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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

 
１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第145期

第１四半期連結
累計期間

第146期
第１四半期連結

累計期間
第145期

会計期間
自　平成29年１月１日
至　平成29年３月31日

自　平成30年１月１日
至　平成30年３月31日

自　平成29年１月１日
至　平成29年12月31日

売上高 (百万円) 6,239 7,614 29,979

経常利益 (百万円) 230 793 3,147

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 490 595 2,472

四半期包括利益又は
包括利益

(百万円) 564 593 2,719

純資産額 (百万円) 27,211 28,196 29,365

総資産額 (百万円) 82,939 92,546 89,203

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 3.94 4.79 19.88

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 29.8 29.0 30.0
 

(注)　１.　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移に

ついては記載しておりません。

　　　２.　売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　３.　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式がないため記載しており

ません。

 
 
２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）において営まれている事業の内

容について、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

 
１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等

のリスク」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、昭和シェル石油株式会社との間で締結していた「原油精製委託契約（期間：

平成13年４月１日～平成30年３月31日）」ならびに「貯蔵設備等賃貸借契約（期間：平成28年４月１日～平成30年３

月31日）」が期間満了となりましたが、両契約ともに契約期間を２ヶ月延長いたしました。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

当第１四半期連結累計期間（平成30年１月～３月）におけるわが国経済は、米国の保護主義政策による世界経済の

変調や人手不足感の継続等、今後のリスクに警戒感が広がっております。

　このような状況の下、当社京浜製油所ならびに株式会社ジェネックス水江発電所は安定的に操業を継続いたしまし

た。

　当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高7,614百万円（前年同四半期比 22.0％増）、営業利益801百万円（前年

同四半期比 234.7％増）、経常利益793百万円（前年同四半期比 244.0％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益

595百万円（前年同四半期比 21.5％増）となりました。

　

セグメント別の業績は、次のとおりであります。

＜石油事業部門＞

当社京浜製油所は、昭和シェル石油株式会社と締結している原油精製委託契約に基づき1,300千kL（前年同四半

期比 15.9％増）の原油・原料油を処理しました。売上高は6,973百万円（前年同四半期比 25.1％増）、セグメン

ト利益（営業利益）は703百万円（前年同四半期は16百万円の営業損失）となりました。

　

＜電気事業部門＞

株式会社ジェネックス水江発電所は、東京電力エナジーパートナー株式会社と締結している電力受給契約に基

づき電力を供給いたしました。売上高は2,801百万円（前年同四半期比 15.9％増）、セグメント利益（営業利

益）は98百万円（前年同四半期比 61.6％減）となりました。
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(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末における総資産は92,546百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,343百万円の増加と

なりました。これは主に立替揮発油税等の増加が、その他の流動資産の減少を上回ったことによるものです。

　負債は64,350百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,512百万円の増加となりました。これは主に未払揮発油税

等、修繕引当金が増加したことによるものです。

　純資産は28,196百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,169百万円の減少となりました。これは主に配当の支出、

非支配株主持分の減少が親会社株主に帰属する四半期純利益を上回ったことによるものです。

以上の結果、当第１四半期連結会計期間末における自己資本比率は29.0％となりました。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

＜対処すべき課題＞

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの事業上および財務上の対処すべき課題に重要な変更およ

び新たに生じた課題はありません。

 

＜財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針＞

当社は、エネルギー安定供給の一翼を担う昭和シェル石油グループの東日本における基幹石油精製会社であり

ます。今後も昭和シェル石油グループの一員として同グループ各社との連携を一層強化し、事業の持続的発展を

図ります。

　

(4) 研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

 
１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 300,000,000

計 300,000,000
 

 

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成30年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成30年５月11日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 124,435,000 124,435,000
東京証券取引所
（市場第二部）

単元株式数は
1,000株であります。

計 124,435,000 124,435,000 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成30年３月31日 ― 124,435 ― 8,415 ― 4,687
 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成29年12月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

   平成29年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式 28,000
―

株主としての権利内容に制限のな
い、標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式　
124,305,000

124,305 同上

単元未満株式 普通株式 102,000 ― 同上

発行済株式総数 124,435,000 ― ―

総株主の議決権 ― 124,305 ―
 

(注)　１　「完全議決権株式(その他)」には、証券保管振替機構名義の株式が12,000株(議決権12個)含まれておりま

す。

２　「単元未満株式」には当社所有の自己株式242株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

  平成29年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
東亜石油株式会社

神奈川県川崎市川崎区
水江町３番１号

28,000 ― 28,000 0.0

計 ― 28,000 ― 28,000 0.0
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

 
１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成30年１月１日から平成

30年３月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成30年１月１日から平成30年３月31日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
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１ 【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29年12月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成30年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 3,901 4,288

  売掛金 2,764 2,665

  たな卸資産 2,383 2,331

  立替揮発油税等 34,541 38,352

  その他 2,408 1,637

  流動資産合計 46,000 49,276

 固定資産   

  有形固定資産   

   構築物（純額） 6,035 5,947

   機械及び装置（純額） 10,151 9,405

   土地 19,839 19,839

   その他（純額） 3,451 4,136

   有形固定資産合計 39,478 39,329

  無形固定資産 98 90

  投資その他の資産 3,625 3,849

  固定資産合計 43,202 43,270

 資産合計 89,203 92,546

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 726 450

  短期借入金 10,260 12,460

  未払揮発油税等 31,982 35,511

  引当金 274 562

  その他 8,870 6,566

  流動負債合計 52,114 55,551

 固定負債   

  特別修繕引当金 2,890 2,978

  修繕引当金 2,215 3,226

  退職給付に係る負債 2,115 2,094

  その他 500 500

  固定負債合計 7,723 8,799

 負債合計 59,837 64,350
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成29年12月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成30年３月31日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 8,415 8,415

  資本剰余金 4,687 4,687

  利益剰余金 13,831 13,929

  自己株式 △4 △4

  株主資本合計 26,929 27,027

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 161 123

  退職給付に係る調整累計額 △305 △295

  その他の包括利益累計額合計 △144 △172

 非支配株主持分 2,580 1,341

 純資産合計 29,365 28,196

負債純資産合計 89,203 92,546
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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29年１月１日
　至 平成29年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年１月１日
　至 平成30年３月31日)

売上高 6,239 7,614

売上原価 5,671 6,492

売上総利益 568 1,122

販売費及び一般管理費 328 320

営業利益 239 801

営業外収益   

 受取利息 0 0

 未払配当金除斥益 3 1

 業務受託料 - 1

 受取保証料 0 0

 その他 3 2

 営業外収益合計 7 7

営業外費用   

 支払利息 8 5

 有形固定資産処分損 0 0

 基地利用料 5 4

 その他 3 5

 営業外費用合計 16 15

経常利益 230 793

特別利益   

 補助金収入 574 107

 特別利益合計 574 107

特別損失   

 関係会社事業整理損失 255 -

 特別損失合計 255 -

税金等調整前四半期純利益 548 900

法人税、住民税及び事業税 276 561

法人税等調整額 △288 △281

法人税等合計 △11 279

四半期純利益 560 621

非支配株主に帰属する四半期純利益 70 25

親会社株主に帰属する四半期純利益 490 595
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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29年１月１日
　至 平成29年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年１月１日
　至 平成30年３月31日)

四半期純利益 560 621

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △4 △38

 退職給付に係る調整額 8 9

 その他の包括利益合計 4 △28

四半期包括利益 564 593

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 494 567

 非支配株主に係る四半期包括利益 70 25
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【注記事項】

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりでありま

す。

　

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年１月１日
 至 平成29年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年１月１日
 至 平成30年３月31日)

減価償却費 1,322百万円 1,040百万円
 

 
 

(株主資本等関係)

　

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間(自　平成29年１月１日　至　平成29年３月31日）

　

１． 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年３月28日
定時株主総会

普通株式 497 ４ 平成28年12月31日 平成29年３月29日 利益剰余金
 

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの
　
　　　該当事項はありません。

 
Ⅱ　当第１四半期連結累計期間(自　平成30年１月１日　至　平成30年３月31日）

　

１． 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成30年３月27日
定時株主総会

普通株式 497 ４ 平成29年12月31日 平成30年３月28日 利益剰余金
 

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの
　
　　　該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成29年１月１日 至 平成29年３月31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

    (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石油事業 電気事業 計

売上高      

  外部顧客への売上高 4,391 1,848 6,239 ― 6,239

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

1,184 569 1,753 △1,753 ―

計 5,575 2,417 7,993 △1,753 6,239

セグメント利益又は損失(△) △16 255 239 ― 239
 

　　(注)1　調整額はセグメント間取引消去であります。

　　　　2　セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

 

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成30年１月１日 至 平成30年３月31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

    (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石油事業 電気事業 計

売上高      

  外部顧客への売上高 5,435 2,179 7,614 ― 7,614

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

1,538 621 2,159 △2,159 ―

計 6,973 2,801 9,774 △2,159 7,614

セグメント利益 703 98 801 ― 801
 

　　(注)1　調整額はセグメント間取引消去であります。

　　　　2　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第１四半期連結累計期間
(自　平成29年１月１日
 至　平成29年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成30年１月１日
 至　平成30年３月31日)

１株当たり四半期純利益(円) 3.94 4.79

　（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する
四半期純利益(百万円)

490 595

　普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益(百万円)

490 595

　普通株式の期中平均株式数(千株) 124,407 124,406
 

　　　(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

 

 

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

 

 
２ 【その他】

　該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成30年５月11日

東 亜 石 油 株 式 会 社

取　締　役　会　御　中

 

ＰｗＣあらた有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   齊　藤　　　剛   印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   加　藤　達　也   印

 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   大　橋　佳　之   印

 

 
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東亜石油株式会

社の平成30年１月１日から平成30年12月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成30年１月１日から平

成30年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成30年１月１日から平成30年３月31日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四

半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、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四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の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、東亜石油株式会社及び連結子会社の平成30年３月31日現在の財政

状態及び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。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上

 
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

 ２．XBRLデータは四半期レビューの対象に含まれていません。
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