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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 第26期に１株を２株に株式分割しております。 

３ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、第25期は潜在株式がないため記載しておりません。 

４ 第26期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会

計基準第２号)及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成14年

９月25日 企業会計基準適用指針第４号)を適用しております。 

５ 平成16年11月25日開催の臨時株主総会決議により、決算期を３月31日から12月31日に変更しました。従っ

て、第28期は平成16年４月１日から平成16年12月31日までの９ヵ月間となっております。 

６ 従業員数は、就業人員数を記載しております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第25期 第26期 第27期 第28期 第29期

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成16年12月 平成17年12月

売上高 (千円) 11,578,113 11,050,643 12,210,763 10,791,128 15,475,213

経常利益 (千円) 1,043,405 1,027,197 930,915 531,041 847,032

当期純利益 (千円) 576,133 571,520 400,107 163,829 122,368

純資産額 (千円) 5,484,986 6,179,755 6,199,371 6,255,874 6,817,177

総資産額 (千円) 8,058,486 8,497,797 8,456,463 8,300,816 10,493,454

１株当たり純資産額 (円) 687.78 357.41 359.43 362.51 230.88

１株当たり当期純利益 (円) 72.24 32.62 22.12 8.65 3.62

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

(円) ― 32.58 22.10 8.64 3.62

自己資本比率 (％) 68.1 72.7 73.3 75.4 65.0

自己資本利益率 (％) 10.8 9.7 6.4 2.6 1.8

株価収益率 (倍) 8.9 14.7 22.2 72.8 142.2

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 870,110 81,928 210,107 318,248 △166,759

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 8,947 △49,774 △406,939 △309,702 748,087

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △160,960 139,897 △354,858 △86,946 △1,795,997

現金及び現金同等物 
の期末残高

(千円) 2,323,287 2,487,291 1,933,981 1,852,215 1,532,053

従業員数 
(外、平均臨時 
雇用者数)

(人)
27

(4)

28

(3)

28

(3)

27

(3)

139

(16)



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 第25期の１株当たり配当額25円には、特別配当５円が含まれております。 

第26期の１株当たり配当金額21円には、創立25周年記念配当10円が含まれております。 

  第29期の１株当たり配当金額16円には、合併１周年記念配当５円が含まれております。 

３ 第26期に１株を２株に株式分割しております。 

４ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、第25期は潜在株式がないため、記載しておりません。 

５ 第26期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会

計基準第２号)及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成14年

９月25日 企業会計基準適用指針第４号)を適用しております。 

６ 平成16年11月25日開催の臨時株主総会決議により、決算期を３月31日から12月31日に変更しました。従っ

て、第28期は平成16年４月１日から平成16年12月31日までの９ヵ月間となっております。  

７ 従業員数は、就業人員数を記載しております。 

  

回次 第25期 第26期 第27期 第28期 第29期

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成16年12月 平成17年12月

売上高 (千円) 5,610,798 5,134,240 5,081,189 3,680,701 12,590,895

経常利益 (千円) 1,040,863 1,026,124 928,921 526,320 860,410

当期純利益 (千円) 584,717 568,244 399,068 159,853 136,722

資本金 (千円) 1,317,700 1,491,350 1,491,350 1,491,350 1,491,350

発行済株式総数 (株) 8,100,960 17,351,920 17,351,920 17,351,920 29,586,193

純資産額 (千円) 5,474,775 6,166,267 6,184,844 6,237,372 6,796,182

総資産額 (千円) 7,820,142 8,141,244 7,622,460 8,032,245 10,519,438

１株当たり純資産額 (円) 686.50 356.62 358.58 361.43 230.16

１株当たり配当額 
(内１株当たり 
中間配当額)

(円)

(円)

25.00

(10.00)

21.00

(5.50)

11.00

(5.50)

8.25

(―)

16.00

(5.50)

１株当たり当期純利益 (円) 73.31 32.42 22.05 8.42 4.10

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

(円) ― 32.38 22.04 8.41 4.10

自己資本比率 (％) 70.0 75.7 81.1 77.7 64.6

自己資本利益率 (％) 10.9 9.7 6.4 2.5 2.0

株価収益率 (倍) 8.7 14.8 22.3 74.8 125.6

配当性向 (％) 34.09 64.76 49.8 97.9 390.2

従業員数 
(外、平均臨時 
雇用者数)

(人)
24

(3)

25

(2)

25

(2)

24

(2)

137

(15)



２ 【沿革】 

  

 
(注) 平成18年３月に本店を東京都品川区に移転。 

  

年月 事項

昭和53年９月 東京都港区に日本英潤株式会社設立(資本金1,000万円)。 

ザ・ブリティッシュ・ペトロリアム・カンパニー・ピーエルシー(現社名 ビーピー・ピーエル

シー)の自動車用及び工業用潤滑油の輸入、製造(製造委託)、販売を開始。

昭和53年10月 商号をペトロルブ・インターナショナル株式会社に変更。

昭和53年12月 ビー・ピー・ピーエルシーとの間に「商標、製造ライセンス契約」並びに「販売契約」を締結。 

製品の国内製造について日興産業株式会社と提携し、「製造委託契約」を締結。

昭和54年２月 ビー・ピー・ピーエルシー契約船向け船舶用バンカーオイルの販売開始。

昭和55年12月 ビー・ピー・ピーエルシーロンドン本社の販売技術部及び国際事業開発部の日本におけるコンタ

クトエージェントとして代行業務開始。

昭和57年５月 本店を東京都千代田区に移転。

昭和59年12月 ビー・ピー・ピーエルシーが当社に資本参加。

昭和62年６月 ビー・ピー・ピーエルシーグループの一員として日本の自動車メーカーに対する技術コンタクト

エージェント業務開始。

平成元年３月 大阪市西区に大阪支社を開設。

平成元年５月 販売促進活動を専門に担当する子会社、株式会社ピーエスピー(平成15年４月現社名 ペトロ・

トレード・インターナショナル株式会社に商号変更)を設立。(現・連結子会社)

平成元年12月 ビー・ピー・ピーエルシーグループであるヨーロッパの名門潤滑油会社ダッカムスの潤滑油の日

本国内市場における輸入、製造(製造委託)、販売を行うため、子会社ユーロオイル・ジャパン株

式会社(平成17年１月現社名 ビーピー・ルブリカンツ株式会社に商号変更)を設立。(現・連結

子会社)

平成２年３月 製品の物流業務を担当する関係会社ペトニック株式会社を日興産業株式会社と共同で設立(出資

比率50：50)。

平成４年５月 神奈川県厚木市に物流業務のコントロールタワーとしてオペレーションセンターを開設。

平成６年１月 オペレーションセンターの土地(1,613㎡)、建物(1,288㎡)を取得。

平成７年３月 日本証券業協会に店頭登録。

平成８年３月 大阪支社を大阪営業所に改組。

平成９年９月 本社所在の土地(363㎡)、建物(2,802㎡)を取得。

平成12年３月 東京証券取引所市場第二部に上場。

平成12年10月 ペトニック株式会社の全株式を取得し、100％子会社化。(平成12年11月現社名 ハイパー・オペ

レーション株式会社に商号変更。現・連結子会社)

平成13年３月 大阪営業所を閉鎖。

平成15年３月 東京証券取引所市場第一部に銘柄指定。

平成17年１月 ビーピー・ジャパン・ルブリカンツ株式会社と合併し、ビーピー・カストロール株式会社に商号

を変更。

平成17年８月 東京都品川区に大崎オフィスを開設。



３ 【事業の内容】 

当社グループの企業集団は、当社、子会社４社で構成され、ビーピー・グループの潤滑油、燃料油及び

関連商品の販売を主たる事業の目的としています。その事業内容及び当該事業における位置付けは次のと

おりであります。 

  

 
  

事業内容 当社又は子会社等の事業における位置付け

潤滑油、燃料油及び関連商

品販売事業

 当社主要株主のビーピー・ピーエルシー(以下BPという)並びにBPの子会社のビー

ピー・ジャパン株式会社、カストロール・リミテッド及びAIR BP LTD.は、潤滑油、

燃料油及び関連商品販売事業を営んでおります。 

 当社は、BP及びカストロール・リミテッドとの間で潤滑油販売契約及び商標・製

造ライセンス契約を締結しており、ロイヤリティを支払っております。 

 国内製造委託先であるジャパンエナジー株式会社、日興産業株式会社及び中外油

化学工業株式会社との間で国内潤滑油の製造委託契約を締結し、製造委託をしてお

ります。 

 AsPac Lubricants、Deutshe BPから潤滑油等を輸入しております。また、AIR BP 

LTD.より航空機用潤滑油を輸入しております。 

 ビーピー・ジャパン株式会社から添加剤の仕入れを行っております。 

 子会社のペトロ・トレード・インターナショナル株式会社は、燃料油販売事業を

行っておりましたが、平成17年６月30日をもって終了致しております。

その他の 
事業

倉庫事業
 子会社のハイパー・オペレーション株式会社が倉庫事業を営んでおります。 

 当社は、同社に物流業務の一部を委託しております。



当社グループの主要な事業系統図は次のとおりであります。 

 

  
(注１) 燃料油の販売は平成17年６月30日をもって終了いたしました。 

(注２) 平成17年１月１日のビーピー・ジャパン・ルブリカンツ株式会社との合併に伴い、カストロール株式会社が

新たに子会社に含まれております。 

(注３) ユーロオイル・ジャパン株式会社は平成17年１月１日付にて、ビーピー・ルブリカンツ株式会社に名称変更

を致しております。 



４ 【関係会社の状況】 

  

 
(注) １ 上記子会社は、特定子会社に該当しません。 

２ 有価証券報告書を提出しております。 

３ ペトロ・トレード・インターナショナル株式会社については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)

の連結売上高に占める割合が10％を超えております。なお、平成18年３月16日の取締役会において会社解散

の決議をしております。 

 
４ 親会社の被所有割合欄の( )内は間接被所有割合で内数であります。 

  

名称 住所
資本金 
又は出資金

主要な事業 
の内容

議決権の 
所有(被所有)割合

関係内容
所有割合
(％)

被所有割合
(％)

(親会社) 百万USドル

ビーピー・ピーエルシー 
(注)２

イギリス 
(ロンドン)

5,403 石油事業全般 ―
73.9
(55.3)

出資、販売(代理店)契約お
よび商標・ライセンス契約
を締結

(親会社) 百万ポンド

カストロール・リミテッド
イギリス 
(ロンドン)

31.456
工業用、船舶用
自動車用潤滑油
の販売

―
55.3
(13.8)

出資、および商標・ライセ
ンス契約を締結

(連結子会社) 千円

ペトロ・トレード・インタ
ーナショナル株式会社 
(注)３

東京都千代田区 25,000 燃料油の販売業 100 ―
管理業務の受託 
当社役員の兼任１名

(連結子会社) 千円

ビーピー・ルブリカンツ 
株式会社

東京都千代田区 25,000
潤滑油のマーケ
ティング業

100 ―
ビーピー・ブランド商品の
販売の支援

(連結子会社) 千円

カストロール株式会社 東京都品川区 10,000
潤滑油のマーケ
ティング業

100 ―
当社の、カストロールブラ
ンドの潤滑油の販売支援 
役員の兼任１名

(連結子会社) 千円

ハイパー・オペレーション
株式会社

神奈川県厚木市 25,000 倉庫業 100 ―
物流業務の委託及び建物の
貸与 
当社役員等の兼任１名

主要な損益情報等 (1) 売上高 2,865,934千円

(2) 経常損失 2,386千円

(3) 当期純損失 2,566千円

(4) 純資産額 31,936千円

(5) 総資産額 175,124千円



５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成17年12月31日現在 

 
(注) １ 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出

向者を含む就業人員数であります。 

２ 臨時従業員数は( )内に年間平均人員を外数で記載しております。 

３ 潤滑油部門の従業員が前連結会計年度末(平成16年12月31日現在)に比べ、112名増加しておりますが、これ

は主に平成17年１月１日付にてビーピー・ジャパン・ルブリカンツ株式会社との合併によるものでありま

す。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成17年12月31日現在 

 
(注) １ 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。 

２ 臨時従業員数は( )内に年間平均人員を外数で記載しております。 

３ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

４ 従業員数が前事業年度末(平成16年12月31日現在)に比べ113名増加しておりますが、これは主に平成17年１

月１日付にてビーピー・ジャパン・ルブリカンツ株式会社との合併によるものであります。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  

事業部門の名称 従業員数(名)

潤滑油部門 111(12)

添加剤(ケミカル)部門 1

燃料油部門 ―

倉庫部門 3(1)

管理部門 24(3)

合計 139(16)

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

137(15) 39.5 8.0 8,567



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当連結会計年度における我が国経済は、全般的に企業収益は改善し全国的な景気回復の兆しが見られ

ました。しかしながら、高値で推移した原油価格の影響でガソリンや灯油の値上げが続く等、消費者の

家計は改善しておらず、より一層消費の選考と節約が浸透しているように見受けられました。 

 当業界におきましては、自動車用潤滑油の需要は引き続き低迷し、当社の主要なマーケットである乗

用車市場(PCO)の大手カー用品量販店市場並びに整備工場市場での自動車用潤滑油の需要は、年を通し

て回復の兆しが見られませんでした。 

 また、当社固有の経営環境の変化といたしましては、平成17年１月１日付けの合併によりBPグループ

の潤滑油事業に特化した子会社として生まれ変わり、海外ブランドとして著名なBPブランドとカストロ

ール・ブランドの二大ブランドを柱として事業を展開して参りました。 

 厳しい市場環境の中、自動車用潤滑油の販売面では、新規顧客の開拓、カストロール・ブランドにお

けるAPI(米国石油協会)の最高規格のSM商品の発売、各種キャンペーン等営業活動に鋭意注力いたしま

した。市場全体が微減・横這いの中、PCO(乗用車市場)のB2B(カーディーラー向け)ビジネスが、平成17

年夏に立案された５ヵ年戦略計画通りに大幅に伸長し、また、B2C(コンシューマー向け市場)ビジネス

も健闘いたしました。その結果、数量ベースでは、合併前の２社の合計である前年度数量と比較して

２％強の販売増、また、ほぼ期首の計画数量も達成できました。売上高ベースでは、同じく２社の合計

の前年度売上高と比較して３％の販売増、期首計画４％減でした。 

 利益面におきましては、歴史的な高値推移の原油価格に起因する原材料費や容器代の高騰等の影響に

より、前年度に比較して売上原価が７億円以上上昇し、その分売上総利益が減少いたしました。販売管

理費に関しましては、期首予算に対して微減にとどまりましたが、合併統合費用は、期首予算に対し

て、59百万円の経費減を達成できました。また、BPグループに対する業務委託料の返戻金84百万円の特

別利益が発生いたしました。その他、合併統合のシナジー効果は、当初の予定通り約１億円達成できま

した。 

 これらの結果、当連結会計年度の当社単体での売上高は125億90百万円、営業利益は７億93百万円、

経常利益は８億60百万円を計上でき、平成17年11月21日発表の業績予想を売上高では3.6％、経常利益

では19.1％上回り当期純利益に関しましては、原油高という経営環境の不確実性に伴う繰延税金資産の

見直しにより、法人税等調整額が３億49百万円発生いたしましたが、子会社からの配当金14百万円を含

め前回業績予想を8.8％上回る１億36百万円でした。 

 連結ベースでは、子会社のペトロ・トレード・インターナショナル株式会社の上半期の燃料油販売高

(28億65百万円)が貢献し、売上高は154億75百万円となりました。利益面におきましては、営業利益８

億15百万円、経常利益８億47百万円、当期純利益は子会社からの配当金の連結調整により122百万円で

した。 

 利益配分に関しましては、決算期末に普通配当１株当たり５円50銭に、合併１周年を記念して１株当

たり５円の合併記念配当を加え合計で、１株当たり10円50銭を第29回定時株主総会に提案することを決

定いたしております。当期は、中間配当１株当たり５円50銭を既に実施いたしておりますので、年間で

は合計１株当たり16円の配当になる予定であります。 

 なお、前連結会計年度に決算期を変更したことに伴い、当連結会計年度と前連結会計年度が期間対応

していないため、対前年同期比較を行っておりません。 

  



(2) キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、15億32百万円となり、前

連結会計年度末より３億20百万円減少いたしました。当連結会計年度末における各キャッシュ・フロー

の状況と要因は次のとおりであります。 

  (営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度末において営業活動の結果使用した資金は、１億66百万円となりました。これは主と

して、税金等調整前当期純利益が５億19百万円、売上債権の減少１億33百万円及び未払金の減少４億25

百万円、役員退職慰労引当金の減少２億75百万円及びたな卸資産の増加１億26百万円等によるものであ

ります。 

  (投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度末における投資活動によるキャッシュ・フローは、７億48百万円の増加となりまし

た。これは主に、定期預金払戻しによる収入７億69百万円、有価証券の売却による収入１億22百万円及

び有形・無形固定資産の取得による減少１億21百万円によるものであります。 

  (財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度末における財務活動の結果使用した資金は、17億95百万円となりました。これは主

に、短期借入金の減少14億97百万円及び配当金の支払い３億１百万円によるものであります。 

 なお、前連結会計年度に決算期を変更したことに伴い、当連結会計年度と前連結会計年度が期間対応

していないため、対前年同期比較を行っておりません。  

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 商品仕入実績 

当連結会計年度の仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 前連結会計年度は９ヶ月決算となりますので前年同期比較は行っておりません。 

  

(2) 販売実績 

当連結会計年度の販売実績を事業部門別に示すと次のとおりであります。 
  

 
(注) １ 当連結会計年度の主な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次のとおりであり

ます。 

  

 
２ 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 前連結会計年度は９ヶ月決算となりますので前年同期比較は行っておりません。 

  

区分

当連結会計年度
自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日 前年同期比 

(％)

金額(千円)

潤滑油 6,377,723 ―

添加剤(ケミカル) 42,330 ―

燃料油 2,877,859 ―

その他 513 ―

合計 9,298,426 ―

区分

当連結会計年度
自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日 前年同期比 

(％)

金額(千円) 構成比(％)

潤滑油 12,508,563 80.8 ―

添加剤(ケミカル) 59,513 0.4 ―

燃料油 2,887,964 18.7 ―

その他 19,171 0.1 ―

合計 15,475,213 100.0 ―

相手先

当連結会計年度
自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日

金額(千円) 割合(％)

三菱商事株式会社 2,122,775 13.7

オートバックスセブン 1,712,789 11.1

日本自動車整備商工組合連合会 1,346,668 8.7

日本オイルサービス株式会社 920,490 5.9

株式会社キョクトー 816,220 5.2



３ 【対処すべき課題】 

合併新会社として、営業力がより一層強化・効率化される最適なビジネス・モデル策定の最終段階にあ

ります。 

 サプライチェーンの統合は、合併初年度に予定どおりのシナジー効果が得られました。平成18年以降

は、より大きなシナジー効果を目指して参ります。 

 人事制度に関しましては、平成18年１月より全面的に新制度が実施されました。内部管理体制および適

時情報開示体制につきましては、合併新会社により相応しい体制の構築等に注力して参ります。BPグルー

プが最も重要視している「健康管理、安全管理、セキュリティ管理、環境問題(これらを総称してHSSEと

呼んでおります。)」においても、BPのスタンダードを採用し安全体制をより強固にしてまいります。 

 平成17年度に導入いたしました「行動規範」に関しましては、全社員一人一人が「行動規範」を順守

し、それに違反することはありませんでした。今後も全社員一丸となりこの「行動規範」に従い、「真の

エクセレント・カンパニー」を目指します。 

 また、合併に際し、株式会社東京証券取引所は、当社を合併期日から新規上場審査基準に準じた審査を

受けるための期間(猶予期間)に入ることを発表いたしております。さらに合併に際しての新株式の割り当

てにより、少数特定者持株比率が上場維持基準の75％を６％程度超えております。株主の満足が得られる

ように、これらを早急に改善するためのあらゆる選択肢を調査いたしております。 

 なお、猶予期間中も、当社株式は引き続き上場維持され、通常に売買が行われております。 

  

４ 【事業等のリスク】 

当社グループを取り巻く市場環境および事業の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響

を及ぼす可能性のある事項は、以下のとおりであります。なお、以下の各事項は、本資料発表の日現在に

おいて、当社グループが把握している情報等から判断可能なものについて記載したものであります。 

  

①市場における競合等の状況について 

当社グループが属する自動車用潤滑油産業は、日本経済が回復基調にあるのにも拘らず、長引く不況に

よる消費者の選別消費と節約の影響が依然として色濃く、受注獲得競争の激化による低価格製品の台頭や

自動車用潤滑油交換サイクルの延長等に見られるように引き続き厳しいビジネス環境にあります。このよ

うな状況の中、当社グループでは、付加価値の高い製品の市場への投入や新規営業マーケティング戦略に

よる競争力の強化を図っておりますが、低価格製品の販売動向等によっては、当社の経営成績および財政

状態に影響を与える可能性があります。 

  

②原油価格の上昇による影響について 

イラク戦争を契機に発生した歴史的な原油価格の上昇と高止まりにより、当社の原材料の調達コストも

上昇を余儀なくされております。イラクの政情不安や中国経済の高度成長等に起因する原油の需給の不均

衡による原油高は、一向に収まる気配は見られません。このような見通しの下、当社は第30期(自平成18

年１月１日至平成18年12月31日)の計画において、原材料コストの上昇による原価の増加を織り込んでお

りますが、市場の動向如何によっては、当社の経営成績および財政状態に影響を与える可能性がありま

す。 

  

③為替相場の変動による影響について 

当社の製品の仕入れには海外からの輸入が含まれております。そのため、BPグループのインハウス・バ

ンクとして機能するBPファイナンスを通してドル決済を行うなど、為替相場の変動のリスクを軽減するシ

ステムを採用いたしておりますが、そのリスクすべてを排除することは不可能であり、当社の経営成績お



よび財政状態に影響を与える可能性があります。因みに、当社の製品の金額ベースでの輸入比率は20％

前後の見通しです。 

  

④日興産業株式会社との製造委託契約について 

当社の販売するBPブランドの潤滑油は、現在、その大部分を日興産業株式会社に生産委託しておりま

す。 

 同社への依存度は、合併初年度の当期は28％、合併前の前期は71％、前々期は70％であります。なお、

同社との取引が中止された場合には、当社が要求する品質水準に合致する代替工場(カストロール・ブラ

ンド製品の製造委託先を含め)を、容易に確保できる目途は立てております。但し、BPブランド製品の生

産体制を整える必要があるため、一時的に影響を受ける可能性がある場合があります。 

  

⑤固定資産の評価について 

平成18年度の減損会計の導入を控え、当社では、適宜固定資産の評価を行う予定です。従いまして、評

価の結果如何によっては、当社の経営成績および財政状態に影響を与える可能性があります。 

  



５ 【経営上の重要な契約等】 

(1) 販売(代理店)契約 

  

 
  

(2) 商標・製造ライセンス契約 

  

 
(注) 上記については、販売量に応じて一定率のロイヤリティーを支払っております。 

  

(3) 製造委託契約 

  

 
  

契約会社名 相手方の名称 国名 契約品目 契約内容 契約期間

ビーピー・ 
カストロール 
株式会社 
(当社)

ビーピー・ピーエル
シー

英国
BPの輸入潤滑油
及び国産潤滑油

１ 日本の工業・自動
車市場における独
占販売権

２ 日本の沿岸船舶・
航空市場における
非独占的販売権

昭和53年12月８日から
いずれかの当事者が15
ヶ月の予告により契約
を解除するまで

契約会社名 相手方の名称 国名 契約品目 契約内容 契約期間

ビーピー・ 
カストロール 
株式会社 
(当社)

ビーピー・ピーエル
シー

英国
BPブランドの国
産潤滑油

製品に関する一切のノ
ウハウ、経験、データ
その他の情報の開示、
提供を受け、日本にお
いて製品を組成、ブレ
ンド、製造し、BPの商
標で販売することに関
する許諾

昭和53年12月８日から
いずれかの当事者が15
ヶ月の予告により契約
を解除するまで

ビーピー・ 
カストロール 
株式会社 
(当社)

カストロール・ 
リミテッド

英国
カストロールブ
ランドの潤滑油

製品に関する一切のノ
ウハウ、経験、データ
その他の情報の開示、
提供を受け、日本にお
いて製品を組成、ブレ
ンド、製造し、カスト
ロールの商標で販売す
ることに関する許諾

昭和59年８月31日から
いずれかの当事者が、
書面による６ヶ月以前
の終了通知により契約
が終了するまで

契約会社名 相手方の名称 契約品目 契約内容 契約期間

ビーピー・ 
カストロール 
株式会社 
(当社)

日興産業株式会社
(東京都中央区)

BPブランドの国産潤滑
油

上記 (2) の BPとの商
標・製造ライセンス契
約に基づく製品の製造
委託

BPとの商標・製造ライ
センス契約と同じ契約
期間

ビーピー・ 
カストロール 
株式会社 
(当社)

中外油化学工業株式
会社 
(埼玉県八潮市)

カストロールブランド
の国産潤滑油

上記(2)のカストロー
ルとの商標・製造ライ
センス契約に基づく製
品の製造委託

カストロールとの商
標・製造ライセンス契
約と同じ契約期間

ビーピー・ 
カストロール 
株式会社 
(当社)

株式会社ジャパンエ
ナジー 
(東京都港区)

カストロールブランド
の国産潤滑油

上記(2)のカストロー
ルとの商標・製造ライ
センス契約に基づく製
品の製造委託

カストロールとの商
標・製造ライセンス契
約と同じ契約期間



６ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  

７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

(1) 財政状態 

当連結会計年度末の総資産は、平成17年１月１日付ビーピー・ジャパン・ルブリカンツ株式会社との

合併に伴い、前連結会計年度末と比較して26.4％増加し、10,493百万円となりました。 

 また、合併に伴い資本剰余金が499百万円増加しております。 

(流動資産) 

当連結会計年度末における流動資産の残高は、6,951百万円(前連結会計年度末は4,950百万円)となり

ました。 

 主な要因は、売掛債権(1,358百万円から2,696百万円の増加)及び未収入金(384百万円から1,018百万

円の増加)の増加であります。合併に伴い従来のBPブランドにカストロールブランド自動車用潤滑油を

加え、海外著名二大ブランドで事業展開して参りました結果、売上規模が拡大し営業債権が増加してお

ります。 

 現金及び預金が減少(2,621百万円から566百万円に減少)しておりますが、これは、国内定期預金より

利率の高いBPグループのインハウス・バンクで運用(短期貸付金990百万円)及び合併受入時の借入金の

返済によるものであります。 

(固定資産) 

当連結会計年度末における固定資産の残高は3,541百万円(前連結会計年度末は3,350百万円)となり

191百万円の増加となりました。主たる要因は、合併による受入及び本社移転に伴う有形固定資産

(2,312百万円から2,649百万円の増加)の増加及びシステム投資に伴うソフトウエアを中心とした無形固

定資産(10百万円から299百万円の増加)の増加が起因しております。 

 投資その他の資産の減少は、長期リース債権の流動資産への振替によるものであります。 

(流動負債） 

当連結会計年度末における流動負債の残高は3,549百万円(前連結会計年度末は1,643百万円)となり

1,906百万円の増加となりました。主たる要因は、合併による事業規模拡大に伴う仕入債務の増加、人

数増加に伴う人件費及び諸経費の増加により、買掛金(851百万円から1,665百万円の増加)、未払金(694

百万円から868百万円の増加)、賞与引当金(102百万円の増加)が増加しております。 

(固定負債） 

当連結会計年度末における固定負債の残高は126百万円(前連結会計年度末は401百万円)となり274百

万円の減少となりました。主たる要因は、役員退職金制度の廃止に伴う引当金(前連結会計年度275百万

円)の減少によるものであります。 

  

(2) 経営成績 

「第一部 第２ 事業の状況 １ 業績等の概要 (1) 業績」をご参照願います。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

 
(注) １ 当社は、セグメント区分を行っておりませんので「事業の種類別セグメントの名称」の記載を省略しており

ます。 

２ 従業員数の( )外書きは、臨時従業員数であります。 

  

２ 【主要な設備の状況】 

(1) 提出会社 

平成17年12月31日現在 

 
  

(2) 国内子会社 

  

 
  

(注) １ 投下資本の金額は有形固定資産及び賃貸資産の帳簿価額であります。 

２ 賃貸資産は連結会社以外の会社等に賃貸しております。 

３ 現在休止中の設備はありません。 

４ 従業員数の( )外書きは、臨時従業員数であります。 

５ 提出会社においては、このほかに取引先向け賃貸用サービスステーションを４件所有しております。リース

債権は534,032千円であります。 

  

事業所名 
(所在地)

事業の種類 
別セグメント

設備の内容
投資金額(千円)

従業員数
(人)建物 

及び構築物
機械装置
及び運搬具

土地 その他 合計

本社
(東京都品川区)

―
ソフトウエ
ア

― ― ― 254,618 254,618
101
(14)

本社 
(東京都品川区)

― 本社移転 170,139 ― ― 106,276 276,415
101
(14)

本社 
(東京都品川区)

―
営業用
器具備品

― ― ― 71,573 71,573
101
(14)

事業所名 
(所在地)

設備の内容

帳簿価額(千円)
従業員数
(人)建物及び

構築物
車両
運搬具

土地
(面積㎡)

その他 合計

本社 
(東京都品川区)

統括業務施設 165,774 1,637
―
(―)

359,004 526,415
101
(14)

名古屋テクノロジ
ーセンター 
(愛知県名古屋市港
区)

研究施設 19,946 ―
―
(―)

15,259 35,205
11
(2)

厚木オペレーショ
ンセンター 
(神奈川県厚木市)

物流倉庫 90,151 ―
257,808
(1,613)

884 348,844 1

賃貸資産 
(東京都千代田区)

賃貸施設 280,223 ―
1,790,000

(363)
― 2,070,223 ―

会社名
事業所名 
(所在地)

設備の内容

帳簿価額(千円)
従業員数
(人)建物 

及び構築物
車両
運搬具

土地
(面積㎡)

その他 合計

ハイパー・オ
ペレーション
株式会社

本社 
(神奈川県 
厚木市)

物流倉庫 ― 1,619
―
(―)

― 1,619
2
(1)



３ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設等 

該当事項はありません。 

  

  

(2) 重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 



第４ 【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】 

  

 
(注) 「株式消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる。」旨定款で定めております。 

  

② 【発行済株式】 

  

 
(注) 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式。 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 

 
４ 平成17年１月１日付ビーピー・ジャパン・ルブリカンツ株式会社との合併(合併比率１：1,241.68)により、発

行済株式総数は普通株式12,234,273株増加し、発行済株式総数残高は普通株式29,586,193株となり、また、資

本準備金は499,000千円増加し、資本準備金残高は1,749,600千円となりました。 

  

種類 会社が発行する株式の総数(株)

普通株式 118,000,000

計 118,000,000

種類
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成17年12月31日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年３月30日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容

普通株式 29,586,193 29,586,193
東京証券取引所
市場第一部

(注)

計 29,586,193 29,586,193 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成14年８月14日 
(注)１

8,100,960 16,201,920 ― 1,317,700 ― 1,076,950

平成14年12月18日 
(注)２

1,000,000 17,201,920 151,000 1,468,700 151,000 1,227,950

平成15年１月16日 
(注)３

150,000 17,351,920 22,650 1,491,350 22,650 1,250,600

平成17年１月１日  
(注)４

12,234,273 29,586,193 ― 1,491,350 499,000 1,749,600

(注) １ 株式分割 １：２

   ２ 公募 普通株式 1,000,000株

発行価格 302円

資本組入額 151円

   ３ 第三者割当 普通株式 150,000株

発行価格 302円

資本組入額 151円



(4) 【所有者別状況】 

平成17年12月31日現在 

 
(注) １ 自己株式127,474株は、「個人その他」に1,274単元、「単元未満株式の状況」に74株含まれております。 

２ 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ150単元

及び80株含まれております。 

  

(5) 【大株主の状況】 

平成17年12月31日現在 

 
(注) １ 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。 

   日本マスタートラスト信託銀行株式会社    2,557百株 

   日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社  2,504百株 

   三菱UFJ信託銀行株式会社           1,774百株 

２ 当社は平成17年12月31日現在自己株式を127,474株(発行済株式に対する所有株式数の割合0.43％)所有して

おり、上記大株主からは除外しております。 

３ 前事業年度末現在、主要株主でなかったカストロール・リミテッドは、当事業年度末において主要株主とな

りました。 

  

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び 
地方公共 
団体

金融機関 証券会社
その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数 
(人)

― 32 20 59 22 1 3,966 4,100 ―

所有株式数 
(単元)

― 12,620 1,295 55,633 178,749 1 47,514 295,812 4,993

所有株式数 
の割合(％)

― 4.26 0.44 18.81 60.42 0.00 16.07 100.0 ―

氏名又は名称 住所
所有株式数
(百株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

カストロール・リミテッド 
(常任代理人 ビーピー・ジャ
パン株式会社)

ウェークフィールド ハウス, パイパー
ズ ウエイ, スウィンドン ウィルトシャ
ー SN3 
東京都港区六本木６丁目10番１号六本木
ヒルズ森タワー

122,342 41.35

ビーピー・ピーエルシー 
(常任代理人 ビーピー・ジャ
パン株式会社)

ブリタニック ハウス 1 フィンズベリー 
サーカス, ロンドンEC2M 7BA 
東京都港区六本木６丁目10番１号六本木
ヒルズ森タワー

54,743 18.50

寺田事務所株式会社
東京都港区六本木６丁目10番１号六本木
ヒルズ森タワー

40,524 13.69

日本自動車整備商工組合連合会
東京都港区六本木６丁目10番１号六本木
ヒルズ森タワー

11,445 3.86

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社

東京都港区浜松町２丁目11番３号 2,557 0.86

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社

東京都中央区晴海１丁目８番11号 2,504 0.84

三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 1,774 0.59

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１丁目１番５号 1,728 0.58

中 野   進 鹿児島県姶良郡隼人町内山田２-４-３ 1,200 0.40

鈴 木 育 男 東京都杉並区阿佐谷北５丁目29-４ 1,000 0.33

合計 239,817 81.05



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年12月31日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、全て当社保有の自己株式であります。 

２ 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」欄は、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ15,000

株及び80株含まれております。なお、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の

数150個が含まれておりません。 

３ 「単元未満株式」欄は、当社所有の自己株式が74株含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成17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 127,400

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

29,453,800
294,388 ―

単元未満株式 普通株式  4,993 ― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 29,586,193 ― ―

総株主の議決権 ― 294,388 ―

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)
ビーピー・カストロール株
式会社

東京都品川区大崎一丁目11
番２号ゲートシティ大崎イ
ーストタワー

127,400 ― 127,400 0.4

計 ― 127,400 ― 127,400 0.4



(7) 【ストックオプション制度の内容】 

 該当事項はありません。 

  



２ 【自己株式の取得等の状況】 

(1) 【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

該当事項はありません。 

  

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状

況】 

① 【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

該当事項はありません。 

  

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

該当事項はありません。 

  



３ 【配当政策】 

当社の利益配分につきましては、業績の推移を勘定した上で最大限の利益を株主に還元するとともに、

安定的な配当の継続、および企業価値の向上のための内部留保の充実を図ることを基本方針といたしてお

ります。 

 具体的には、現状の普通配当１株11円(中間5.5円、期末5.5円)を基本としながらも、業績などの状況を

鑑みながら株主への還元についてあらゆる可能性を探っていく所存です。 

 また今回ビーピー・ジャパン・ルブリカンツ株式会社との合併一周年記念として１株につき５円の記念

配当を行っており、年間の合計配当金額は１株当り16円となります。 

 なお第29期の中間配当についての取締役会決議は平成17年８月30日に行っております。 

  

４ 【株価の推移】 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

  

 
(注) １ 当社株式は平成15年３月３日付をもって東京証券取引所市場二部から市場一部へ指定替になっており、第26

期の上中段は市場第二部、下段は市場第一部における株価であります。 

２ □印は株式分割権利落後の株価であります。 

３ 平成16年11月25日開催の臨時株主総会における定款一部変更の決議により、決算期を３月31日から12月31日

に変更いたしました。 

  

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部における株価であります。 

  

回次 第24期 第25期 第26期 第27期 第28期 第29期

決算年月 平成13年３月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成16年12月 平成17年12月

最高(円) 699 700
920
□577 
□677

510 695 649

最低(円) 551 591
640
□330 
□454

420 460 501

月別 平成17年７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 571 574 554 534 535 545

最低(円) 542 537 512 501 520 505



５ 【役員の状況】 

  

 
  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(百株)

代表取締役 
社長

キース・ヘイルズ 昭和32年２月20日

昭和56年１月 南アフリカ・カストロール社入社

―

平成４年３月 同社ファイナンス部門ダイレクタ

ー

平成７年７月 同社マーケティング＆戦略ビジネ

ス部門ダイレクター

平成11年１月 同社アフリカ地域ダイレクター

平成13年５月 ビーピー・グループのアジア太平

洋潤滑油事業部門に配属 

タイとベトナムのエリア・ダイレ

クター兼ビーピー・タイ社長

平成15年１月 同事業部門の先進マーケット地域

セールス・ダイレクター兼ビーピ

ー・タイ社長(現)

平成17年３月 当社代表取締役就任(現)

専務 
取締役

小 石 孝 之 昭和34年12月７日

平成２年７月 S.C.ジョンソン社コンシューマー

事業部マーケティング・プロダク

ト・マネジャー

―

平成５年７月 コールマン・リミテッド・ジャパ

ン社入社 マーケティング・マネ

ジャー

平成７年３月 ヘレン・カーチス・ジャパン社入

社 セールス・ダイレクター

平成９年３月 スミスクライン・ビーチャム社

(現グラクソ・スミスクライン社)

入社 セールス・ダイレクター

平成14年10月 ビー・ピー・ジャパン株式会社入

社 カストロール事業部門コンシ

ューマー担当ゼネラル・マネジャ

ー

平成15年１月 同社カストロール事業部門セール

ス＆マーケティング・ダイレクタ

ー 

カストロール株式会社代表取締役

社長(現)

平成17年１月 当社専務取締役就任(現)

取締役

管理本部 
チーフ・ファイ
ナンシャル・ 
オフィサー

店 野   明 昭和21年11月６日

平成元年１月 ビー・ピー・ファーイースト・リ

ミテッド社(現ビーピー・ジャパ

ン株式会社)入社 経理部長

―

平成６年１月 同社コーポレート・サービス部門

ゼネラル・マネジャー

平成13年１月 同社取締役チーフ・ファイナンシ

ャル・オフィサー

平成16年４月 同社取締役コントローラー兼チー

フ・ファイナンシャル・オフィサ

ー(現)

平成17年１月 当社取締役管理本部チーフ・ファ

イナンシャル・オフィサー就任

(現)



 
(注) １ 監査役高稲紀義、松竹直喜及び渡邉直文は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第１

項に定める社外監査役であります。 

２ 取締役ローズマリー・ワーノックは、商法第188条第２項第７号ノ２に定める社外取締役であります。 

３ 上記記載の役員の状況は、平成18年３月30日現在であります。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(百株)

取締役
管理本部 
総務部長

成 田   孝 昭和31年７月25日

平成６年８月 タワーズ・ペリン社入社

34

平成８年６月 当社入社

平成８年７月 当社管理本部総務部長

平成10年８月 ビー・ピー・エクスプレス株式会

社(現社名 ペトロ・トレード・

インターナショナル株式会社)取

締役に就任(現)

平成12年６月 当社取締役管理本部総務部長就任

平成16年12月 当社取締役退任

平成17年３月 当社取締役管理本部総務部長就任

(現)

取締役
ローズマリー・ 

ワーノック
昭和22年４月28日

平成６年８月 BPオーストラリア・リミテッド

(BP Australia Limited) 

リージョナル・マネジャー

―

平成８年11月 同社オーストラレーシア潤滑油事

業統括責任者

平成13年９月 同社潤滑油事業最高経営責任者

平成15年１月 ビーピー・ピーエルシー(BP plc)

潤滑油調達配送担当ヴァイス・プ

レジデント(最高責任者) 

バーマ・カストロール・ピーエル

シー(Burmah Castrol plc)取締役

に就任

平成17年７月 BPシンガポール・ピーティーイ

ー・リミテッド (BP  Singapore 

Pte Ltd) 

アジア太平洋地域潤滑油事業担当

ヴァイス・プレジデント(最高経

営責任者) 

BPシンガポール・ピーティーイ

ー・リミテッド取締役に就任(現)

平成18年３月 当社取締役に就任(現)

監査役

常勤

高 稲 紀 義 昭和15年10月９日

昭和40年６月 ゼネラルフーヅ株式会社入社

―

昭和53年１月 ワーナーランバート株式会社入社

平成３年５月 カストロール株式会社代表取締役

就任

平成12年１月 同社取締役相談役就任

平成17年１月 当社監査役就任(現)

監査役 松 竹 直 喜 昭和33年６月30日

昭和62年４月 公認会計士登録(現)

―平成５年３月 有限会社カズ・コーポレーション

代表取締役社長就任(現)

平成15年６月 当社監査役就任(現)

監査役 渡 邉 直 文 昭和21年９月15日

昭和48年４月 東京国税局入局

―

平成13年７月 東京国税局辞職

平成13年８月 渡邉直文税理士事務所開設(現) 

ビーピー・ジャパン・トレーディ

ング・リミテッド税務顧問(現)

平成17年１月 当社監査役就任(現)

計 34



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(基本理念） 

当社は、「素晴らしい企業は信頼の上に成り立つこと、信頼は品位と行動そして物事への配慮を常に高

い水準に保ち続けることで得られること、素晴らしい企業は、個人および集団的な行動に関する普遍的な

基準を持ち、それを世界中どこででもそしてすべての活動に適用すること」という経営方針の下、顧客、

投資家、社員、地域社会、私達をとりまくより広範囲な社会との相互信頼を構築・維持していくという視

点から、最適なコーポレート・ガバナンスの整備構築を目指しております。   

 当社が経営の基盤と考えているステーク・ホルダー(株主、消費者、取引先、社員)からのチェックとい

う側面では、株主との関係においては経営の監視と株価から、消費者との関係においてはブランドや商品

への反応から、また、取引先との関係においては健全な取引の継続から、そして、社員との関係におきま

しては経営管理システム(人事制度、行動規範等)の運用から、各々のステーク・ホルダーのフィードバッ

クが得られると考えております。  

(コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況） 

(1) 会社の経営上の意思決定、執行および監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体

制の状況   

① 取締役会 

取締役会は、現在、取締役６名(内、社外１名)で構成されており、取締役会規則で定められた経営

に関わる重要事項を決定し、取締役の業務の執行状況の監督をしております。なお、取締役会には

監査役が出席し、必要に応じて意見を述べております。 

なお、取締役店野明は、当社の兄弟会社であるビーピー・ジャパン株式会社の取締役も兼務いたし

ております。  

② 監査役会 

当社は、「監査役制度」を採用しております。監査役会は、社外監査役３名で構成され、各監査役

がそれぞれ経営、会計、税務の専門的経験を生かしながら、取締役会、マネジメント・コミッティ

(経営会議)およびその他の重要な会議に出席するほか、取締役およびマネジメント・チームに報告

を求め、会計監査人とも連携し、取締役及び社内各部署のグループ経営の業務執行に対する監査を

行っております。 

③ マネジメント・コミッティ(経営会議) 

社内取締役および各部門の長を構成員とする「マネジメント・コミッティ(経営会議)」を設置し、

業務執行上の重要事項の審議ならびに報告を行っております。基本的には毎月１回開催しておりま

す。なお、当会議には、常勤監査役が、また必要に応じて他の監査役も出席しております。 

④ HRフォーラム(人事委員会) 

人事部を所管部署として、取締役、営業本部長、マーケティング本部長、サプライチェーン本部長

を構成員として、取締役および監査役以外の重要な人事異動および人事に関する重要事項を決定す

る機関として発足いたしております。 

⑤ インテグレーション・チーム(統合委員会) 

社長の任命による合併に関する「インテグレーション・チーム(統合委員会)」を設置し、円滑な統

合を推進するために毎週１回会議を開催し、各担当者より進捗状況の報告、意見交換、リスク軽

減、統合予算の管理に努めてまいりましたが、当期末をもって発展的に解散いたしました。 

⑥ BCPチーム(事業継続計画委員会) 

HSSEマネジャーが議長となり、各部門の代表者により構成される「BCPチーム(事業継続計画委員

会)」を設置し、事業上のリスクを分析し、地震等を含む災害・緊急時に、事業を如何に継続する

かについて検討し、計画を策定いたしております。当期に基本計画を完了いたしております。来期

には詳細計画を立案する予定です。 



 ⑦ インターナル・コントロール(内部監査) 

社長直轄の機能として、「インターナル・コントロール(内部監査)」を設置し、四半期決算毎に、

順法、会計処理の適切さ、リスクマネジメント、内部統制状況等の監査を実施し、評価やアクショ

ン・プランを作成しております。更に、コンプライアンス充実のために、来期中に新たな体制を構

築するため、検討中です。 

 ⑧ COCチーム(BP行動規範普及委員会) 

BPグループでは、役員・社員(契約社員、派遣社員を含む)全員が、例外なく絶対に順守すべき「BP

行動規範」を定め、全世界100カ国、100,000人の社員に、現在普及活動を行っております。当社で

も社長直轄のCOCチームを編成し、７月および８月に社員説明会を開催し周知徹底を図っておりま

す。今後は、順守状況を定期的に確認し、さらなる徹底・日常の活動へ浸透を図って参ります。 

⑨ HSSE(健康、安全、セキュリティ、環境対策)チームの設置 

この分野では、日本企業よりも先進的なBPグループの基準に則った活動を行うために、HSSE専任マ

ネジャーの下、チーム(健康、安全、セキュリティ、環境対策担当)を設置し、日本では特に社員や

取引先の事故防止に注力した活動を行っております。毎月の労働時間の集計、ニヤミスレポート、

安全作業の確認等を厳格に行っております。 

⑩ 個人情報保護委員会 

個人情報保護の順守を徹底するために、各部門の代表者から構成される「個人情報保護委員会」を

設置しております。 

  

(2) 会社と会社の社外取締役および社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の

概要 

 社外取締役のマイク・ジョンソン氏は、Saxon(Thailand)Limited(49.98％BP所有)の取締役に就任い

たしております。その他の該当事項はありません。 

  

(3) 役員報酬及び監査報酬 

当事業年度における取締役及び監査役に対する役員報酬、及び監査法人に対する監査報酬は以下のと

おりであります。 

 
  

(4) 会計監査の状況 

当社監査業務を執行した公認会計士の氏名及び所属監査法人 

 指定社員 業務執行社員 山本昌弘 (中央青山監査法人) 

 指定社員 業務執行社員 矢野浩一 (中央青山監査法人) 

 当社監査業務に係わる補助者の構成 

 公認会計士６名 会計士補４名 その他２名 

役員報酬： 取締役に支払った報酬 121,576千円

監査役に支払った報酬 8,400千円

計 129,976千円

監査報酬： 公認会計士法(昭和23年法律

第103号)第２条第１項に規

定する業務に基づく報酬

26,000千円

上記以外の報酬 ―千円

計 26,000千円



親会社等に関する事項 

(1) 親会社等の商号等  

  

 
(注) 親会社等の議決権所有割合欄の( )内は、間接被所有割合で内数であります。 

  

(2) 親会社等のうち当社に与える影響が最も大きいと認められる会社の商号とその理由  

  

 
  

(3) 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社との関係 

 平成17年１月１日の合併により、当社はビーピー・ピーエルシーの子会社となりました。これによ

り、当社が扱っているBPブランド、Castrolブランドのライセンスの永続性はより強固なものとなり、

ビジネスの持続性も高まっております。当社は、ビーピー・グループの連結決算の対象会社であります

が、引き続き独立した上場企業として、日本の自動車用潤滑油市場において誰しもがリーダーと認める

会社になるべく注力して参ります。 

 当社とビーピー・ピーエルシーとの間には、BPブランド製品に関する「販売(代理店)契約」および

「商標・製造ライセンス契約」、また、カストロール・リミテッドとの間にはCastrolブランド製品に

関する「License Agreement(ライセンス契約)」が締結されており、両者に対してロイヤリティーを支

払っております。 

 当社は、第２四半期よりBPグループのインハウス・バンクとして機能するBPファイナンスで資金決済

および資金運用を一部行っております。 

 当社は、管理業務の一部(財務経理、人事、IT業務等)をビーピー・ジャパン株式会社に委託してお

り、当該業務に携わる人員は、ビーピー・ジャパン株式会社と兼務をしております。主要な管理職の

内、財務経理部長と人事部長は兼務となっております。これに伴い、同社に対して「Management 

Service Agreement(業務委託契約)」に基づいたサービス・フィー(業務委託料)を支払っております。 

親会社等 属性
親会社等の

議決権所有割合(％)
親会社等が発行する株式が 
上場されている証券取引所等 

ビーピー・ピーエルシー 親会社 73.9 (55.3)
株式会社東京証券取引所市場第一部
ロンドン証券取引所(イギリス)ニュ
ーヨーク証券取引所(アメリカ) 

バーマ・カストロール・ピーエ
ルシー

親会社 55.3 (55.3) なし

バーマ・カストロール・ホール
ディング・リミテッド

親会社 55.3 (55.3) なし

カストロール・リミテッド 親会社 55.3 (13.8) なし

寺田事務所株式会社 親会社 13.8 なし

商号 ビーピー・ピーエルシー

理由
ビーピー・ピーエルシーは、実質的に持ち株会社であり、ビーピー・グループ全体と
しての意思決定は全てビーピー・ピーエルシーにより行われているため。



 

  

(注) 上図中の数字は、株式所有比率であります。 



第５ 【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省

令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成

16年１月30日 内閣府令第５号)附則第２項のただし書きにより、改正前の連結財務諸表規則を適用し

ております。 

  

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59

号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成

16年１月30日 内閣府令第５号)附則第２項のただし書きにより、改正前の財務諸表等規則を適用して

おります。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度(平成16年４月１日から平成16年12月

31日まで)及び前事業年度(平成16年４月１日から平成16年12月31日まで)並びに当連結会計年度(平成17年

１月１日から平成17年12月31日まで)及び当事業年度(平成17年１月１日から平成17年12月31日まで)の連

結財務諸表及び財務諸表について、中央青山監査法人の監査を受けております。 

  

３ 決算期変更について 

平成16年11月25日開催の臨時株主総会における定款一部変更の決議により、決算期を３月31日から12月

31日に変更いたしました。 

したがって、前連結会計年度及び前事業年度は平成16年４月１日から平成16年12月31日までの９ヵ月間

となっております。 



１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

  

 
(注) 前連結会計年度は決算期変更に伴い９ヶ月決算となっております。 

  

前連結会計年度
(平成16年12月31日)

当連結会計年度 
(平成17年12月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 2,621,215 566,195

 ２ 受取手形及び売掛金 ※２ 1,358,061 2,696,014

 ３ 有価証券 121,496 ―

 ４ たな卸資産 124,485 597,816

 ５ 前払年金費用 ― 56,609

 ６ 繰延税金資産 1,757 495,423

 ７ 短期貸付金 ― 990,858

 ８ 未収入金 384,120 1,018,484

 ９ その他 339,627 533,486

   貸倒引当金 ―  △3,183

   流動資産合計 4,950,764 59.6 6,951,705 66.2

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物及び構築物 541,912 555,033

    減価償却累計額 301,414 240,498 242,068 312,964

  (2) 土地 2,060,492 2,060,492

  (3) その他 63,604 671,874

    減価償却累計額 52,130 11,474 396,142 275,731

   有形固定資産合計 2,312,465 27.9 2,649,188 25.3

 ２ 無形固定資産 10,925 0.1 299,249 2.9

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 12,845 48,427

  (2) 賃貸資産 354,866 572,962

    減価償却累計額 165,744 189,122 292,739 280,223

  (3) 長期リース債権 534,042 58,219

  (4) 繰延税金資産 116,296 209

  (5) その他 174,355 206,522

    貸倒引当金 ―  △291

   投資その他の資産合計 1,026,660 12.4 593,311 5.6

   固定資産合計 3,350,052 40.4 3,541,749 33.8

   資産合計 8,300,816 100.0 10,493,454 100.0



  

 
(注) 前連結会計年度は決算期変更に伴い９ヶ月決算となっております。 

  

前連結会計年度
(平成16年12月31日)

当連結会計年度 
(平成17年12月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 851,629 1,665,943

 ２ 未払金 694,050 868,419

 ３ 未払費用 ― 825,925

 ４ 未払法人税等 58,417 10,913

 ５ 賞与引当金 ― 102,947

 ６ その他 39,155 75,166

   流動負債合計 1,643,253 19.8 3,549,315 33.8

Ⅱ 固定負債

 １ 繰延税金負債 ― 301

 ２ 退職給付引当金 18,793 15,497

 ３ 役員退職慰労引当金 275,514 ―

 ４ 受入保証金 107,380 111,162

   固定負債合計 401,688 4.8 126,961 1.2

   負債合計 2,044,942 24.6 3,676,277 35.0

(少数株主持分)

  少数株主持分 ― ― ― ―

(資本の部)

Ⅰ 資本金 ※３ 1,491,350 18.0 1,491,350 14.2

Ⅱ 資本剰余金 1,250,600 15.1 1,749,600 16.7

Ⅲ 利益剰余金 3,548,790 42.7 3,597,897 34.3

Ⅳ その他有価証券評価差額金 9,035 0.1 19,421 0.2

Ⅴ 自己株式 ※４ △43,900 △0.5 △41,091 △0.4

   資本合計 6,255,874 75.4 6,817,177 65.0

   負債、少数株主持分 
   及び資本合計

8,300,816 100.0 10,493,454 100.0



② 【連結損益計算書】 

  

 
(注) 前連結会計年度は決算期変更に伴い９ヶ月決算となっております。 

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成16年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 10,791,128 100.0 15,475,213 100.0

Ⅱ 売上原価 8,966,964 83.1 9,235,133 59.7

   売上総利益 1,824,164 16.9 6,240,079 40.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 1,346,012 12.5 5,424,984 35.0

   営業利益 478,151 4.4 815,095 5.3

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 549 508

 ２ 受取リース料 25,489 34,904

 ３ 受取賃貸料 59,700 96,597

 ４ 雑収入 18,151 103,890 1.0 70,103 202,113 1.3

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 0 3,112

 ２ 売上割引 ― 47,115

 ３ リース費用 19,179 26,891

 ４ 賃貸費用 27,508 42,583

 ５ 為替差損 ― 35,003

 ６ 雑損失 4,312 51,001 0.5 15,469 170,175 1.1

   経常利益 531,041 4.9 847,032 5.5

Ⅵ 特別利益

   業務委託料返戻金 ― ― 84,172 0.5

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産処分損 ※２ ― 6,523

 ２ 役員退職慰労金 21,200 6,080

 ３ 役員退職慰労引当金 
   繰入額

125,934 ―

 ４ 厚生年金基金脱退一時 
   拠出金

98,169 ―

 ５ 合併関連費用 ― 245,303 2.3 398,761 411,365 2.7

   税金等調整前当期純利益 285,738 2.6 519,839 3.3

   法人税、住民税及び 
   事業税

161,758 48,877

   法人税等調整額 △39,849 121,909 1.1 348,592 397,470 2.5

   当期純利益 163,829 1.5 122,368 0.8



③ 【連結剰余金計算書】 
  

 
(注) 前連結会計年度は決算期変更に伴い９ヶ月決算となっております。 

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成16年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円)

(資本剰余金の部)

Ⅰ 資本剰余金期首残高 1,250,600 1,250,600

Ⅱ 資本剰余金増加高

 １ 合併に伴う資本剰余金 
   増加額

― ― 499,000 499,000

Ⅲ 資本剰余金期末残高 1,250,600 1,749,600

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 3,499,588 3,548,790

Ⅱ 利益剰余金増加高

 １ 当期純利益 163,829 122,368

 ２ 合併に伴う利益剰余金 
   増加額

― 228,945

 ３ 合併に伴う連結子会社 
   増加による利益剰余金 
   増加額

― 163,829 16,846 368,160

Ⅲ 利益剰余金減少高

 １ 配当金 94,555 304,051

 ２ 取締役賞与金 20,000 15,000

 ３ 自己株式処分差損 72 114,627 1 319,053

Ⅳ 利益剰余金期末残高 3,548,790 3,597,897



④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 
  

 
(注) 前連結会計年度は決算期変更に伴い９ヶ月決算となっております。 

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成16年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前当期純利益 285,738 519,839

   減価償却費 40,809 166,646

   貸倒引当金の増減額 ― 331

   賞与引当金の増減額 ― 26,018

   退職給付引当金の減少額 △2,986 △13,548

   役員退職慰労引当金の増減額 96,880 △275,514

   受取利息及び受取配当金 △594 △508

   受取リース料(純額) △6,309 △8,012

   支払利息及び売上割引 0 50,228

   為替差損益 △744 ―

   固定資産処分損 ― 6,523

   有価証券売却益 ― △8,078

   売上債権の増減額 388,087 133,229

   たな卸資産の増減額 56,712 △126,636

   その他資産の増減額 △62,323 △125,549

   仕入債務の増減額 △530,366 52,326

   未払金の増減額 158,624 △425,508

   その他負債の増減額 41,313 167,192

   役員賞与の支払額 △20,000 △15,000

    小計 444,840 123,980

   利息・配当の受取額 6,942 8,520

   利息の支払額 0 △50,228

   法人税等の支払額 △133,533 △249,033

   営業活動によるキャッシュ・フロー 318,248 △166,759

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金預入による支出 △769,000 △25,000

   定期預金払戻による収入 419,000 769,000

   有形固定資産の取得による支出 △612 △116,405

   無形固定資産の取得による支出 ― △5,126

   賃貸資産の取得による支出 △2,415 △13,480

   リース債権の取得による支出 △70,700 ―

   リース債権の回収による収入 14,024 19,301

   投資有価証券の取得による支出 ― △2,877

   有価証券の売却による収入 100,000 122,676

   投資活動によるキャッシュ・フロー △309,702 748,087

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の減少 ― △1,497,036

   配当金の支払額 △94,280 △301,770

   自己株式の取得による支出 △273 △150

   自己株式の売却による収入 7,608 2,960

   財務活動によるキャッシュ・フロー △86,946 △1,795,997

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,365 ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △81,766 △1,214,670

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,933,981 1,852,215

   合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 ― 894,508

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 1,852,215 1,532,053



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日
至 平成16年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数及び連結子会社名

  ３社：ペトロ・トレード・インタ

ーナショナル株式会社

ユーロオイル・ジャパン株

式会社

ハイパー・オペレーション

株式会社

(1) 連結子会社の数及び連結子会社名

  ４社：ペトロ・トレード・インタ

ーナショナル株式会社

ビーピー・ルブリカンツ株

式会社

ハイパー・オペレーション

株式会社

カストロール株式会社

 当連結会計年度よりカストロー

ル株式会社はビーピー・ジャパ

ン・ルブリカンツ株式会社との合

併により連結の範囲に含めており

ます。また、ユーロオイル・ジャ

パン株式会社は、平成17年１月１

日付にてビーピー・ルブリカンツ

株式会社に名称を変更致しており

ます。

(2) 非連結子会社はありません。 (2) 非連結子会社はありません。

２ 持分法の適用に関する事

項

(1) 持分法適用関連会社はありませ

ん。

(1) 持分法適用関連会社はありませ

ん。

(2) 持分法を適用していない関連会社

はありません。

(2) 持分法を適用していない関連会社

はありません。

３ 連結決算日の変更に関す

る事項

 平成16年11月25日開催の合併承認の

臨時株主総会において、平成17年１月

１日をもって、ビーピー・ジャパン・

ルブリカンツ株式会社と合併するこ

と、また、これを契機に、ビーピー・

グループメンバーとして、ビーピー・

ピーエルシーの決算期である暦年基準

に決算期を変更することを承認決議い

たしております。従いまして、当連結

会計年度は平成16年４月１日から平成

16年12月31日までの９ヶ月決算となり

ます。

―――――

４ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

 当連結会計年度は、決算期変更に伴

う９ヶ月決算となっております。これ

に伴い、子会社３社についても決算期

を12月期に変更しております。この結

果ユーロオイル・ジャパン株式会社及

びハイパー・オペレーション株式会社

は９ヶ月決算となっております。ま

た、ペトロ・トレード・インターナシ

ョナル株式会社は前決算期が２月であ

ったため10ヶ月決算となっておりま

す。

 連結子会社の決算日は、当社の決算

期変更に伴いすべて12月31日に変更に

なりました。



 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成16年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

５ 会計処理基準に関する事

項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

 １) 有価証券

満期保有目的の債券

 償却原価法(定額法)

その他有価証券

 時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額は

全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定)

 時価のないもの

 移動平均法による原価法

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

 １) 有価証券

その他有価証券

 時価のあるもの

同左

 時価のないもの

同左

 ２) デリバティブ

   時価法

 ２) たな卸資産

   主として総平均法による原価法

 ３) たな卸資産

   主として移動平均法による原価

法であります。

 (会計方針の変更)

 従来、たな卸資産の評価方法につ

いては、移動平均法による原価法に

よっておりましたが、当連結会計年

度より総平均法による原価法に変更

しております。この変更は、平成17

年１月１日付にてビーピー・ジャパ

ン・ルブリカンツ株式会社との合併

によるものであります。なおこの変

更による影響額は軽微であります。



前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成16年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

有形固定資産……定率法

 なお、耐用年数及び残存価額

については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によってお

ります。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

有形固定資産……定率法

同左

無形固定資産……定額法 

 なお、耐用年数については、

法人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。 

 また、営業権については商法

施行規則の規定(５年)、自社利

用のソフトウェアについては利

用可能期間(５年)に基づいて償

却しております。

無形固定資産……定額法

 なお、営業権については商法

施行規則の規定(５年)、自社利

用のソフトウェアについては利

用可能期間(５年)に基づいて償

却しております。

賃貸資産…………定率法 

 なお、耐用年数及び残存価額

については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によってお

ります。

賃貸資産…………定率法

同左

(3) 重要な引当金の計上基準

 １) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率によることとしておりま

す。

なお、貸倒実績がないため当連

結会計年度末において貸倒引当金

を計上しておりません。

(3) 重要な引当金の計上基準

 １) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備え

て、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性

を検討し、回収不能見込額を計上

しております。

 ２) 賞与引当金

従業員の年度末賞与の支払いに

備えるため、支給見込額に基づき

計上しております。

 ２) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。

 ３) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当連結会計年度末にお

いて発生していると認められる額

を計上しております。

 ３) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払に備え

るため、役員退職慰労金に関する

内規に基づく期末要支給額を計上

しております。

 ４) 役員退職慰労引当金

平成17年６月の取締役会におい

て、役員退職慰労金に関する内規

を廃止し、今後役員退職慰労金の

支払いは行わないことを決議しま

した。なお、制度廃止時の引当金

額は、精算済みとなっておりま

す。従って当連結会計年度末の役

員退職慰労引当金は発生しており

ません。
――――― (4) 重要なリース取引の処理方法

 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。



 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成16年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

(5) 重要なヘッジ会計の方法

 １) ヘッジ会計の方法

 繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。

 また、振当処理の要件を満たす

先物為替予約については、振当処

理を行っております。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

 １) ヘッジ会計の方法

同左

 ２) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段  先物為替予約

       取引

   ヘッジ対象  外貨建買掛金

 ２) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 ３) ヘッジ方針

   当社は外貨建輸入取引に係る為

替変動リスクをヘッジするため、

輸入取引に対し先物為替予約を締

結することとしております。

 ３) ヘッジ方針

同左

 ４) その他リスク管理方法のうちヘ

ッジ会計にかかわるもの

 先物為替予約取引の実行及び管

理は社内規定に従い経理部で行っ

ており、実行状況は定例取締役会

での報告対象としております。

 ４) その他リスク管理方法のうちヘ

ッジ会計にかかわるもの

同左

(6) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

   消費税等の会計処理

 消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっておりま

す。

(6) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

   消費税等の会計処理

同左

６ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

 連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用して

おります。

同左

７ 連結調整勘定の償却に関

する事項

 金額が僅少なものについては発生年

度に全額償却しております。

同左

８ 利益処分項目等の取扱い

に関する事項

 連結剰余金計算書は、連結会社の利

益処分について連結会計年度中に確定

した利益処分に基づいて作成しており

ます。

同左

９ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける現金及び現金同等物には、手許現

金、要求払預金及び取得日から３ヶ月

以内に満期の到来する流動性の高い、

かつ価値が変動するおそれのほとんど

ない預金を計上しております。

同左



表示方法の変更 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成16年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

(連結損益計算書)

  前連結会計年度において、独立掲記しておりました

営業外収益の「受取保険金」は、営業外収益の総額の

100分の10以下であるため、当連結会計年度は営業外

収益の「雑収入」に含めて表示しております。

  なお、当連結会計年度の営業外収益の「雑収入」に

含まれる「受取保険金」は3,739千円であります。

(連結貸借対照表)

 前連結会計年度まで流動負債「その他」に含めて表示

しておりました「未払費用」については、当連結会計年

度において負債、少数株主持分及び資本の合計の５/100

を超えることとなったため、当連結会計年度より区分掲

記することといたしました。

 なお、前連結会計年度の「未払費用」は3,170千円で

あります。



注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

  

 
  

(連結損益計算書関係) 

  

 
  

前連結会計年度
(平成16年12月31日)

当連結会計年度 
(平成17年12月31日)

 １ 受取手形裏書譲渡高 50,000千円 62,190千円

※２ 連結会計年度末日満期

手形の処理

 当連結会計年度の末日が金融機関の

休日でしたが、満期日に決済が行われ

たものとして処理しております。当連

結会計年度末日の満期手形の金額は、

次のとおりであります。

受取手形 139,772千円

 当連結会計年度の末日が金融機関の

休日でしたが、満期日に決済が行われ

たものとして処理しております。当連

結会計年度末日の満期手形の金額は、

次のとおりであります。

受取手形 182,969千円

※３ 発行済株式総数 普通株式 17,351,920株 普通株式 29,586,193株

※４ 自己株式の保有数 普通株式 136,390株 普通株式 127,474株

 ５ 当座貸越契約  当社及び連結子会社は、運転資金の

効率的な調達を行うため取引銀行３行

と当座貸越契約を締結しております。

これら契約に基づく当連結会計年度末

の借入未実行残高は次のとおりであり

ます。

当座貸越 
極度額の総額

1,615,000千円

借入実行残高 ―千円

差引額 1,615,000千円

 当社及び連結子会社は、運転資金の

効率的な調達を行うため取引銀行３行

と当座貸越契約を締結しております。

これら契約に基づく当連結会計年度末

の借入未実行残高は次のとおりであり

ます。

当座貸越
極度額の総額

1,170,000千円

借入実行残高 ―千円

差引額 1,170,000千円

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成16年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

※１ 販売費及び一般管理費

 

 販売費及び一般管理費のうち主要な

費目及び金額は次のとおりでありま

す。

販売促進費 442,350千円

役員退職慰労引当金
繰入額

9,130千円

従業員給料手当 196,356千円

退職給付費用 13,633千円  

 販売費及び一般管理費のうち主要な

費目及び金額は次のとおりでありま

す。

販売促進費 1,168,183千円

従業員給料手当 992,428千円

退職給付費用 17,583千円

業務委託料 611,738千円

※２ 固定資産処分損 ―――――  固定資産処分損の内容は次のとおり

であります。

器具備品 6,066千円

ソフトウエア 457千円

計 6,523千円



(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

(リース取引関係) 
  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成16年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

 

連結キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金

同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科

目の金額との関係

現金及び預金 2,621,215千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △769,000千円

現金及び現金同等物 1,852,215千円

１ 連結キャッシュ・フロー計算書における現金及び現

金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されてい

る科目の金額との関係

現金及び預金 566,195千円

短期貸付金 990,858千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △25,000千円

現金及び現金同等物 1,532,053千円

２ 当連結会計年度に合併したビーピー・ジャパン・ル

ブリカンツ株式会社より引き継いだ資産及び負債の主

な内訳は次のとおりであります。また、合併により資

本金は増加せず資本剰余金499,000千円増加し、資本

準備金残高は1,749,600千円となりました。

流動資産 3,087,664千円

固定資産 1,059,918千円

資産合計 4,147,583千円

流動負債 3,435,493千円

固定負債 10,251千円

負債合計 3,445,744千円

３ 被合併会社の連結子会社であり、合併後も連結の範

囲に含めている連結子会社の資産及び負債の主な内訳

は次のとおりであります。

流動資産 64,847千円

固定資産 ―千円

資産合計 64,847千円

流動負債 38,000千円

固定負債 ―千円

負債合計 38,000千円

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成16年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

――――― オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 3,047千円

１年超 6,690千円

 合計 9,737千円



(有価証券関係) 

前連結会計年度 

有価証券 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

 
２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した銘柄は原則として減損処理を行

い、30～50％下落した銘柄は、過去１年間の日々の終値が一度も30％以内の下落に回復しなかった場合には、
原則として減損処理を行うこととしております。 

  

３ 時価評価されていない有価証券 

  

 
  

４ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

  

 
  

種類

当連結会計年度
(平成16年12月31日)

連結貸借対照表計上額
(千円)

時価
(千円)

差額 
(千円)

(時価が連結貸借対照表計上額を超
えるもの)

国債 100,010 100,130 119

合計 100,010 100,130 119

種類

当連結会計年度
(平成16年12月31日)

取得原価
(千円)

連結貸借対照表計上額
(千円)

差額 
(千円)

(連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの)

株式 1,999 10,345 8,346

その他 14,598 21,486 6,888

合計 16,597 31,831 15,234

当連結会計年度
連結貸借対照表計上額(千円) 
(平成16年12月31日)

その他有価証券

 非上場株式(店頭売買株式を除く) 2,500

区分
１年以内 
(千円)

１年超５年以内
(千円)

５年超10年以内
(千円)

10年超 
(千円)

① 債券

  国債・地方債等 100,000 ― ― ―

② その他 21,486 ― ― ―

合計 121,486 ― ― ―



当連結会計年度 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した銘柄は原則として減損処理を行

い、30～50％下落した銘柄は、過去１年間の日々の終値が一度も30％以内の下落に回復しなかった場合には、
原則として減損処理を行うこととしております。 

  

２ 時価評価されていない有価証券 

  

 
  

種類

当連結会計年度
(平成17年12月31日)

取得原価
(千円)

連結貸借対照表計上額
(千円)

差額 
(千円)

(連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの)

株式 13,183 45,927 32,744

合計 13,183 45,927 32,744

当連結会計年度
連結貸借対照表計上額(千円) 
(平成17年12月31日)

その他有価証券

 非上場株式 2,500



(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 

  

 
  

２ 取引の時価等に関する事項 

 前連結会計年度(平成16年12月31日現在) 

  該当事項はありません。 

なお、先物為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除い

ております。 

  

 当連結会計年度(平成17年12月31日現在) 

  該当事項はありません。 

なお、先物為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除い

ております。 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成16年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

 当社グループは、提出会社のみにて輸入取引を行って

おります。同取引に係る為替変動のリスクを軽減するた

め、外貨建の買掛金について先物為替予約取引を利用し

ておりますが、その残高は、予測される年間仕入金額に

基づいて決定するとの方針を採っております。 

 上記の取引の実行及び管理は、社内規定に従い経理部

で行っており、実行状況は定例取締役会での報告対象と

しております。

同左



(退職給付関係) 
  

 
  

前連結会計年度
(平成16年12月31日)

当連結会計年度
(平成17年12月31日)

１ 採用している退職給付制度の概要

  個々の会社における退職給付規程に基づき、確定給

付型の制度として、退職一時金、適格退職年金(平成

４年12月１日移行)及び厚生年金基金(東京都石油業・

昭和56年11月１日加入)による退職給付制度を採用し

ております。

  なお、厚生年金基金(東京都石油業)は、平成16年12

月31日に脱退手続を行っております。

１ 採用している退職給付制度の概要

  個々の会社における退職給付規程に基づき、確定給

付型の制度として、退職一時金、適格退職年金(平成

４年12月１日移行)及び厚生年金基金(東京都石油業・

昭和56年11月１日加入)による退職給付制度を採用し

ております。

 

２ 退職給付債務の額 54,682千円

  年金資産 35,889千円

  退職給付引当金 18,793千円

(注) 厚生年金基金を含めておりません。

２ 退職給付債務の額 390,110千円

 前払年金費用 56,609千円

 年金資産 431,223千円

 退職給付引当金 15,497千円

 
３ 退職給付費用の額 6,693千円

(注) 厚生年金基金を含めておりません。なお、年金

拠出額は6,940千円であります。

   また、当期は上記以外に厚生年金基金脱退時一

括拠出金98,169千円を特別損失として計上して

おります。

 
３ 退職給付費用の額 17,583千円

(注) 年金拠出額は87,740千円であります。

４ 退職給付債務等の計算の基礎

  簡便法を採用しております。

４ 退職給付債務等の計算の基礎

  簡便法を採用しております。



(税効果会計関係) 
  

 
  

前連結会計年度
(平成16年12月31日)

当連結会計年度
(平成17年12月31日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産(流動)

 未払事業税 4,560千円

 繰延税金負債(流動)との相殺 △2,802千円

計 1,757千円

繰延税金負債(流動)

 その他有価証券評価差額金 △2,802千円

 繰延税金資産(流動)との相殺 2,802千円

計 ―千円

繰延税金資産(固定)

 役員退職慰労引当金 112,106千円

 その他 7,585千円

 繰延税金負債(固定)との相殺 △3,395千円

計 116,296千円

繰延税金負債(固定)

 その他有価証券評価差額金 △3,395千円

 繰延税金資産(固定)との相殺 3,395千円

計 ―千円

繰延税金資産の純額 118,054千円
 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産(流動)

 未払費用 211,624千円

 賞与引当金 41,889千円

 税務上の繰越欠損金 419,364千円

 その他 5,583千円

 評価性引当額 △154,373千円

 繰延税金負債(流動)との相殺 △28,663千円

計 495,423千円

繰延税金負債(流動)

 前払年金費用 △23,034千円

 未収事業税 △5,629千円

 繰延税金資産(流動)との相殺 28,663千円

計 ―千円

繰延税金資産(固定)

 税務上の繰越欠損金 7,007千円

 その他 6,225千円

 繰延税金負債(固定)との相殺 △13,022千円

計 209千円

繰延税金負債(固定)

 その他有価証券評価差額金 △13,324千円

 繰延税金資産(固定)との相殺 13,022千円

計 △301千円

繰延税金資産の純額 495,331千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異が法定実効税率の百分の五以下であるため

注記を省略しております。

 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.69％

(調整)

繰延欠損金に係る評価性引当額の発生 29.47％

交際費等永久に損金に算入されない項目 5.43％

住民税均等割等 2.40％

その他 △1.53％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 76.46％



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成16年12月31日)及び当連結会計年度(自 平成

17年１月１日 至 平成17年12月31日) 

潤滑油・燃料油及び関連商品の販売事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの

売上高の合計、営業利益及び全セグメント資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であ

るため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成16年12月31日)及び当連結会計年度(自 平成

17年１月１日 至 平成17年12月31日)については、本邦以外の国又は地域に所在する在外支店及

び子会社がないため該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成16年12月31日)及び当連結会計年度(自 平成

17年１月１日 至 平成17年12月31日)については、海外売上高が、連結売上高の10％未満のた

め、海外売上高の記載を省略しております。 

  



【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自平成16年４月１日 至平成16年12月31日) 

(1) 親会社及び法人主要株主等 

  

 
(注) １ 上記(1)の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

す。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

ビーピー・ピーエルシーへのロイヤリティの支払については、「商標・製造ライセンス契約」に定めた一定

率に基づいて決定しております。 

  

属性
会社等 
の名称

住所 資本金
事業内容 
及び職業

議決権等の 
被所有割合 
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の 

兼任等
事業上 
の関係

その他
の関係
会社

ビーピー・ 
ピーエル 
シー

イギリ
ス 
( ロ ン
ドン)

百万USドル

5,403
石油事業 
全般

直接 31.8 ―
ロイヤリ
ティーの
支払

ロイヤリテ
ィーの支払

69,004 未払金 49,004



当連結会計年度(自平成17年１月１日 至平成17年12月31日) 

(1) 親会社及び法人主要株主等 

        

 
(注) １ 上記(1)の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

す。 

２ 当社とビーピー・ピーエルシーとの間には、BPブランド製品に関する「販売(代理店)契約」および「商標・

製造ライセンス契約」、また、カストロール・リミテッドとの間にはCastrolブランド製品に関する

「License Agreement(ライセンス契約)」が締結されており、両者に対してロイヤリティを支払っておりま

す。 

  

(2) 兄弟会社等 

       

 
(注) １ 上記(2)の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

  ビーピー・ジャパン株式会社への支払については「Management Service Agreement(業務委託契約)」に基づ

いた業務委託料を支払っております。 

３ ビーピー・ジャパン株式会社は、当社の親会社カストロール・リミテッドが議決権の100％を所有しており

ます。 

  

属性
会社等 
の名称

住所 資本金
事業内容 
及び職業

議決権等の 
被所有割合 
(うち間接被
所有割合)

関係内容

取引の内容 取引金額 科目
期末残高
(千円)役員の 

兼任等
事業上 
の関係

親会社
ビーピー・ 
ピーエル 
シー

イギリス
(ロンドン)

百万USドル

5,403
石油事業 
全般

73.9％
(55.3％)

―

販 売 ( 代
理 店 ) 契
約及び商
標・ラ イ
センス契
約の締結

ロイヤリテ
ィの支払

137,736 未払費用 48,747

親会社
カストロー 
ル・リミテ 
ッド

イギリス
(ロンドン)

百万ポンド

31.456

工業用、 
船舶用 
自動車用 
潤滑油の
販売

55.3％
(13.8％) ―

商 標・ラ
イセンス
契約の締
結

ロイヤリテ
ィの支払

406,299 未払費用 113,150

属性
会社等 
の名称

住所 資本金
事業内容 
及び職業

議決権等の 
所有割合

関係内容

取引の内容 取引金額 科目
期末残高
(千円)役員の 

兼任等
事業上 
の関係

親会社
の子会
社

ビーピー・ 
ジャパン 
株式会社

東京都港区 10,000
石油事業 
全般

― 兼任１名
管理業務
の一部の
委託

業務委託料
の支払

226,525 ― ―



(１株当たり情報) 

  

 
(注) １ 前連結会計年度は決算期変更に伴い９ヶ月決算となっております。 

２ １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。 

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成16年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

１株当たり純資産額 362円51銭 １株当たり純資産額 230円88銭

１株当たり当期純利益金額 8円65銭 １株当たり当期純利益金額 3円62銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額

8円64銭
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

3円62銭

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成16年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

１株当たり当期純利益金額

 当期純利益(千円) 163,829 122,368

 普通株主に帰属しない金額(千円) 15,000 15,696

 (うち利益処分による役員賞与金) (15,000) (15,696)

 普通株式に係る当期純利益(千円) 148,829 106,672

 普通株式の期中平均株式数(株) 17,199,842 29,455,605

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額

 普通株式増加数(株) 9,949 1,441

 うち自己株式取得方式のストック 
 オプションに係る保有自己株式

(9,949) (1,441)



(重要な後発事象) 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成16年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

１ 重要な合併
  当社(平成17年１月１日付でペトロルブ・インタ
ーナショナル株式会社からビーピー・カストロール
株式会社に商号変更。)とビーピー・ジャパン・ル
ブリカンツ株式会社(平成16年10月１日付で会社分
割を行いビー・ピー・ジャパン株式会社からビーピ
ー・ジャパン・ルブリカンツ株式会社に商号変
更。)は、平成16年11月25日開催の両社の各臨時株
主総会においてそれぞれ承認されました合併契約書
(当社とビー・ピー・ジャパン株式会社との平成16
年８月４日付合併契約書および当社とビーピー・ジ
ャパン・ルブリカンツ株式会社との平成16年11月５
日付合併追加契約書)に基づき、当社を存続会社、
ビーピー・ジャパン・ルブリカンツ株式会社を消滅
会社として、合併期日である平成17年１月１日(合
併登記日平成17年１月４日)をもって合併いたしま
した。

―――――

(1) 合併比率、増加する株式数及び増加する資本金
等
  ビーピー・ジャパン・ルブリカンツ株式会社の
分割期日である平成16年10月１日現在の貸借対照
表及びペトロルブ・インターナショナル株式会社
の平成16年10月１日現在の貸借対照表に基づいて
調整のうえ、両社は最終的な割当株式数を決定い
たしました。その結果、ビーピー・ジャパン・ル
ブリカンツ株式会社の普通株式１株に対して、ペ
トロルブ・インターナショナル株式会社の普通株
式1,241.68株を割り当て、ビーピー・ジャパン・
ルブリカンツ株式会社の発行済株式総数9,853株
に対して合計12,234,273株の新株式を割り当てる
ことにいたしました。なお、資本金は増加せず資
本剰余金499百万円及び利益剰余金228百万円がそ
れぞれ増加いたしました。

 

 

(2) 被合併会社の概要

平成16年12月31目現在

資産合計 4,212百万円

負債合計 3,483百万円

資本合計 728百万円

従業員数 104名

(他臨時従業員 21名)

自 平成16年１月１日 至 平成16年12月31日

売上高 17,372百万円

(なお、分割切出法人の売上高は9,792百万円)

経常利益 1,088百万円

当期純利益 592百万円

２ 重要な事業からの撤退
  平成17年２月25日開催の当社取締役会において、
合併に伴い自動車用潤滑油分野に特化した企業活動
に経営資源を重点配備するため、当社100％子会社
であるペトロ・トレード・インターナショナル株式
会社で行っている燃料油販売事業を平成17年６月末
を目途に終了することを決議致しました。
  なお、ペトロ・トレード・インターナショナル株
式会社の平成16年度(10ヶ月)の実績は、売上高
7,090百万円、経常利益３百万円であり、当連結会
計年度の連結売上高及び連結経常利益に占める割合
はそれぞれ65.7％及び0.5％であります。



⑤ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

該当事項はありません。 

  

【借入金等明細表】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
  

 
(注) 前事業年度は決算期変更に伴い９ヶ月決算となっております。 

前事業年度
(平成16年12月31日)

当事業年度 
(平成17年12月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)
Ⅰ 流動資産
 １ 現金及び預金 2,520,624 490,459
 ２ 受取手形 ※４ 324,272 421,939
 ３ 売掛金 791,759 2,274,075
 ４ 有価証券 121,496 ―
 ５ 商品
  (1) 商品 99,576 378,009
  (2) 未着商品 10,429 110,006 133,974 511,983
 ６ 貯蔵品 14,478 85,833
 ７ 前払費用 19,967 54,037
 ８ 前払年金費用 ― 56,609
 ９ 短期貸付金 ― 1,010,858
 10 繰延税金資産 1,748 495,036
 11 短期リース債権 19,292 475,813
 12 未収入金 386,734 1,018,639
 13 その他 ― 3,255
 14 貸倒引当金 ― △3,183
  流動資産合計 4,310,381 53.7 6,895,357 65.5
Ⅱ 固定資産
 １ 有形固定資産
  (1) 建物 468,251 480,872
    減価償却累計額 253,621 214,630 191,350 289,522
  (2) 構築物 73,660 74,160
    減価償却累計額 47,792 25,868 50,718 23,442
  (3) 車両運搬具 14,040 14,040
    減価償却累計額 11,265 2,775 12,150 1,889
  (4) 器具備品 42,800 630,463
    減価償却累計額 36,524 6,276 378,991 251,472
  (5) 土地 2,060,492 2,060,492
  (6) 建設仮勘定 ― 20,516
   有形固定資産合計 2,310,042 28.8 2,647,335 25.2
 ２ 無形固定資産
  (1) 営業権 1,616 ―
  (2) ソフトウェア 5,136 289,957
  (3) 施設利用権 47 ―
  (4) 電話加入権 3,518 8,686
   無形固定資産合計 10,319 0.1 298,644 2.8
 ３ 投資その他の資産
  (1) 投資有価証券 12,845 48,427
  (2) 関係会社株式 75,000 85,000
  (3) 関係会社長期貸付金 300,000 ―
  (4) 長期前払費用 1,100 11,021
  (5) 繰延税金資産 116,136 ―
  (6) 敷金・保証金 520 183,606
  (7) 会員権 1,000 ―
  (8) 保険積立金 171,734 10,544
  (9) 長期リース債権 534,042 58,219
  (10) 賃貸資産 354,866 572,962
    減価償却累計額 165,744 189,122 292,739 280,223
  (11) その他 ― 1,349
 （12）貸倒引当金 ― △291
   投資その他の資産合計 1,401,501 17.4 678,101 6.5
   固定資産合計 3,721,864 46.3 3,624,081 34.5
   資産合計 8,032,245 100.0 10,519,438 100.0



 
(注) 前事業年度は決算期変更に伴い９ヶ月決算となっております。 

  

前事業年度
(平成16年12月31日)

当事業年度 
(平成17年12月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 603,696 1,668,252

 ２ 未払金 694,043 865,500

 ３ 未払費用 ※１ 3,170 875,271

 ４ 未払法人税等 57,896 8,751

 ５ 未払消費税等 9,556 ―

 ６ 預り金 20,157 56,487

 ７ 賞与引当金 ― 99,485

 ８ その他 5,207 9,836

   流動負債合計 1,393,728 17.3 3,583,586 34.1

Ⅱ 固定負債

 １ 繰延税金負債 ― 301

 ２ 退職給付引当金 18,250 14,782

 ３ 役員退職慰労引当金 275,514 ―

 ４ 受入保証金 107,380 124,586

   固定負債合計 401,145 5.0 139,670 1.3

   負債合計 1,794,873 22.3 3,723,256 35.4

(資本の部)

Ⅰ 資本金 ※２ 1,491,350 18.6 1,491,350 14.2

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 1,250,600 1,749,600

   資本剰余金合計 1,250,600 15.6 1,749,600 16.6

Ⅲ 利益剰余金

 １ 利益準備金 141,635 189,785

 ２ 任意積立金

  (1) 別途積立金 2,140,000 2,140,000 2,140,000 2,140,000

 ３ 当期未処分利益 1,248,652 1,247,116

   利益剰余金合計 3,530,287 43.9 3,576,902 34.0

Ⅳ その他有価証券評価差額金 9,035 0.1 19,421 0.2

Ⅴ 自己株式 ※３ △43,900 △0.5 △41,091 △0.4

   資本合計 6,237,372 77.7 6,796,182 64.6

   負債・資本合計 8,032,245 100.0 10,519,438 100.0



② 【損益計算書】 

  

 
(注) 前事業年度は決算期変更に伴い９ヶ月決算となっております。 

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成16年12月31日)

当事業年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 3,680,701 100.0 12,590,895 100.0

Ⅱ 売上原価

 １ 商品期首たな卸高 ※１ 175,138 110,006

 ２ 当期商品仕入高 1,845,575 6,786,488

    合計 2,020,714 6,896,494

 ３ 商品期末たな卸高 ※１ 110,006 1,910,708 51.9 511,983 6,384,510 50.7

    売上総利益 1,769,992 48.1 6,206,384 49.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２ 1,304,886 35.5 5,413,066 43.0

   営業利益 465,106 12.6 793,318 6.3

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 3,639 2,372

 ２ 受取リース料 25,489 34,904

 ３ 受取賃貸料 66,216 108,233

 ４ 雑収入 12,558 107,904 2.9 90,216 235,727 1.9

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 0 3,112

 ２ 売上割引 ― 45,573

 ３ リース費用 19,179 26,891

 ４ 賃貸費用 27,508 42,583

 ５ 為替差損 ― 35,004

 ６ 雑損失 1 46,689 1.2 15,469 168,635 1.3

    経常利益 526,320 14.3 860,410 6.9

Ⅵ 特別利益

   業務委託料返戻金 ― 84,172 0.7

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産処分損 ※３ ― 6,523

 ２ 役員退職慰労金 21,200 6,080

 ３ 役員退職慰労引当金 
   繰入額

125,934 ―

 ４ 厚生年金基金脱退一括 
   拠出金

98,169 ―

 ５ 合併関連費用 ― 245,303 6.7 398,761 411,365 3.3

   税引前当期純利益 281,017 7.6 533,218 4.3

   法人税、住民税 
   及び事業税

160,918 47,474

   法人税等調整額 △39,754 121,164 3.3 349,020 396,495 3.2

   当期純利益 159,853 4.3 136,722 1.1

   前期繰越利益 1,088,870 1,272,419

   中間配当額 ― 162,023

   自己株式処分差損 72 1

   当期未処分利益 1,248,652 1,247,116



③ 【利益処分計算書】 

  

 
(注) １ 前事業年度は決算期変更に伴い９ヶ月決算となっております。 

２ 平成17年９月13日に１株につき５円50銭（162,023千円）の中間配当を実施しております。 

３ 株式数の増加について 

  平成17年１月１日付にてビーピー・ジャパン・ルブリカンツ株式会社との合併に伴うものであります。 

  

前事業年度
(平成17年３月30日)

当事業年度 
(平成18年３月30日)

科目
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 当期未処分利益 1,248,652 1,247,116

Ⅱ 利益処分額

 １ 配当金 142,028 309,316

 ２ 取締役賞与金 15,000 13,971

 ３ 監査役賞与金 ― 157,028 1,725 325,012

Ⅲ 次期繰越利益 1,091,624 922,103



重要な会計方針 

  

項目
前事業年度

(自 平成16年４月１日
至 平成16年12月31日)

当事業年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 満期保有目的の債券

   …償却原価法(定額法)

(2) 子会社株式

  移動平均法による原価法

(1) 子会社株式

   同左

(3) その他有価証券

 １) 時価のあるもの

   決算期末日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定)

 ２) 時価のないもの

   移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

 １) 時価のあるもの

   同左

 ２) 時価のないもの

   同左

２ デリバティブ 時価法    ――

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品 

 移動平均法による原価法 

貯蔵品 

 最終仕入原価法

主として総平均法による原価法
(会計方針の変更)
 従来、たな卸資産の評価方法につい

ては、移動平均法による原価法によっ

ておりましたが、当事業年度より総平

均法による原価法に変更しておりま

す。この変更は、平成17年１月１日付

にてビーピー・ジャパン・ルブリカン

ツ株式会社との合併によるものであり

ます。なおこの変更による影響額は軽

微であります。

４ 固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産……定率法

  なお、耐用年数及び残存価額につ

いては、法人税法に規定する方法と

同一の基準によっております。

有形固定資産……定率法

   同左

無形固定資産……定額法

  なお、耐用年数については、法人

税法に規定する方法と同一の基準に

よっております。

  また、営業権については商法施行

規則の規定(５年)、自社利用のソフ

トウェアについては、利用可能期間

(５年)に基づいて償却しておりま

す。

無形固定資産……定額法

  なお、営業権については商法施行

規則の規定(５年)、自社利用のソフ

トウェアについては利用可能期間

(５年)に基づいて償却しておりま

す。

賃貸資産…………定率法

  なお、耐用年数及び残存価額につ

いては、法人税法に規定する方法と

同一の基準によっております。

賃貸資産…………定率法

   同左



 
  

項目
前事業年度

(自 平成16年４月１日
至 平成16年12月31日)

当事業年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率によることとしております。

  なお、貸倒実績がないため当事業

年度末において貸倒引当金を計上し

ておりません。

(1) 貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備え

て、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しており

ます。

(2) 賞与引当金

  従業員の年度末賞与の支払いに備

えるため、支給見込額に基づき計上

しております。

(2) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上

しております。

(3) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき、当

事業年度末において発生していると

認められる額を計上しております。

(3) 役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支払に備える

ため、役員退職慰労金に関する内規

に基づく期末要支給額を計上してお

ります。

(4) 役員退職慰労引当金

  平成17年６月の取締役会におい

て、役員退職慰労金に関する内規を

廃止し、今後役員退職慰労金の支払

いは行わないことを決議しました。

なお、制度廃止時の引当金額は、精

算済みとなっております。従って当

事業年度末の役員退職慰労引当金は

発生しておりません。

６ リース取引の処理方法 ―――――  リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。



 
  

項目
前事業年度

(自 平成16年４月１日
至 平成16年12月31日)

当事業年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

７ ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。また、振当処理の要件を満たす

先物為替予約については、振当処理

を行っております。

① ヘッジ会計の方法

   同左

② ヘッジ手段とヘッジ対象

  ヘッジ手段

   先物為替予約取引

  ヘッジ対象

   外貨建買掛金

② ヘッジ手段とヘッジ対象

   同左

③ ヘッジ方針

  外貨建輸入取引に係る為替変動リ

スクをヘッジするため、輸入取引に

対し先物為替予約を締結することと

しております。

③ ヘッジ方針

   同左

④ その他リスク管理方法のうちヘッ

ジ会計にかかわるもの

  先物為替予約取引の実行及び管理

は社内規定に従い経理部で行ってお

り、実行状況は定例取締役会での報

告対象としております。

④ その他リスク管理方法のうちヘッ

ジ会計にかかわるもの

   同左

８ その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

   同左



表示方法の変更 

  

 
  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成16年12月31日)

当事業年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

(損益計算書)

 前事業年度において、独立掲記しておりました営業外

収益の「受取保険金」は、営業外収益の総額の100分の

10以下であるため、当事業年度は営業外収益の「雑収

入」に含めて表示しております。

 なお、当事業年度の営業外収益の「雑収入」に含まれ

る「受取保険金」は3,739千円であります。

―――――



注記事項 

(貸借対照表関係) 

  

 
  

前事業年度 
(平成16年12月31日)

当事業年度
(平成17年12月31日)

※１       ――――― ※１ 関係会社に対する負債

   関係会社に対する負債は次のとおりです。

 未払費用 161,898千円

※２ 会社が発行する株式の総数は普通株式53,860千

株、発行済株式の総数は普通株式17,351千株であり

ます。

   ただし、定款の定めにより、株式の消却が行われ

た場合には、会社が発行する株式の総数について、

これに相当する株式数を減ずることとなっておりま

す。

※２ 会社が発行する株式の総数は普通株式118,000千

株、発行済株式の総数は普通株式29,586千株であり

ます。

   ただし、定款の定めにより、株式の消却が行われ

た場合には、会社が発行する株式の総数について、

これに相当する株式数を減ずることとなっておりま

す。

※３ 自己株式の保有数

 普通株式 136,390株

※３ 自己株式の保有数

 普通株式 127,474株

※４ 期末日満期手形の会計処理

   当事業年度末日は金融機関の休日でありました

が、満期日に決済が行われたものとして処理してお

ります。当事業年度末日満期手形の金額は、次のと

おりであります。

 受取手形 139,772千円

※４ 期末日満期手形の会計処理

   当事業年度末日は金融機関の休日でありました

が、満期日に決済が行われたものとして処理してお

ります。当事業年度末日満期手形の金額は、次のと

おりであります。

 受取手形 182,969千円

 ５ 偶発債務

   子会社の仕入債務に対する保証債務

ペトロ・トレード・ 
インターナショナル㈱

210,909千円

 ５       ―――――

 ６ 受取手形裏書譲渡高 50,000千円  ６ 受取手形裏書譲渡高 62,190千円

 ７ 当座貸越契約

   当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行３行と当座貸越契約を締結しております。これ

ら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次

のとおりであります。

当座貸越極度額 1,080,000千円

借入実行残高 ―千円

差引額 1,080,000千円

 ７ 当座貸越契約

   当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行３行と当座貸越契約を締結しております。これ

ら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次

のとおりであります。

当座貸越極度額 1,170,000千円

借入実行残高 ―千円

差引額 1,170,000千円

 ８ 配当制限

   商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は9,035千

円であります。

 ８ 配当制限

   商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は19,421千

円であります。



(損益計算書関係) 

  

 
  

(リース取引関係) 

  

 
  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成16年12月31日)

当事業年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

※１ いずれも未着商品を含んでおります。 ※１ いずれも未着商品を含んでおります。

 

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は、58％で

あり、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

42％であります。主要な費目及び金額は次のとおり

であります。

運賃・保管料 90,759千円

販売促進費 443,794千円

代行手数料 103,682千円

販売奨励金 26,319千円

ロイヤリティー 69,004千円

役員報酬 73,048千円

役員退職慰労引当金繰入額 9,130千円

従業員給料手当 188,813千円

退職給付費用 13,316千円

減価償却費 26,632千円
 

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は、43％で

あり、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

57％であります。主要な費目及び金額は次のとおり

であります。

運賃・保管料 499,059千円

販売促進費 1,169,621千円

代行手数料 139,746千円

ロイヤリティー 544,035千円

役員報酬 129,976千円

賞与引当金繰入額 99,485千円

従業員給料手当 982,689千円

退職給付費用 17,412千円

減価償却費 149,879千円

業務委託料 652,369千円

※３ 固定資産処分損の内容は次のとおりであります。

 器具備品 6,066千円

 ソフトウエア 457千円

    計 6,523千円

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成16年12月31日)

当事業年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

 ――――― オペレーティング・リース取引

未経過リース料

 １年内 3,047千円

 １年超 6,690千円

  合計 9,737千円



(有価証券関係) 

前事業年度(自平成16年４月１日 至平成16年12月31日)における子会社株式で時価のあるものはあり

ません。 

当事業年度(自平成17年１月１日 至平成17年12月31日)における子会社株式で時価のあるものはあり

ません。 

  



(税効果会計関係) 

  

 
  

前事業年度 
(平成16年12月31日)

当事業年度
(平成17年12月31日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産(流動)

 未払事業税 4,551千円

 繰延税金負債(流動)との相殺 △2,802千円

計 1,748千円

繰延税金負債(流動)

 その他有価証券評価差額金 △2,802千円

 繰延税金資産(流動)との相殺 2,802千円

計 ―千円

繰延税金資産(固定)

 役員退職慰労引当金 112,106千円

 その他 7,426千円

 繰延税金負債(固定)との相殺 △3,395千円

計 116,136千円

繰延税金負債(固定)

 その他有価証券評価差額金 △3,395千円

 繰延税金資産(固定)との相殺 3,395千円

計 ―千円

繰延税金資産の純額 117,885千円

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産(流動)

 未払費用 211,507千円

 賞与引当金 40,480千円

 税務上の繰越欠損金 419,364千円

 その他 5,565千円

 評価性引当額 △153,218千円

 繰延税金負債(流動)との相殺 △28,663千円

計 495,036千円

繰延税金負債(流動)

 前払年金費用 △23,034千円

 その他 △5,629千円

 繰延税金資産(流動)との相殺 28,663千円

計 ―千円

繰延税金資産(固定)

 税務上の繰越欠損金 7,007千円

 その他 6,014千円

 繰延税金負債(固定)との相殺 △13,022千円

計 ―千円

繰延税金負債(固定)

 その他有価証券評価差額金 △13,323千円

 繰延税金資産(固定)との相殺 13,022千円

計 △301千円

繰延税金資産の純額 494,735千円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.69％

 (調整)

 交際費等永久に損金に算入されない項目 2.15％

 住民税均等割等 1.27％

 その他 △0.99％

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.12％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.69％

(調整)

繰越欠損金に対する評価性引当額の発生 28.73％

交際費等永久に損金に算入されない項目 5.29％

受取配当金 △1.08％

住民税均等割等 2.29％

その他 △1.56％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 74.36％



(１株当たり情報) 

  

 
(注) １ 前事業年度は決算期変更に伴い９ヶ月決算となっております。 

２ １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。 

 
  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成16年12月31日)

当事業年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

１株当たり純資産額 361円43銭 230円16銭

１株当たり当期純利益金額 8円42銭 4円10銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額
8円41銭 4円10銭

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成16年12月31日)

当事業年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

１株当たり当期純利益金額

 当期純利益(千円) 159,853 136,722

 普通株主に帰属しない金額(千円) 15,000 15,696

 (うち利益処分による役員賞与金) (15,000) (15,696)

 普通株式に係る当期純利益(千円) 144,853 121,026

 普通株式の期中平均株式数(株) 17,199,842 29,455,605

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額

 普通株式増加数(株) 9,949 1,441

 (うち自己株式取得方式のストック 
 オプションに係る保有自己株式)

(9,949) (1,441)



(重要な後発事象) 

  

 
  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成16年12月31日)

当事業年度
(自 平成17年１月１日
至 平成17年12月31日)

１ 重要な合併

  当社(平成17年１月１日付でペトロルブ・インター

ナショナル株式会社からビーピー・カストロール株式

会社に商号変更。)とビーピー・ジャパン・ルブリカ

ンツ株式会社(平成16年10月１日付で会社分割を行い

ビー・ピー・ジャパン株式会社からビーピー・ジャパ

ン・ルブリカンツ株式会社に商号変更。)は、平成16

年11月25日開催の両社の各臨時株主総会においてそれ

ぞれ承認されました合併契約書(当社とビー・ピー・

ジャパン株式会社との平成16年８月４日付合併契約書

および当社とビーピー・ジャパン・ルブリカンツ株式

会社との平成16年11月５日付合併追加契約書)に基づ

き、当社を存続会社、ビーピー・ジャパン・ルブリカ

ンツ株式会社を消滅会社として、合併期日である平成

17年１月１日(合併登録日平成17年１月４日)をもって

合併いたしました。

―――――

 (1) 合併比率、増加する株式数及び増加する資本金等

 ビーピー・ジャパン・ルブリカンツ株式会社の分

割期日である平成16年10月１日現在の貸借対照表及

びペトロルブ・インターナショナル株式会社の平成

16年10月１日現在の貸借対照表に基づいて調整のう

え、両社は最終的な割当株式数を決定いたしまし

た。その結果、ビーピー・ジャパン・ルブリカンツ

株式会社の普通株式１株に対して、ペトロルブ・イ

ンターナショナル株式会社の普通株式1,241.68株を

割り当て、ビーピー・ジャパン・ルブリカンツ株式

会社の発行済株式総数9,853株に対して合計

12,234,273株の新株式を割り当てることにいたしま

した。なお、資本金は増加せず資本剰余金499百万

円及び利益剰余金228百万円がそれぞれ増加いたし

ました。

 

 

 

 (2) 被合併会社の概要

平成16年12月31日現在

資産合計 4,212百万円

負債合計 3,483百万円

資本合計 728百万円

従業員数 104名

(他臨時従業員 21名)

自 平成16年１月１日 至 平成16年12月31日

売上高 17,372百万円

(なお、分割切出法人の売上高は9,792百万円)

経常利益 1,088百万円

当期純利益 592百万円



④ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

  

 
  

投資有価証券 その他有価証券

銘柄 株式数(株)
貸借対照表 
計上額(千円)

オートバックスセブン 4,044.457 25,196

㈱みずほフィナンシャルグループ 15 14,040

㈱三菱UFJフィナンシャル・グルー
プ

4 6,400

㈱スタッド 5,000 2,500

ムラキ㈱ 1,000 291

計 48,427



【有形固定資産等明細表】 

  

 
(注) １ 当期の建物の増減の主なものは下記のとおりであります。 

 
２ 当期の器具備品の増減の主なものは下記のとおりであります。 

 
３ 当期のソフトウェアの増減はビックスシステム(経営分析ソフト)によるものであります。 

４ 当期の電話加入権の増加は合併受入によるものであります。 

  

資産の種類
前期末残高
(千円)

当期増加額 
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

減価償却
累計額 
又は償却 
累計額(千円)

当期償却額 
(千円)

差引当期末
残高 
(千円)

有形固定資産

 建物 468,251 214,548 201,927 480,872 191,350 26,289 289,522

 構築物 73,660 500 ― 74,160 50,718 2,926 23,442

 車両運搬具 14,040 ― ― 14,040 12,150 885 1,889

 器具備品 42,800 639,892 52,229 630,463 378,991 80,887 251,472

 土地 2,060,492 ― ― 2,060,492 ― ― 2,060,492

 建設仮勘定 ― 20,516 ― 20,516 ― ― 20,516

有形固定資産計 2,659,246 875,456 254,156 3,280,546 633,211 110,987 2,647,335

無形固定資産

 営業権 32,337 ― ― 32,337 32,337 1,616 ―

 ソフトウェア 15,000 390,432 17,144 388,288 98,329 38,845 289,957

 施設利用権 568 ― ― 568 568 47 ―

 電話加入権 3,518 5,241 73 8,686 ― ― 8,686

無形固定資産計 51,425 395,673 17,217 429,879 131,234 40,508 298,644

長期前払費用 ― 12,370 ― 12,370 1,349 1,349 11,021

賃貸資産 354,866 218,095 ― 572,962 292,739 20,245 280,223

 合併受入 37,263

 本社移転 170,139

 麹町ビルの賃貸資産への振替 △173,516

 合併受入 463,509

 本社移転 101,035

 営業用備品(ATFチェンジャー) 71,573

 本社移転のための処分 △49,449



【資本金等明細表】 

  

 
(注) １ 当期末における自己株式数は127,474株であります。 

２ 普通株式の増加、資本準備金及び利益準備金の増加は平成17年１月１日付にてビーピー・ジャパン・ルブリ

カンツ株式会社との合併に伴うものであります。 

  

【引当金明細表】 

       

 
(注) 役員退職慰労引当金の当期減少額「その他」150千円は、実支払額との差額であります。 

  

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

資本金 (千円) 1,491,350 ― ― 1,491,350

資本金のうち 
既発行株式

普通株式(注) (株) (17,351,920) (12,234,273) (―) (29,586,193)

普通株式 (千円) 1,491,350 ― ― 1,491,350

計 (株) (17,351,920) (12,234,273) (―) (29,586,193)

計 (千円) 1,491,350 ― ― 1,491,350

資本準備金及び 
その他資本剰余金

(資本準備金)

株式払込剰余金 (千円) 1,250,600 ― ― 1,250,600

合併差益 (千円) ― 499,000 ― 499,000

計 (千円) 1,250,600 499,000 ― 1,749,600

利益準備金及び 
任意積立金

(利益準備金) (千円) 141,635 48,150 ― 189,785

(任意積立金)

別途積立金 (千円) 2,140,000 ― ― 2,140,000

計 (千円) 2,281,635 ― ― 2,329,785

区分
前期末残高 
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高 
(千円)

貸倒引当金 ― 3,475 ― ― 3,475

賞与引当金 ― 99,485 ― ― 99,485

役員退職慰労引当金 275,514 ― 275,364 150 ―



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

① 資産の部 

1) 現金及び預金 

  

 
  

2) 受取手形 

イ 相手先別内訳 

  

 
  

ロ 期日別内訳 

  

 
  

区分 金額(千円)

現金 640

預金の種類

当座預金 162,007

普通預金 300,860

定期預金 23,807

別段預金 3,143

計 489,819

合計 490,459

相手先 金額(千円)

株式会社オベロン 158,827

株式会社日本自動車整備商工連合会 158,162

カローラ岐阜株式会社 16,730

山口トヨペット株式会社 12,150

鹿児島共販株式会社 7,212

その他 68,856

合計 421,939

期日別 受取手形(千円) 裏書譲渡手形(千円)

平成18年１月 255,741 50,000

    ２月 134,427 12,190

    ３月 26,222 ―

    ４月 5,547 ―

合計 421,939 62,190



3) 売掛金 

イ 相手先別内訳 
  

 
  

ロ 売掛金滞留状況 
  

 
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。 

  

4) 商品 
  

 
  

5) 貯蔵品 

  

 
  

相手先 金額(千円)

株式会社オートバックスセブン 455,167

株式会社オベロン 283,697

日本自動車整備商工連合会 198,094

株式会社静岡オイルサービス 116,389

ビー・エム・ダブリュー株式会社 103,491

その他 1,117,234

合計 2,274,075

前期繰越高(千円) 
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

次期繰越高(千円)
 
(Ｄ)

 

回収率(％)

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)
 

滞留期間(月)

(Ｄ)÷
(Ｂ)
12

791,759 14,799,109 13,316,793 2,274,075 85.4 1.8

区分 金額(千円)

商品

潤滑油 376,510

添加剤(ケミカル) 1,498

小計 378,009

未着商品
潤滑油 133,974

小計 133,974

合計 511,983

区分 金額(千円)

販売促進用物品 85,833

合計 85,833



6) 短期貸付金 

  

 
  

7) 未収入金 

  

 
  

② 負債の部 

1) 買掛金 

  

 
  

区分 金額(千円)

BPインターナショナル 988,371

ハイパー・オーぺレーション株式会社 20,000

その他 2,487

合計 1,010,858

区分 金額(千円)

日興産業株式会社 357,085

中外油化学工業株式会社 244,332

株式会社ジャパンエナジー 86,971

BPシンガポール 73,256

ビーピー・ジャパン株式会社 35,619

その他 221,374

合計 1,018,639

相手先 金額(千円)

中外油化学工業株式会社 447,882

株式会社ジャパンエナジー 337,472

日興産業株式会社 288,467

インフィニアムジャパン株式会社 93,396

アフトンケミカル・ジャパン株式会社 50,733

その他 450,300

合計 1,668,252



2) 未払金 

  

 
  

3) 未払費用 

  

 
  

相手先 金額(千円)

日興産業株式会社 280,375

株式会社ジャパンエナジー 79,148

新ケミカル商事株式会社 71,976

日本通運株式会社 64,969

新日本石油株式会社 61,056

その他 307,974

合計 865,500

区分 金額(千円)

システム初期導入費用 171,266

社員経費 62,098

広告宣伝費 35,435

社会保険料 31,973

会計監査料 26,000

その他 548,497

合計 875,271



(3) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

 
(注) ただし、商法特例法第16条第３項に定める貸借対照表および損益計算書に係る情報は、当社のインターネッ

ト・ホームページ(URLはhttp://www.bp-oil.co.jp/ir/kessan.html)において提供しております。 

  

  

決算期 12月31日

定時株主総会 ３月中

基準日 12月31日

株券の種類 100株券、1,000株券、10,000株券

中間配当基準日 ６月30日

１単元の株式数 100株

株式の名義書換え

  取扱場所
東京都港区芝三丁目33番１号
中央三井信託銀行株式会社 本店

  代理人
東京都港区芝三丁目33番１号
中央三井信託銀行株式会社

  取次所
中央三井信託銀行株式会社 全国各支店
日本証券代行株式会社 本支店

  名義書換手数料 無料

  新券交付手数料 新券１枚につき210円(税込)

単元未満株式の買取り

  取扱場所
東京都港区芝三丁目33番１号
中央三井信託銀行株式会社 本店

  代理人
東京都港区芝三丁目33番１号
中央三井信託銀行株式会社

  取次所
中央三井信託銀行株式会社 全国各支店
日本証券代行株式会社 本支店

  買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載新聞名 東京都において発行する日本経済新聞 (注)

株主に対する特典

①500株以上1,000株未満をご所有の株主様へは、1,000円相当の合併一周年を記念し

てオリジナル・デザインのクオカードをご贈呈。

②1,000株以上ご所有の株主様へは、3,000円相当の合併一周年を記念してオリジナ

ル・デザインのクオカードをご贈呈。



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社の親会社等ビーピー・ピーエルシーは継続開示会社であります。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。 

  

 
  

  

(1) 臨時報告書 証券取引法第24条の５第４項及び企業
内容等の開示に関する内閣府令第19条
第２項第３号(親会社の異動)の規定に
基づくもの

平成17年１月21日 
関東財務局長に提出。

(2) 臨時報告書 証券取引法第24条の５第４項及び企業
内容等の開示に関する内閣府令第19条
第２項第９号(代表取締役の異動)の規
定に基づくもの

平成17年３月23日 
関東財務局長に提出。

(3) 有価証券報告書 
及びその添付書類

事業年度 
(第28期)

自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日

平成17年３月30日 
関東財務局長に提出。

(4) 半期報告書 (第29期中) 自 平成17年１月１日
至 平成17年６月30日

平成17年９月28日
関東財務局長に提出。

(5) 有価証券報告書の 
訂正報告書

上記(3)の訂正報告書であります。 平成18年３月10日 
関東財務局長に提出。



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成１７年３月３０日

ビーピー・カストロール株式会社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているビーピー・カストロ

ール株式会社（旧会社名ペトロルブ・インターナショナル株式会社）の平成１６年４月１日から平成１６年１２月３１日までの連結

会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連

結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸

表に対する意見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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連

結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者

が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討す

ることを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ビーピー・カス

トロール株式会社及び連結子会社の平成１６年１２月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及

びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 重要な後発事象に、重要な合併及び重要な事業からの撤退の記載がある。 

  

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 

  

 （※）上記は、監査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(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 廣 瀬   稔 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 山 本 昌 弘 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 矢 野 浩 一 

      



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成１８年３月３０日

ビーピー・カストロール株式会社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているビーピー・カス

トロール株式会社の平成１７年１月１日から平成１７年１２月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務

諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連

結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者

が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討す

ることを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ビーピー・カス

トロール株式会社及び連結子会社の平成１７年１２月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及

びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

会計方針の変更に記載されているとおり、当連結会計年度よりたな卸資産の評価方法を変更した。 

  

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 

  

 （※）上記は、監査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(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 山 本 昌 弘 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 矢 野 浩 一 

      



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成１７年３月３０日

ビーピー・カストロール株式会社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているビーピー・カストロ

ール株式会社（旧会社名ペトロルブ・インターナショナル株式会社）の平成１６年４月１日から平成１６年１２月３１日までの第２

８期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸

表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財

務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採

用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを

含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ビーピー・カストロ

ール株式会社の平成１６年１２月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 重要な後発事象に、重要な合併の記載がある。 

  

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 

  

 （※）上記は、監査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(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 廣 瀬   稔 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 山 本 昌 弘 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 矢 野 浩 一 

      



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成１８年３月３０日

ビーピー・カストロール株式会社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているビーピー・カス

トロール株式会社の平成１７年１月１日から平成１７年１２月３１日までの第２９期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は

独立の立場から財務諸表に対する意見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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財

務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採

用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを

含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ビーピー・カストロ

ール株式会社の平成１７年１２月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

会計方針の変更に記載されているとおり、当事業年度よりたな卸資産の評価方法を変更した。 

  

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 

  

 （※）上記は、監査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(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 山 本 昌 弘 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 矢 野 浩 一 
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