特別損失の計上により、

下記のとおりとなりました。売上高は3,711億14百万円（前年同期比13.7％増）、営業損失は56億29百

万円（前年同期は営業利益４億64百万円）、経常損失は84億27百万円（前年同期は経常損失14億57百万

円）、四半期純損失は161億36百万円（前年同期は四半期純損失13億38百万円）であります。 

  

[セグメント別概況] 

石油上流事業（石油・ガス開発／販売事業） 

アラビア石油㈱は、クウェイト石油公社との長期原油売買契約に基づき、日量37.9千バレルの原油を

販売しました。同社の子会社であるNorske AEDC AS(NAEDC)は、ノルウェー領北海のギダ油田（５％権

益保有）において原油の生産を行っており、日量0.1千バレルの権益原油を販売しました。 

また、再開発案件である同国領北海のイメ油田(NAEDCが10％権益保有）では、度重なる海上生産施設

の工事遅延により生産開始の目途が立っていないため、同油田のオペレーター（操業主体）である

Talisman Energy Norge ASからの情報収集に努めるとともに、今後の同プロジェクトの進め方について

検討しています。 

一方、アラビア石油㈱がオペレーターとして石油開発事業を進めているエジプト・スエズ湾のノース

ウェスト・オクトーバー鉱区（50％権益保有）においては、開発計画の見直しに加え、昨年来のエジプ

トの国内情勢等により生産開始は遅れています。同社は、引き続き同国の政治情勢や事業リスク等の情

報収集、分析に努めるとともに、同鉱区操業パートナーであるエジプト石油公社と開発計画について協

議を継続しています。 

エンジニアリング・技術サービス事業につきましては、クウェイトにおける原油随伴水の処理および

工業的有効利用の調査、インドネシアにおける二酸化炭素（CO2）の地下貯留（CCS）およびCO2を利用

した油田の増進回収（EOR）に係る事業化調査、他社石油・ガス上流プロジェクトへの技術サービスの

提供および技術者派遣などを実施し、また、中東を中心とする海外における技術スタディ、他社プロジ

ェクトへの技術サービス事業の受注に向けた活動を継続しています。 

石油上流事業の売上高は、販売数量の減少や原油価格の下落などにより、前年同期に比して42億84百

万円減収の568億34百万円となりました。セグメント損失（経常損失）は、前年同期に比して９億79百

万円悪化し25億４百万円となりました。ただし、セグメント別四半期純損失は、開発プロジェクト２案

件の状況を踏まえ下記特別損失を計上した結果、前年同期比92億83百万円悪化の106億29百万円となり

ました。 

 

 

 
  

石油下流事業（石油精製／販売事業） 

当第２四半期連結累計期間における富士石油㈱袖ケ浦製油所の原油処理量は、前年同期に比して647

千KL増の4,141千KL、石油製品及び石油化学製品等の販売数量は654千KL増の4,188千KLとなりました。

原油処理量、販売数量ともに、前期に小規模定期修理を実施したことから前年同期を上回りました。 

石油下流事業の売上高は、販売数量の増加などにより、前年同期に比して491億11百万円増収の3,142

億79百万円となりました。セグメント損失（経常損失）は、在庫影響の悪化や製品マージンの縮小など

により、前年同期に比して59億94百万円悪化し、59億19百万円となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

 イメ油田に係る固定資産の減損 79億47百万円

（税金還付予定額を相殺した実質損失額） （47億85百万円）

 ノースウェスト・オクトーバー鉱区に係る損失引当 40億19百万円

 特別損失合計 119億66百万円
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（流動資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比して407億58百万円（15.6％）減少し、2,209億68百万円となりま

した。主な要因は、原油価格の下落などによるたな卸資産の減少215億94百万円や受取手形及び売掛金

の減少94億86百万円であります。 

（固定資産） 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ117億68百万円（7.9％）減少し、1,364億54百万円となりまし

た。主な要因は、イメ油田に係る固定資産の減損などによる建物及び構築物の減少70億18百万円および

同減損に伴う繰延税金資産の計上30億23百万円、ノースウェスト・オクトーバー鉱区に係る探鉱開発投

資勘定引当金の計上40億19百万円であります。 

（流動負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ361億１百万円（14.5％）減少し、2,135億39百万円となりまし

た。主な要因は、原油価格の下落などによる買掛金の減少299億72百万円であります。 

（固定負債） 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ９億62百万円（1.5％）減少し、645億80百万円となりました。

主な要因は、繰延税金資産との相殺による繰延税金負債の減少15億51百万円であります。 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ154億63百万円（16.3％）減少し、793億２百万円となりまし

た。主な要因は、四半期純損失の計上161億36百万円であります。 

  

キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前第２四半期連結累計期間末に比して

31億82百万円減少し、148億49百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

前第２四半期連結累計期間においては、売上債権の増加94億39百万円、仕入債務の減少172億７百万

円等による支出が、たな卸資産の減少71億88百万円、未払揮発油税の増加73億67百万円等による収入を

上回ったことにより、キャッシュ・フローは59億61百万円の支出となりました。一方、当第２四半期連

結累計期間においては、仕入債務の減少299億72百万円等による支出があったものの、売上債権の減少

94億89百万円、たな卸資産の減少215億94百万円等による収入により、キャッシュ・フローは52億37百

万円の収入となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

前第２四半期連結累計期間においては、有形固定資産の取得17億33百万円等による支出が、定期預金

の純減少10億85百万円等による収入を上回ったことにより、キャッシュ・フローは６億15百万円となり

ました。一方、当第２四半期連結累計期間においては、有形固定資産の取得31億63百万円等により、キ

ャッシュ・フローは31億40百万円の支出となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

前第２四半期連結累計期間においては、短期借入金の純増加89億43百万円による収入が、長期借入金

の純減少11億36百万円による支出を上回ったことにより、キャッシュ・フローは72億95百万円の収入と

なりました。一方、当第２四半期連結累計期間においては、短期借入金の純減少15億16百万円、長期借

入金の純減少32億97百万円等により、53億41百万円の支出となりました。 

  

前回予想（平成24年８月９日発表）以降の原油価格及び為替レート変動等を勘案し、通期の業績予想

を修正します。 

 今回の修正見通しでは、原油価格（ドバイ原油）を下期105ドル（通期平均106ドル、前回予想100ド

ル）、為替レートを下期80円（通期平均80円、前回予想82円）をそれぞれ前提といたしました。    

売上高は、原油価格の上昇により増収となり7,450億円となる見通しであります。 

 業績につきましては、上期実績及び上記前提条件の変更に伴い、営業利益は前回予想並みの30億円、

経常利益は前回予想比3億円悪化の0億円、当期純損失は同9億円改善の74億円となる見通しです。 

 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいております。実際の業績は、様々

な要因により予想数値とは異なる結果となる可能性があります。 

（２）連結財政状態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
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（減価償却方法の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月

１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しておりま

す。 

 なお、これによる当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失へ

の影響はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

[会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示]
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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３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 17,185 14,723

受取手形及び売掛金 98,194 88,707

有価証券 886 139

たな卸資産 122,151 100,557

未収入金 9,128 6,558

繰延税金資産 1,403 386

その他 12,775 9,894

流動資産合計 261,726 220,968

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 27,886 20,868

油槽（純額） 2,167 2,407

機械装置及び運搬具（純額） 38,733 35,278

土地 51,083 51,083

建設仮勘定 208 428

その他（純額） 269 297

有形固定資産合計 120,348 110,363

無形固定資産   

ソフトウエア 1,444 1,184

その他 32 29

無形固定資産合計 1,476 1,213

投資その他の資産   

投資有価証券 10,768 10,173

長期貸付金 5,578 5,326

長期預金 1,374 1,330

探鉱開発投資勘定 4,192 4,019

繰延税金資産 2,688 6,466

その他 2,195 1,981

貸倒引当金 △400 △400

探鉱開発投資勘定引当金 － △4,019

投資その他の資産合計 26,398 24,877

固定資産合計 148,223 136,454

資産合計 409,950 357,422
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 79,329 49,356

短期借入金 100,470 98,920

1年内返済予定の長期借入金 18,382 14,445

未払金 24,711 17,809

未払揮発油税 19,746 27,074

未払法人税等 129 44

貸付契約関連費用引当金 149 96

その他 6,721 5,792

流動負債合計 249,641 213,539

固定負債   

長期借入金 47,358 47,312

繰延税金負債 10,445 8,893

退職給付引当金 3,371 3,315

役員退職慰労引当金 275 230

特別修繕引当金 2,118 2,122

修繕引当金 937 1,705

貸付契約関連費用引当金 49 14

その他 985 985

固定負債合計 65,542 64,580

負債合計 315,183 278,119

純資産の部   

株主資本   

資本金 24,467 24,467

資本剰余金 57,215 57,215

利益剰余金 20,429 3,829

自己株式 △1,239 △1,239

株主資本合計 100,874 84,274

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △64 △238

土地再評価差額金 2 2

為替換算調整勘定 △6,135 △4,840

その他の包括利益累計額合計 △6,197 △5,076

少数株主持分 90 105

純資産合計 94,766 79,302

負債純資産合計 409,950 357,422
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

売上高 326,287 371,114

売上原価 323,085 373,864

売上総利益又は売上総損失（△） 3,202 △2,750

探鉱費 222 36

販売費及び一般管理費 2,515 2,842

営業利益又は営業損失（△） 464 △5,629

営業外収益   

受取利息 60 48

受取配当金 76 269

持分法による投資利益 － 33

タンク賃貸料 104 107

その他 165 124

営業外収益合計 406 584

営業外費用   

支払利息 1,439 1,451

為替差損 359 1,438

持分法による投資損失 63 －

タンク賃借料 85 90

その他 381 403

営業外費用合計 2,329 3,382

経常損失（△） △1,457 △8,427

特別利益   

国庫補助金 9 －

受取保険金 － 58

固定資産売却益 1 3

特別利益合計 11 62

特別損失   

固定資産除却損 55 0

関係会社株式売却損 － 0

減損損失 246 7,947

投資有価証券評価損 － 242

ゴルフ会員権評価損 － 1

探鉱開発投資勘定引当金繰入額 － 4,019

特別損失合計 301 12,211

税金等調整前四半期純損失（△） △1,747 △20,577

法人税、住民税及び事業税 △23 3

法人税等調整額 △399 △4,459

法人税等合計 △422 △4,456

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,324 △16,120

少数株主利益 13 15

四半期純損失（△） △1,338 △16,136
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,324 △16,120

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △387 △174

為替換算調整勘定 1,042 1,160

持分法適用会社に対する持分相当額 △64 134

その他の包括利益合計 590 1,121

四半期包括利益 △734 △14,999

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △748 △15,015

少数株主に係る四半期包括利益 13 15
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

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損失（△） △1,747 △20,577

減価償却費 5,778 4,967

減損損失 246 7,947

修繕引当金の増減額（△は減少） △641 767

退職給付引当金の増減額（△は減少） △109 △55

特別修繕引当金の増減額（△は減少） 113 4

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 24 △44

貸付関連費用引当金の増減額(△は減少) △169 △88

受取利息及び受取配当金 △136 △318

支払利息 1,439 1,451

持分法による投資損益（△は益） 63 △33

固定資産除却損 55 0

固定資産売却益 △1 △3

受取保険金 － △58

投資有価証券評価損益（△は益） － 242

関係会社株式売却損益（△は益） － 0

ゴルフ会員権評価損 － 1

探鉱開発投資勘定引当金繰入額 － 4,019

売上債権の増減額（△は増加） △9,439 9,489

たな卸資産の増減額（△は増加） 7,188 21,594

仕入債務の増減額（△は減少） △17,207 △29,972

未払揮発油税の増減額（△は減少） 7,367 7,328

その他 2,465 △683

小計 △4,710 5,978

利息及び配当金の受取額 442 547

利息の支払額 △1,472 △1,519

保険金の受取額 － 58

法人税等の支払額 △471 △245

法人税等の還付額 250 417

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,961 5,237
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △5,553 △1,343

定期預金の払戻による収入 6,638 1,343

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

投資有価証券の売却による収入 － 120

有形固定資産の取得による支出 △1,733 △3,163

有形固定資産の売却による収入 2 3

無形固定資産の取得による支出 △281 △40

貸付金の回収による収入 0 0

探鉱開発投資勘定の支出 － △61

その他 313 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △615 △3,140

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 8,943 △1,516

長期借入れによる収入 2,400 4,000

長期借入金の返済による支出 △3,536 △7,297

配当金の支払額 △461 △461

少数株主への配当金の支払額 △0 △0

その他 △49 △65

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,295 △5,341

現金及び現金同等物に係る換算差額 △76 35

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 643 △3,208

現金及び現金同等物の期首残高 17,388 18,057

現金及び現金同等物の四半期末残高 18,031 14,849
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該当事項はありません。  

  

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

１. 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 

 
(注) １ セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額△8百万円には、セグメント間取引消去392百万

円、各報告セグメントに配分していない全社費用△400百万円が含まれています。全社費用は主に

報告セグメントに帰属しない一般管理費です。 

   ２ セグメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の経常損失と調整を行ってい

ます。 

  

２. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

   (固定資産に係る重要な減損損失) 

  「石油精製・販売事業」セグメントにおける減損の兆候が認められた遊休資産について、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しています。   

なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間においては246百万円です。       

  

Ⅱ  当第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） 

１.  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 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

【セグメント情報】

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書 
計上額(注)２石油・ガス

開発／販売事業
石油精製

／販売事業
計

売上高

  外部顧客への売上高 61,119 265,168 326,287 ― 326,287

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 61,119 265,168 326,287 ― 326,287

セグメント利益又は 
セグメント損失(△)

△1,524 75 △1,449 △8 △1,457

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書 
計上額(注)２石油・ガス

開発／販売事業
石油精製

／販売事業
計

売上高

  外部顧客への売上高 56,834 314,279 371,114 ― 371,114

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 56,834 314,279 371,114 ― 371,114

セグメント損失(△) △2,504 △5,919 △8,423 △4 △8,427
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(注)１   セグメント損失(△)の調整額△4百万円には、セグメント間取引消去362百万円、各報告セグメ

ントに配分していない全社費用△366百万円が含まれております。全社費用は主に報告セグメン

トに帰属しない一般管理費であります。 

  ２    セグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の経常損失と調整を行っております。 

  

２. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

   (固定資産に係る重要な減損損失) 

  「石油・ガス開発/販売事業」セグメントにおける減損の兆候が認められた資産について、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しています。   

なお、当該減損損失の計上額は、当第2四半期連結累計期間においては7,947百万円です。      

  

  当第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） 

該当事項はありません。  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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