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１．平成19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 3,394,738 2.0 102,813 43.9 107,536 51.8 41,591 51.8

18年３月期 3,327,403 20.4 71,432 △28.1 70,829 △11.0 27,391 －

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 1,268.61  － 9.2 4.7 3.0

18年３月期 1,289.85  － 8.8 3.1 2.1

（参考）持分法投資損益 19年３月期 8,351百万円 18年３月期 4,935百万円

(2）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年３月期 2,333,129 561,376 22.8 13,322.56

18年３月期 2,280,359 368,715 16.2 13,495.43

（参考）自己資本 19年３月期 532,786百万円 18年３月期 －百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年３月期 86,322 △63,094 △37,252 122,564

18年３月期 56,337 △54,298 △74,947 132,747

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当率
（連結）（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期  －  －  － 55.00 55.00 1,502 4.3 0.4

19年３月期  －  －  － 150.00 150.00 5,998 11.8 1.1

20年３月期（予想）  － 75.00  － 75.00 150.00 － 20.7 －

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 1,550,000 △6.3 33,000 △18.4 31,000 △24.9 9,000 △12.8 225.05

通期 3,240,000 △4.6 85,000 △17.3 81,000 △24.7 29,000 △30.3 725.16

－ 1 －



４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、24ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧下さい。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 40,000,000株 18年３月期 27,321,500株

②　期末自己株式数 19年３月期 8,697株 18年３月期 －株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、29ページ「１株当たり情報」をご覧

下さい。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年３月期の個別業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 3,107,842 8.5 58,327 156.1 53,981 93.8 22,811 △24.4

18年３月期 2,864,791 23.4 22,779 △53.2 27,859 △9.0 30,184 －

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

19年３月期 695.80  －

18年３月期 1,421.39  －

(2）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年３月期 2,110,475 452,423 21.4 11,313.05

18年３月期 2,059,602 315,578 15.3 11,550.55

（参考）自己資本 19年３月期 452,423百万円 18年３月期 －百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 1,420,000 △6.8 15,000 △1.7 10,500 △19.0 2,500 47.7 62.51

通期 2,970,000 △4.4 42,000 △28.0 32,000 △40.7 13,000 △43.0 325.07

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の

様々な要因によって、予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の５ページを参照して下さい。
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 添 付 資 料

１．経営成績及び財政状態

(1)経営成績

①当期の概要

石油業界においては、堅調な航空機向け需要に支えられたジェット燃料を除いて、国内新車販売

不振や軽自動車への移行の影響を受けたガソリン、引き続き軽油車保有台数減少の影響を受けた軽

油、記録的な暖冬により大幅減少となった灯油・Ａ重油、燃料転換の進展により引き続き減少した

Ｃ重油と、ほぼ全油種の需要が減少となり、燃料油需要全体では前年度対比95％程度となる見込み

です。

　石油化学業界においては、中国を中心としたアジアの安定した誘導品需要に支えられたエチレン・

プロピレン需要は堅調に推移しました。一方、芳香族については、ベンゼンはプラントトラブルや

米国ハリケーン被害の回復遅れにより米国の需給がタイトとなり、アジアから米国への輸出が増加

し、また、パラキシレンは米国からの輸入が回復せず、総じてタイトな環境が継続しました。

 【原油、為替、ナフサの状況】

18年３月期 19年３月期 増　減
ドバイ原油 53.5ドル／バレル 60.8ドル／バレル +7.3ドル／バレル +13.6%
ナフサ 514ドル／トン 591ドル／トン  +77ドル／トン  +15.0%

為替レート 114.3円／ドル 118.0円／ドル +3.7円／ドル +3.2%

当社グループの業績は原油価格・ナフサ価格高騰などにより、連結売上高は３兆3,947億円（前年

同期比2.0％増）となりました。連結営業利益は,石油製品部門での収益改善や、石油化学製品部門

でのマージン改善などにより1,028億円（前年同期比43.9％増）となりました。

（当社はたな卸資産の評価方法に後入先出法を採用しています）

また、営業外損益は持分法投資利益の増加や有利子負債削減による支払利息の減少等により、47億

円の利益（前年同期比53億円増）となりました。

　以上の結果、連結経常利益は1,075億円（前年同期比51.8％増）となりました。

  特別損益は、前年同期に比べ58億円損失増加の87億円の損失となりました。これは前年同期に投

資有価証券売却益や事業移転利益などの特別利益を計上していたためです。また、法人税等、少数

株主利益は572億円（前年同期比167億円増）となりました。

　以上の結果、連結当期純利益は416億円（前年同期比51.8％増）となりました。

事業のセグメント別の業績は以下のとおりです。

部門
売上高  営業利益

当期 前年同期比 当期 前年同期比
石油製品 25,359 億円 △0.7 ％ 177 億円 －  
石油化学製品 6,228 億円 13.1 ％ 443 億円 37.7 ％
石油開発 872 億円 22.0 ％ 369 億円 △0.3 ％
その他 1,488 億円 △2.5 ％ 39 億円 △65.6 ％

計 33,947 億円 2.0 ％ 1,028 億円 43.9 ％

[石油製品部門] 

　当期の石油製品部門では、数量面では暖冬により暖房用燃料需要が大きく落ち込むなど需要減少

の影響を受けました。価格面では原油価格上昇に伴う製油所操業に必要となる燃料費の上昇がある

一方、前年度発生したタイムラグ影響の減少という収支へのプラス要因に加え、継続したコスト削

減と原油価格上昇の販売価格への反映に努めました。

　供給面では、平成15年９月の十勝沖地震で被災した北海道製油所が２年９ヶ月振りに全面復旧し

装置稼働率も順調だったことから、本来のショートポジション戦略の強みを発揮することができま

した。
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　また、(財)省エネルギーセンター主催の平成18年度省エネルギー優秀事例全国大会において、千

葉工場が「資源エネルギー庁長官賞」を、千葉製油所が「(財)省エネルギーセンター会長賞」を各々

受賞しました。千葉製油所は他の賞も含めると21年連続の受賞となり、ＣＯ２排出量削減に寄与す

る省エネルギー活動を地道に継続、実行しています。

　燃料油の販売については、全油種で前年度数量を下回り、燃料油合計では2,749万KLと前年度対比

96.1％となりましたが、以下の施策を推進し、需要を上回りました。ＳＳリテールでは、クレジッ

トカード「出光カードまいどプラス」の発券が累計で150万件を超え、発行当初からの目標を達成し

ました。クレジットカード会員増加やセルフサービスＳＳでの販売量増加によりガソリン販売数量

は需要を上回りました。また、ブランド戦略としてビジュアルアイデンティティを導入し、出光Ｓ

Ｓの塗装のリニューアル、ＳＳの新ユニフォームの導入、当社専属タンクローリーの塗装デザイン

のリニューアルを順次実施しています。一方、産業用燃料では、需要が大幅に減少する環境下にお

いても、電力向けＣ重油等の国内販売を強化し、需要を上回る販売となりました。

　エネルギーソリューション事業では、近年の原油価格高騰により収益性が見込めなくなった電力

小売事業（ＰＰＳ）からの撤退を決定し、その他の事業は規模を縮小して産業エネルギー部に統合

することで、当年度末でエネルギーソリューション事業部を廃止しました。

　燃料電池開発では、㈱コロナと共同で当社開発触媒を使用した灯油型家庭用燃料電池用改質器を

開発し、商品化の目途をつけました。

　潤滑油事業においては、国内の需要が減退する中、伸長著しいアジアを始め海外での販売を強化

し、国内外合わせて95万KLと前年度を上回る販売を行いました。海外では、モータリゼーションの

高まりによる需要伸長が著しいインドに、日系石油会社では初の潤滑油販売会社となる出光ルブイ

ンドを平成18年９月に設立しました。

　ＬＰガス事業では、三菱商事㈱グループと当社グループのＬＰガス部門を統合し、国内ＬＰガス

販売シェア１位のアストモスエネルギー㈱を平成18年４月に設立しました。統合初年度から物流コ

スト削減等のシナジー効果が着実に現れています。

石油製品部門の売上高は、原油価格は高騰しましたが、販売数量の減少並びにＬＰガス部門の統

合により子会社９社を連結対象より除外しましたことにより２兆5,359億円（前年同期比0.7％減）

となりました。営業利益は、精製用燃料費の上昇の影響はありましたが、タイムラグの減少、供給

コスト改善等により、前連結会計年度の営業損失から268億円増益の177億円の利益となりました。 

[石油化学製品部門]　

石油化学製品部門では、原油価格高騰に伴い、原料であるナフサ価格が過去最高レベルとなりま

したが、アジアの底堅い誘導品需要による需給のタイト化から、製品市況は堅調に推移しました。

  基礎化学品事業では、定期補修やエチレンプラントトラブルで供給不足となったことから海外市

況はベンゼン等芳香族を中心に高水準を保ちました。当社は徳山工場が定期補修であったこと等か

ら販売数量は前年度対比98％となりましたが、堅調な市況に支えられ収益は増加しました。

　機能化学品事業では、原料コスト上昇に対応して価格是正に取り組んだ結果、収益は増加しまし

た。また、ＡｒＦ（アルゴンフッ素）フォトレジスト原料であるアダマンタン製造装置（年産３百

トン）を徳山工場内に建設することを決定しました。製造法として、当社が独自に開発した新規触

媒を用いる環境負荷の少ないプロセスを世界で初めて採用し、完工は平成19年９月の予定です。

　機能性樹脂事業では、ポリカーボネート樹脂は装置の新増設により市況は軟化しましたが、価格

維持に努めたことと、台湾で共同事業を行っているFormosa Chemicals & Fibre Corporationの能力

増強効果もあり、順調な収益を上げました。シンジオタクチックポリスチレン（ＳＰＳ）樹脂では、

好調な需要増加を受けて休止していた千葉工場内の生産装置（年産５千トン）の運転を平成18年10

月に再開しました。また、平成18年５月に欧州でのコンパウンド製造・販売を開始し、日本、アジ

ア、北米、欧州とグローバルな供給体制の整備が完了しました。
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石油化学製品部門の売上高はナフサ価格の高騰等により6,228億円（前年同期比13.1％増）となり

ました。営業利益は443億円（前年同期比37.7％増）となりました。

[石油開発部門] 

石油開発部門では、平成18年10月にノルウェー領北海のフラム・イースト油田の生産を開始しま

したが、スノーレ鉱区では安全対策のための工事による生産量減少があり、年間原油生産量は1,017

万バレルと前年度対比では減少しました。

　探鉱活動については、ノルウェーでは政府が実施した公開鉱区入札に参加し、平成18年４月に２

鉱区、平成19年１月に２鉱区の権益を取得しました。ベトナムでは、同国南部沖合０９－３鉱区で

試掘した結果、石油の存在を確認しました。現在試掘結果に基づき、地質評価作業を行うとともに、

探鉱・開発計画を作成中です。

石油開発部門は原油価格の高騰等により、売上高は872億円（前年同期比22.0％増）、営業利益は

369億円（前年同期比0.3％減）となりました。

[その他部門] 

石炭事業では、燃料費・資材費・人件費等の採掘コストの上昇やオーストラリアの石炭出荷港で

の滞船状況の悪化によるコスト負担増に加え、自社鉱山の生産数量が810万トン（前年度対比99％）

と減少したことから減益となりました。また、高品位炭の埋蔵が確認されており当社が100％の権益

を有するボガブライ鉱山（オーストラリア・ニューサウスウェールズ州）の生産及び出荷を平成18

年11月から開始しました。

　電子材料事業では、有機ＥＬ材料で平成17年11月に合意したソニー㈱との共同開発は順調に進捗

しており、平成18年12月には米国のユニバーサルディスプレイコーポレーションと蒸着用りん光青

色発光材料の共同開発に合意する等、材料開発のスピードアップを図っています。供給面では、静

岡県御前崎市に有機ＥＬ材料の生産工場（年産２トン）の建設を完了して平成19年４月に生産を開

始しました。

その他部門の売上高は石炭生産の減少等により1,488億円（前年同期比2.5％減）となりました。

営業利益は石炭事業での滞船料の発生や生産コスト上昇等により39億円（前年同期比65.6％減）と

なりました。 

②次期の見通し

平成20年３月期の連結売上高は、原油価格の低下等により、３兆2,400億円（前年同期比4.6％減）

となる見通しです。 

また、減価償却限度額引下げの税制改正のメリットを享受するための減価償却費の増額や、石油

化学部門ではアジア・中東での能力増強による市況が悪化することや、石油開発部門では原油価格

の低下により、それぞれ減益が見込まれることから、連結営業利益は850億円（前年同期比17.3％

減）、連結経常利益は810億円（前年同期比24.7％減）連結当期純利益は290億円（前年同期比

30.3％減）となる見通しです。

なお、上記見通しは平成20年３月期のドバイ原油価格60ドル／バレル、為替レート115円／ドルを

前提としています。

配当については、利益配分に関する方針に基づき、１株当たりの配当額は150円を予定しています。

（通期）  

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

 平成20年３月期 32,400 億円 850 億円 810 億円 290 億円

 平成19年３月期 33,947 億円 1,028 億円 1,075 億円 416 億円

 増減率 △4.6 ％ △17.3 ％ △24.7 ％ △30.3 ％
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(2)財政状態 

①財政状態の分析

当期末の連結総資産は２兆3,331億円となり、前期末に比べ528億円増加しました。これは平成18

年４月のアストモスエネルギー㈱設立により子会社９社を連結対象より除外しましたが、当期末が

休日であったため、売掛債権が増加したことなどによります。

当期末の連結負債は１兆7,718億円となり、前期末に比べ1,084億円減少しました。同じく休日の

要因で、未払税金が増加しましたが、有利子負債削減（前期末比1,575億円の減）などにより減少し

ました。

当期末の純資産の部合計は5,614億円となり、前期末の資本合計に少数株主持分を加えたものに比

べ1,611億円増加しました。これは当期純利益の計上に加え、平成18年10月の東京証券取引所に株式

を上場したことに伴う新株式発行（1,144億円）より、資本金並びに資本剰余金が増加したことによ

ります。

　以上の結果、当期末の自己資本比率は22.8%となりました。

②キャッシュ・フロー分析

当期末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、1,226億円となり、前期末に比べ、102

億円減少しました。その主な要因は次のとおりです。

営業活動におけるキャッシュ・フローは、863億円の収入となりました。これは、税金等調整前当

期純利益や現金等の支出を伴わない減価償却費などの資金増加要因が、売上債権の増加や法人税等

の支払いなどの資金減少要因を上回ったことによります。

投資活動におけるキャッシュ・フローは、631億円の支出となりました。これは、設備投資による

有形固定資産の取得等によります。

財務活動におけるキャッシュ・フローは、373億円の支出となりました。これは、上場に伴う新株

式発行による収入がありましたが、有利子負債の削減等による支出があったことによります。

なお、当社グループの財務状況に関する指標のトレンドは次のとおりです。 

 平成15年３月期平成16年３月期平成17年３月期平成18年３月期平成19年３月期

自己資本比率

（％）
12.6 13.6 13.2 16.2 22.8

時価ベースの自

己資本比率

（％）

－ － － － 23.6

キャッシュ・フ

ロー対有利子負

債比率（年）

18.4 6.5 12.7 17.6 9.7

インタレスト・
カバレッジ・レ
シオ（倍）

2.4 6.9 3.8 2.9 4.6

（注）自己資本比率：（純資産合計－少数株主持分）／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い　　　　　　　　　

*　 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値より計算しています。

*　 株式時価総額は自己資本を除く発行済株式数をベースに計算しています。

*　 時価ベースの自己資本比率は、前連結会計年度末までは当社株式が非上場であるため、前連結

会計年度以前は該当事項はありません。

* 　営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フ

ロー」を使用しています。有利子負債は、短期借入金、社債及び長期借入金として連結貸借対
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照表に計上されている金額を、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の「利息の

支払額」を使用しています。 

　(３)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題と考えています。既存事業の強化と将来の事業

展開に向けた戦略投資に充当するための内部留保の充実、財務体質の改善及び業績のバランスを勘

案し、安定的な配当を実施していきます。平成19年３月期の配当金については、１株当たり150円

とすることとしました。また、次期の配当金についても１株当たり150円を予定しています。

　内部留保については、財務体質にも配慮しつつ、既存事業の強化と将来の成長に向けた戦略投資

に充当していきます。

　当社は会社法第459条第１項の規定に基づき取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うこと

ができる旨を定款に定めています。平成20年３月期より毎事業年度における配当については中間配

当及び期末配当の２回とする方針です。

 

(４)事業等のリスク

当社グループの事業の状況、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には以下のようなものがあります。なお、以下の記載は当社株式への投資に

関するリスクを全て網羅するものではありません。

（セグメント上のリスク）

 [石油製品部門]

①原油価格の変動について

当社グループは、石油製品の生産に必要な原油の殆どを輸入していますが、原油価格は過去にお

いても大きく変動しており、アジアにおける原油需要の増加、中東やアフリカの産油国の政情不安、

南米産油国における資源の国有化の動き、米国を始め石油消費国における環境規制・税制の動向、

投機的な石油取引等により、今後も変動することが懸念されます。

　また当社グループは、原油輸入を全て米ドル建てで行っているため、原油の調達コストは円の米

ドルに対する為替相場の影響を受けます。

　当社グループは、調達する原油価格の変動を石油製品価格に連動させることによりマージンを確

保することに努めていますが、国内石油市場の激しい競争等により原油価格の変動を速やかに石油

製品価格に転嫁できない場合、当社グループの財政状態及び経営成績は重大な影響を受ける可能性

があります。

　なお当社グループは、たな卸資産を後入先出法により評価しているため、同業他社の多くが採用

している総平均法による評価に比べると、原油価格の変動がより早く売上原価に反映されます。こ

のため原油価格が上昇する局面では、後入先出法による売上原価の押し上げ影響により損益の悪化

要因となります。一方、原油価格が下落する局面では、売上原価の押し下げ影響により損益の改善

要因となります。 

②市場の競争について

当社グループの石油製品事業は、複数の石油会社と競合しており、これらの中には当社グループ

よりも事業規模や市場シェアの大きい会社があります。また日本の石油市場は精製設備やＳＳ数の

過剰により激しい競争状態にあります。当社グループがこのような競争下において効率的な事業運

営ができない場合、当社グループの財政状態及び経営成績は重大な影響を受ける可能性があります。
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③原油輸入先について

当社グループは、原油輸入のほぼ全量を中東地域に依存していますが、原油の安定調達を目的と

して主要な中東産油国と長期の原油輸入契約を締結し、同地域内におけるリスクの分散を図ってい

ます。しかしながら、これらの地域における政情不安、原油の生産調整、石油関連施設の事故等に

より、長期にわたって原油の輸入に制約が生じた場合、当社グループの財政状態及び経営成績は重

大な影響を受ける可能性があります。

④石油製品の需要について

日本の石油市場は成熟しており、石油製品需要は徐々に減少すると見込まれています。更に、京

都議定書に基づく地球温暖化に関する政府の対策等が、将来の石油製品の需要動向に影響を与える

可能性があります。これらの要因により石油製品需要が減少した場合、当社グループの財政状態及

び経営成績は影響を受ける可能性があります。

[石油化学製品部門]

①原料コストの変動について

当社グループは、石油化学製品の原料であるナフサを自社製油所で生産するとともに市場から調

達しています。ナフサ価格は、原油価格や、中国等において計画されている石油化学設備の新設に

よる需要増加の影響を受けることがあります。ナフサ価格の変動を市場における激しい競争等の要

因により石油化学製品の価格に適切に転嫁できない場合、当社グループの財政状態及び経営成績は

影響を受ける可能性があります。

②需要の変動について

日本を含むアジアの石油化学市場は激しい競争状況にあり、需要の変動や供給の増加の影響を受

けます。当社グループが石油化学事業を行うに際しては、日本やアジアの市場において、より事業

規模が大きく経営基盤の確立した、あるいはより競争力を有する企業との競合にさらされます。ま

た、最近において中国を始めとするアジアの国々における石油化学製品の需要は増加してきました

が、これらの国々における経済の低迷や他の要因により今後の需要は減少する可能性もあります。

このような市場における競争の激化や需要の低迷により、当社グループの財政状態及び経営成績は

影響を受ける可能性があります。

[石油開発部門]

①資源確保について

当社グループは、商業生産につながる資源の権益の取得、発見に努めています。しかし、当社グ

ループによる権益の取得や探鉱が成功しない場合や確認済みの資源を予定どおり効率的に開発する

ことができない場合、将来の原油生産は減少することになります。更に、当社グループが保有する

確認済みの資源はノルウェーに集中しており、探鉱活動についてはノルウェー、ベトナムの２地域

で行っています。これらの地域における政治経済情勢等により当社グループの探鉱開発が中断され、

確認済みの資源の開発や追加的な資源の発見ができない場合、当社グループの財政状態及び経営成

績は影響を受ける可能性があります。

②原油価格について

石油開発事業の近年の営業利益は、主に高い原油価格に支えられていますが、原油価格は過去に

おいても変動しており、政治経済情勢あるいはその他の要因により将来的に原油価格が下落した場

合、当社グループの財政状態及び経営成績は影響を受ける可能性があります。
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 [その他部門]

①石炭事業について

当社グループはオーストラリアの自社鉱山で石炭を生産し、主に日本及びその他のアジア市場で

販売しており、これら地域における今後の石炭需要の伸びに対応して、生産能力を拡大しています。

しかしながら、他のエネルギーへの需要の移動、環境及びその他の規制等により、需要が伸びない

可能性があります。また、需要が増加した場合でも当社グループよりも事業規模が大きく、経営基

盤が確立している他の企業との競争にさらされる可能性もあります。更に、当社グループの石炭鉱

山は気候の変動、事故やその他の不確定要因の影響を受けるかもしれません。石炭需要の期待され

た伸びが実現しない場合や他の企業との競争等により、当社グループの財政状態及び経営成績は影

響を受ける可能性があります。

②電子材料、アグリバイオ事業について

当社グループは将来の成長に向けて、電子材料分野やアグリバイオ分野において、付加価値の高

い製品の開発を行っています。しかしながら、これらの製品の開発や生産あるいは市場の開拓で成

果を挙げられるとは限りません。もし、当社グループが採算のとれる規模でこれらの製品の販売が

できない場合、当社グループは開発コストを回収し、利益を確保することができない可能性があり

ます。

（その他のリスク）

①投資について

当社グループは事業資産の規模が大きく、既存の製油所・工場や販売設備等の維持更新、油田の

権益取得や探鉱開発等の事業活動に多額の投資を必要とします。当社グループは当連結会計年度に

は、869億円の投資を行いました。今後も石油、石油化学を始めとする既存事業の競争力強化や石油

開発や石炭事業の収益確保、新規事業育成のための投資を継続する予定ですが、投資に必要なキャッ

シュ・フローを生み出すことができない場合や外部調達ができない場合、予定した投資ができず期

待された収益機会を失う可能性があります。更に経済情勢や市場環境の変化等によりこれらの投資

が計画どおりの収益をあげられない可能性もあります。このような場合、当社グループの財政状態

及び経営成績は影響を受ける可能性があります。

②有利子負債について

当社グループは、これまで有利子負債の削減を図ってきましたが、依然として多額の負債を負っ

ています。当連結会計年度末における有利子負債残高は8,343億円で、当連結会計年度の支払利息は

174億円です。

　当社グループは、今後も有利子負債の削減に取り組んでいきますが、事業の継続、拡大に向けた

投資を行うため追加的な資金調達が必要となるかもしれません。しかしながら、金融情勢の変化等

により、資金調達に制約が生じた場合や金利上昇により金利負担が増加する場合、当社グループの

財政状態及び経営成績は影響を受ける可能性があります。

③事業提携について

当社グループは競争力強化の一環として、他社との事業提携を進めてきました。このような提携

は当社の事業遂行において重要な役割を果たしています。しかしながら、戦略的な提携においては

当社グループが出資先の経営、事業、資産に対して、十分なコントロールができない可能性があり

ます。また、提携先企業の事情等によっても影響を受ける可能性があります。このような場合、当

社グループの事業、財政状態及び経営成績は重大な影響を受ける可能性があります。
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④事故、災害について

当社グループの事業は、自然災害や事故、これらに起因する操業停止等のリスクを有しています。

自然災害には地震、津波、台風に加えて、日本という地震の多い地域に立地する製油所・工場にお

ける火災や爆発のリスクを含みます。当社グループの設備は人的、機械的なエラーによる事故の影

響を受けることもあります。当社グループが保有する５隻の大型タンカーを含む原油や石油製品の

輸送は、海賊や悪天候による転覆、衝突等の危険にさらされています。また、当社グループは労働

紛争によるリスクにもさらされます。このようなリスクの発生により当社グループの事業は、長期

間にわたって中断される可能性があります。

　当社グループは事故や災害で想定される損失に対し、損害保険等を付保していますがこのような

保険が損失を填補するために必ずしも十分ではない可能性があります。

⑤環境に関する規制について

当社グループの事業は、当社グループが事業を行い、あるいは権益を有する日本やその他の国に

おける広範な環境保全やその他の法的規制の下にあります。例えば、当社グループは、製油所や工

場からの汚染物質の排出、廃棄物の処理等について規制を受け、基準を超える環境汚染発生に伴う

罰則を受ける可能性もあります。また、日本や他の国の当局が新たな規制を行ったり、あるいは現

在や将来の環境規制を遵守することにより多額の支出を伴う可能性があります。特に京都議定書や

その他の地球温暖化に関する提言に基づき、日本や他の国が温室効果ガスの排出の制限や新たな炭

素課税を導入することにより、当社グループは多額の費用負担や投資が必要となる可能性がありま

す。このような環境やその他の規制の遵守に伴う債務や義務の負担により、当社グループの財政状

態及び経営成績は重大な影響を受ける可能性があります。

⑥知的財産権について

当社グループは、事業の遂行のために知的財産権やライセンスを活用しており、特に石油精製技

術や潤滑油、機能性樹脂、機能化学品、電子材料、アグリバイオ等の付加価値の高い製品分野にお

いて特許や企業秘密の位置づけは重要です。また、当社グループはブランドを商標登録しています。

しかしながら、当社グループが保有する特許、企業秘密、商標が当社の知的財産権を保護するため

に十分であるとは限りません。

　また、当社グループの企業秘密が従業員、取引先、その他の関係者によって不適切に取り扱われ

る可能性があります。

　当社グループが、第三者から供与されている技術ライセンスが更新されない可能性や、第三者か

ら知的財産権の侵害についてクレームを受けて、その技術を利用できなくなる可能性があります。

　当社グループが事業遂行に必要な知的財産権を保護できない、あるいは全面的に活用できない場

合、当社グループの事業や経営成績は影響を受ける可能性があります。

⑦為替相場の変動について

当社グループは、多額の外貨建取引を行い、また外貨建の資産及び負債を有しています。このた

め、為替相場の変動は財務諸表の円貨換算額に影響を与えます。

　また、為替相場の変動は、海外の連結子会社及び持分法適用会社の財務諸表を円貨換算する場合

にも影響を与えることになります。

⑧資産価格の下落について

当社グループは、当期に固定資産の減損損失86億円を計上しました。今後も当社グループが保有

する資産の価値が経済情勢等の変化により下落した場合には評価損が発生し、当社グループの財政

状態及び経営成績は影響を受ける可能性があります。

出光興産㈱（5019）　平成 19 年 3 月期決算短信

－ 10 －



⑨個人情報の管理について

当社グループは、石油製品販売やクレジットカード事業等に関して顧客の個人情報や資産データ

を直接、間接に取り扱っています。当社グループは、これらの情報の管理不徹底やそれによっても

たらされる問題への対処のために、多額の費用を負担する可能性があります。更に、顧客の個人情

報が不適切に取り扱われ、あるいは管理上の問題が発生した場合、当社グループがその情報を直接

管理していたかどうかにかかわらず、当社グループへの信頼の低下、クレーム、訴訟等につながり、

当社の事業、経営成績は影響を受ける可能性があります。

⑩株主との取引について

当社は、日章興産㈱、(財)出光文化福祉財団と不動産賃貸借取引を行っており、取引条件は、近

隣の相場をもとに決定しています。また、(財)出光美術館に寄付を行っていますが、寄付金は当該

財団法人の運営費及び当社の事業規模、宣伝効果などを勘案して決定しています。なお、当社は当

社顧問（名誉会長と称する）出光昭介に社内規定に基づき報酬を支払っています。
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２．当社グループの状況
 当社グループ71社（当社、連結子会社55社、持分法適用会社15社）が営む主な事業の内容と当該事業における位置

づけは、次のとおりです。

主な事業内容

石油製品の輸入、精製、販売(元売）

原油・石油製品の輸送及び貯蔵

ＬＰガスの輸入及び販売

石油製品の販売

海外における原油・石油製品の売買 Idemitsu International(Asia)Pte.Ltd.

電子材料の開発、製造及び販売

工事、ＳＳ関連商品、クレジットカード等

当社グループの概要図は次のとおりです。

石油資源の調査、探鉱、開発、販売（４社） 石油化学事業（19社）

＊1　出光オイルアンドガス開発㈱ ＊1　出光ユニテック㈱

＊1　出光スノーレ石油開発㈱ ＊1　Idemitsu SM(Malaysia)Sdn.Bhd.

＊1　出光クーロン石油開発㈱ ＊1　Petrochemicals(Malaysia)Sdn.Bhd.

＊1　Idemitsu Petroleum Norge AS ＊2  ㈱プライムポリマー

＊2  ＰＳジャパン㈱

原油・石油製品の輸送、貯蔵（５社） ＊2  台化出光石油化学股有限公司

＊1　出光タンカー㈱ 　　　　　　　　　　　　　　　　他13社

＊1　Apollo Tanker Corp.

＊2　北海道石油共同備蓄㈱ 石炭事業（10社）

　　　　　　　　　　　　　　　　他２社 ＊1　Idemitsu Australia Resources Pty Ltd ※3

石炭の供給 ＊1　Apollo Resources Pty Ltd

ＬＰガス事業（１社） ＊1  Idemitsu Boggabri Coal Pty Ltd

＊2　アストモスエネルギー㈱  ※1 ＬＰガスの 　　　　　　　　　　　　　　　　他７社

供給

石油製品販売（10社） その他事業（14社）

＊1　㈱光神 ＊1  出光大分地熱㈱

＊1　京葉アポロ㈱ ＊1  Idemitsu Canada Resources Ltd. ※4

＊1　東海アポロ㈱ 石油製品の ＊1  ＩＳエレクトロード・マテリアルズ㈱

＊1　関西アポロ㈱ 供給 ＊1  出光エンジニアリング㈱

　　　　　　　　　　　　　　　　他６社 ＊1  アポロサービス㈱

＊2  出光クレジット㈱

海外石油事業（７社） 　　　　　　　　　　　　　　　　他８社

＊1　Idemitsu International(Asia)Pte.Ltd. （注） ＊1　連結子会社

＊1　 Idemitsu Lubricants America Corporation        ＊2　持分法適用関連会社

＊1　Idemitsu Lube(Singapore)Pte.Ltd. ※2

＊2　Apollo(Thailand)Co.,Ltd.

　　　　　　　　　　　　　　　　他３社

※1  平成18年４月１日付で当社の連結子会社であった出光ガスアンドライフ㈱が三菱商事㈱のＬＰガス部門及び三菱液化ガス㈱と事業統合し、

     アストモスエネルギー㈱となり、当連結会計年度より持分法適用関連会社となりました。

※2  Idemitsu Lube(Singapore)Pte.Ltd.は、当連結会計年度より持分法適用非連結子会社から連結子会社に変更しました。

※3  Idemitsu Queensland Pty.Ltd.は、平成19年１月１日に社名を変更し、Idemitsu Australia Resources Pty Ltdとなりました。

※4  Idemitsu Uranium Exploration Canada Ltd.は、平成19年１月１日に社名を変更し、Idemitsu Canada Resources Ltd.となりました。

出光オイルアンドガス開発㈱、出光スノーレ石油開発㈱、出光クーロン石油開発㈱、

Idemitsu Petroleum Norge AS

石油製品

石油化学

製品

海外における潤滑油の製造及び販売

当社

アストモスエネルギー㈱

㈱光神、京葉アポロ㈱、東海アポロ㈱、関西アポロ㈱

主要な会社セグメント

石

油

開

発

石

油

化

学

製

品

当社、出光ユニテック㈱、Idemitsu SM(Malaysia)Sdn.Bhd.、

Petrochemicals(Malaysia)Sdn.Bhd.、㈱プライムポリマー、ＰＳジャパン㈱、

台化出光石油化学股有限公司

Idemitsu Lubricants America Corporation、Idemitsu Lube(Singapore)Pte.Ltd.、

Apollo(Thailand)Co.,Ltd.

出光タンカー㈱、Apollo Tanker Corp.、北海道石油共同備蓄㈱

石油化学製品の製造及び販売

石油開発 石油資源の調査、探鉱、開発及び販売

そ

の

他

その他

石炭・ウラン・地熱の調査、探鉱、開発及び

販売

石

油

製

品

 

出

 

光

 

興

 

産

 

㈱
　

石

油

精

製

・

石

油

製

品

販

売

・

石

油

化

学

製

品

製

造

販

売

・

そ

の

他

事

業

Idemitsu Australia Resources Pty Ltd、Apollo Resources Pty Ltd、

Idemitsu Boggabri Coal Pty Ltd、Idemitsu Canada Resources Ltd.、

出光大分地熱㈱

当社、ＩＳエレクトロード・マテリアルズ㈱

出光エンジニアリング㈱、アポロサービス㈱、出光クレジット㈱
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３．経営方針

(1)経営の基本方針

　出光は、創業以来「人間尊重」という考えを事業を通じて実践し、広く社会で期待され信頼され

る企業となることをめざしています。

　この考え方を踏まえ、以下のとおりステークホルダーの皆様への５つの約束を、当社グループの

経営方針としています。「人」が中心の経営を更に深化・発展させていくことで、あらゆるステー

クホルダーの方々から信頼される企業をめざしてまいります。

◆新しい価値の創出と提供→「お客さま」

お客さまに安心・活力・満足を感じていただける商品・技術・サービスを提案、提供します。

そして、新しい価値の創出に努めます。

◆社会への貢献→「社会・環境」 

安全を基盤とし、自然環境の維持・向上に努めます。

そして、地域・文化・社会に貢献します。 

◆確かな成果の還元→「株主」 

企業としての社会的責任を果たし、健全で持続的な成長を図ります。

そして、株主に確かな成果の還元に努めます。

◆パートナーとの協働→「パートナー」 

販売店はじめ、共に事業に携わっている方々とお互いに協力し、お客様の

安心・活力・満足を実現します。

そして、成果と成功の共有を目指します。

◆自己成長・自己実現の追求→「社員」 

社員一人ひとりが、自己成長と自己実現を追求することができる環境をつくります。

そして、各人が尊重される人間となるべく努力します。

 

(2)第２次連結中期経営計画 

　当社グループは、平成17年５月に「安定的かつ持続的成長を通して、社会に貢献する企業」をめ

ざして、平成17～20年度を対象とする第２次連結中期経営計画を策定しました。同計画の２年目に

当たる平成18年度は、営業利益、投下資本営業利益率、ネットＤ／Ｅレシオなど中期計画で目標と

した主要な経営指標を達成しました。

　同計画の後半２年に相当する平成19～20年度計画においては、計画策定後の原油価格の高止まり、

資源・鋼材価格等の高騰、燃料油国内需要の減少加速、アジアを中心とした石油化学製品の需要増

加といった環境変化を織り込んで、今般、前提条件及び収益計画を見直しました。安定的かつ持続

的成長の実現をめざすという基本戦略に変更はありませんが、二次エネルギー事業の規模縮小等、

環境変化に対応した事業ポートフォリオの改善を図っています。

　事業戦略策定に当たり、当社グループは事業を３つの戦略区分で分けており、セグメント別の内

容は以下のとおりです。第２次連結中期経営計画においては、それぞれ次の主要な経営課題に取り

組んでいます。
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  当社グループの事業セグメント

  事業の種類別セグメント

  石油製品 石油化学製品 石油開発 その他

戦略区

分別

 

 

 基盤事業

・燃料油

・ＬＰガス

・外航海運

・基礎化学品  －

・保険販売

・ＳＳ関連商品

・クレジットカード

 高付加価値事業・潤滑油

・機能化学品

・機能性樹脂

・樹脂加工製品

－

・電子材料

・アグリバイオ

・エンジニアリング

 資源事業  －  － ・石油開発

・石炭

・ウラン

・地熱

 

①基盤事業

・国内事業の基盤強化と需要構造変化への更なる対応。

②高付加価値事業

・積極的な経営資源投入による差別化商品群の育成・強化。

③資源事業

・中長期的視点により、埋蔵量・生産量を拡大。

(3)第2次連結中期経営計画の進捗状況

　同計画の２年目に当たる平成18年度は、下記のとおり、営業利益、当期純利益、投下資本営業利

益率、ネットＤ／Ｅレシオなど当初設定した主要な経営指標を達成しました。

経営指標 
平成18年度 

計　　画 実　　績 

営業利益（含む持分法投資損益） 1,100億円 1,112億円 

当期純利益 360億円 416億円 

投下資本営業利益率 8.0％ 8.0％

自己資本比率 23.0％ 22.8％ 

ネットＤ／Ｅレシオ 1.5倍 1.3倍 

高付加価値事業営業利益

 （含む持分法投資損益） 
220億円 186億円 

 （同構成比） （20％）  （17％） 

(4)目標とする経営指標

　今般見直した第２次連結中期経営計画の経営目標として、平成20年度で営業利益（持分法投資損

益を含む）1,090億円、投下資本営業利益率7.6％、ネットＤ／Ｅレシオ1.2倍を掲げ、その実現に向

けて将来の収益基盤強化を図るための戦略投資を積極的に行うと同時に、財務基盤の強化にも継続

して取り組んでいきます。（平成20年度の経営目標は、税制改正の影響として営業利益△110億円を

織り込んでいます。）

　今後は更に積極的な事業展開を推進し、各事業領域のポテンシャルを最大限に引き出し、当社グ

ループ「企業価値の倍増」をめざして取り組んでいきます。 
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(5)対処すべき課題 

①基盤事業の競争力強化と需要構造変化への更なる対応

　国内石油製品需要の減少傾向、原油価格高騰の継続といった厳しい環境下、出光ブランドの強み

を生かしたマーケティング活動と徹底した合理化・効率化を推進し、事業基盤を整備し、安定した

収益の確保をめざしていきます。また、経営の根幹である安全対策強化と安定操業のための費用は

増額します。

　当社グループでは、将来の石油製品需要の減少への対応として、既に兵庫・沖縄の２製油所の閉

鎖により固定費を大幅に削減し、現有の４製油所では実質的にフル稼働を維持しています。

　千葉及び徳山の生産拠点では、コンビナートの中核として、周辺企業と協働して競争力強化に取

り組んでいます。今後も石油と石油化学のインテグレーションを更に進めて、省エネ・効率化や需

要構造変化への対応に資する投資を実行することで競争力強化を図っていきます。

　ＳＳリテール部門では、創業以来の「消費者本位」の方針のもとで簡素な流通構造による地域密

着型の販売ネットワークを構築しています。今後もセルフＳＳの新設も推進し、販売ネットワーク

の効率化・収益力の強化を進めていきます。クレジットカードはＳＳやＬＰガス販売において、お

客様に利便性を提供する重要なツールとなっていますが、カード会員は現金会員と比べ、ガソリン

などの購入量が多く、当社のガソリン販売量増加に寄与しています。会員数は当期末で249万件に達

しており、特に平成16年度に発券を開始した「出光カードまいどプラス」については平成19年1月に

当初目標である150万件を達成しました。今後もお客様の利便性、ＳＳの利用頻度と収益性などの向

上を図るため、積極的な発券活動を実施します。上記のセルフ化の加速、クレジット会員の拡大と

いった施策の推進により、当社ブランドＳＳでの販売を強化して国内燃料油のブランドシェア拡大

を図っていきます。

　海外での事業展開としては、平成18年11月にカタール国ラファン・リファイナリー社への10％の

出資を決定し、当社の原油調達量の約20％を占める同国との戦略的なパートナーシップの構築を図っ

ています。今後も中東産油国やエネルギー需要が拡大しているアジアなどで、これまでの石油・石

油化学事業で培ってきた保有技術やノウハウを活かせる分野において新たな事業展開を進めていき

ます。

 ②高付加価値事業への積極的経営資源投入による差別化商品群の育成、強化

　当社グループでは、これまで石油精製及び石油化学などで培ってきた技術を更に発展・組み合わ

せ、付加価値の高い独自性のある製品とお客様のニーズに対応したソリューションを提供していま

す。今後も需要の拡大が見込める分野に積極的に経営資源を投入し、差別化商品群を育成、強化し

ていき、高付加価値事業を、基盤事業、資源事業と並ぶ当社グループ事業の柱の一つとすべく、積

極的に事業を展開していきます。

　潤滑油事業では、当社の独自技術を活かした差別化製品の開発を更に強化します。また、国内と

同一品質の高機能潤滑油のグローバルな供給体制を強化して、今後需要の拡大する中国・インドを

重点として事業の拡大を推進していきます。中国では需要増加に対応してブレンド設備の増強を検

討しています。平成19年度はライセンス供与先を含めた国内外合計の販売量で100万KL体制をめざし

ています。

　機能性樹脂事業では、台湾のFormosa Chemicals & Fibre Corporationとポリカーボネート樹脂の

合弁事業を台湾において運営していますが、需要増加の見込まれる光ディスク向けに同社の生産能

力を平成19年度に年産10万トン増強し、年産20万トン体制とする予定です。また、当社が開発した

シンジオタクチックポリスチレン（ＳＰＳ）樹脂では、平成18年10月に千葉工場において自社製造

装置（年産５千トン）を再稼働させましたが、更に好調な需要に対応するための能力増強を検討し

ています。

　機能化学品事業では、ＡｒＦ（アルゴンフッ素）フォトレジスト原料であるアダマンタン及び誘

出光興産㈱（5019）　平成 19 年 3 月期決算短信

－ 15 －



導体は、次世代半導体製造向けに需要の拡大が見込まれ、これに対応し、徳山工場内においてアダ

マンタンの製造装置を建設中で平成19年９月に完工予定です。この装置では当社が独自に開発し特

許を保有する、廃棄物による環境負荷が低い省力化に優れた製造プロセスを採用します。これによ

り、アダマンタン事業については原料から誘導品までの総合事業化を図っていきます。

　樹脂加工製品事業では、機能性樹脂を活用して電子材料分野や光学用シート・フィルム分野といっ

た高付加価値分野への参入を推進していきます。

　電子材料事業では、次世代の表示材料として需要の拡大が見込まれる有機ＥＬにおいて当社は商

業化に必要なデバイス特許を多数保有しており、発光材料の主要メーカーとなっています。現在、

ソニー㈱と共同開発を進めており、中大型ディスプレイにも適用可能な材料開発を推進します。今

後、携帯電話のメイン画面や小型テレビ向け需要の立ち上がりに対応して材料開発を強化すると同

時にデバイス事業への進出も検討していきます。

③資源事業の中長期的視点による埋蔵量・生産量の拡大

　世界規模のエネルギー獲得競争が強まる中、当社は石油とともに、石炭、ウランなどバランスの

とれた資源開発を進めることで、エネルギー安定供給をめざすとともに、収益基盤の強化を図りま

す。資源価格や開発コストが高騰する中でリスクと採算性のバランスをとりつつ、中長期的視点で

の埋蔵量の確保と生産量の拡大に努めていきます。

　石油開発では、今後もノルウェー、英国、ベトナムを中心に新規探鉱鉱区の獲得活動を積極的に

継続して石油及びガスの埋蔵量の確保に努めます。また、採掘コストが上昇していますが、コスト

削減の取り組みを強化し、既存事業を効率的に運営することで収益向上に努めます。

　石炭事業では、オーストラリアの３鉱山では平成18年12月末で約２億トンの埋蔵量を保有してい

ると推定されますが、今後未開発エリアの開発を進め、生産の拡大と効率化を推進していきます。

　ウラン事業では、カナダのシガーレーク鉱山（当社が7.875％の権益を保有）において生産開始に

向けた準備を進めていましたが、平成18年度に出水事故が発生したため、現在復旧対応に取り組ん

でいます。

④環境分野への長期的な取り組み強化

　環境問題に対する社会的な要請の高まりを踏まえて、当社グループでは今後とも環境負荷の低い

再生可能エネルギーの供給に向けた技術開発と事業開発を推進します。特にバイオ燃料、グリーン

エネルギー発電、地熱事業に取り組むとともに、燃料電池の実用化や長期的には水素エネルギーの

活用に向けて、事業化の可能性を検討します。

　また、アグリバイオ部門では微生物の製造及び活用に関する技術をもとに、これまで農業資材や

畜産資材分野での事業展開を行ってきました。将来的には循環型農業や緑化等の領域への展開を図

り、地球環境の保全に寄与するとともに新たな事業化に取り組みます。 

⑤研究開発部門の強化・拡充

　基盤事業を将来にわたって成長させるとともに、技術立脚型の新たな高付加価値事業創出に向け、

長年にわたり培ってきた独自技術を更に高度化、融合させることにより、環境にも貢献する魅力あ

る新製品、新技術の開発を進めます。また、長期的な視点から新たな事業を継続的に創出すること

を目的に、機能材料、エネルギー貯蔵・変換材料、環境・バイオを重点分野とした研究開発を推進

していきます。更に、研究の初期段階から特許網の構築を図るなど、事業・研究が一体となった知

的財産戦略を強化し、技術優位性を築くことをめざします。また、重点分野において人材の増強・

育成を進め、一層充実した研究開発体制を構築します。
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⑥事業構造改革の推進

　当社グループは積極的にアライアンスを行うことで事業構造改革を進めてきましたが、それぞれ

の取り組み分野でトップレベルのシェアや競争力、優位性を確保することをめざしています。今後

も、規模拡大のメリットや事業統合によるシナジー効果などのアライアンスの成果を最大限発揮す

るとともに、各事業の強化・拡大をめざします。

⑦ＣＳＲの推進

　安定的かつ持続的な成長を実現してその成果を配分する経済的側面だけでなく、事業活動におけ

る安全の確保と地球環境への配慮、お客様に「安心・活力・満足」を感じていただける商品・技術・

サービスの提供など、企業活動のあらゆる面において社会に貢献し、社会から支持される企業をめ

ざし、いわゆる内部統制システムの適切な運用等を通じた「コンプライアンスの徹底」、「安全の

確保」、「ブランド活動の展開」の課題に取り組みます。
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４．連結財務諸表

(1）連結貸借対照表

 （単位：百万円） 

 区　分
前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年３月31日）
増  減

（資産の部）    

流動資産 978,322 1,013,910 35,588

現金及び預金 132,747 107,580 △25,166

受取手形及び売掛金 366,153 413,738 47,585

有価証券 － 14,983 14,983

たな卸資産 336,963 335,582 △1,381

繰延税金資産 19,015 14,663 △4,351

その他 125,545 128,680 3,135

貸倒引当金 △2,103 △1,318 785

固定資産 1,302,037 1,319,218 17,180

有形固定資産 1,037,130 1,043,697 6,566

建物及び構築物 145,078 145,285 207

油槽 13,996 16,610 2,614

機械装置及び運搬具 214,550 233,036 18,485

土地 637,396 622,355 △15,040

建設仮勘定 18,870 15,994 △2,875

その他 7,237 10,413 3,175

無形固定資産 33,331 34,931 1,600

投資その他の資産 231,575 240,589 9,013

投資有価証券 140,869 156,667 15,798

長期貸付金 8,693 8,063 △630

繰延税金資産 24,396 21,964 △2,432

その他 59,205 55,568 △3,636

貸倒引当金 △1,589 △1,674 △85

資産合計 2,280,359 2,333,129 52,769

（負債の部）    

流動負債 1,043,251 1,027,767 △15,483

支払手形及び買掛金 294,875 301,988 7,113

短期借入金 407,599 329,813 △77,786

１年以内償還予定の社債 － 12,500 12,500

未払金 241,910 291,621 49,710

繰延税金負債 2,291 1,919 △371

その他 96,574 89,924 △6,649

固定負債 836,868 743,984 △92,883

社債 85,500 73,000 △12,500

長期借入金 498,649 418,982 △79,667

繰延税金負債 25,808 28,939 3,130

再評価に係る繰延税金負債 103,904 103,563 △340

退職給付引当金 64,570 58,715 △5,855

修繕引当金 26,883 26,983 99

その他 31,552 33,800 2,248

負債合計 1,880,119 1,771,752 △108,367
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 区　分
前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年３月31日）
増  減

（純資産の部）    

株主資本 － 365,025 －

資本金 － 108,606 －

資本剰余金 － 71,140 －

利益剰余金 － 185,379 －

自己株式 － △101 －

評価・換算差額等 － 167,761 －

その他有価証券評価差額金 － 15,180 －

繰延ヘッジ損益 － 3,949 －

土地再評価差額金 － 146,734 －

為替換算調整勘定 － 1,896 －

少数株主持分 － 28,590 －

純資産合計 － 561,376 －

負債純資産合計 － 2,333,129 －

 (少数株主持分） 31,524 － －

（資本の部）    

資本金 51,388 － －

資本剰余金 12,535 － －

利益剰余金 144,914 － －

土地再評価差額金 147,799 － －

その他有価証券評価差額金 16,599 － －

為替換算調整勘定 △4,521 － －

資本合計 368,715 － －

負債、少数株主持分
及び資本合計 2,280,359 － －
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(2）連結損益計算書

 （単位：百万円） 

 区　分
前連結会計年度

(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

増　減

売上高 3,327,403 3,394,738 67,335

売上原価 3,003,287 3,061,781 58,493

     売上総利益 324,115 332,957 8,841

販売費及び一般管理費 252,682 230,144 △22,538

営業利益 71,432 102,813 31,380

営業外収益 21,954 28,491 6,536

受取利息 2,057 3,270 1,213

受取配当金 3,680 4,820 1,140

為替差益 7,177 8,333 1,156

持分法による投資利益 4,935 8,351 3,415

その他 4,104 3,715 △389

営業外費用 22,558 23,767 1,209

支払利息 19,047 17,399 △1,648

その他 3,510 6,368 2,857

経常利益 70,829 107,536 36,707

特別利益 13,471 7,656 △5,814

固定資産売却益 1,493 5,250 3,756

関係会社株式売却益 61 119 58

投資有価証券売却益 6,743 178 △6,564

保険精算額 － 1,253 1,253

事業移転利益 4,841 219 △4,622

その他 331 634 303

特別損失 16,441 16,390 △50

減損損失 7,691 8,648 956

投資有価証券評価損 476 237 △238

固定資産売却損 1,100 350 △750

固定資産除却損 4,245 5,360 1,114

その他 2,926 1,794 △1,131

　税金等調整前当期純利益 67,859 98,802 30,942

　法人税、住民税及び事業税 48,032 48,802 769

　法人税等調整額 △8,616 5,333 13,950

　少数株主利益 1,052 3,074 2,022

　当期純利益 27,391 41,591 14,199
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(3) 連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

       連結剰余金計算書

 （単位：百万円） 

区　分 
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（資本剰余金の部）   

Ⅰ　資本剰余金期首残高  71

Ⅱ　資本剰余金増加高   

自己株式処分差益 12,463 12,463

Ⅲ　資本剰余金期末残高  12,535

   

（利益剰余金の部）   

Ⅰ　利益剰余金期首残高  114,545

Ⅱ　利益剰余金増加高   

    当期純利益 27,391  

　　連結除外による利益剰余金の増加高 8  

　　連結子会社増加による利益剰余金の増加高 8  

　　土地再評価差額金取崩額 4,334 31,742

Ⅲ　利益剰余金減少高   

　　配当金 1,372 1,372

Ⅳ　利益剰余金期末残高  144,914
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       連結株主資本等変動計算書 

         当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）　

                 （単位：百万円）

 株主資本

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年3月31日　残高 51,388 12,535 144,914 － 208,838

連結会計年度中の変動額

新株の発行 57,218 57,205 114,423

剰余金の配当（注） △1,502  △1,502

当期純利益 41,591  41,591

連結範囲の変更 △457  △457

自己株式処分差益の増加 1,399 1,399

自己株式の取得 △108 △108

自己株式の処分 0 6 6

土地再評価差額金の取崩   833  833

株主資本以外の項目の連結会計年度

中の変動額(純額）

連結会計年度中の変動額合計 57,218 58,605 40,464 △101 156,186

平成19年3月31日　残高 108,606 71,140 185,379 △101 365,025

 

 評価・換算差額等

少数株主

持分
純資産合計

 

その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

土地再評価

差額金

為替換算

調整勘定

評価・換算

差額等合計

平成18年3月31日　残高 16,599 － 147,799 △4,521 159,876 31,524 400,240

連結会計年度中の変動額 

新株の発行 114,423

剰余金の配当（注） △1,502

当期純利益 41,591

連結範囲の変更 △457

自己株式処分差益の増加 1,399

自己株式の取得 △108

自己株式の処分 6

土地再評価差額金の取崩 △833 △833 －

株主資本以外の項目の連結会計年度

中の変動額(純額） 
△1,418 3,949 △231 6,417 8,717 △2,934 5,783

連結会計年度中の変動額合計 △1,418 3,949 △1,064 6,417 7,884 △2,934 161,136

平成19年3月31日　残高 15,180 3,949 146,734 1,896 167,761 28,590 561,376

 （注）平成18年６月27日の定時株主総会における利益処分項目です。
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書
 （単位：百万円） 

区  分 
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

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 67,859 98,802

　減価償却費 57,726 59,307

　減損損失 7,691 8,648

  退職給付引当金の増減額 1,390 △5,454

　売上債権の増加額 △58,808 △79,719

　たな卸資産の増加額 △53,044 △15,791

　仕入債務の増加額 59,293 15,495

　未払金の増加額 15,887 39,742

　その他 9,966 26,092

小  計 107,963 147,122

　利息及び配当金の受取額 6,031 8,373

　利息の支払額 △19,515 △18,851

　法人税等の支払額 △38,140 △50,322

営業活動によるキャッシュ・フロー 56,337 86,322

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 △58,070 △67,287

　有形固定資産の売却による収入 6,413 7,867

　投資有価証券の取得による支出 △16,960 △4,494

　投資有価証券の売却による収入 19,330 272

　貸付金の純増減額 2,250 13,448

　その他 △7,263 △12,901

投資活動によるキャッシュ・フロー △54,298 △63,094

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 △3,154 △31,874

　長期借入金等による収入 151,164 55,321

　長期借入金の返済による支出 △250,654 △175,773

　株式の発行による収入 50,804 113,563

　優先株式の消却による支出 △38,661 －

　自己株式の売却による収入 22,783 6

  その他 △7,230 1,504

財務活動によるキャッシュ・フロー △74,947 △37,252

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,742 4,238

現金及び現金同等物の減少額 △70,165 △9,785

現金及び現金同等物の期首残高 203,484 132,747

連結範囲の変更による現金及び現金同等物の増減額 490 △397

会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 △1,062 －

現金及び現金同等物の期末残高 132,747 122,564
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

１．連結の範囲及び持分法の適用に関する事項

(1）連結子会社の数　　　　　　 　  55社

 　 主な会社名：「２．当社グループの状況」に記載しています。

　　　（新規）　Idemitsu Lube(Singapore)Pte.Ltd.　

　　　（除外）　出光ガスアンドライフ㈱及びその子会社８社

(2）持分法適用非連結子会社の数　　 ４社

 　 主な会社名：㈱出光プランテック徳山、㈱出光プランテック千葉

　　　（除外）　Idemitsu Lube(Singapore)Pte.Ltd.　

(3）持分法適用関連会社の数　       11社

　  主な会社名：「２．当社グループの状況」に記載しています。

　　　（新規）  アストモスエネルギー㈱

　　　　　　　　Tarrawonga Coal Sales Pty Ltd

　なお、上記以外は、最近の有価証券報告書（平成18年６月28日提出）における記載から重要な変更がないため、開示を

省略します。

 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

１．貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成

17年12月９日）を適用しています。

　従来の資本の部に相当する金額は528,836百万円です。

　なお、連結財務諸表規則の改正に伴い、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産の部については、改正後

の連結財務諸表規則により作成しています。 

２．企業結合に係る会計基準 

　当連結会計年度より、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）及び「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成17年12月27日）を適用していま

す。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）
     前連結会計年度       当連結会計年度
  （平成18年３月31日）   （平成19年３月31日）

１　担保資産  819,975  百万円 818,046  百万円

２  偶発債務

 　　　債務保証

 　　　経営指導念書  

11,083

4,672

 百万円

  百万円

9,161

2,903

  百万円

  百万円

３　有形固定資産の減価償却累計額  1,721,616  百万円 1,753,554  百万円

     

４　土地の再評価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「土地の再評価に関する法律」（平成10

年３月31日　法律第34号）及び「土地の

再評価に関する法律の一部を改正する法

律」（平成13年３月31日　法律第19号）

に基づ き、当社の事業用の土地の再評価

を行い、当該再評価差額に係る税金相当

額を「再評価に係る繰延税金負債」とし

て負債の部に、これを控除した額を「土

地再評価差額金」として資本の部に計上

しています。

「土地の再評価に関する法律」（平成10

年３月31日　法律第34号）及び「土地の

再評価に関する法律の一部を改正する法

律」（平成13年３月31日　法律第19号）

に基づ き、当社の事業用の土地の再評価

を行い、当該再評価差額に係る税金相当

額を「再評価に係る繰延税金負債」とし

て負債の部に、これを控除した額を「土

地再評価差額金」として純資産の部に計

上しています。

 ①再評価の方法 ①再評価の方法 

 

「土地の再評価に関する法律施行令」(平

成10年３月31日　政令第119号）第２条第

３号に定める固定資産税評価額に合理的

な調整を行って算定する方法、第４号に

定める地価税の課税価格の計算の基礎と

なる土地の価額に合理的な調整を行って

算定する方法及び第５号に定める不動産

鑑定士の鑑定評価によって算出していま

す。 

同　　左

 

 

 

 

 

 

 

 ②再評価を行った年月日   ②再評価を行った年月日   

 平成14年３月31日 同　　左 

 

③再評価を行った土地の当事業年度末に

おける時価と再評価後の帳簿価額との差

額  

③再評価を行った土地の当事業年度末に

おける時価と再評価後の帳簿価額との差

額  

 △133,263百万円  △135,776百万円  

出光興産㈱（5019）　平成 19 年 3 月期決算短信

－ 25 －



（連結株主資本等変動計算書関係）

 当連結会計年度　（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千株）

前連結会計年度末

株式数

当連結会計年度

増加株式数

当連結会計年度

減少株式数

当連結会計年度末

株式数

発行済株式

普通株式 27,321 12,678 － 40,000

自己株式

普通株式 － 9 0 8

（注）１．普通株式の発行済株式の増加のうち11,521千株は一般募集増資によるものです。

２．普通株式の発行済株式の増加のうち1,157千株は第三者割当増資によるものです。

３．自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取請求による増加分であり、減少は、単元未満株式の買増請　

求による減少分です。

 ２．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

平成18年６月27日

定時株主総会
普通株式 1,502 55.00 平成18年３月31日 平成18年６月28日

 

  (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

　　 次のとおり、決議しています。

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）
配当の原資

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月８日

取締役会
普通株式 5,998 利益剰余金 150.00 平成19年３月31日 平成19年６月７日

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

  前連結会計年度 当連結会計年度
  （平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在）
      

現金及び預金勘定  132,747 百万円 107,580 百万円

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する

短期投資（有価証券）  － 百万円 14,983 百万円

現金及び現金同等物  132,747 百万円 122,564 百万円
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（セグメント情報）

１．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）　　　　　　　　　　　

                                                                          　　　　（単位：百万円）

 石油製品
石油化学
製品

石油開発 その他 計
消去又は
全社

連結

Ⅰ 売上高及び営業損益

    売上高
       

  (1)外部顧客に対する売上高 2,552,545 550,744 71,445 152,667 3,327,403 － 3,327,403

  (2)セグメント間の内部売上
 高又は振替高

2,984 1,662 － 7,973 12,620 (12,620) －

計 2,555,530 552,407 71,445 160,640 3,340,024 (12,620) 3,327,403

   営業費用 2,564,569 520,254 34,491 149,328 3,268,643 (12,672) 3,255,970

   営業利益又は営業損失

   （△）
△9,039 32,152 36,954 11,312 71,380 52 71,432

Ⅱ 資産、減価償却費、減損

　 損失及び資本的支出
       

   資  産 1,569,624 420,930 125,960 124,230 2,240,746 39,613 2,280,359

   減価償却費 29,164 15,684 10,277 2,723 57,850 (124) 57,726

   減損損失 6,193 280 － 1,217 7,691 － 7,691

   資本的支出 32,658 5,441 6,296 8,868 53,265 － 53,265

 

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）　　　　　　　　　

                                                                        　　　　　（単位：百万円）

 石油製品
石油化学
製品

石油開発 その他 計
消去又は
全社

連結

Ⅰ 売上高及び営業損益

    売上高
       

  (1)外部顧客に対する売上高 2,535,934 622,823 87,196 148,784 3,394,738 － 3,394,738

  (2)セグメント間の内部売上
 高又は振替高

3,389 1,649 － 8,235 13,274 (13,274) －

計 2,539,323 624,473 87,196 157,019 3,408,013 (13,274) 3,394,738

   営業費用 2,521,582 580,200 50,341 153,131 3,305,256 (13,331) 3,291,925

   営業利益 17,741 44,272 36,854 3,888 102,756 56 102,813

Ⅱ 資産、減価償却費、減損 

   損失及び資本的支出
       

   資  産 1,562,188 449,645 116,668 153,047 2,281,550 51,578 2,333,129

   減価償却費 31,427 14,199 10,669 3,127 59,424 (116) 59,307

   減損損失 6,888 － － 1,759 8,648 － 8,648

   資本的支出 47,768 14,098 13,234 11,774 86,876 － 86,876

　（注）１. 事業区分は、内部管理上採用している区分によっています。
２．各事業区分に属する主な製品又は事業内容
(1）石油製品　　　：ガソリン・ナフサ、灯油・軽油、重油等石油製品、潤滑油、ＬＰガス、海運業等
(2）石油化学製品　：エチレン等石油化学製品

　　　　　(3）石油開発　　　：石油資源の調査、探鉱、開発及び販売
　　　　　(4）その他　　　　：石炭事業、ＳＳ関連商品、リース事業、電子材料事業、建設・保全工事等

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、前連結会計年度104,541百万円、当連結
　　年度110,212百万円であり、その主なものは、当社が保有する現預金等の全社に係る共有資産です。
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２．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　全セグメントの売上高の合計と全セグメントの資産の金額の合計に占める日本の割合が、いずれの連結会計

年度も90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しています。

３．海外売上高

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　海外売上高の合計が、いずれの連結会計年度も連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略して

います。

（連結財務諸表に関する注記事項）

　リース取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、企業結合に関する注記事項については、決算短信

における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しています。

　なお、当該注記事項に関しては、平成19年６月28日提出予定の有価証券報告書に記載しますので、ＥＤＩＮＥＴでご覧

いただくことができます。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 13,495円43銭

１株当たり当期純利益 1,289円85銭

１株当たり純資産額 13,322円56銭

１株当たり当期純利益 1,268円61銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式が存在しないため記載していません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式が存在しないため記載していません。

　（注）　１株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりです。

項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当期純利益

（百万円）
27,391 41,591

普通株主に帰属しない金額

（百万円）
－ －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 27,391 41,591

期中平均株式数（千株） 21,236 32,784

（重要な後発事象）

　　該当事項はありません。  　　
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５．個別財務諸表

(1）貸借対照表

 （単位：百万円） 

 区　分
前事業年度

（平成18年3月31日）
当事業年度

（平成19年3月31日）
増　減

（資産の部）    

流動資産 843,199 893,980 50,781

現金及び預金 56,978 58,921 1,942

受取手形及び売掛金 299,036 376,429 77,392

有価証券 － 14,983 14,983

たな卸資産 297,053 309,001 11,947

繰延税金資産 16,013 13,627 △2,386

その他 175,859 122,678 △53,181

貸倒引当金 △1,743 △1,660 83

固定資産 1,216,403 1,216,494 91

有形固定資産 934,341 935,948 1,606

建物 66,212 63,627 △2,584

構築物 62,243 63,715 1,471

油槽 13,855 16,610 2,755

機械装置 144,418 155,015 10,596

土地 633,298 625,102 △8,195

建設仮勘定 9,483 6,459 △3,023

その他 4,829 5,416 586

無形固定資産 11,003 11,047 44

投資その他の資産 271,058 269,499 △1,558

投資有価証券 76,717 78,932 2,215

関係会社株式 123,779 124,573 794

繰延税金資産 20,731 18,423 △2,307

その他 51,141 48,927 △2,214

 貸倒引当金 △1,312 △1,358 △46

資産合計 2,059,602 2,110,475 50,873

（負債の部）    

流動負債 949,629 966,082 16,453

買掛金 249,565 264,946 15,381

短期借入金 394,082 311,160 △82,922

未払金 244,446 294,332 49,885

その他 61,534 95,643 34,108

固定負債 794,394 691,969 △102,425

社債 85,500 73,000 △12,500

長期借入金 494,137 412,778 △81,358

再評価に係る繰延税金負債 103,904 103,563 △340

退職給付引当金 63,154 57,652 △5,502

修繕引当金 26,193 26,135 △57

その他 21,506 18,839 △2,666

負債合計 1,744,024 1,658,052 △85,971
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 区　分
前事業年度

（平成18年3月31日）
当事業年度

（平成19年3月31日）
増　減

（純資産の部）    

株主資本 － 288,685 －

　資本金 － 108,606 －

　資本剰余金 － 67,609 －

 　　資本準備金 － 57,245 －

 　　その他資本剰余金 － 10,363 －

　利益剰余金 － 112,570 －

 　　利益準備金 － 1,081 －

 　　特別償却準備金 － 853 －

     海外投資等損失準備金 － 634 －

 　　固定資産圧縮積立金 － 30,748 －

 　　繰越利益剰余金 － 79,254 －

　自己株式 － △101 －

評価・換算差額等 － 163,738 －

　その他有価証券評価差額金 － 14,324 －

　繰延ヘッジ損益 － 2,679 －

　土地再評価差額金 － 146,734 －

純資産合計 － 452,423 －

負債純資産合計 － 2,110,475 －

（資本の部）    

資本金 51,388 － －

資本剰余金 10,403 － －

　資本準備金 40 － －

　自己株式処分差益 10,363 － －

利益剰余金 90,428 － －

　利益準備金 930 － －

　任意積立金 35,524 － －

　当期未処分利益 53,972 － －

土地再評価差額金 147,799 － －

その他有価証券評価差額金 15,558 － －

自己株式 － － －

資本合計 315,578 － －

負債資本合計 2,059,602 － －
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(2）損益計算書

 （単位：百万円） 

区　分 
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

増　減 

売上高 2,864,791 3,107,842 243,051

売上原価 2,636,259 2,845,199 208,940

 売上総利益 228,532 262,643 34,111

販売費及び一般管理費 205,752 204,315 △1,436

 営業利益 22,779 58,327 35,547

営業外収益 26,407 17,846 △8,560

受取利息 1,070 1,144 74

受取配当金 17,023 5,107 △11,916

為替差益 5,757 8,703 2,945

その他 2,555 2,891 335

営業外費用 21,328 22,193 865

支払利息 18,216 16,143 △2,073

その他 3,111 6,049 2,938

 経常利益 27,859 53,981 26,122

特別利益 17,139 2,805 △14,334

固定資産売却益 1,293 877 △415

投資有価証券売却益 6,727 178 △6,549

保険精算額 － 1,253 1,253

事業移転利益 4,607 － △4,607

その他 4,511 496 △4,014

特別損失 13,824 15,837 2,013

減損損失 7,691 8,012 320

関係会社株式評価損 － 2,058 2,058

固定資産除却損 3,947 5,193 1,246

固定資産売却損 928 345 △582

その他 1,256 226 △1,030

税引前当期純利益 31,174 40,949 9,774

 法人税、住民税及び事業税 10,770 15,008 4,238

 法人税等調整額 △9,780 3,130 12,910

当期純利益 30,184 22,811 △7,373

前期繰越利益 19,453 － －

土地再評価差額金取崩額 4,334 － －

当期未処分利益 53,972 － －
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(3) 株主資本等変動計算書

         当事業年度　（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 （単位：百万円）

 株主資本 

株主資本

合計 

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

利益剰余

金合計

自己

株式

 
資　本

準備金

その他

資　本

剰余金

資　本

剰余金

合　計

利　益

準備金

その他利益剰余金 

 

特　別

償　却

準備金

海外投資

等損失準

備金　

固定資産

圧縮積立

金

優　先

配　当

準備金

繰越利益

剰余金

平成18年3月31日　残高 51,388 40 10,363 10,403 930 1,551 553 32,663 756 53,972 90,428 － 152,220

事業年度中の変動額              

新株の発行 57,218 57,205  57,205         114,423

剰余金の配当（注）     150     △1,652 △1,502  △1,502

当期純利益          22,811 22,811  22,811

自己株式の取得            △108 △108

自己株式の処分   0 0        6 6

その他利益剰余金の積立

（注）        3,124  △3,124 －  

 

－

その他利益剰余金の積立       106 2,440  △2,546 －  －

その他利益剰余金の取崩

（注）      △349 △11 △3,799 △756 4,916 －  －

その他利益剰余金の取崩      △349 △13 △3,680  4,043 －  －

土地再評価差額金の取崩          833 833  833

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額(純額)              

事業年度中の変動額合計 57,218 57,205 0 57,205 150 △698 80 △1,915 △756 25,281 22,142 △101 136,464

平成19年3月31日　残高 108,606 57,245 10,363 67,609 1,081 853 634 30,748 － 79,254 112,570 △101 288,685

 

 評価・換算差額等

 純資産合計

 

その他有価証

券評価差額金

繰延ヘッジ損

益

土地再評価差

額金

評価・換算差

額等合計

平成18年3月31日　残高 15,558 － 147,799 163,357 315,578

事業年度中の変動額      

新株の発行     114,423

剰余金の配当（注）     △1,502

当期純利益     22,811

自己株式の取得     △108

自己株式の処分     6

その他利益剰余金の積立

（注）     －

その他利益剰余金の積立     －

その他利益剰余金の取崩

（注）     －

その他利益剰余金の取崩     －

土地再評価差額金の取崩   △833 △833 －

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額(純額） △1,234 2,679 △231 1,214 1,214

事業年度中の変動額

合計 △1,234 2,679 △1,064 380 136,845

平成19年3月31日　残高 14,324 2,679 146,734 163,738 452,423

 （注）平成18年６月27日の定時株主総会における利益処分項目です。
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注記事項

（貸借対照表関係）
       前事業年度         当事業年度
  （平成18年３月31日）   （平成19年３月31日）

１　担保資産  819,975 百万円  818,046 百万円  

２　偶発債務

 　　  債務保証

 　　  経営指導念書  

23,304

4,672

百万円

 百万円

22,648

2,903

百万円      

 百万円

３　有形固定資産の減価償却累計額  1,536,798 百万円 1,556,603 百万円      

４　土地の再評価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「土地の再評価に関する法律」（平成10

年３月31日　法律第34号）及び「土地の

再評価に関する法律の一部を改正する法

律」（平成13年３月31日　法律第19号）

に基づき、当社の事業用の土地の再評価

を行い、当該再評価差額に係る税金相当

額を「再評価に係る繰延税金負債」とし

て負債の部に、これを控除した額を「土

地再評価差額金」として資本の部に計上

しています。

「土地の再評価に関する法律」（平成10

年３月31日　法律第34号）及び「土地の

再評価に関する法律の一部を改正する法

律」（平成13年３月31日　法律第19号）

に基づき、当社の事業用の土地の再評価

を行い、当該再評価差額に係る税金相当

額を「再評価に係る繰延税金負債」とし

て負債の部に、これを控除した額を「土

地再評価差額金」として純資産の部に計

上しています。

 ①再評価の方法 ①再評価の方法 

 

「土地の再評価に関する法律施行令」(平

成10年３月31日　政令第119号）第２条第

３号に定める固定資産税評価額に合理的

な調整を行って算定する方法、第４号に

定める地価税の課税価格の計算の基礎と

なる土地の価額に合理的な調整を行って

算定する方法及び第５号に定める不動産

鑑定士の鑑定評価によって算出していま

す。 

同　　左

 

 

 

 

 

 

 

 ②再評価を行った年月日   ②再評価を行った年月日   

 平成14年３月31日 同　　左 

 

③再評価を行った土地の当事業年度末に

おける時価と再評価後の帳簿価額との差

額  

③再評価を行った土地の当事業年度末に

おける時価と再評価後の帳簿価額との差

額  

 △133,263百万円  △135,776百万円  
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