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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139期

第２四半期　　　　　連結累
計期間

第140期
第２四半期　　　　　連結累

計期間
第139期

会計期間
自　平成23年１月１日
至　平成23年６月30日

自　平成24年１月１日
至　平成24年６月30日

自　平成23年１月１日
至　平成23年12月31日

売上高 (百万円) 15,974 16,291 31,756

経常利益 (百万円) 743 446 1,540

四半期(当期)純利益 (百万円) 352 111 672

四半期包括利益又は
包括利益

(百万円) 469 170 822

純資産額 (百万円) 23,999 24,016 24,351

総資産額 (百万円) 112,056 101,907 116,759

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 2.83 0.89 5.41

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 (％) 19.6 21.4 19.0

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

(百万円) 5,418 △2,731 12,546

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

(百万円) △1,614 △2,818 △3,942

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

(百万円) △3,746 4,628 △7,465

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

(百万円) 4,993 5,152 6,073

　

回次
第139期

第２四半期　　　　　連結会
計期間

第140期
第２四半期　　　　　連結会

計期間

会計期間
自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日

自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日

１株当たり四半期純利益
又は四半期純損失（△）

(円) 1.80 △0.55

　
(注)　１.　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については

　　 記載しておりません。

　　　２.　売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　３.　第139期第２四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計

　　 基準」（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。

　　　４.　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２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）において営まれてい

る事業の内容について、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生また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」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【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。

　

３ 【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２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、歴史的な円高進行が一服したほか、復興予算などの

政策効果により国内需要が堅調だったことを背景に大企業の景況感が改善しておりますが、欧州債務危機

や為替動向など先行き不透明な要素も多く、国内景気がこのまま順調に回復を続けるかは予断を許さない

状況です。

　当社が営む石油事業においては国内石油需要の構造的減少が継続している状況に何ら変化はなく、依然と

して厳しい事業環境が継続しております。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２四半期連結累計期間の原油および原料油処理量は、1,514千キロリットル（前年同四半期比68.9％

減）となりました。また、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高16,291百万円（前年同四半期比2.0％

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

四半期純利益111百万円（前年同四半期比68.4％減）を計上することとなりました。

　
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＞

石油事業においては、平成24年４月～５月の期間にボイラー／一圧整備工事のために装置の稼働を

停止いたしました。また、整備工事後の運転開始作業中に一部装置において不具合が生じたため、装置

の停止期間が当初の予定より長期化いたしました。一方で発電用副生ガスの評価方法を見直したこと

などにより、発電設備に供給される燃料コストは前年同四半期に比べ低下しております。

　以上の結果、売上高は15,500百万円（前年同四半期比30.9%増）、セグメント利益（営業利益）は189

百万円（前年同四半期比44.0%減）となりました。

　
＜電気事業部門＞

電気事業においては、株式会社ジェネックス水江発電所は当社京浜製油所と同様に一定期間装置の

稼働を停止いたしました。

　以上の結果、売上高は5,868百万円（前年同四半期比7.9%減）、セグメント利益（営業利益）は467百

万円（前年同四半期比21.2%減）となりました。
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(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101,907百万円となり、前連結会計年度末に比べ　14,852

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77,890百万円となり、前連結会計年度末に比べ14,516百万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24,016百万円となり、前連結会計年度末に比べ336百万円の減少となりました。これは主に四半期

純利益の増加を配当の支出が上回り利益剰余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21.4％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5,152百万円（前年同四半期末は4,993百万

円）となりました。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費、税金等調整前四半期純利益、仕入債務の増加などの収

入を、修繕引当金、未払消費税等の減少などの支出が上回ったことにより、2,731百万円の純支出（前年同四

半期は5,418百万円の純収入）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、2,818百万円の純支出

（前年同四半期は1,614百万円の純支出）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増加などにより、4,628百万円の純収入（前年同四半

期は3,746百万円の純支出）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２四半期連結累計期間において、当社グループの事業上および財務上の対処すべき課題に重要

な変更およ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主に関東地方への石油製品の

供給を担当する基幹石油精製会社であります。今後も昭和シェル石油グループの一員として同グルー

プ各社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

　該当事項はありません。
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第３ 【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24年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年８月10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24年６月30日 ― 124,435― 8,415 ― 4,687
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(6) 【大株主の状況】

　

平成24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

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

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 1,768 1.42

角  田     　博 東京都新宿区市谷 1,600 1.28

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

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

大  津       明 福岡県福岡市博多区 880 0.70

ＣＢＮＹ　ＤＦＡ　ＩＮＴＬ　ＳＭ
ＡＬＬ　ＣＡＰ　ＶＡＬＵＥ　ＰＯ
ＲＴＦＯＬＩＯ
（常任代理人　シティバンク銀行
株式会社）

３８８ ＧＲＥＥＮＷＩＣＨ ＳＴＲＥＥＴ，
ＮＹ， ＮＹ １００１３， ＵＳＡ
（東京都品川区東品川二丁目３番14号）

822 0.66

ＲＯＹＡＬ　ＢＡＮＫ　ＯＦ　ＣＡ
ＮＡＤＡ（ＣＨＡＮＮＥＬ　ＩＳ
ＬＡＮＤＳ）ＬＩＭＩＴＥＤ－
ＲＥＧＩＳＴＥＲＥＤ　ＣＵＳＴ
ＯＤＹ
（常任代理人　シティバンク銀行
株式会社）

ＣＡＮＡＤＡ ＣＯＵＲＴ， ＵＰＬＡＮＤ 
ＲＯＡＤ， ＳＴ ＰＥＴＥＲ ＰＯＲＴ ＧＵ
ＥＲＮＳＥＹ， ＧＹ１ ３ＢＱ， ＣＨＡＮ
ＮＥＬ ＩＳＬＡＮＤＳ
（東京都品川区東品川二丁目３番14号）

800 0.64

計 ― 74,712 60.04
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成24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 22,000

―
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

124,315,000
124,315 同上

単元未満株式
普通株式
98,000

― 同上

発行済株式総数 124,435,000― ―

総株主の議決権 ― 124,315 ―

(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567株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成24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

22,000 ― 22,000 0.0

計 ― 22,000 ― 22,000 0.0

　

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【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)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、第２四半期連結会計期間(平成24月４月１日

から平成24年６月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成24年１月１日から平成24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)

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,561 4,490

売掛金 2,234 2,877

たな卸資産 ※1
 1,822

※1
 2,455

立替揮発油税等 46,085 31,965

その他 1,780 1,944

流動資産合計 57,484 43,732

固定資産

有形固定資産

構築物（純額） 7,546 7,270

機械及び装置（純額） 24,009 23,938

土地 19,430 19,430

その他（純額） 3,883 3,658

有形固定資産合計 54,869 54,297

無形固定資産 145 111

投資その他の資産 4,259 3,765

固定資産合計 59,274 58,174

資産合計 116,759 101,907

負債の部

流動負債

買掛金 460 857

短期借入金 25,135 31,135

未払揮発油税等 43,890 30,443

引当金 316 309

その他 7,098 3,476

流動負債合計 76,901 66,222

固定負債

長期借入金 6,551 5,684

退職給付引当金 2,043 2,031

特別修繕引当金 1,992 1,928

修繕引当金 4,079 1,290

その他の引当金 14 15

その他 824 716

固定負債合計 15,506 11,668

負債合計 92,407 77,890

EDINET提出書類

東亜石油株式会社(E01073)

四半期報告書

10/20



(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 8,415 8,415

資本剰余金 4,687 4,687

利益剰余金 9,004 8,618

自己株式 △3 △3

株主資本合計 22,103 21,717

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 122 123

その他の包括利益累計額合計 122 123

少数株主持分 2,125 2,174

純資産合計 24,351 24,016

負債純資産合計 116,759 101,907
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
　至 平成23年６月30日)

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

売上高 15,974 16,291

売上原価 14,233 14,986

売上総利益 1,741 1,304

販売費及び一般管理費 ※1
 810

※1
 647

営業利益 931 656

営業外収益

受取利息 2 1

受取配当金 2 2

受取保証料 8 2

業務受託料 － 11

その他 8 6

営業外収益合計 21 25

営業外費用

支払利息 160 140

固定資産処分損 4 54

その他 43 40

営業外費用合計 208 236

経常利益 743 446

特別利益

たな卸資産売却益 2 －

特別利益合計 2 －

特別損失

関係会社事業整理損失繰入額 － 1

事故関連費用 － 4

特別損失合計 － 5

税金等調整前四半期純利益 746 441

法人税、住民税及び事業税 324 8

法人税等調整額 △28 264

法人税等合計 295 272

少数株主損益調整前四半期純利益 451 168

少数株主利益 99 57

四半期純利益 352 111
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【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
　至 平成23年６月30日)

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

少数株主損益調整前四半期純利益 451 168

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 18 1

その他の包括利益合計 18 1

四半期包括利益 469 170

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 370 112

少数株主に係る四半期包括利益 99 57
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
　至 平成23年６月30日)

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

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 746 441

減価償却費 2,964 3,229

有形固定資産除却損 4 54

引当金の増減額（△は減少） 15 △2

退職給付引当金の増減額（△は減少） 100 △11

修繕引当金の増減額（△は減少） 1,392 △2,788

特別修繕引当金の増減額（△は減少） △35 △63

受取利息及び受取配当金 △5 △4

支払利息 160 140

売上債権の増減額（△は増加） 595 △642

たな卸資産の増減額（△は増加） 319 △632

立替揮発油税等の増減額（△は増加） 12,533 14,119

仕入債務の増減額（△は減少） △352 396

未払費用の増減額（△は減少） △888 △319

未払消費税等の増減額（△は減少） 89 △2,120

未払揮発油税等の増減額（△は減少） △11,936 △13,447

その他 △76 57

小計 5,628 △1,593

利息及び配当金の受取額 7 8

利息の支払額 △209 △189

法人税等の支払額 △7 △956

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,418 △2,731

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 △1,608 △2,917

その他 △5 99

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,614 △2,818

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） △2,550 6,000

長期借入金の返済による支出 △695 △867

配当金の支払額 △497 △497

少数株主への配当金の支払額 △4 △8

その他 1 1

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,746 4,628

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 57 △921

現金及び現金同等物の期首残高 4,935 6,073

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 4,993

※1
 5,152
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【追加情報】

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

 

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

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

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

 

　

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

 
※１　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　　　　　       1,821百万円
 

 
※１　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　　　　       　2,454百万円
 

　

　

(四半期連結損益計算書関係)

　

前第２四半期連結累計期間
(自　平成23年１月１日 
  至　平成23年６月30日)

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

※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。　

※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
租税公課

281
110
百万円

賞与引当金繰入額
役員報酬
退職給付費用
役員賞与引当金繰入額

114
75
24
3　

役員退職慰労引当金繰入額 0　
　

給与手当
租税公課
賞与引当金繰入額
役員報酬
退職給付費用

139
78
127
58
58

百万円

役員賞与引当金繰入額 2　
役員退職慰労引当金繰入額 0　

　

　
　
(四半期連結キャッシュ・フロー関係)

　

前第２四半期連結累計期間
(自　平成23年１月１日 
  至　平成23年６月30日)

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

※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 4,927百万円

   預け金 65　
   現金及び現金同等物 4,993　

　

   現金及び預金 4,490百万円

   預け金 662　
   現金及び現金同等物 5,152　
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(株主資本等関係)

　　
Ⅰ　前第２四半期連結累計期間(自　平成23年１月１日　至　平成23年６月30日）
　　
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23年３月28日
定時株主総会

普通株式 497 ４ 平成22年12月31日 平成23年3月29日 利益剰余金

　　
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間の末日後となるもの
　

　　該当事項はありません。

　
　
Ⅱ　当第２四半期連結累計期間(自　平成24年１月１日　至　平成24年６月30日）
　　
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24年３月26日
定時株主総会

普通株式 497 ４ 平成23年12月31日 平成24年3月27日 利益剰余金

　　
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

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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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成23年１月１日  至  平成23年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント
調整額
（注）1

四半期連結損益計
算書計上額
（注）2石油事業 電気事業 計

売上高 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 11,133 4,841 15,974 ― 15,974

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

705 1,532 2,237 △2,237 ―

計 11,838 6,374 18,212△2,237 15,974

セグメント利益 337 593 931 ― 931

　　(注)1　調整額はセグメント間取引消去であります。

　　　　2　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

　
　

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

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント
調整額
（注）1

四半期連結損益計
算書計上額
（注）2石油事業 電気事業 計

売上高 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 12,077 4,213 16,291 ― 16,291

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

3,423 1,655 5,078 △5,078 ―

計 15,500 5,868 21,369△5,078 16,291

セグメント利益 189 467 656 ― 656

　　(注)1　調整額はセグメント間取引消去であります。

　　　　2　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

　
前第２四半期連結累計期間
(自　平成23年１月１日 
  至　平成23年６月30日)

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

　１株当たり四半期純利益（円） 2.83 0.89

　（算定上の基礎） 　 　

　四半期純利益（百万円） 352 111

　普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

　普通株式に係る四半期純利益（百万円） 352 111

　普通株式の期中平均株式数（千株） 124,413 124,412

(注)　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。

　
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　
　

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24年８月９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　 山　本　　昌　弘    印

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士 　田　邊　　晴　康    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24年１月１日から平成24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24年４月１日から平成24年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年１月１日から平成24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、四半期
連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、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
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。
四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
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24年
６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・
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。
　
利害関係
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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