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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第137期

第２四半期連結
累計期間

第138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138期
第２四半期連結
会計期間

第137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22年
　　　１月１日
至　平成22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22年
　　　４月１日
至　平成22年
　　　６月30日

自　平成21年
　　　１月１日
至　平成21年
　　　12月31日

売上高 (百万円) 19,234 17,195 9,414 8,619 35,918

経常利益又は
経常損失（△）

(百万円) △156 591 △149 △363 △883

四半期(当期)純利益又
は四半期(当期)純損失
（△）

(百万円) 394 195 4 △305 281

純資産額 (百万円) ― ― 23,188 22,763 23,051

総資産額 (百万円) ― ― 106,191 105,957 118,113

１株当たり純資産額 (円) ― ― 172.29 167.95 170.54

１株当たり四半期
(当期)純利益金額又は
(当期)純損失金額
（△）

(円) 3.17 1.57 0.04 △2.45 2.26

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― ― 20.2 19.7 18.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 743 418 ― ― 8,163

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,481 △6,475 ― ― △1,231

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 586 5,550 ― ― △5,932

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― ― 4,318 4,961 5,468

従業員数 (名) ― ― 624 646　　　　　620

(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22年6月30日現在

従業員数(名)
646
(41)

(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(外数)は、臨時雇用者（1日8時間換算）の当第２四半期連結会計期間の平均雇用人員でありま

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22年6月30日現在

従業員数(名) 574

(注) １　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。

　　 ２　従業員数が前事業年度末と比較して、91名増加しておりますが、主に当社グループ内の組織変更に伴う人員配置

の見直しによる増加であります。
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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22年４月１日
　　至　平成22年６月30日）
（千キロリットル）

前年同四半期比（％）

揮 発 油 527 △10.1

灯油・ジェット燃料・軽油 531 △22.3

Ａ 重 油 52 4.0

Ｂ・Ｃ重油 20 △83.2

その他 191 △14.3

合    計 1,321 △20.5

(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22年４月１日
    至　平成22年６月30日）

（百万円）

前年同四半期比（％）

石油事業 7,205 △2.9

電気事業 1,413 △29.2

合計 8,619 △8.4

(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

前第２四半期連結会計期間 当第２四半期連結会計期間

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％)

昭和シェル石油株式会社 7,328 77.8 7,170 83.2

東京電力株式会社 1,992 21.2 1,411 16.4

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) 経営成績の分析

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、大企業製造業を中心に景況感が改善

し景気回復の裾野は着実に広がっていると言われておりますが、欧州の景気回復鈍化や米国・中国経済の

減速懸念など世界経済の先行き不透明感や円高・原材料高など日本経済の前には懸念材料が山積している

状況であります。一方、石油事業では人口の減少や少子高齢化等による国内石油需要の構造的減少が継続し

ている状況にあり、設備過剰問題が浮上してくるなど勝ち残りの条件が一段と厳しいものとなってきてお

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、1,384千キロリットル（前年同四半期比21.3％

減）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8,619百万円（前年同四半期比8.4％

減）、営業損失112百万円（前年同四半期は5百万円の営業損失）、経常損失363百万円（前年同四半期は149

百万円の経常損失）、四半期純損失305百万円（前年同四半期は4百万円の四半期純利益）を計上すること

となりました。
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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大規模な定期修繕工事を無事完工するとともに、京浜製

油所の各装置は計画通りに操業を続けております。 

　しかしながら、本年４～５月に行われた大規模な定期修繕工事の影響等により、原油精製委託契約におい

て市場価格に基づき算定される精製マージンは減少しております。 

　一方、電気事業で使用する燃料仕入に係る損益状況については、比較的安価な燃料の使用が増加したこと

などによって、当第２四半期連結会計期間においても改善が図られました。 

　売上高は7,474百万円（前年同四半期比3.8％減）、営業損失は181百万円（前年同四半期は196百万円の営

業利益）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定期点検工事を完工し、その後順調に操業を続け

ております。 

　売上高は1,926百万円（前年同四半期比24.6％減）、営業利益は69百万円（前年同四半期は201百万円の営

業損失）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105,957百万円となり、前連結会計年度末に比べ12,156百

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83,193百万円

となり、前連結会計年度末に比べ11,868百万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

ことによるものです。

　純資産は22,763百万円となり、前連結会計年度末に比べ287百万円の減少となりました。これは主に利益剰

余金が、配当の支出により減少し、また、その他有価証券評価差額金が減少したことによるものです。

　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19.7％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、前年同四半期末に比べ643百万円増加し、

4,961百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、修繕引当金の減少などにより資金が減少したものの、仕入債務、

未払費用の増加などにより前年同四半期に比べ、資金が3,161百万円増加し、522百万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、前年同四半期に比べ、

資金が3,343百万円減少し、4,570百万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、短期借入金の減少などにより資金が減少したものの、長期借入金

の返済による支出が減少したため、前年同四半期に比べ、資金が39百万円増加し、4,316百万円の純収入とな

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。今後と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。
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(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

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22年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年８月12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。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

     該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

     該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成22年６月30日 ― 124,435― 8,415 ― 4,687
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(6) 【大株主の状況】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成22年６月30日現在

氏名または名称 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

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 1.75

角田　　博 東京都新宿区市谷加賀町二丁目５番12号 2,170 1.74

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 1,761 1.41

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 大阪府大阪市中央区北浜四丁目５番33号

1,433 1.15（常任代理人 日本トラスティ・
サービス信託銀行株式会社） （東京都中央区晴海一丁目８番11号）

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 1.14

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 1.03

ロイヤル バンク オブ カナダ
（チャネル アイランド）リミ
テッド レジアカウント

Ｐ．Ｏ．ＢＯＸ ４８ ＣＡＮＡＤＡ ＣＯＵＲ
Ｔ，ＳＴ ＰＥＴＥＲ ＰＯＲＴ ＧＵＥＲＮＳＥ
Ｙ，ＣＨＡＮＮＥＬ ＩＳＬＡＮＤ ＧＹＩ ３Ｂ
Ｑ 800 0.64

（常任代理人 スタンダードチャー
タード銀行）

（東京都千代田区永田町二丁目11番１号）

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町一丁目１番２号 750 0.60

日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社(中央三井アセット信
託銀行再信託分・ＣＭＴＢエクイ
ティインベストメンツ株式会社信
託口)

東京都中央区晴海一丁目８番11号 750 0.60

計 　 76,506 61.48
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成22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 21,000

―
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

124,317,000
124,317 同上

単元未満株式
普通株式
97,000

― 同上

発行済株式総数 124,435,000― ―

総株主の議決権 ― 124,317 ―

(注)　１ 「完全議決権株式(その他)」には、証券保管振替機構名義の株式が12,000株(議決権12個)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240株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成22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

21,000 ― 21,000 0.0

計 ― 21,000 ― 21,000 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22年
　１月 　２月 　３月 　４月 　５月 　６月

最高(円) 104 95 97 112 104 101

最低(円) 93 84 86 96 90 92

(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。

　

　

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、前第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）及び前第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）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当

第２四半期連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日）及び当第２四半期連結累計期間（平

成22年１月１日から平成22年６月30日）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しておりま

す。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第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）及び前第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）に係る四半期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30

日）及び当第２四半期連結累計期間(平成22年１月１日から平成22年６月30日)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22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21年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※1
 4,746

※1
 4,916

売掛金 ※1
 2,919

※1
 905

たな卸資産 ※1, ※2
 2,567

※1, ※2
 2,569

立替揮発油税等 29,458 46,825

その他 3,434 2,445

流動資産合計 43,126 57,663

固定資産

有形固定資産

構築物（純額） 7,868 8,090

機械及び装置（純額） 27,871 22,326

土地 19,430 19,430

その他（純額） 4,183 5,164

有形固定資産合計 ※1, ※3
 59,353

※1, ※3
 55,011

無形固定資産 238 288

投資その他の資産 ※1
 3,238

※1
 5,151

固定資産合計 62,830 60,450

資産合計 105,957 118,113

負債の部

流動負債

買掛金 569 343

短期借入金 ※1
 29,891

※1
 23,148

未払揮発油税等 ※1
 28,056

※1
 44,595

引当金 325 336

その他 10,081 7,455

流動負債合計 68,924 75,879

固定負債

長期借入金 ※1
 9,154

※1
 9,850

退職給付引当金 1,920 1,821

特別修繕引当金 2,074 2,067

修繕引当金 268 4,521

その他の引当金 18 17

その他 832 902

固定負債合計 14,268 19,181

負債合計 83,193 95,061
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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21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 7,631 7,934

自己株式 △3 △3

株主資本合計 20,730 21,033

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 164 184

評価・換算差額等合計 164 184

少数株主持分 1,868 1,833

純資産合計 22,763 23,051

負債純資産合計 105,957 118,113
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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)

前第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２四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
　至 平成22年６月30日)

売上高 19,234 17,195

売上原価 18,400 15,452

売上総利益 833 1,743

販売費及び一般管理費 ※1
 734

※1
 788

営業利益 99 954

営業外収益

受取利息 2 2

受取配当金 － 12

負ののれん償却額 105 －

その他 24 12

営業外収益合計 131 27

営業外費用

支払利息 241 179

固定資産処分損 61 173

その他 83 36

営業外費用合計 386 390

経常利益又は経常損失（△） △156 591

特別利益

前期損益修正益 ※2
 422

※2
 74

特別利益合計 422 74

特別損失

前期損益修正損 － ※3
 12

投資有価証券評価損 － 154

特別損失合計 － 167

税金等調整前四半期純利益 266 498

法人税、住民税及び事業税 49 30

法人税等調整額 △137 237

法人税等合計 △88 268

少数株主利益又は少数株主損失（△） △40 35

四半期純利益 394 195
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【第２四半期連結会計期間】
(単位：百万円)

前第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)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

売上高 9,414 8,619

売上原価 9,071 8,356

売上総利益 343 262

販売費及び一般管理費 ※1
 348

※1
 374

営業損失（△） △5 △112

営業外収益

受取利息 0 1

受取配当金 － 12

負ののれん償却額 52 －

その他 18 6

営業外収益合計 72 20

営業外費用

支払利息 115 88

固定資産処分損 58 166

その他 42 17

営業外費用合計 216 271

経常損失（△） △149 △363

特別利益

前期損益修正益 － ※2
 74

特別利益合計 － 74

特別損失

投資有価証券評価損 － 154

特別損失合計 － 154

税金等調整前四半期純損失（△） △149 △443

法人税、住民税及び事業税 △554 △469

法人税等調整額 487 356

法人税等合計 △66 △112

少数株主損失（△） △87 △25

四半期純利益又は四半期純損失（△） 4 △305
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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)

前第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２四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
　至 平成22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 266 498

減価償却費 3,384 2,607

有形固定資産除却損 61 173

引当金の増減額（△は減少） 8 △14

退職給付引当金の増減額（△は減少） 49 99

修繕引当金の増減額（△は減少） △374 △4,253

特別修繕引当金の増減額（△は減少） 336 6

受取利息及び受取配当金 △12 △14

負ののれん償却額 △105 －

支払利息 241 179

投資有価証券評価損益（△は益） － 154

売上債権の増減額（△は増加） 89 △2,014

たな卸資産の増減額（△は増加） △418 2

立替揮発油税等の増減額（△は増加） 22,750 17,366

仕入債務の増減額（△は減少） 262 226

未払費用の増減額（△は減少） △1,526 3,069

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,511 △898

未払揮発油税等の増減額（△は減少） △21,666 △16,539

その他 △497 236

小計 1,337 886

利息及び配当金の受取額 14 15

利息の支払額 △295 △230

法人税等の支払額 △312 △253

営業活動によるキャッシュ・フロー 743 418

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 △6,384

無形固定資産の取得による支出 △93 △2

その他 193 △87

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,481 △6,475

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 7,400

長期借入金の返済による支出 △1,916 △1,352

配当金の支払額 △496 △497

その他 △0 0

財務活動によるキャッシュ・フロー 586 5,550

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △151 △506

現金及び現金同等物の期首残高 4,469 5,468

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 4,318

※1
 4,961
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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22年１月１日　至　平成22年６月30日)

 
会計処理の原則及び手続の変更

 

重要な減価償却資産の減価償却の方法

　　有形固定資産

　　　リース資産以外の有形固定資産

 

当社の有形固定資産の減価償却の方法については、従来、定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得

した建物（建物付属設備は除く）については定額法）を採用しておりましたが、第１四半期連結会計期

間より有形固定資産の減価償却の方法を定額法に変更しております。

従来は、事業変化に対応した投下資本の早期回収と、技術革新等を原因とする設備の陳腐化への対応を

考慮して、早期に減価償却費を計上し保守的な会計処理ができる定率法を採用してまいりました。しか

し、昨今の石油事業をとりまく経済環境の変化を受け、石油精製事業の構造改革を推進するために、中長

期計画見直しの一環として、当社の保有する精製設備の償却方法を再度検討いたしました。

この結果、近年では現有設備の維持を目的とした投資が大半を占めたことに伴い、投資の早期回収の必

要性が低下したことや、精製設備を長期安定的に利用することにより、投資効果や収益に安定的に貢献す

ることが見込まれることから、取得原価を耐用年数にわたって均等配分することにより費用と収益の対

応を図ることが可能となり、また、当社の石油精製設備の償却方法を、親会社である昭和シェル石油株式

会社が採用する定額法に統一することにより、当社グループの経営実態をより的確に反映するため、有形

固定資産の減価償却方法を定額法へ変更いたしました。

この変更により、従来の方法によった場合と比較して営業利益は688百万円、経常利益及び税金等調整

前四半期純利益は684百万円増加しております。

なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載しております。
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【表示方法の変更】

　
当第２四半期連結累計期間

(自  平成22年１月１日  至  平成22年６月30日)

(四半期連結損益計算書関係)

　前第２四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた「受取配当金」は、営業外収益総額

の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記することとしております。なお、前第２四半期

連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取配当金」は10百万円であります。

　

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

(四半期連結損益計算書関係)

　前第２四半期連結会計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた「受取配当金」は、営業外収益総額

の100分の20を超えたため、当第２四半期連結会計期間では区分掲記することとしております。なお、前第２四半期

連結会計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取配当金」は10百万円であります。
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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22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成21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）8,866
　　百万円の担保に供しております。
 
　   預金            3,960百万円
　   売掛金　          981
　   貯蔵品　           79
　   建物　　          493
　   構築物　          654
　   機械及び装置　 13,011
 　  計             19,181
 
 
 
（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揮発油税の
    納期延長のため、土地6,660百万円を、延納税額
    16,602百万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　　　　　　2,566百万円

 
※３　有形固定資産の減価償却累計額
      及び減損損失累計額　 192,794百万円　　
 
 
※ 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31百万円の
　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）10,218
　　百万円の担保に供しております。
 
    預金               4,027百万円
    売掛金　　　　　　 1,133
    貯蔵品　　　　　　　　82
    建物　　　　     　1,506
    構築物　　　　　　 3,491
    油槽　　　　　　　 　932
    機械及び装置　　　21,825
    土地　　　　　　　 8,009
    計                41,008
 
（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揮発油税の
    納期延長のため、土地6,660百万円を、延納税額
    20,677百万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　　　　　2,568百万円

 
※３ 有形固定資産の減価償却累計額
     及び減損損失累計額　191,910百万円
 
 
※ 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36百万円の
　 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)

第２四半期連結累計期間

　

前第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２四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日 
  至　平成22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　　　　　　　　　　　　293百万円
　　　　租税公課　　　　　　　　　　　 　76
　　　　賞与引当金繰入額                 93
　　　　役員報酬                         89
　　　　退職給付費用                     26
　　　　役員賞与引当金繰入額              3
　　　　役員退職慰労引当金繰入額          0　
 
※２　前期損益修正益の内訳は以下のとおりでありま
　　　す。
 
　　　　環境対策費用修正額　　　　　　　 74百万円
 
 
※３　前期損益修正損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　　　 12百万円
 

　

　

第２四半期連結会計期間

　

前第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)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22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　　　　　　　　　　　　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
 
　　　　　　――――――――――――
 
 
 
 

　
※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　　　　　　　　　　　　148百万円
　　　　租税公課　　　　　　　　　　　　 16
　　　　賞与引当金繰入額　　　　　　　　 47
　　　　役員報酬　　　　　　　　　　　　 40
　　　　退職給付費用　　　　　　　　　　 13
　　　　役員賞与引当金繰入額　　　　　　　1
　　　　役員退職慰労引当金繰入額　　　　　0
　
※２　前期損益修正益の内訳は以下のとおりでありま
　　　す。
 
　　　　環境対策費用修正額　　　　　　　 74百万円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第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２四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日 
  至　平成22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　　

※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　

　

   現金及び預金 4,746百万円

   預け金 215　
   現金及び現金同等物 4,961　
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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22年６月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自　平成22年１月１日　

至　平成22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　　　　 21,240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22年３月25日
定時株主総会

普通株式 497 4 平成21年12月31日 平成22年3月26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】

前第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

(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  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。

　

当第２四半期連結会計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22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

7,205 1,413 8,619 ― 8,619

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

268 512 781 (781) ―

計 7,474 1,926 9,400 (781) 8,619

営業利益又は営業損失(△) △181 69 △112 ― △112

(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  当社は、第１四半期連結会計期間よりリース資産以外の有形固定資産について、減価償却方法を定率法か

　ら定額法に変更しております。　
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前第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  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、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。

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成22年１月１日　至　平成22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

13,280 3,914 17,195 ― 17,195

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

628 1,321 1,950 (1,950) ―

計 13,909 5,236 19,146(1,950)17,195

営業利益 534 419 954 ― 954

(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  当社は、第１四半期連結会計期間よりリース資産以外の有形固定資産について、減価償却方法を定率法か

　ら定額法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688百万円増加しております。
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【所在地別セグメント情報】

前第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２四半期連結会計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22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。

　

前第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。

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成22年１月１日　至　平成22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。

　

【海外売上高】

前第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２四半期連結会計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22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。

　

前第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。

　
当第２四半期連結累計期間(自　平成22年１月１日　至　平成22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22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成21年12月31日)

　 　

１株当たり純資産額 167.95円
　

　 　

１株当たり純資産額 170.54円
　

　

２  １株当たり四半期純利益金額

　第２四半期連結累計期間

前第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２四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日 
  至　平成22年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 3.17円
　

１株当たり四半期純利益金額 1.57円
　

(注)１　　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、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金額の算定上の基礎
　

項目
前第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２四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日 
  至　平成22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) 394 195

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 394 195

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) 124,417 124,414

　
第２四半期連結会計期間

前第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)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 0.04円
　

１株当たり四半期純損失金額(△) △2.45円
　

(注)１　　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、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金額又は1株当たり四半期純損失金額(△)の算定上の基礎

　

項目
前第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)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益又は四半
期純損失(△)(百万円)

4 △305

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失
(△)(百万円)

4 △305

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) 124,416 124,414

　
(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　 　　　   印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    加 藤 達 也　　　　    印

　

　

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

石油株式会社の平成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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22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　 　　　   印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    加 藤 達 也　　　　    印

　

　

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

石油株式会社の平成22年１月１日から平成22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22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成22年１月１日から平成22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22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

　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に記載のとおり、会社は、第１四半期連

結会計期間より有形固定資産の減価償却方法を変更している。

　
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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