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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】

連結経営指標等

　

回次
第137期

第2四半期連結
累計期間

第137期
第2四半期連結
会計期間

第136期

会計期間

自　平成21年
　　　１月１日
至　平成21年
　　　６月30日

自　平成21年
　　　４月１日
至　平成21年
　　　６月30日

自　平成20年
　　　１月１日
至　平成20年
　　　12月31日

売上高 (百万円) 19,234 9,414 39,650

経常利益又は
経常損失（△）

(百万円) △156 △149 781

四半期(当期)純利益 (百万円) 394 4 511

純資産額 (百万円) ― 23,188 23,282

総資産額 (百万円) ― 106,191 130,594

１株当たり純資産額 (円) ― 172.29 172.72

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 3.17 0.04 4.11

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 (％) ― 20.2 16.5

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 743 ― 8,643

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,481 ― △3,884

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 586 ― △5,135

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― 4,318 4,469

従業員数 (名) ― 624　　　　　618

(注)　１.　売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　２.　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。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更は

ありません。 

　また、主要な関係会社に異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

　 平成21年6月30日現在

従業員数(名)
624
(35)

(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

者を含む就業人員であります。

     ２ 従業員数欄の（ ）は、臨時雇用者（１日８時間換算）で、外数であります。

     ３ 臨時雇用者はパートタイマー従業員であり、派遣社員を除いております。

　

(2) 提出会社の状況

　 平成21年6月30日現在

従業員数(名) 486

(注) 従業員数は、当社からの出向者を除き、当社への出向者を含む就業人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第２四半期連結会計期間における生産実績を示すと、次のとおりであります。

油種別
当第２四半期連結会計期間

（自　平成21年4月1日　至　平成21年6月30日）
（千キロリットル）

揮 発 油 586

灯油・ジェット燃料・軽油 683

Ａ 重 油 50

Ｂ・Ｃ重油 119

その他 223

合    計
1,661
 

(注)　1 上記の生産実績は、石油事業に関するものであります。　
      2 生産実績については、受託精製により生産した製品であるため金額表示をしておりません。

　

(2) 受注実績

当社グループは、受注生産を行っておりません。
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(3) 販売実績

当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。

事業の種類別セグメント
当第２四半期連結会計期間

（自　平成21年4月1日　至　平成21年6月30日）
（百万円）

石油事業
7,417
 

電気事業
1,997
 

合計
9,414
 

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　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

　

相手先

当第２四半期連結会計期間

販売高(百万円) 割合(％)

昭和シェル石油株式会社 7,328 77.8

東京電力株式会社 1,992 21.2

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等

又は、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」について重要な変更はありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

　

４ 【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) 業績の状況

 当第２四半期連結会計期間の当社グループを取り巻く経営環境は、景気の急速な悪化にはブレーキが掛

かり、ひとまず最悪期を脱出した状況であると言えますが、雇用や設備の過剰感に改善が見られず、景気が

再び失速してしまうリスクもあり、本格的な景気回復への道のりはなお遠いものがあります。 

　このような状況のもとで、当社グループは、石油事業においては受託精製を行い、電気事業においては電力

卸供給を行って参りました。 

　当第２四半期連結会計期間の原油および原料油処理量は、1,759千キロリットルとなりました。また、当第

２四半期連結会計期間の業績は、売上高9,414百万円、営業損失5百万円、経常損失149百万円、四半期純利益4

百万円を計上することとなりました。 

 

　

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

＜石油事業部門＞ 

　石油事業部門では、京浜製油所水江工場において計画整備工事を完工するとともに、京浜製油所の各装置

は順調な操業を続けております。 

　しかしながら、電気事業に使用する燃料仕入れ価格を東京電力株式会社への電力卸供給価格に契約上十分

には転嫁できない状況が引き続き発生しております。 

　売上高は7,769百万円、営業利益は196百万円となりました。 

＜電気事業部門＞ 

　電気事業部門では、株式会社ジェネックス水江発電所が計画点検工事を完工し、その後順調に操業を続け
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ております。

　売上高は2,554百万円、営業損失は201百万円となりました。 

 

(2) 財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末における総資産は106,191百万円となり、前連結会計年度末に比べ24,402百

万円の減少となりました。これは主に立替揮発油税等が減少したことによるものです。負債は83,003百万円

となり、前連結会計年度末に比べ24,308百万円の減少となりました。これは主に未払揮発油税等が減少した

ことによるものであります。

　純資産は23,188百万円となり、前連結会計年度末に比べ94百万円の減少となりました。これは主に利益剰

余金が、四半期純利益により増加したものの配当金の支出により減少したことによるものであります。

　以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における自己資本比率は20.2％となりました。 

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ151百万円減少し

4,318百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、未払消費税等、未払費用などにより資金が減少したものの、減価

償却費などにより資金が増加したため、743百万円の純収入となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより、1,481百万円の純支出

となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出、配当金の支払額により資金が減少

したものの、短期借入金の純増加額により資金が増加したため、586百万円の純収入となりました。

　

(4) 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２四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及

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全域における基幹石油精製会

社であります。これからも昭和シェル石油グループの一員として同グループとの連携を一層強化し、事業の

持続的発展をはかるものであります。

　

(5) 研究開発活動

該当する事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期連結会計期間において、第１四半期連結会計期間末から重要な変更はありません。又、新

たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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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】

　

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２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年８月13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 124,435,000124,435,000
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 124,435,000124,435,000― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

     該当事項はありません。
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(3) 【ライツプランの内容】

     該当事項はありません。
　

　

(4) 【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21年６月30日 ― 124,435― 8,415 ― 4,687
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(5) 【大株主の状況】

　 　 平成21年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

昭和シェル石油株式会社 東京都港区台場二丁目３番２号 62,344 50.10

株式会社みずほコーポレート銀
行
（常任代理人 資産管理サービス
信託銀行株式会社）

東京都千代田区丸の内一丁目３番３号
（東京都中央区晴海一丁目８番12号）

4,019 3.23

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号 2,184 1.76

株式会社サミット経済研究所 東京都新宿区市谷加賀町二丁目５番12号 2,158 1.73

東亜石油従業員持株会 神奈川県川崎市川崎区水江町３番１号 1,656 1.33

三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川二丁目27番２号 1,593 1.28

住友信託銀行株式会社
（常任代理人 日本トラスティ・
サービス信託銀行株式会社）

大阪府大阪市中央区北浜四丁目５番33号
（東京都中央区晴海一丁目８番11号）

1,433 1.15

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口４）

東京都中央区晴海一丁目８番11号 1,429 1.15

株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿一丁目26番１号 1,292 1.04

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 1,050 0.84

計 ― 79,158 63.61

　

　

EDINET提出書類

東亜石油株式会社(E01073)

四半期報告書

10/30



(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成21年６月30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 18,000

―
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

124,321,000
124,321 同上

単元未満株式
普通株式
96,000

― 同上

発行済株式総数 124,435,000― ―

総株主の議決権 ― 124,321 ―

(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14,000株(議決権14個)が含まれておりま

す。

２ 「単元未満株式」には、当社所有の自己株式718株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成21年６月30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

18,000 ― 18,000 0.0

計 ― 18,000 ― 18,000 0.0

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成21年
　１月 　２月 　３月 　４月 　５月 　６月

最高(円) 94 106 104 118 136 140

最低(円) 86 88 89 101 110 129

(注)　株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
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３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、当第２四半期連結会計期間(平成21年４月1日から平成21年６月30日まで)及び当第２四半期連結累

計期間（平成21年１月１日から平成21年６月30日）については、「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20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号

ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。

　

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、当第２四半期連結会計期間(平成21年４月1

日から平成21年６月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成21年１月１日から平成21年６月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、あらた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)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※1
 3,932

※1
 4,251

売掛金 ※1
 3,737

※1
 3,826

たな卸資産 ※1, ※2
 2,468

※1, ※2
 2,050

立替揮発油税等 30,368 53,118

その他 2,094 2,082

流動資産合計 42,601 65,329

固定資産

有形固定資産

構築物（純額） 8,457 8,796

機械及び装置（純額） 24,841 26,075

土地 19,450 19,450

その他（純額） 5,477 5,631

有形固定資産合計 ※1, ※3
 58,226

※1, ※3
 59,953

無形固定資産 286 252

投資その他の資産 ※1
 5,077

※1
 5,058

固定資産合計 63,590 65,264

資産合計 106,191 130,594

負債の部

流動負債

買掛金 406 143

短期借入金 ※1
 28,970

※1
 26,534

未払揮発油税等 ※1
 28,922

※1
 50,588

引当金 346 342

その他 4,892 8,354

流動負債合計 63,537 85,963

固定負債

長期借入金 ※1
 10,546

※1
 11,898

退職給付引当金 1,800 1,751

特別修繕引当金 2,216 1,880

修繕引当金 3,944 4,319

その他の引当金 15 13

負ののれん 105 210

その他 837 1,275

固定負債合計 19,466 21,348

負債合計 83,003 107,312
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年12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 8,048 8,150

自己株式 △3 △3

株主資本合計 21,147 21,250

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 288 239

評価・換算差額等合計 288 239

少数株主持分 1,752 1,792

純資産合計 23,188 23,282

負債純資産合計 106,191 130,594
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(2)【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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
　至 平成21年６月30日)

売上高 19,234

売上原価 18,400

売上総利益 833

販売費及び一般管理費 ※１
 734

営業利益 99

営業外収益

受取利息 2

負ののれん償却額 105

その他 24

営業外収益合計 131

営業外費用

支払利息 241

固定資産処分損 61

その他 83

営業外費用合計 386

経常損失（△） △156

特別利益

前期損益修正益 ※２
 422

特別利益合計 422

税金等調整前四半期純利益 266

法人税、住民税及び事業税 49

法人税等調整額 △137

法人税等合計 △88

少数株主損失（△） △40

四半期純利益 394
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【第２四半期連結会計期間】
(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

売上高 9,414

売上原価 9,071

売上総利益 343

販売費及び一般管理費 ※１
 348

営業損失（△） △5

営業外収益

受取利息 0

負ののれん償却額 52

その他 18

営業外収益合計 72

営業外費用

支払利息 115

固定資産処分損 58

その他 42

営業外費用合計 216

経常損失（△） △149

税金等調整前四半期純損失（△） △149

法人税、住民税及び事業税 △554

法人税等調整額 487

法人税等合計 △66

少数株主損失（△） △87

四半期純利益 4
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
　至 平成21年６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 266

減価償却費 3,384

有形固定資産除却損 61

引当金の増減額（△は減少） 8

退職給付引当金の増減額（△は減少） 49

修繕引当金の増減額（△は減少） △374

特別修繕引当金の増減額（△は減少） 336

受取利息及び受取配当金 △12

負ののれん償却額 △105

支払利息 241

売上債権の増減額（△は増加） 89

たな卸資産の増減額（△は増加） △418

立替揮発油税等の増減額（△は増加） 22,750

仕入債務の増減額（△は減少） 262

未払費用の増減額（△は減少） △1,526

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,511

未払揮発油税等の増減額（△は減少） △21,666

その他 △497

小計 1,337

利息及び配当金の受取額 14

利息の支払額 △295

法人税等の支払額 △312

営業活動によるキャッシュ・フロー 743

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △1,581

無形固定資産の取得による支出 △93

その他 193

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,481

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） 3,000

長期借入金の返済による支出 △1,916

配当金の支払額 △496

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 586

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △151

現金及び現金同等物の期首残高 4,469

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 4,318
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第２四半期連結累計期間

(自　平成21年１月１日　至　平成21年６月30日)

１　会計処理の原則及び手続の変更

(1)　棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

　 　第１四半期連結会計期間から平成18年７月５日公表の「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業

　　 会計基準委員会　企業会計基準第９号）を適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の

     低下による簿価切下げの方法）に変更しております。

     　この変更による損益に与える影響はありません。

 

　　(2)　リース取引に関する会計基準の適用

   　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

　　 によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日企

     業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

   （企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年

     ３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用で

     きることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売

     買取引に係る会計処理によっております。

　   　また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リー

　　 ス期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　     なお、リース取引開始日が当基準適用初年度開始前（平成20年12月31日以前）の所有権移転外ファイ

     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。

　     この変更による損益に対する影響はありません。

 

　

【簡便な会計処理】

　

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日　至　平成21年６月30日)

　　   減価償却費の算定における簡便的な会計処理

    定率法を採用している固定資産の減価償却費については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間

　　按分して算定する方法によっております。

　

【追加情報】

　
当第２四半期連結累計期間

(自　平成21年１月１日　至　平成21年６月30日)

　　   有形固定資産の耐用年数の変更

    当社及び連結子会社は、一部の機械及び装置等の有形固定資産について、法人税法の改正を契機に耐

　　用年数の見直しを行い、第１四半期連結会計期間より改正後の法人税法による耐用年数に変更してお

　　ります。これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益

　　は、それぞれ194百万円減少しております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)　　

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年12月31日)

※1　担保に供している資産

（1）下記の資産は、設備建設資金等のための長期借入
　　金（一年内返済予定の長期借入金を含む）11,436
　　百万円の担保に供しております。
 
　   預金            3,089万円
　   売掛金　        1,205
　   貯蔵品　           73
　   建物　　        1,531
　   構築物　        3,529
　   油槽　　          930
　   機械及び装置　 24,315
　   土地　　　　　　8,009
 　  計             42,684
 
（2） 上記の他に当社は連結子会社である㈱ジェネッ
　　クスの借入金に対して以下の資産を担保に供して
　　おります。　
 
　　㈱ジェネックスの株式　　　 　　   1,680百万円
　　㈱ジェネックスに対する長期貸付金  2,520百万円
 
（3） 川崎南税務署へ揮発油税及び地方揮発油税の
    納期延長のため、土地6,660百万円を、延納税額
    17,279百万円の担保に供しております。
 
※２　たな卸資産の内訳
 
 
 商品及び製品　　　　　　　　    1百万円
 原材料及び貯蔵品　　　　　　2,467百万円
 
※３　有形固定資産の減価償却累計額　190,567百万円　　
 
 
 ※　偶発債務
  (保証債務）
　従業員の住宅資金の銀行借入金に対して43百万円の
　保証を行っております。

※1　担保に供している資産

（1）下記の資産は、設備建設資金等のための長期借入
　　金（一年内返済予定の長期借入金を含む）13,262
　　百万円の担保に供しております。
 
    預金               3,756百万円
    売掛金　　　　　　 1,654
    貯蔵品　　　　　　　　74
    建物　　　　     　1,549
    構築物　　　　　　 3,574
    油槽　　　　　　　 　899
    機械及び装置　　　25,583
    土地　　　　　　　 8,009
    計                45,100
 
（2） 上記の他に当社は連結子会社である㈱ジェネッ
　　クスの借入金に対して以下の資産を担保に供して
 　 おります。
 
   ㈱ジェネックスの株式               1,680百万円
   ㈱ジェネックスに対する長期貸付金　 2,520百万円
 
（3） 川崎南税務署へ揮発油税および地方道路税の納
    期延長のため、土地6,660百万円を、延納税額
    25,934百万円の担保に供しております。
 
※２　たな卸資産の内訳
 
 
 商品及び製品　　　　　　　    0百万円
 原材料及び貯蔵品　　　　　2,049百万円
 
※３ 有形固定資産の減価償却累計額　 187,882百万円
 
 
 ※　偶発債務
 （保証債務）
 　従業員の住宅資金の銀行借入金に対して50百万円の
　 保証を行っております。
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(四半期連結損益計算書関係)

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日 
  至　平成21年６月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年４月１日 
  至　平成21年６月30日)

 

※１　販売費及び一般管理費のうち、主要な費目およ
　　　び金額は以下のとおりであります。
　　　　給与手当　　　　　　　　　　　　225百万円
　　　　租税公課　　　　　　　　　　　  114
　　　　賞与引当金繰入額                 84
　　　　役員報酬                         98
　　　　退職給付費用                     20
　　　　役員賞与引当金繰入額              4
　　　　役員退職慰労引当金繰入額          2　
 
※２　前期損益修正益の内訳は以下のとおりでありま
　　　す。
　　　　関係会社事業整理損失修正額　　  403百万円
　　 　 配管撤去費用修正額　　　　　　   19
 

 
※１　販売費及び一般管理費のうち、主要な費目およ
　　　び金額は以下のとおりであります。
        給与手当　　　　　　　　　　　　116百万円
        租税公課　　　　　　　　　　　 　38
        賞与引当金繰入額　　　　　　　 　36      
        役員報酬　　　　　　　　　　　 　52
        退職給付費用　　　　　　　　　 　10
        役員賞与引当金繰入額　　　　　 　 4
        役員退職慰労引当金繰入額　　　 　 1

　

　

　

EDINET提出書類

東亜石油株式会社(E01073)

四半期報告書

21/30



(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日 
  至　平成21年６月30日)

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結
　　 貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係　　

   現金及び預金 3,932百万円

   預け金 385　
   現金及び現金同等物 4,318　
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(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成21年６月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自　平成21年１月１日　

至　平成21年６月30日）

　

１　発行済株式の種類及び総数

　　　普通株式　　124,435,000株

　

２　自己株式の種類及び株式数

　　　普通株式　　　　 18,718株
 
３　配当に関する事項

　(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21年３月26日
定時株主総会

普通株式 497 4 平成20年12月31日 平成21年3月27日 利益剰余金

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当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)

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

　

　
石油事業
(百万円)

電気事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

7,417 1,997 9,414 ― 9,414

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

351 557 908 (908) ―

計 7,769 2,554 10,323 (908) 9,414

営業利益又は営業損失（△) 196 △201 △5 ― △5

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成21年１月１日　至　平成21年６月30日)

　

　
石油事業
(百万円)

電気事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

13,447 5,786 19,234 ― 19,234

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

1,316 1,795 3,112（3,112） ―

計 14,764 7,582 22,346（3,112） 19,234

営業利益又は営業損失（△) △3 102 99 ― 99

(注) １　事業の区分は、事業活動の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。　

　　 ２　各区分の主な製品

　　　　　(1)石油事業・・・ガソリン、灯油、軽油、重油等の精製

　　　　　(2)電気事業・・・電気、蒸気等の供給

　　 ３ 「追加情報」に記載のとおり、当社及び連結子会社は、一部の機械及び装置等の有形固定資産について、法

　人税法の改正を契機に耐用年数の見直しを行い、第１四半期連結会計期間より改正後の法人税法による耐用　　　

　　

　年数に変更しております。

　　　　これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、石油事業が137百万円減少し、電気事業が56百万円減

  少しております。
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【所在地別セグメント情報】

　

当第２四半期連結会計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

　

　　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。

　

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成21年１月１日　至　平成21年６月30日)

　

　　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。

　

EDINET提出書類

東亜石油株式会社(E01073)

四半期報告書

25/30



【海外売上高】

　

当第２四半期連結会計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

　

　　海外売上高がないため、記載を省略しております。

　

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成21年１月１日　至　平成21年６月30日)

　

　　海外売上高がないため、記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年12月31日)

１株当たり純資産額 172.29円
　

１株当たり純資産額 172.72円
　

　

２　１株当たり四半期純利益

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日 
  至　平成21年６月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年４月１日 
  至　平成21年６月30日)

１株当たり四半期純利益 3.17円
　

１株当たり四半期純利益 0.04円
　

(注)１　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。

　
　　２　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　　

項目
当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日 
  至　平成21年６月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年４月１日 
  至　平成21年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 394 4

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 394 4

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 124,417 124,416

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２【その他】

　

　特記事項はありません。
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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21年８月12日

東亜石油株式会社

取締役会　御中

　

あらた監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　小　　林　　昭　　夫　　

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　加　　藤　　達　　也　　

　

　

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21年１月１日から平成21年12月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平

成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平成21年

６月30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及び四

半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期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により行われており、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限定された手続により行わ

れた。

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21年

６月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経

営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況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。

　

追記情報

追加情報に記載のとおり、会社は、第１四半期連結会計期間より一部の機械及び装置等の有形固定資産につ

いて耐用年数を変更している。

　

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

　
 
(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　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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