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1.  平成24年12月期第2四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年6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 ％

24年12月期第2四半期 16,291 2.0 656 △29.5 446 △40.0 111 △68.4
23年12月期第2四半期 15,974 △7.1 931 △2.5 743 25.8 352 80.5

（注）包括利益 24年12月期第2四半期 170百万円 （△63.8％） 23年12月期第2四半期 469百万円 （―％）

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

24年12月期第2四半期 0.89 ―
23年12月期第2四半期 2.83 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第2四半期 101,907 24,016 21.4
23年12月期 116,759 24,351 19.0
（参考） 自己資本   24年12月期第2四半期  21,841百万円 23年12月期  22,226百万円

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

23年12月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00
24年12月期 ― 0.00
24年12月期（予想） ― 4.00 4.00

3. 平成24年12月期の連結業績予想（平成24年 1月 1日～平成24年12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 34,750 9.4 1,640 △13.4 1,270 △17.5 470 △30.2 3.78



(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 
・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。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・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.２「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  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） 24年12月期2Q 124,435,000 株 23年12月期 124,435,000 株
② 期末自己株式数 24年12月期2Q 22,567 株 23年12月期 21,979 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期2Q 124,412,769 株 23年12月期2Q 124,413,176 株
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当第２四半期連結累計期間（平成24年１月～６月）におけるわが国の経済は、歴史的な円高進行が一

服したほか、復興予算などの政策効果により国内需要が堅調だったことを背景に大企業の景況感が改善

しておりますが、欧州債務危機や為替動向など先行き不透明な要素も多く、国内景気がこのまま順調に

回復を続けるかは予断を許さない状況です。 

 当社が営む石油事業においては国内石油需要が構造的に減少している状況に変化はなく、依然として

厳しい事業環境が継続しております。当社グループといたしましては、京浜製油所の付加価値向上とコ

スト競争力強化に向けて 大限努力していく所存です。 

 当第２四半期連結累計期間においては、昨年９月に扇町工場を閉鎖したこと、ボイラー／一圧整備工

事のために装置稼働を停止したこと、整備工事後の運転開始作業中に一部装置に不具合が見つかったこ

とにより京浜製油所の原油・原料油処理量は前年同四半期比68.9％減である1,514千キロリットルとな

りました。また、原油精製委託契約に基づく精製マージンは、処理比率が大幅に増加している原料油

（重質油）の価格が割高となっているほか、前述の通り原油・原料油処理量が減少したことにより前年

同四半期に比較して減少いたしました。一方で発電用副生ガスの評価方法を見直したことなどにより、

発電設備に供給される燃料コストは前年同四半期に比べ低下しております。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高16,291百万円（前年同四半期比 2.0％

増）、営業利益656百万円（前年同四半期比 29.5％減）、経常利益446百万円（前年同四半期比 40.0％

減）、四半期純利益111百万円（前年同四半期比 68.4％減）となりました。 

  

  

当社グループの通期業績予想につきましては、想定される諸要素による業績への影響を勘案し判断し

ております。 

 平成24年1月31日に公表した平成24年12月期の連結業績予想に変更はございません。今後、業績予想

の修正が必要になった場合は速やかに開示致します。 

  

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

（２）連結業績予想に関する定性的情報
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 会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

  

 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更

及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用してお

ります。 

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）追加情報
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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23年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,561 4,490

売掛金 2,234 2,877

たな卸資産 1,822 2,455

立替揮発油税等 46,085 31,965

その他 1,780 1,944

流動資産合計 57,484 43,732

固定資産

有形固定資産

構築物（純額） 7,546 7,270

機械及び装置（純額） 24,009 23,938

土地 19,430 19,430

その他（純額） 3,883 3,658

有形固定資産合計 54,869 54,297

無形固定資産 145 111

投資その他の資産 4,259 3,765

固定資産合計 59,274 58,174

資産合計 116,759 101,907

負債の部

流動負債

買掛金 460 857

短期借入金 25,135 31,135

未払揮発油税等 43,890 30,443

引当金 316 309

その他 7,098 3,476

流動負債合計 76,901 66,222

固定負債

長期借入金 6,551 5,684

退職給付引当金 2,043 2,031

特別修繕引当金 1,992 1,928

修繕引当金 4,079 1,290

その他の引当金 14 15

その他 824 716

固定負債合計 15,506 11,668

負債合計 92,407 77,890
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年６月30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 9,004 8,618

自己株式 △3 △3

株主資本合計 22,103 21,717

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 122 123

その他の包括利益累計額合計 122 123

少数株主持分 2,125 2,174

純資産合計 24,351 24,016

負債純資産合計 116,759 101,907

東亜石油(5008)　平成24年12月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

- 5 -



（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１月１日
至 平成23年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年６月30日)

売上高 15,974 16,291

売上原価 14,233 14,986

売上総利益 1,741 1,304

販売費及び一般管理費 810 647

営業利益 931 656

営業外収益

受取利息 2 1

受取配当金 2 2

受取保証料 8 2

業務受託料 － 11

その他 8 6

営業外収益合計 21 25

営業外費用

支払利息 160 140

固定資産処分損 4 54

その他 43 40

営業外費用合計 208 236

経常利益 743 446

特別利益

たな卸資産売却益 2 －

特別利益合計 2 －

特別損失

関係会社事業整理損失繰入額 － 1

事故関連費用 － 4

特別損失合計 － 5

税金等調整前四半期純利益 746 441

法人税、住民税及び事業税 324 8

法人税等調整額 △28 264

法人税等合計 295 272

少数株主損益調整前四半期純利益 451 168

少数株主利益 99 57

四半期純利益 352 111
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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１月１日
至 平成23年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 451 168

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 18 1

その他の包括利益合計 18 1

四半期包括利益 469 170

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 370 112

少数株主に係る四半期包括利益 99 57
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該当事項はありません。 

  

  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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