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注意事項

この資料には､当社グループ（当社及び連結子会社）の将来についての計画や戦略、

業績に関する予想、見通しの記述が含まれています。

これらの記述は、本資料の発表日現在における情報に基づき判断したものであり、

リスクや不確実性を含んでおります。

従いまして、経済情勢や市場動向、並びに為替レートの変動等の要因により記載の

予想数値とは異なる結果となる可能性がありますので、予めご了承下さい。
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出光興産様出光興産様出光興産様出光興産様とのとのとのとの経営統合経営統合経営統合経営統合にににに向向向向けたけたけたけた

検討検討検討検討のののの本格化本格化本格化本格化についてについてについてについて

2015年年年年8月月月月6日日日日

昭和昭和昭和昭和シェルシェルシェルシェル石油株式会社石油株式会社石油株式会社石油株式会社
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7月月月月30日日日日のののの発表内容発表内容発表内容発表内容についてについてについてについて

①①①① 出光興産様出光興産様出光興産様出光興産様とととと昭和昭和昭和昭和シェルシェルシェルシェル石油石油石油石油はははは、、、、対等対等対等対等のののの精神精神精神精神でででで経営統合経営統合経営統合経営統合にににに向向向向けてけてけてけて検討検討検討検討をををを本格的本格的本格的本格的にににに進進進進めていくことめていくことめていくことめていくこと

これまでにこれまでにこれまでにこれまでに決決決決まったことまったことまったことまったこと

（国内燃料油販売シェア） ※ガソリン~Ｃ重油、2014年4月~2015年3月の各社決算資料、経済産業省

昭和昭和昭和昭和シェルシェルシェルシェル+出光興産出光興産出光興産出光興産

業界業界業界業界トップクラスのトップクラスのトップクラスのトップクラスの規模規模規模規模へへへへ

（当社株式所有比率） ※議決権ベース

②②②② 出光興産様出光興産様出光興産様出光興産様がががが当社発行済当社発行済当社発行済当社発行済みみみみ株式数株式数株式数株式数のののの約約約約33.3%をシェルグループからをシェルグループからをシェルグループからをシェルグループから取得取得取得取得することすることすることすること
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2015年度第年度第年度第年度第2四半期決算四半期決算四半期決算四半期決算

2015年年年年8月月月月6日日日日

昭和昭和昭和昭和シェルシェルシェルシェル石油株式会社石油株式会社石油株式会社石油株式会社
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業績概要業績概要業績概要業績概要 （（（（2015年年年年1-6月月月月））））

決算決算決算決算ハイライトハイライトハイライトハイライト

石油事業石油事業石油事業石油事業ハイライトハイライトハイライトハイライト

エネルギーソリューションエネルギーソリューションエネルギーソリューションエネルギーソリューション事業事業事業事業ハイライトハイライトハイライトハイライト

（注）「その他」および「調整額」は石油事業に含む

* CCS: Current Cost of Supply （在庫評価の影響を除いたもの）

2014年

1-6月

2015年

1-6月

億円

石油事業営業利益（CCS*ベース） 14 313

エネルギーソリューション事業営業利益 111 -17

CCS*ベース営業利益 125 295

経常利益 173 137

CCS*ベース経常利益 129 294

当期純利益 140 89

1株当たり当期純利益（円） 37.1 23.8

営業活動によるキャッシュ･フロー -327 -196

1株当たり配当金（円） 19.0 19.0

� 累計期間の経常利益は137 億円、CCSベース経常

利益は294億円と前年同期比128%の増益。当第2
四半期のCCSベース経常利益は、前四半期比で

大幅に増加し、214億円となった。4-6月の四半期と

しては2004年の四半期決算導入以来、最高水準

� 当第2四半期の石油事業のCCS営業利益は前四半

期比で大幅に増加。エネルギーソリューション事業

営業利益は前回予想の範囲内で推移

� 営業キャッシュフローは、CCSベース利益の増益に

伴い、前年同期比で改善

� （太陽電池事業） 販売数量は増加するも、販売価格

の下落により、営業損失は前四半期比ほぼ同水準で

推移。東北工場立ち上げコストは計画に基づき発生

� （電力事業）前年同期比では減益となるも、安定的な

発電所稼働を背景に、安定的な収益貢献

� 国内燃料油マージンは原油価格が上昇基調に転じる

中、需給バランスが適正に維持されたことにより、

健全なレベルで安定的に推移

� 累計期間のガソリン・軽油などの主要4油種合計の

国内販売数量対前年伸び率は業界平均を上回った

� グループ製油所は業界平均を上回る高稼働を維持
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事業環境事業環境事業環境事業環境－－－－原油原油原油原油、、、、為替為替為替為替

ドバイドバイドバイドバイ原油価格原油価格原油価格原油価格 為替為替為替為替レートレートレートレート（（（（ドルドルドルドル）））） 原油通関原油通関原油通関原油通関CIF価格価格価格価格

USD/bbl 円/USD 円/リットル

出典： 財務省「貿易統計」
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事業環境事業環境事業環境事業環境（（（（4-6月月月月）－）－）－）－石油事業石油事業石油事業石油事業

※国内スポット価格－原油通関CIF ※ スポット製品価格－ ドバイ原油スポット価格

� 4-6月の国内石油製品マージンは、前四半期比で回復。原油価格が安定的に推移したこと、製品価格絶対値の

低下と景気回復基調が需要を下支えしていること、国内需給バランスが適切に維持されたことなどが背景

� ミックスキシレンおよびベンゼン等の化成品マージンについては、原油価格が底打ちしたことにより、前四半期比

で改善。アジアの一部石化プラントのトラブルもマージン改善に寄与した

アジアアジアアジアアジア極東地域極東地域極東地域極東地域 化成品化成品化成品化成品マージンマージンマージンマージン
国内石油製品国内石油製品国内石油製品国内石油製品マージンマージンマージンマージン
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決算決算決算決算ハイライトハイライトハイライトハイライト （（（（1-6月月月月））））

� 原油価格原油価格原油価格原油価格およびおよびおよびおよび為替為替為替為替レートレートレートレート

� 連結損益計算書連結損益計算書連結損益計算書連結損益計算書ハイライトハイライトハイライトハイライト

2014年度 2015年度
1-6月実績 1-6月実績

売上高 1,540,033 1,148,480 - 391,553 -25.4%

営業利益 16,885 13,898 - 2,986 -17.7%

営業外損益 420 -153 - 573 -

経常利益 17,305 13,745 - 3,560 -20.6%

　　※在庫影響 4,340 -15,678 - 20,019 -

　　※CCSベース経常利益 12,965 29,423 + 16,458 +126.9%

特別損益 769 4,455 + 3,686 +479.3%

当期純利益 14,000 8,996 - 5,004 -35.7%

増減    前年同期比(%)（百万円）

【注】ｶﾚﾝﾄ･ｺｽﾄ･ｵﾌﾞ･ｻﾌﾟﾗｲ（CCS）ベースの収益：たな卸資産の評価の影響を除いた原価を用いて算出する収益

2014年度 2015年度

1-6月実績 1-6月実績

ドバイ原油価格 （USD/バレル） 105.3 56.6

    為替レート (円/USD) 102.5 120.3
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� 売上高売上高売上高売上高

セグメントセグメントセグメントセグメント情報情報情報情報 （（（（1-6月月月月））））

� 営業利益営業利益営業利益営業利益

・石油事業： 揮発油、ナフサ、灯油、軽油、重油、潤滑油、LPG、アスファルト、化成品等石油製品等の製造・販売

・エネルギーソリューション事業： 太陽電池モジュールの製造・販売及び電力の卸供給

・その他： 不動産、建設工事、自動車用品の販売及びリース業等

2014年実績 2015年実績
1-6月 1-6月

石油事業 5,169 14,995 + 9,826 +190.1%

※在庫影響 4,340 -15,678 - 20,019 -

※石油事業CCS営業利益 828 30,673 + 29,845 +3,604.4%

エネルギーソリューション事業 11,114 -1,734 - 12,849 -

その他 578 629 + 50 +8.7%

調整額 22 8 - 14 -62.2%

営業利益　計 16,885 13,898 - 2,986 -17.7%

※CCS営業利益　計 12,544 29,577 + 17,032 +135.8%

増減 前年同期比 (%)  (百万円)

2014年実績 2015年実績
1-6月 1-6月

石油事業 1,470,068 1,089,194 - 380,874 -25.9%

エネルギーソリューション事業 65,882 55,298 - 10,583 -16.1%

その他 4,082 3,986 - 95 -2.4%

売上高　計 1,540,033 1,148,480 -391,553 -25.4%

増減 前年同期比 (%)  (百万円)
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セグメントセグメントセグメントセグメント別業績概要別業績概要別業績概要別業績概要（（（（4-6月月月月））））

石油事業石油事業石油事業石油事業 エネルギーソリューションエネルギーソリューションエネルギーソリューションエネルギーソリューション事業事業事業事業

営業利益営業利益営業利益営業利益のののの推移推移推移推移

� 第2四半期営業利益は、引き続き営業損失となるも、前回予想の

範囲内で推移

� 電力事業では、扇島パワーで計画に基づく一時的な運転停止が

あったが、グループ発電所は総じて高い効率で操業を維持。

安定した収益を確保

� 太陽電池事業は、販売数量は増加したものの、販売価格下落に

より、前四半期比ほぼ同水準の損失で推移。新設の東北工場は

継続して立ち上げ期にあり、計画に基づき立ち上げコストが発生

� 第2四半期のCCSベース営業利益は、前四半期比・前年

同期比ともに改善。原油価格が緩やかな上昇基調に転じ、

安定的に推移する中、国内需給バランスも適切に推移した

こと等により国内燃料油マージンが改善したことが主な要因

� 製品・サービス差別化戦略、製品輸出の拡大、継続的に

取り組んでいる構造的コスト競争力改善活動等も貢献

� 原油価格が上昇基調に転じたことにより、第2四半期の在庫

影響はプラスとなった
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前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比 要因分析要因分析要因分析要因分析（（（（経常利益経常利益経常利益経常利益））））

2014年年年年1-6月月月月 2015年年年年1-6月月月月

* CCS: Current Cost of Supply （（（（在庫評価在庫評価在庫評価在庫評価のののの影響影響影響影響をををを除除除除いたものいたものいたものいたもの））））

** 「「「「在庫影響等在庫影響等在庫影響等在庫影響等」」」」 にはにはにはには、、、、たなたなたなたな卸資産卸資産卸資産卸資産のののの簿価切下簿価切下簿価切下簿価切下げによるげによるげによるげによる影響影響影響影響をををを含含含含むむむむ。。。。

石油事業

エネルギー

ソリューション

事業

単位単位単位単位：：：： 億円億円億円億円
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事業概況事業概況事業概況事業概況（（（（4-6月月月月）－）－）－）－石油事業石油事業石油事業石油事業

*4油種： ガソリン、灯油、軽油、A重油

出典： 石油連盟

出典： 経済産業省「資源・エネルギー統計」

※2015年2Qの業界は速報値

4油種油種油種油種*国内販売数量国内販売数量国内販売数量国内販売数量のののの伸伸伸伸びびびび率率率率（（（（前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比））））製油所稼働率製油所稼働率製油所稼働率製油所稼働率

� 第2四半期のグループ製油所稼働率は、前四半期に引き続き業界平均を上回る高い水準を維持

� 比較的付加価値の高い燃料油であるガソリン、灯油、軽油など4油種合計の国内販売数量の対前年伸び率は、第2

四半期においては前年同期の高い伸び率の反動で業界を下回るも、1-6月の累計期間では業界を上回った。2014年

7月に40都道府県で発売したShell V-Powerは、2015年6月には沖縄県を除く46都道府県にまで販売エリアを拡大

� ガソリンおよび中間留分（ジェット燃料、軽油等）の輸出も追加の収益機会として積極的に実施。比較的収益性の高い

ミックスキシレンなどの化成品も継続して生産を最大化した
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原油処理実績原油処理実績原油処理実績原油処理実績とととと販売数量実績販売数量実績販売数量実績販売数量実績 （（（（1-6月月月月））））

� 原油処理実績原油処理実績原油処理実績原油処理実績とグループとグループとグループとグループ製油所稼働率製油所稼働率製油所稼働率製油所稼働率

� 製品別販売数量製品別販売数量製品別販売数量製品別販売数量

2014年度             2015年度

　1-6月実績 　        1-6月実績

原油処理実績 （千KL） 11,001 11,899

稼働率 （％） 87.4% 92.9%

2014年度 2015年度

1-6月実績 1-6月実績

揮発油 4,203 4,182 - 0.5%

ジェット燃料 880 865 - 1.7%

灯油 1,498 1,503 + 0.3%

軽油 2,661 2,652 - 0.3%

A重油 957 1,003 + 4.9%

C重油 604 566 - 6.3%

化成品* （千MT） 540 535 - 0.9%

その他 1,437 1,372 - 4.5%

国内販売合計 12,779 12,677 - 0.8%

輸出 1,006 1,538 + 52.8%

総合計 13,785 14,215 + 3.1%

前年同期比　　（千KL）

*化成品： ミックスキシレン、ベンゼン、プロピレン

（注記）

原油処理実績および稼働率は京浜・

四日市・山口の3製油所合計

（補足）

「その他」において前年同期比で大幅に減少

している主要因は、2015年4月からLPガス

元売事業統合会社「ジクシス㈱」が発足した

ことに伴い、LPガス供給の7～8割を占める

輸入品がジクシス自身の調達に切り替わっ

たため。1-6月期におけるインパクトは国内

販売合計において約▲2%に当たる。
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事業概況事業概況事業概況事業概況（（（（4-6月月月月）－）－）－）－太陽電池事業太陽電池事業太陽電池事業太陽電池事業

地域別地域別地域別地域別モジュールモジュールモジュールモジュール出荷数量出荷数量出荷数量出荷数量四半期別四半期別四半期別四半期別 モジュールモジュールモジュールモジュール出荷数量出荷数量出荷数量出荷数量

� 第2四半期のパネル出荷は、前四半期比で増加、前年同期比では同程度となった。国内販売は前四半期比で

大幅に増加

� 第2四半期において、収益性の高い国内市場にフォーカスした販売を継続すると同時に、中期的な事業戦略に

基づき、海外販売活動も強化

� 国内の販売単価は下落基調にあり、第2四半期には前四半期比で想定以上に下落した

� 主力工場である国富工場は第2四半期もフル稼働を維持。生産コスト低減にも継続して取り組んだ

� 世界トップクラスの生産コスト体制構築を目指す東北工場は、計画に則って立ち上げ運転を実施中
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中期経営中期経営中期経営中期経営アクションプランアクションプランアクションプランアクションプラン 2015年年年年1-6月月月月にににに推進推進推進推進したしたしたした戦略戦略戦略戦略

オーガニック・グロースオーガニック・グロースオーガニック・グロースオーガニック・グロース（（（（既存事業既存事業既存事業既存事業のののの継続成長継続成長継続成長継続成長））））

� 国内販売規模の維持

� 付加価値向上によるマージンの改善

� サプライチェーンを通じたコスト削減

� 新たに「Pontaクレジットカード」を導入し、Pontaの

広範な顧客層の囲い込みを強化

� 差別化製品として新ハイオクガソリン「Shell V-

Power」やGTLベースオイルを活用した高付加価

値潤滑油の販売を強力に推進。堅調な収益貢献

� 2014年末に当初計画である2012年度比260億円

の改善は既に達成。更なるコスト構造の最適化に

継続して取り組む

ステップ・チェンジステップ・チェンジステップ・チェンジステップ・チェンジ（（（（事業構造改革事業構造改革事業構造改革事業構造改革によるによるによるによる成長成長成長成長））））

� 石油化学事業の拡大

� 他社との協業

� 四日市製油所での不均化装置の建設工事を着工

� 東燃ゼネラル石油と供給相互最適化のため、さら

に取り組みを推進

� コスモ石油と四日市地域での精製事業提携、高松

でのアスファルト物流提携を決定

� 2015年4月コスモ石油、住友商事および東燃ゼネ

ラル石油とのLPガス元売統合事業会社「ジクシス

㈱」を設立

石油事業石油事業石油事業石油事業 「「「「国内国内国内国内No.1のののの収収収収益体質益体質益体質益体質となるとなるとなるとなる」」」」

(注) 当社は、基幹事業の効率化と収益力強化を「「「「オーガニック・グロースオーガニック・グロースオーガニック・グロースオーガニック・グロース」」」」、また未来の成長に向かって経営資源を投入することを「「「「ステップ・チェンジステップ・チェンジステップ・チェンジステップ・チェンジ」」」」と

定義しています。
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2015年年年年1-6月事業戦略月事業戦略月事業戦略月事業戦略のののの進捗進捗進捗進捗
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中期経営中期経営中期経営中期経営アクションプランアクションプランアクションプランアクションプラン 2015年年年年1-6月月月月にににに推進推進推進推進したしたしたした戦略戦略戦略戦略

太陽電池事業太陽電池事業太陽電池事業太陽電池事業 「「「「グローバルリーダーとなるグローバルリーダーとなるグローバルリーダーとなるグローバルリーダーとなる」」」」

� 国内市場で勝ち組になる

� 高付加価値ビジネスモデルの構築

� 将来の成長に向けた技術開発

� 世界市場への本格進出

� 国富工場の安定したフル稼働を維持しつつ、代理

店等と国内販売強化活動を展開

� 自社開発プロジェクトとして、新たに約40MWの

太陽光発電所を着工

� 東北工場は計画通り立ち上げ開始。シンガポール

でベンダブル・モジュール*を試験的に設置

� 北米プロジェクト開発（BOT)案件を着工および英

国（最大100MW）におけるBOT事業展開を決定

電力事業電力事業電力事業電力事業 「「「「事業規模事業規模事業規模事業規模およびおよびおよびおよび発電源発電源発電源発電源メニューをメニューをメニューをメニューを拡大拡大拡大拡大するするするする」」」」

� 事業規模を1ギガワット規模へ拡大

� 発電源を拡充

� 扇島パワー第3号機（2016年2月稼働予定）およ

びバイオマス発電所（2015年末稼働予定）の建設

工事は計画通りに進捗。稼働開始に向けた顧客

獲得活動を展開

エネルギーソリューションエネルギーソリューションエネルギーソリューションエネルギーソリューション事業事業事業事業

＊ ベンダブル・モジュール：CIS薄膜太陽電池の特徴を活かし、超軽量・薄型で、曲面設置が可能な太陽電池モジュール。標準的な従来モジュールで使用

されているガラス基板に代えて薄い金属基盤が使用されるとともに、ガラス製カバーが高機能樹脂フィルムに置き換えられている。
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主主主主なプロジェクトのなプロジェクトのなプロジェクトのなプロジェクトの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況
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Projects 2013 2014 2015 2016 2017

■ 構造的コスト競争力の改善

■ LPガス事業の統合

■ ミックスキシレン生産能力増強

■ 石油化学事業の海外展開検討

■供給合理化に向けた東燃ゼネラル

石油との事業提携

■四日市地域における競争力強化に

向けたコスモ石油との事業提携

☆

検討

合意

評価評価評価評価およびおよびおよびおよび実行実行実行実行

☆ ☆

事業統合事業統合事業統合事業統合

345億円改善億円改善億円改善億円改善、、、、

前倒前倒前倒前倒しでしでしでしで計画達成計画達成計画達成計画達成

☆

調査・検討

完了

稼働稼働稼働稼働

調査調査調査調査・・・・検討検討検討検討

■ (太陽電池) 東北工場

■ (電力) 扇島パワー 3号機

■ (電力) バイオマス発電所

☆

稼働稼働稼働稼働

稼働稼働稼働稼働

建設建設建設建設

稼働稼働稼働稼働

石油事業石油事業石油事業石油事業

エネルギーソリューションエネルギーソリューションエネルギーソリューションエネルギーソリューション事業事業事業事業

検討

合意

統合会社

設立

投資

決定

☆

投資

決定

☆

投資

決定

建設建設建設建設

☆

統合契約

締結

☆

提携

合意

準備準備準備準備およびおよびおよびおよび追加追加追加追加

合理化領域合理化領域合理化領域合理化領域のののの検討検討検討検討

提携提携提携提携

開始開始開始開始

建設建設建設建設

建設建設建設建設
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資金資金資金資金のののの配分配分配分配分

事業活動事業活動事業活動事業活動からのからのからのからの

キャッシュ・フローキャッシュ・フローキャッシュ・フローキャッシュ・フロー

投資投資投資投資
株主配当株主配当株主配当株主配当

財務基盤財務基盤財務基盤財務基盤

資金資金資金資金のののの収入収入収入収入とととと配分配分配分配分

営業活動によるキャッシュフロー

*ギアリング・レシオ：（有利子負債-現預金）÷（自己資本+有利子負債-現預金）

設備投資（投融資を含む）

配当金支払額（キャッシュアウトベース）

ギアリング・レシオギアリング・レシオギアリング・レシオギアリング・レシオ

� バランス良く以下の領域へ資金配分を行う

• 将来への成長投資

• 強固な財務基盤と高い信用格付けの維持

• 安定的かつ魅力的な株主還元

� 上半期の営業キャッシュフローは、税金（揮発油税

等）の未払が前年末から上半期末にかけて減少した

ことよりマイナスであるが、当初計画通り推移

� ギアリング・レシオは、上記未払税金の影響により、

上半期末時点では43.6%へ悪化。期末は当該影響

がなくなるため、改善する見通し
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株主還元株主還元株主還元株主還元
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中期経営中期経営中期経営中期経営アクションプランにおけるアクションプランにおけるアクションプランにおけるアクションプランにおける

5年間年間年間年間のののの営業営業営業営業キャッシュフローおよびキャッシュフローおよびキャッシュフローおよびキャッシュフローおよび資金配分計画資金配分計画資金配分計画資金配分計画

（（（（2013年年年年～～～～2017年年年年））））

単位単位単位単位：　：　：　：　円円円円 2013年年年年 2014年年年年 2015年年年年

1株当1株当1株当1株当たりたりたりたり年間配当金年間配当金年間配当金年間配当金 36 38 38（（（（予想予想予想予想））））

（（（（うち1うち1うち1うち1株当株当株当株当たりたりたりたり中間配当金中間配当金中間配当金中間配当金）））） 18 19 19

� 安定的かつ魅力的な株主還元

の方針に基づき、堅調な営業

キャッシュフローを背景に、

2015年度の一株あたり年間

配当は前年同額の38円を予想。

中間配当金についても、前年

同額の19円を維持

� 引き続き、安定した配当および

戦略投資が実行可能なキャッ

シュフローを確保できる見通し
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<業績予想業績予想業績予想業績予想のののの前提前提前提前提> 

� 石油事業:

� 年間の原油価格・為替の前提は、直近の見通しを反映し前回発表時から変更するも、在庫評価影響の予測値は変わらず

� 7月の原油価格下落に伴うマージン圧縮を織り込むが、下半期としては引き続き堅調な国内燃料油マージンを想定、

化成品マージンは足元の水準を想定

� 継続して製品およびサービスの差別化戦略を展開、製油所自家燃コストの低減効果も継続

� エネルギーソリューション事業: 

� 収益は前回予想比で変更なし

� 太陽電池事業は、販売数量や販売価格、生産コスト、東北工場の立ち上げコストなどの前提に変更なし。電力事業は、安定的な

発電所稼働を背景に、引き続き堅調な収益貢献を見込む
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平成平成平成平成27年年年年12月期連結業績予想月期連結業績予想月期連結業績予想月期連結業績予想

セグメントセグメントセグメントセグメント別営業利益予想別営業利益予想別営業利益予想別営業利益予想

*「その他および調整額」の2015年度予想は、 「石油事業」に含まれています。

2014年度 2015年度

実績 予想

売上高 2,997,984 2,350,000

営業利益 -18,057 41,000

　　※在庫影響 -51,231 -12,000

　　※CCSベース営業利益 33,173 53,000

     石油事業 13,839 56,000

     エネルギーソリューション事業 17,691 -3,000

     その他および調整額* 1,642 -

経常利益 -16,723 41,000

　　※CCSベース経常利益 34,507 53,000

当期純利益 -9,703 27,000

（百万円）

※※※※5月月月月14日日日日にににに発表発表発表発表したしたしたした業績予想業績予想業績予想業績予想はははは変更変更変更変更しておりませんしておりませんしておりませんしておりません。。。。� 連結業績予想連結業績予想連結業績予想連結業績予想
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平成平成平成平成27年年年年12月期月期月期月期 業績予想業績予想業績予想業績予想のののの前提前提前提前提とととと感応度感応度感応度感応度

� 業績予想業績予想業績予想業績予想におけにおけにおけにおけるるるる原油価格原油価格原油価格原油価格およびおよびおよびおよび為替為替為替為替レートのレートのレートのレートの前提前提前提前提（（（（年間平均年間平均年間平均年間平均））））

* 原油価格の変動の仕方や在庫数量によって、結果が異なる可能性があります。

2015年度 2015年度

前回予想（5月） 今回予想（8月）

ドバイ原油価格 （USD/バレル） 59 57

    為替レート (円/USD) 119 123

� 前提前提前提前提のののの変化変化変化変化にににに伴伴伴伴うううう在庫評価損益在庫評価損益在庫評価損益在庫評価損益へのへのへのへの影響額影響額影響額影響額 （（（（2015年年年年7～～～～12月月月月のののの影響額影響額影響額影響額））））

在庫評価への

影響額（億円）

ドバイ原油価格 1USD/バレル 14

    為替レート 1円/USD 6

変動幅

* 低価法の影響は考慮しておりません。
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Data Book
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決算決算決算決算ハイライトハイライトハイライトハイライト （（（（4-6月月月月））））

� 原油価格原油価格原油価格原油価格およびおよびおよびおよび為替為替為替為替レートレートレートレート

� 連結損益計算書連結損益計算書連結損益計算書連結損益計算書ハイライトハイライトハイライトハイライト

2014年度 2015年度
4-6月実績 4-6月実績

売上高 729,539 545,739 - 183,800 -25.2%

営業利益 10,163 32,839 + 22,675 +223.1%

営業外損益 89 -270 - 359 -

経常利益 10,253 32,568 + 22,315 +217.6%

　　※在庫影響 494 11,121 + 10,627 +2,151.2%

　　※CCSベース経常利益 9,758 21,447 + 11,689 +119.8%

特別損益 -1,149 2,754 + 3,903 -

当期純利益 7,188 23,350 + 16,162 +224.8%

増減    前年同期比(%)（百万円）

【注】ｶﾚﾝﾄ･ｺｽﾄ･ｵﾌﾞ･ｻﾌﾟﾗｲ（CCS）ベースの収益：たな卸資産の評価の影響を除いた原価を用いて算出する収益

2014年度 2015年度

4-6月実績 4-6月実績

ドバイ原油価格 （USD/バレル） 106.1 61.3

    為替レート (円/USD) 102.2 121.4
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� 売上高売上高売上高売上高

セグメントセグメントセグメントセグメント情報情報情報情報 （（（（4-6月月月月））））

� 営業利益営業利益営業利益営業利益

・石油事業： 揮発油、ナフサ、灯油、軽油、重油、潤滑油、LPG、アスファルト、化成品等石油製品等の製造・販売

・エネルギーソリューション事業： 太陽電池モジュールの製造・販売及び電力の卸供給

・その他： 不動産、建設工事、自動車用品の販売及びリース業等

2014年実績 2015年実績
4-6月 4-6月

石油事業 4,927 33,561 + 28,634 +581.2%

※在庫影響 494 11,121 + 10,626 +2,151.2%

※石油事業CCS営業利益 4,432 22,440 + 18,007 +406.3%

エネルギーソリューション事業 4,944 -1,066 - 6,011 -

その他 281 343 + 61 +21.9%

調整額 10 0 - 10 -96.6%

営業利益　計 10,163 32,839 + 22,675 +223.1%

※CCS営業利益　計 9,669 21,718 + 12,049 +124.6%

増減 前年同期比 (%)  (百万円)

2014年実績 2015年実績
4-6月 4-6月

石油事業 693,529 513,789 - 179,739 -25.9%

エネルギーソリューション事業 34,166 29,966 - 4,199 -12.3%

その他 1,843 1,982 + 140 +7.5%

売上高　計 729,539 545,739 -183,800 -25.2%

増減 前年同期比 (%)  (百万円)
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原油処理実績原油処理実績原油処理実績原油処理実績とととと販売数量実績販売数量実績販売数量実績販売数量実績 （（（（4-6月月月月））））

� 原油処理実績原油処理実績原油処理実績原油処理実績とグループとグループとグループとグループ製油所稼働率製油所稼働率製油所稼働率製油所稼働率

� 製品別販売数量製品別販売数量製品別販売数量製品別販売数量

2014年度          2015年度

　4-6月実績 　      4-6月実績

原油処理実績 （千KL） 5,153 5,816

稼働率 （％） 80.0% 90.3%

2014年度 2015年度

4-6月実績 4-6月実績

揮発油 2,068 2,103 + 1.7%

ジェット燃料 463 427 - 7.8%

灯油 347 344 - 0.9%

軽油 1,358 1,325 - 2.4%

A重油 443 437 - 1.3%

C重油 312 252 - 19.2%

化成品* （千MT） 283 263 - 7.1%

その他 615 555 - 9.9%

国内販売合計 5,890 5,706 - 3.1%

輸出 456 734 + 61.1%

総合計 6,345 6,441 + 1.5%

前年同期比　　（千KL）

*化成品： ミックスキシレン、ベンゼン、プロピレン

（注記）

原油処理実績および稼働率は京浜・

四日市・山口の3製油所合計

（補足）

「その他」において前年同期比で大幅に

減少している主要因は、2015年4月から

LPガス元売事業統合会社「ジクシス㈱」が

発足したことに伴い、LPガス供給の7～8
割を占める輸入品がジクシス自身の調達

に切り替わったため。4-6月期における

インパクトは国内販売合計において

約▲4%に当たる。
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四半期別四半期別四半期別四半期別 経常利益経常利益経常利益経常利益のののの推移推移推移推移（（（（CCSベースベースベースベース））））

億円億円億円億円
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四半期別四半期別四半期別四半期別 セグメントセグメントセグメントセグメント別別別別 営業利益営業利益営業利益営業利益のののの推移推移推移推移 （（（（CCSベースベースベースベース））））

億円億円億円億円
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(USD/バレルバレルバレルバレル))))

ドバイドバイドバイドバイ原油価格原油価格原油価格原油価格のののの推移推移推移推移
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(円円円円/USD)

為替為替為替為替レートのレートのレートのレートの推移推移推移推移（（（（円円円円/アメリカドルアメリカドルアメリカドルアメリカドル 仲値仲値仲値仲値））））



昭和シェル石油株式会社
31

国内国内国内国内マーケットのマーケットのマーケットのマーケットの状況状況状況状況①①①①（（（（ガソリンガソリンガソリンガソリン））））国内国内国内国内マーケットのマーケットのマーケットのマーケットの状況状況状況状況①①①①（（（（ガソリンガソリンガソリンガソリン））））

スプレッドスプレッドスプレッドスプレッド（（（（国内国内国内国内スポットスポットスポットスポット価格価格価格価格－－－－原油通関原油通関原油通関原油通関CIF））））

レギュラーガソリンレギュラーガソリンレギュラーガソリンレギュラーガソリン（（（（国内国内国内国内 スポットスポットスポットスポット価格価格価格価格））））

原油原油原油原油････製品価格製品価格製品価格製品価格 ¥/L スプレッドスプレッドスプレッドスプレッド¥/L

2013年年年年

原油通関原油通関原油通関原油通関CIF

2014年年年年 2015年年年年

・原油通関CIF： 財務省「貿易統計」より ※2015年7月の原油通関CIFは暫定値
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国内国内国内国内マーケットのマーケットのマーケットのマーケットの状況状況状況状況②②②② （（（（軽油軽油軽油軽油））））

軽油軽油軽油軽油（（（（国内国内国内国内 スポットスポットスポットスポット価格価格価格価格））））

スプレッドスプレッドスプレッドスプレッド（（（（国内国内国内国内スポットスポットスポットスポット価格価格価格価格－－－－原油通関原油通関原油通関原油通関CIF））））

原油通関原油通関原油通関原油通関CIF

原油原油原油原油････製品価格製品価格製品価格製品価格 ¥/L スプレッドスプレッドスプレッドスプレッド¥/L

2013年年年年 2014年年年年 2015年年年年

・原油通関CIF： 財務省「貿易統計」より ※2015年7月の原油通関CIFは暫定値
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国内国内国内国内マーケットのマーケットのマーケットのマーケットの状況状況状況状況③③③③ （（（（灯油灯油灯油灯油））））

灯油灯油灯油灯油（（（（国内国内国内国内 スポットスポットスポットスポット価格価格価格価格））））

スプレッドスプレッドスプレッドスプレッド（（（（国内国内国内国内スポットスポットスポットスポット価格価格価格価格－－－－原油通関原油通関原油通関原油通関CIF））））

原油通関原油通関原油通関原油通関CIF

原油原油原油原油････製品価格製品価格製品価格製品価格 ¥/L スプレッドスプレッドスプレッドスプレッド¥/L

2013年年年年 2014年年年年 2015年年年年

・原油通関CIF： 財務省「貿易統計」より ※2015年7月の原油通関CIFは暫定値
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$/bbl スプレッドスプレッドスプレッドスプレッド$/ bbl

スプレッドスプレッドスプレッドスプレッド（（（（スポットスポットスポットスポット価格価格価格価格-Dubai））））

軽油軽油軽油軽油（（（（アジアアジアアジアアジア スポットスポットスポットスポット価格価格価格価格））））

Dubai

海外海外海外海外マーケットのマーケットのマーケットのマーケットの状況状況状況状況①①①① （（（（軽油軽油軽油軽油））））

2013年年年年 2014年年年年 2015年年年年

・Dubai：アジア向け中東産原油の基準となっているプラッツ社が発表するドバイ原油スポット価格
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海外海外海外海外マーケットのマーケットのマーケットのマーケットの状況状況状況状況②②②②（（（（ミックスキシレンミックスキシレンミックスキシレンミックスキシレン））））

$/MT スプレッドスプレッドスプレッドスプレッド$/MT

スプレッドスプレッドスプレッドスプレッド（（（（スポットスポットスポットスポット価格価格価格価格-Dubai））））

ミックスキシレンミックスキシレンミックスキシレンミックスキシレン（（（（アジアアジアアジアアジア スポットスポットスポットスポット価格価格価格価格））））

Dubai

2013年年年年 2014年年年年 2015年年年年

Dubai：アジア向け中東産原油の基準となっているプラッツ社が発表するドバイ原油スポット価格
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