
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

   

   

   

 

     

   

 

 
(％表示は、対前期増減率) 
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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 578,505 0.9 337,999 3.0 363,828 9.4 111,382 49.7
24年３月期第２四半期 573,165 32.4 328,060 41.0 332,484 51.0 74,396 47.0

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 84,351百万円( 22.2％) 24年３月期第２四半期 69,028百万円( 131.7％)

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 30,508.24 －
24年３月期第２四半期 20,377.60 －

（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 3,093,454 2,387,136 72.6
24年３月期 3,066,397 2,314,193 71.1

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期2,244,864百万円 24年３月期2,179,251百万円

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 － 3,000.00 － 4,000.00 7,000.00

25年３月期 － 3,500.00

25年３月期(予想) － 3,500.00 7,000.00 

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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）

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 1,099,000 △7.4 599,000 △15.6 640,000 △16.6 182,000 △6.2 49,850.80

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

test
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４．その他

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 有

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 2社（社名）

INPEX Oil & Gas 
Australia  Pty  Ltd、
INPEX  Gas  British
Columbia Ltd.

、除外 ―社（社名）

（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 ： 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

（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 3,655,810株 24年３月期 3,655,810株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 4,916株 24年３月期 4,916株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 3,650,894株 24年３月期２Ｑ 3,650,894株

（注）甲種類株式は剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているた 
め、普通株式と同等の株式としております。

※ 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きの対象外であります。なお、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きが実施さ
れています。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん
でおります。実際の業績は、石油・天然ガス価格、生産・販売計画、プロジェクト開発スケジュール、政府規制、
財務・税制条件等の変化により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は３ページ
を参照してください。
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１．当四半期の連結業績等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 

当第２四半期連結累計期間は原油の販売数量の増加とガス価高により、売上高は前年同期比53

億円、0.9％増の5,785億円となりました。このうち原油売上高は前年同期比157億円、4.5％増の

3,678億円、天然ガス売上高は前年同期比108億円、5.3％減の1,950億円となりました。当第２四

半期連結累計期間の販売数量は、原油が前年同期比2,982千バレル、7.6％増加の42,120千バレル

となりました。天然ガスは、前年同期比30,892百万立方フィート、16.7％減少の153,562百万立

方フィートとなりました。このうち、海外天然ガスは、前年同期比31,560百万立方フィート、

20.2％減少の124,466百万立方フィートとなり、国内天然ガスは、前年同期比18百万立方メート

ル、2.4％増加の780百万立方メートル、立方フィート換算では29,096百万立方フィートとなって

おります。販売価格は、海外原油売上の平均価格が1バレル当たり109.24米ドルとなり、前年同

期比2.53米ドル、2.3％の下落となりました。海外天然ガス売上の平均価格は千立方フィート当

たり13.96米ドルとなり、前年同期比0.41米ドル、3.0％の上昇となりました。また、国内天然ガ

スの平均価格は立方メートル当たり46円53銭となり、前年同期比3円71銭、8.7％の上昇となって

おります。売上高の平均為替レートは1米ドル79円49銭となり、前年同期比0円44銭、0.6％の円

高となりました。 

売上高の増加額53億円を要因別に分析しますと、販売数量の増加により45億円の増収要因、販

売単価の上昇により34億円の増収要因、為替は売上の平均為替レートが円高になったことにより

30億円の減収要因、その他の売上高は4億円の増収要因となりました。 

一方、売上原価は、主に前年10月より生産開始したキタン油田やヴァンゴッホ油田における減

価償却費の増加等により、前年同期比25億円、1.3％増の2,019億円となりました。探鉱費は主に

米州の探鉱活動が減少したことにより、前年同期比64億円、61.2％減の40億円となりました。販

売費及び一般管理費は前年同期比7億円、2.0％減の344億円となりました。以上の結果、営業利

益は前年同期比99億円、3.0％増の3,379億円となりました。 

営業外収益は、権益譲渡益及び投資有価証券売却益の増加により、前年同期比194億円、

98.1％増の392億円となりました。営業外費用は生産物回収勘定引当金繰入額の減少により、前

年同期比19億円、12.7％減の134億円となりました。この結果、経常利益及び税金等調整前四半

期純利益は前年同期比313億円、9.4％増の3,638億円となりました。 

法人税、住民税及び事業税は前年同期比91億円、3.7％減の2,362億円、法人税等調整額は120

億円となり、少数株主損益調整前四半期純利益は前年同期比325億円、39.1％増の1,155億円とな

りました。少数株主利益は41億円となり、以上の結果、四半期純利益は前年同期比369億円、

49.7％増の1,113億円となりました。 

 

セグメント別の業績は次のとおりであります。 

 

① 日本 

天然ガスの販売数量の増加及び販売価格の上昇により、売上高は前年同期比34億円、6.9％増

の534億円となり、営業利益は前年同期比33億円、55.5％増の92億円となりました。 

② アジア・オセアニア 

油価が下落し、為替が円高に推移したものの、原油の販売数量が増加したこととガス価高に

より、売上高は前年同期比205億円、8.9％増の2,522億円、営業利益は前年同期比163億円、

11.9％増の1,534億円となりました。 

③ ユーラシア(欧州・NIS諸国) 

油価の下落、販売数量の減少並びに為替が円高に推移したことに伴い、売上高は前年同期比

86億円、19.2％減の364億円となり、営業利益は前年同期比80億円、31.8％減の173億円となり

ました。 

④  中東・アフリカ 

油価の下落、販売数量の減少並びに為替が円高に推移したことに伴い、売上高は前年同期比
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96億円、4.0％減の2,342億円、営業利益は前年同期比71億円、4.2％減の1,643億円となりまし

た。 

⑤  米州 

販売数量の減少により、売上高は前年同期比3億円、14.0％減の22億円となりましたが、探鉱

費の減少により、営業損失は前年同期比51億円、76.9%減の15億円となりました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は3兆934億円となり、前連結会計年度末の3兆663

億円と比較して270億円の増加となりました。資産増加の主な内訳は、有価証券の減少等により

流動資産が1,045億円減少したものの、有形固定資産及び無形固定資産が増加したことにより固

定資産が1,316億円増加したことによります。 

一方、負債は7,063億円で、前連結会計年度末の7,522億円と比較して458億円の減少となりま

した。このうち流動負債は3,114億円で、前連結会計年度末比563億円の減少、固定負債は3,948

億円で、前連結会計年度末比104億円の増加となりました。 

純資産は2兆3,871億円となり、前連結会計年度末比729億円の増加となりました。このうち、

少数株主持分は1,422億円で、前連結会計年度末比73億円の増加となりました。 

 

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の残高は、期首の2,492億円から当

第２四半期中に減少した資金733億円を差し引いた1,759億円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における営業活動、投資活動及び財務活動によるキャッシュ・フロ

ーの状況及びそれらの要因は次のとおりであります。 

 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果得られた資金は、前年同期比279億円減の1,106億円となりました。これは主に、

税金等調整前四半期純利益が増加した一方で、法人税等の支払額が増加したことによるものであ

ります。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果使用した資金は、前年同期比249億円増の1,809億円となりました。これは主に、

投資有価証券の取得による支出が減少したものの、権益取得による支出や長期貸付けによる支出

等が増加したことによるものであります。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果得られた資金は、前年同期比48億円減の75億円となりました。これは主に、配

当金の支払額の増加によるものであります。 

 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年３月期の通期連結業績予想については、平成25年３月期第２四半期連結累計期間の実績な

どを加味して平成24年８月３日に公表の数値から修正しておりますが、主として以下の要因によりま

す。 

 

・ 原油価格が本年8月時点の業績予想の前提より若干上回って推移したこと。 

・ オーストラリア イクシスプロジェクトの権益の譲渡について、当該譲渡に伴う譲渡益が従来想

定より上積みされる想定としたこと。 
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 通期連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）         （単位：百万円） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当期純利益 

前 回 発 表 予 想 ( Ａ ) 1,089,000 587,000 607,000 168,000

今 回 修 正 予 想 ( Ｂ ) 1,099,000 599,000 640,000 182,000

増 減 額 ( Ｂ － Ａ ) 10,000 12,000 33,000 14,000

増 減 率 ( ％ ) 0.9 2.0 5.4 8.3

 

上記見通しは以下の前提により算出しております。 

 前回発表予想 今回修正予想 

原油価格 

（ブレント） 

上期 104.5ドル/バレル 

下期 100.0ドル/バレル 

通期平均 102.2ドル/バレル 

上期(実績)  109.2ドル/バレル 

下期          100.0ドル/バレル 

通期平均      104.6ドル/バレル 

為替 

（対米ドル） 

上期 80.1円/ドル 

下期 80.0円/ドル 

通期平均 80.0円/ドル 

上期(実績) 79.4円/ドル 

下期 80.0円/ドル 

通期平均 79.7円/ドル 

なお、当社販売の原油価格は油種毎に価格が異なり、ブレントに比べ価格差があります。価格差は油

の品質等により異なり、また、市況等により価格差も一定ではありません。 

 

 

２．その他の情報 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動の概要 

当四半期連結累計期間に特定子会社となった会社 ２社（INPEX Oil & Gas Australia Pty Ltd、

INPEX Gas British Columbia Ltd.） 

第１四半期連結会計期間よりINPEX Oil & Gas Australia Pty Ltdを、当第２四半期連結会計期

間よりINPEX Gas British Columbia Ltd.を、重要性が増したことにより新規に連結の範囲に含めて

おります。同２社は、増資によって資本金額が当社の資本金額の100分の10以上になったため、特定

子会社となりました。 

 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の概要 

該当事項はありません。 

 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 
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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 275,903 262,195

受取手形及び売掛金 119,459 92,096

有価証券 399,382 332,346

たな卸資産 11,977 16,402

その他 114,992 113,981

貸倒引当金 △13,013 △12,887

流動資産合計 908,702 804,134

固定資産   

有形固定資産 383,697 477,425

無形固定資産   

のれん 94,601 91,221

その他 138,716 270,253

無形固定資産合計 233,317 361,474

投資その他の資産   

投資有価証券 886,222 732,353

生産物回収勘定 568,318 561,271

その他 193,806 262,909

貸倒引当金 △715 △714

生産物回収勘定引当金 △100,671 △100,801

探鉱投資引当金 △6,280 △4,598

投資その他の資産合計 1,540,679 1,450,419

固定資産合計 2,157,695 2,289,320

資産合計 3,066,397 3,093,454

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 30,228 31,841

短期借入金 4,801 4,684

未払法人税等 139,144 103,502

探鉱事業引当金 5,551 5,705

役員賞与引当金 128 65

資産除去債務 3,337 3,823

その他 184,651 161,854

流動負債合計 367,843 311,477

固定負債   

長期借入金 313,972 320,191

退職給付引当金 6,340 6,329

特別修繕引当金 367 310

資産除去債務 9,804 9,501

その他 53,875 58,507

固定負債合計 384,361 394,841

負債合計 752,204 706,318
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 290,809 290,809

資本剰余金 679,287 679,287

利益剰余金 1,219,526 1,316,305

自己株式 △5,248 △5,248

株主資本合計 2,184,375 2,281,154

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 6,952 △2,602

繰延ヘッジ損益 4,118 △2,968

為替換算調整勘定 △16,195 △30,720

その他の包括利益累計額合計 △5,124 △36,290

少数株主持分 134,941 142,272

純資産合計 2,314,193 2,387,136

負債純資産合計 3,066,397 3,093,454
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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 573,165 578,505

売上原価 199,425 201,981

売上総利益 373,740 376,523

探鉱費 10,535 4,090

販売費及び一般管理費 35,143 34,433

営業利益 328,060 337,999

営業外収益   

受取利息 2,095 3,101

受取配当金 2,184 2,017

投資有価証券売却益 47 5,122

持分法による投資利益 4,035 2,821

持分変動利益 6,685 －

権益譲渡益 － 22,743

為替差益 1,986 472

その他 2,800 3,008

営業外収益合計 19,835 39,287

営業外費用   

支払利息 574 585

生産物回収勘定引当金繰入額 9,145 3,239

探鉱事業引当金繰入額 845 2,251

投資有価証券評価損 2,357 4,924

その他 2,488 2,459

営業外費用合計 15,411 13,459

経常利益 332,484 363,828

税金等調整前四半期純利益 332,484 363,828

法人税、住民税及び事業税 245,369 236,261

法人税等調整額 4,083 12,031

法人税等合計 249,453 248,293

少数株主損益調整前四半期純利益 83,030 115,534

少数株主利益 8,634 4,152

四半期純利益 74,396 111,382
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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利益 83,030 115,534

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △13,542 △9,561

繰延ヘッジ損益 － △7,086

為替換算調整勘定 △239 △15,088

持分法適用会社に対する持分相当額 △220 553

その他の包括利益合計 △14,002 △31,183

四半期包括利益 69,028 84,351

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 60,421 80,216

少数株主に係る四半期包括利益 8,607 4,135

国際石油開発帝石㈱（1605）平成25年3月期第2四半期　決算短信

8



（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利益 332,484 363,828

減価償却費 23,722 25,968

のれん償却額 3,380 3,380

生産物回収勘定引当金の増減額(△は減少) 11,906 4,575

探鉱事業引当金の増減額(△は減少) △320 125

退職給付引当金の増減額（△は減少） △405 40

その他の引当金の増減額（△は減少） 652 523

受取利息及び受取配当金 △4,279 △5,119

支払利息 574 585

為替差損益（△は益） △4,623 △1,240

持分法による投資損益（△は益） △4,035 △2,821

権益譲渡益 － △22,743

投資有価証券売却損益（△は益） △47 △5,122

生産物回収勘定(資本支出)の回収額 29,095 26,304

生産物回収勘定(非資本支出)の増加額 △11,172 △4,606

売上債権の増減額（△は増加） △5,518 27,313

たな卸資産の増減額（△は増加） 248 △4,447

仕入債務の増減額（△は減少） 2,900 1,741

その他 6,837 △17,748

小計 381,399 390,538

利息及び配当金の受取額 6,826 7,931

利息の支払額 △622 △617

法人税等の支払額 △249,000 △287,199

営業活動によるキャッシュ・フロー 138,602 110,652

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 △6,576 △64,175

定期預金の払戻による収入 829 57,763

長期性預金の払戻による収入 － 5,000

有形固定資産の取得による支出 △23,611 △67,987

有形固定資産の売却による収入 83 57

無形固定資産の取得による支出 △662 △658

有価証券の取得による支出 － △2,600

有価証券の売却及び償還による収入 91,114 157,184

投資有価証券の取得による支出 △196,531 △23,134

投資有価証券の売却及び償還による収入 20,304 26,428

生産物回収勘定(資本支出)の支出 △43,255 △41,271

短期貸付金の増減額（△は増加） 2,678 749

長期貸付けによる支出 △2,873 △91,658

長期貸付金の回収による収入 3,562 50

権益取得による支出 － △157,634

権益譲渡による収入 － 17,165

その他 △1,059 3,740

投資活動によるキャッシュ・フロー △155,996 △180,979
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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) 

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） △60 －

長期借入れによる収入 19,961 20,939

長期借入金の返済による支出 △2,160 △1,999

少数株主からの払込みによる収入 9,574 7,134

配当金の支払額 △10,956 △14,610

少数株主への配当金の支払額 △3,939 △3,939

その他 △21 △17

財務活動によるキャッシュ・フロー 12,397 7,506

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,438 △10,081

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △12,435 △72,901

現金及び現金同等物の期首残高 182,025 249,233

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 750 439

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △858

現金及び現金同等物の四半期末残高 170,339 175,913
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

 

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。 
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(5) セグメント情報等 

【セグメント情報】 

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 

（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) 

日本 
アジア・
オセアニ

ア 

ユーラシ
ア(欧州・
NIS諸国) 

中東・ア
フリカ 

米州 計 

売上高         

  外部顧客への売上高 49,949 231,631 45,036 243,900 2,646 573,165 － 573,165 

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － － － － － 

計 49,949 231,631 45,036 243,900 2,646 573,165 － 573,165 

セグメント利益又は損失
（△） 

5,971 137,152 25,457 171,503 △6,662 333,423 △5,362 328,060 

(注) １ セグメント利益の調整額△5,362百万円は、セグメント間取引消去115百万円及び各報告セグメントに配

分していない全社費用△5,478百万円が含まれております。全社費用の主なものは、報告セグメントに

帰属しないのれんの償却及び一般管理部門にかかる費用であります。 

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 

     該当事項はありません。 

  

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 

（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) 

日本 
アジア・
オセアニ

ア 

ユーラシ
ア(欧州・
NIS諸国) 

中東・ア
フリカ 

米州 計 

売上高         

  外部顧客への売上高 53,415 252,207 36,402 234,204 2,275 578,505 － 578,505 

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － － － － － 

計 53,415 252,207 36,402 234,204 2,275 578,505 － 578,505 

セグメント利益又は損失
（△） 

9,283 153,453 17,360 164,319 △1,537 342,879 △4,879 337,999 

(注) １ セグメント利益の調整額△4,879百万円は、セグメント間取引消去113百万円及び各報告セグメントに配

分していない全社費用△4,992百万円が含まれております。全社費用の主なものは、報告セグメントに

帰属しないのれんの償却及び一般管理部門にかかる費用であります。 

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 

     該当事項はありません。 
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(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 

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。 

 

 

(7)重要な後発事象 

 

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。 
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４．参考情報 

(1) 生産、受注及び販売の状況 

①生産実績 

セグメントごとの生産実績は次のとおりであります。 

セグメントの 
名称 

区分 
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) 

日本 

原油 
0.6百万バレル 

(日量3.1千バレル) 
0.6百万バレル 

(日量3.4千バレル) 

天然ガス 
18.5十億CF 

(日量101.2百万CF) 
20.4十億CF 

(日量111.7百万CF) 

小計 4.1百万BOE 
(日量22.1千BOE) 

4.5百万BOE 
(日量24.4千BOE) 

石油製品 
117.8千kl 

(741.1千バレル) 
111.8千kl 

(703.3千バレル) 

ヨード 204.7t 205.6t 

発電 98.2百万kWh 84.6百万kWh 

アジア・オセアニア 

原油 
9.4百万バレル 

(日量51.5千バレル) 
11.8百万バレル 

(日量64.5千バレル) 

天然ガス 
150.3十億CF 

(日量821.5百万CF) 
116.9十億CF 

(日量638.9百万CF) 

小計 
38.5百万BOE 

(日量210.4千BOE) 
34.0百万BOE 

(日量185.6千BOE) 
ユーラシア（欧州・

NIS諸国） 
原油 

4.7百万バレル 
(日量25.8千バレル) 

4.7百万バレル 
(日量25.5千バレル) 

中東・アフリカ 原油 
27.9百万バレル 

(日量152.5千バレル) 
28.5百万バレル 

(日量155.8千バレル) 

米州 

原油 
1.0百万バレル 

(日量5.4千バレル) 
0.1百万バレル 

(日量0.5千バレル) 

天然ガス 14.0十億CF 
(日量76.5百万CF) 

12.9十億CF 
(日量70.3百万CF) 

小計 3.5百万BOE 
(日量19.1千BOE) 

2.4百万BOE 
(日量13.1千BOE) 

合計 

原油 
43.6百万バレル 

(日量238.4千バレル) 
45.7百万バレル 

(日量249.6千バレル) 

天然ガス 
182.9十億CF 

(日量999.3百万CF) 
150.2十億CF 

(日量821.0百万CF) 

小計 
78.7百万BOE 

(日量430.1千BOE) 
74.0百万BOE 

(日量404.3千BOE) 

石油製品 
117.8千kl 

(741.1千バレル) 
111.8千kl 

(703.3千バレル) 

ヨード 204.7t 205.6t 

発電 98.2百万kWh 84.6百万kWh 
(注)1 海外で生産されたLPGは原油に含みます。ただし、国内の製油所にて生産されたLPGは石油製品に含みます。 

2 原油の生産量の一部は、石油製品の原料として使用しております。 
3 原油及び天然ガス生産量の一部は、発電燃料として使用しております。 
4 上記の生産量は持分法適用関連会社の持分を含みます。また、上記の生産量は連結子会社及び持分法適用関連会社の決算日に

かかわらず、４月１日から９月30日の実績となっております。 
5  当社グループが締結している生産分与契約にかかる当社グループの原油及び天然ガスの生産量は、正味経済的取分に相当する

数値を示しております。なお、当社グループの権益比率ベースの生産量は、前第２四半期連結累計期間は原油62.0百万バレル
(日量338.8千バレル)、天然ガス 259.0十億CF(日量1,415.0百万CF)、合計111.8百万BOE(日量610.9千BOE)、当第２四半期連結
累計期間は原油61.0百万バレル(日量333.2千バレル)、天然ガス209.9十億CF(日量1,146.7百万CF)、合計100.4百万BOE(日量
548.8千BOE)となります。 

6 BOE(Barrels of Oil Equivalent)原油換算量 
7 石油製品は換算後の数値を括弧内に記載しております。換算係数は1kl当たり6.29バレルです。 
8 ヨードは、他社への委託精製によるものであります。 
9 数量は単位未満を四捨五入しております。 
10 前連結会計年度末より天然ガスから原油への換算方法を変更したことに伴い、前第２四半期連結累計期間の原油及び天然ガス

小計につきましても、前期比較の便宜上から換算方法変更後の数値を記載しております。 
 

 

②受注実績 

当社グループの販売実績のうち、受注高が占める割合は僅少であるため受注実績の記載は省略しております。 
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③販売実績 

セグメントごとの販売実績は次のとおりであります。 

（単位：百万円） 

セグメントの名称 区分 

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) 

販売量 売上高 販売量 売上高 

日本 

原油 72千バレル 711 3千バレル 27 

天然ガス 

(LPGを除く) 
28,427百万 CF 32,616 29,096百万 CF 36,275 

LPG 121千バレル 1,443 131千バレル 1,484 

その他 15,177 15,626 

小計 49,949 53,415 

アジア・オセアニア 

原油 6,619千バレル 62,202 10,710千バレル 96,928 

天然ガス 

(LPGを除く) 
142,153百万 CF 166,579 112,423百万 CF 142,297 

LPG 409千バレル 2,850 2,023千バレル 12,982 

小計 231,631 252,207 

ユーラシア(欧州・NIS 諸国) 原油 4,864千バレル 45,036 4,169千バレル 36,402 

中東・アフリカ 原油 27,551千バレル 243,900 27,205千バレル 234,204 

米州 

原油 32千バレル 250 33千バレル 293 

天然ガス 

(LPGを除く) 
13,873百万 CF 2,396 12,043百万 CF 1,981 

小計 2,646 2,275 

合計 

原油 39,139千バレル 352,101 42,120千バレル 367,857 

天然ガス 

(LPGを除く) 
184,454百万 CF 201,592 153,562百万 CF 180,554 

LPG 530千バレル 4,293 2,154千バレル 14,467 

その他 15,177 15,626 

合計 573,165 578,505 

 

(注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
2 決算日が12月31日の連結子会社につきまして、連結決算日で決算を行っている会社を除き、1月から6月の業績を第2四半期とし

て連結しております。ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。 
3 販売量は、単位未満を四捨五入しております。 
4 主要相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は以下のとおりであります。なお、プルタミナへの販売

の大部分は天然ガスであり、LNGとして日本をはじめ、韓国、台湾等の需要家へ販売しております。 

 

 

相手先 

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) 
金額 

(百万円） 
割合 
（％） 

金額 
(百万円） 

割合 
（％） 

プルタミナ 104,183 18.2 106,523 18.4 
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