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１．平成20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20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 ％

20年３月期 3,864,263 13.8 55,891 △45.6 60,695 △43.6 4,837 △88.4

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

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 ％ ％ ％

20年３月期 120.98  － 0.9 2.6 1.4

19年３月期 1,268.61  － 9.2 4.7 3.0

（参考）持分法投資損益 20年３月期 4,049百万円 19年３月期 8,351百万円

(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

20年３月期 2,420,057 527,689 20.5 12,404.45

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

（参考）自己資本 20年３月期 496,056百万円 19年３月期 532,786百万円

(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

20年３月期 59,934 △78,448 8,953 113,685

19年３月期 86,322 △63,094 △37,252 122,564

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 ％ ％

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

20年３月期  －  75.00  － 75.00 150.00 5,998 124.0 1.2

21年３月期（予想）   75.00   75.00 150.00 － 19.4 －

３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第2四半期連結累計期間 1,970,000 16.0 47,500 31.4 45,000 6.8 16,000 16.1   400.10

通期 4,150,000 7.4 96,000 71.8 88,000 45.0 31,000 540.8 775.19
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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、19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」をご覧ください。

(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） 20年３月期 40,000,000株 19年３月期 40,000,000株

②　期末自己株式数 20年３月期 9,760株 19年３月期 8,697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、25ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20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 ％

20年３月期 3,593,193 15.6 2,004 △96.6 17,323 △67.9 6,923 △69.6

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

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

20年３月期 173.14  －

19年３月期 695.80  －

(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

20年３月期 2,177,453 413,738 19.0 　　　　10,345.99

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

（参考）自己資本 20年３月期 413,738百万円 19年３月期 452,423百万円

２．平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第2四半期累計期間 1,850,000 18.6 22,500 85.4 18,000 △0.7 8,000 6.6 200.05

通期 3,820,000 6.3 39,000 － 28,000 61.6 12,000 73.3 300.07

※　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ページを参照してください。
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 添 付 資 料

１．経営成績

(1)経営成績に関する分析

①当期の概要

石油業界においては、急激な原油価格高騰や環境意識の高まりを背景として、石油製品の需要は

前年度対比98％程度となる見込みです。産業分野では原油高の影響を受けて石油系燃料からの転換

が進み、特に灯油とＡ重油の需要が大きく減少しています。

　石油化学業界においては、原油価格の高騰により、石油化学原料である国産ナフサ価格が過去最

高の水準で推移しました。石油化学製品の需要は、内需が軟調な一方で、アジア需要は堅調に推移

しました。

 【原油、為替、ナフサの状況】

19年３月期 20年３月期 増　減
ドバイ原油 60.8ドル／バレル 77.4ドル／バレル 16.6ドル／バレル +27.3%
ナフサ 591ドル／トン  748ドル／トン  157ドル／トン  +26.5%

為替レート 118.0円／ドル　    115.3円／ドル　 　△2.7円／ドル　 △2.3%

当社グループの業績は原油・ナフサ価格の上昇などにより、連結売上高は3兆8,643億円（前年同

期比13.8％増）となりました。連結営業利益は、原油・ナフサ価格の上昇により石油製品、石油化

学製品のマージンが縮小したことや、税制改正に伴う減価償却費の増加などにより、559億円（前

年同期比45.6％減）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、ほぼ前年並みの48億円の利益（前年同期比1億円増）となり、以上の結果、

連結経常利益は607億円（前年同期比43.6％減）となりました。

  特別損益は、特別損失として豪州エンシャム石炭鉱山の災害復旧費用127億円を引当計上したこ

と等により、前年同期に比べ72億円損失増加の159億円の損失となりました。また、法人税等、少

数株主利益は400億円（前年同期比173億円減）となりました。

　以上の結果、連結当期純利益は48億円（前年同期比88.4％減）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 28,862 億円 13.8 ％ △78 億円 －  
石油化学製品 7,091 億円 13.9 ％ 187 億円 △57.8 ％
石油開発 1,058 億円 21.3 ％ 433 億円 17.4 ％
その他 1,631 億円 9.6 ％ 18 億円 △54.6 ％

計 38,643 億円 13.8 ％ 559 億円 △45.6 ％

[石油製品部門] 

　石油製品部門では、原油価格が高騰する中、コスト上昇分を販売価格へ反映するべく努めました

が、産業用燃料を中心に価格反映の不足、また精製用燃料費が大幅に上昇するなどの影響を受けま

した。

  販売面では、石油製品販売合計で前年度対比99.6％の30,047千ＫＬと販売量は減少しましたが、

各油種ともに需要を上回る販売となりました。ＳＳリテールにおいては、「出光カードまいどプラ

ス」の発券を継続強化した結果、今期は25万件の増加となり会員数は263万件に達しました。また、

セルフＳＳ強化に注力した結果、揮発油は前年度対比101.0％の販売となりました。産業用燃料販

売においては、特にＡ重油の需要が大幅に減少しました。また、国内外のマーケット状況を見なが

ら、軽油を中心とした輸出を積極的に実施しました。

　供給面では、ベネズエラ産の高品質原油であるサンタバーバラ原油を当社として初めて調達しま
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した。当社は、引き続き中東産油国との関係強化に努める一方、地政学的リスクを考慮し、購入先

の多様化も図っていきます。

　安全面では、製油所・工場にて、安全対策の強化に注力しています。想定される地震動の大きさ

や油種の危険性を考慮し、対象タンクの安全性を確保するため、ダブルデッキ化（二重構造屋根）

を推進しています。

　環境面では、㈱トーマツ審査評価機構の環境格付において、当社はＡＡを取得しました。

  わが国が京都議定書で世界に対して公約した温室効果ガスの削減目標に向けて、政府の設定した

目標に石油業界として協力するために、バイオガソリン（植物生まれのバイオエタノールと石油系

ガスのひとつであるイソブテンを合成した「バイオＥＴＢＥ」という物質を配合したレギュラーガ

ソリン）の販売を平成19年４月から首都圏（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県）50ＳＳ（内、当

社分７ＳＳ）において開始しました。

　潤滑油事業では、国内外合計の販売数量は、需要が拡大するアジアを中心にグローバル展開を進

め、ライセンス先の販売を含め100万KLとなりました。国内販売では、潤滑油需要が減退する中、

省資源、省エネルギー、環境対応型潤滑油の開発・販売を積極的に推進し、前年を上回る販売とな

りました。平成19年４月に発売したゼプロＡＴＦ－ＥＣＯを積極的に販売し、また10月に排ガス規

制対応型のディーゼル・エンジンオイルを発売しました。海外では、中国の拡大する自動車市場に

対応するため、平成20年７月までに出光潤滑油（中国）有限公司の生産能力を現状の２倍の年産5.6

万ＫＬに増強することを決定しました。

石油製品部門の売上高は、原油価格の上昇等により、2兆8,862億円（前年同期比13.8％増）とな

りました。営業利益は、原油価格の上昇により石油製品のマージンが縮小したことや、税制改正に

伴う減価償却費の増加などにより、前連結会計年度の営業利益から256億円減益の78億円の営業損

失となりました。 

[石油化学製品部門]　

石油化学製品部門では、原油価格高騰によりナフサの市況が過去最高を更新し、原料コストの上

昇が各製品のマージンを圧縮しました。

　基礎化学品事業では、オレフィンの需要はほぼ前年並みで、前年度対比99.7％の販売数量となり

ました。スチレンモノマーは、上期は中国を中心に需要が堅調に推移しましたが、下期は年末から

中国需要の鈍化と米国品の流入などにより、需給環境は軟化しました。パラキシレンについても、

上期は誘導品の底堅い需要を背景に市況は高水準を保ちましたが、下期はＰＴＡ（高純度テレフタ

ル酸）の生産設備余剰などの影響で需給は軟化しました。

  機能化学品事業では、前年度に引続きフル生産を継続しました。前年が定期補修であった要因に

伴う生産量増加により、販売数量は前年度対比104.7％となりました。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）が平成19年９月末に徳山工

場にて完工しました。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導入しました。原料アダマンタンの供給体制が確立したことにより、当社は

原料から誘導体までの一貫体制を確立し、今後の需要増に向け体制が整いました。

　機能性樹脂事業では、ポリカーボネート樹脂はアジア需要が堅調に推移し、高付加価値分野の液

晶ディスプレイ向けなど電子分野を中心に販売は増加しましたが、中国・韓国を中心とした設備増

強による需給緩和、原料高騰により、原料と製品の利益幅が縮小しました。シンジオタクチックポ

リスチレン（ＳＰＳ）樹脂は自動車コネクター向けを中心に、販売が好調に推移しました。

石油化学製品部門の売上高はナフサ価格の上昇等により7,091億円（前年同期比13.9％増）となり

ました。営業利益は、ナフサ価格の上昇により石油化学製品のマージンが縮小したことや、税制改

正に伴う減価償却費の増加などにより、187億円（前年同期比57.8％減）となりました。
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[石油開発部門] 

石油開発部門では、平成18年10月に生産を開始したフラム・イースト油田が寄与し、原油生産量

が前年度対比121万バレル増の1,138万バレルとなったことに加え、原油価格の高止まりが収益に貢

献しました。

　５月に当社子会社である英国現地法人、Idemitsu E&P UK Ltd.は英領シェトランド諸島西方沖合

４鉱区の一部権益を取得しました。６月にノルウェー現地法人、Idemitsu Petroleum Norge ASは

15％の権益を保有するフラム鉱区（PL090「H-North」構造）で試掘をした結果、原油の集積を確認

しました。同じく試掘の結果、平成20年１月にフラム鉱区（PL090「C-East」構造）で、原油の集

積を確認しました。また、15％の権益を保有するフラム鉱区内のベガサウス（Vega South）ガス田

の開発計画についてノルウェー政府の承認を取得しました。更に、ノルウェー領北部北海の探鉱鉱

区（PL293）の権益15％を取得しました。12月に当社子会社である出光クーロン石油開発株式会社

は、15％の権益を保有するベトナム南部沖合09－3鉱区について、生産開始に向けた開発を開始し

ました。

石油開発部門は原油価格の上昇等により、売上高は1,058億円（前年同期比21.3％増）、営業利益

は433億円（前年同期比17.4％増）となりました。

[その他部門] 

石炭事業では、平成18年11月から生産開始したボガブライ鉱山・タラウォンガ鉱山が寄与しオー

ストラリア自社炭の生産数量は994万トンと前年度対比で184万トンの増産となりました。輸出価格

が上昇する一方で、豪ドル高が進み、営業利益がマイナス影響を受けました。なお、石炭出荷港で

の滞船によるコスト負担増は継続していますが、足元の状況は好転し始めています。また、今年１

月中旬にエンシャム鉱山が集中豪雨による洪水の被害を受け、操業を停止しました。現在、一部で

出荷を再開し足元の出荷量は被災前の４割程度となっています。引き続き全面操業再開に向けて復

旧活動に取り組みます。

　電子材料事業については、有機ＥＬ分野において携帯メインディスプレイや小型テレビの発売開

始等、需要が本格的に立ち上がりつつあります。開発では、オール蛍光素子での白色材料開発で、

世界最高性能を達成しました。次世代を見据えた燐光型発光材料開発においては、米国のユニバー

サルディスプレイコーポレーション（Universal Display Corporation）との共同開発を更に強化

しました。また、供給体制の整備として、有機ＥＬディスプレイ市場の拡大に備え、有機ＥＬ材料

の自社生産工場として御前崎製造所（静岡県御前崎市・年産２トン）を平成19年４月に完工し生産

を開始しました。

その他部門の売上高は石炭生産の増加等により1,631億円（前年同期比9.6％増）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18億円（前年同期比54.6％減）と

なりました。 

 

②次期の見通し

平成21年度３月期の連結売上高は、原油価格の高止まりを反映し、４兆1,500億円（前年同期比 

7.4％増）となる見通しです。 

また、石油・石油化学製品部門のマージン改善や、石炭価格の上昇などにより、連結営業利益は

960億円（前年同期比 71.8％増）、連結経常利益は880億円（前年同期比 45.0％増）、連結当期純

利益は310億円（前年同期比 540.8％増）となる見通しです。

なお、上記見通しは平成21年度３月期のドバイ原油価格95ドル／バレル、為替レート100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株当たりの年間配当は150円を予定していま

す。

出光興産㈱（5019）　平成 20 年 3 月期決算短信

－ 5 －



（通期）  

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

 平成21年３月期 41,500 億円 960 億円 880 億円 310 億円

 平成20年３月期 38,643 億円 559 億円 607 億円 48 億円

 増減率 7.4 ％ 71.8 ％ 45.0 ％ 540.8 ％

(2)財政状態に関する分析 

①財政状態の分析

当期末の連結総資産は２兆4,201億円となり、前期末に比べ869億円増加しました。これは、前期

末が休日であったため売掛債権は減少しましたが、原油価格の高騰によりたな卸資産が増加したこ

と等によります。

当期末の連結負債は１兆8,924億円となり、前期末に比べ1,206億円増加しました。同じく休日要

因により未払税金は減少しましたが、原油価格の高騰により仕入債務及び短期運転資金が増加した

こと等によります。

当期末の純資産合計は5,277億円となり、前期末に比べ337億円減少しました。これは、その他有

価証券評価差額金、土地再評価差額金が減少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20.5％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、1,137億円となり、前期末に比べ、89億

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、599億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、たな卸資産の増加や前年度

末が休日だったことによる未払税金の減少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、784億円の支出となりました。これは設備投資による有

形固定資産の増加等によります。

財務活動におけるキャッシュ・フローは、90億円の収入となりました。これは、原油価格高騰に

より、運転資金が増加したことなどによります。

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月期平成20年３月期

自己資本比率

（％）
13.6 13.2 16.2 22.8 20.5

時価ベースの自

己資本比率

（％）

－ － － 23.6 12.7

キャッシュ・フ

ロー対有利子負

債比率（年）

6.5 12.7 17.6 9.7 14.3

インタレスト・
カバレッジ・レ
シオ（倍）

6.9 3.8 2.9 4.6 3.7

（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。
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*　 時価ベースの自己資本比率は、平成18年３月期末までは当社株式が非上場であるため、平成18

年３月期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

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20年３月期の期末配当については、１株当た

り75円とすることとしました。通期では１株当たり150円の配当となります。また、次期の配当に

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回としています。

 

(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。

   （たな卸資産の評価に関する会計基準変更の可能性について）

       当社グループでは、たな卸資産の評価方法として主として後入先出法を採用しております。現

     在企業会計基準委員会において、たな卸資産評価基準の変更が検討されており、その公開草案に

     よれば、国際的な会計基準のコンバージェンスを主な理由として、後入先出法を廃止するとされ

     ています。当社グループとしては、原油価格等が高騰している現在のような環境下、石油製品・

     石油化学製品事業において後入先出法の有用性は一層高まっていると考え、後入先出法の存続を

     強く主張していくものであります。

       しかしながら、今後公開草案どおり後入先出法が廃止され、またその時点の原油価格が現状の

     水準より大きく低下していない場合は、たな卸資産の評価方法を変更することにより、短期間に

     多額の特別利益が発生し、当社グループの財政状態が影響を受ける可能性があります。

 

       それ以外では、最近の有価証券報告書（平成19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。
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２．当社グループの状況
  最近の有価証券報告書（平成19年６月28日）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」から重要

な変更がないため、開示を省略します。
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３．経営方針

　平成19年３月期決算短信(平成19年５月８日開示)により開示を行った内容から重要な変更がないた

め、

(1)会社の経営の基本方針

については開示を省略します。 

　当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

（当社ホームぺージ）

http://www.idemitsu.co.jp/ir/library/index.html

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

 

(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。

　後半２年に相当する平成19～20年度におきましては、平成19年５月に計画策定後の環境変化を織

り込み、前提条件及び収益計画を見直しました。

　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

容は以下の通りです。

  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及び目標とする経営指標

　平成20年３月期は、原油価格及び石油化学原料であるナフサ価格の急騰がさらに進み、販売価格

への反映に努めましたが、当社はたな卸評価に後入先出法を採用していることもあり、各製品マー

ジンが縮小すると同時に、精製用燃料代等のコスト負担が増加し、大幅な減益となりました。

　平成21年３月期の連結営業利益は、原油や原料ナフサ価格は高値圏で推移することを前提とし、

石油及び石油化学製品のマージンの回復と、資源事業の収益貢献により、960億円（持分法投資損益
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を含め1,020億円）を見込みます。

　また、これまで有利子負債の削減・資本増強により財務体質の改善を進めてきましたが、原油価

格高騰による運転資金の増加や冠水被害を受けたエンシャム石炭鉱山の復旧費等の影響を受け、平

成21年３月期の自己資本比率は21.0％、ネットＤ／Ｅレシオで1.6倍に止まる見込みです。

　これまで第１次、第２次の中期経営計画で事業構造改革を進めてきましたが、資源価格の大幅な

高騰により事業環境が様変わりしました。また、世界的な人口増加と新興国の経済成長を背景に、

食糧を含めた資源と環境の確保が地球規模で課題となりつつあります。このような状況を踏まえ、

現在第３次中期経営計画を検討しておりますが、環境への貢献を戦略テーマに置いて、①石油・石

炭等、既存エネルギーの確保と新エネルギー分野の事業化、②潤滑油、石油化学製品、電子材料等

の高機能製品・材料事業の強化拡充、③バイオ技術開発とアグリビジネスへの事業領域の拡大、の

３点を長期のビジョンとして重点施策を推進していきます。

(4)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

　原油価格は地政学リスクやファンドマネーの流入などが加わり、平成20年３月にはWTI原油で過去

最高値を記録するなど、価格高騰に拍車がかかっています。この影響により、燃料油や石油化学事

業では大幅なコストアップとなるため、販売価格への反映に取り組んでいますが、今後燃料油需要

の減少を更に加速させることも予想されます。このような環境において徹底的な合理化・効率化を

追求して収益の確保に努めていくと同時に、需要構造の変化に対応できる体制整備を進めます。

　供給部門では、千葉及び徳山の生産拠点において、コンビナートの中核となり、周辺企業と協働

して競争力強化に取り組んでいますが、更に中京地区においても、㈱ジャパンエナジーと製油所間

の連携強化に向けた取り組みを開始しました。また、国内石油製品の需要減少に対し、石油製品の

輸出能力増強を行い、国内外の需要動向に柔軟に対応できる供給体制を拡充します。また、東京工

業品取引所（ＴＯＣＯＭ）への参加を決め、市場原理に基づいた公正な石油市場の一翼を担うべく

先物市場の利用を拡大します。

　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の新設を推進し、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。クレジットカードの会員数は当期末で263万件に達して

おり、今後もお客さまの利便性、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。また、平成20年３月に全国で石油製品販売を手掛ける住商石油㈱の全株式を住友

商事㈱から譲受することを決定し、平成20年７月から当社子会社となります。同社が有するサービ

スステーション網並びに産業用燃料の営業体制・販売網を活用し、国内流通網の一層の強化を図っ

ていきます。上記の施策の推進により、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、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。その一つとして、急速に経済成長しているベトナムに、クウェート国際石油・

ペトロベトナム・三井化学㈱と共同で「ベトナム　ニソン製油所・石油化学コンプレックス」の建

設に向けて合弁会社を設立し、詳細検討に入ることを決定しました。

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さま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。
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　潤滑油事業では、当社の独自技術を活かした省資源・省エネルギー・環境対応型潤滑油の開発・

販売を更に強化します。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、

今後需要の拡大する中国・インドをはじめとした新興市場での事業の拡大を推進しています。中国

では拡大する自動車市場に対応するため、平成20年７月までに出光潤滑油（中国）有限公司の生産

能力を現状の２倍の年産5.6万ＫＬ増強することを決定しました。

　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

力を年産10万トン増強し、年産20万トン体制を構築しました。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、平成21年を目標に年産７千トン

に能力増強することを検討しています。

　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

導体は、高機能・高容量半導体製造向けに需要が拡大しています。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が平成19年９月末に完工しました。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ています。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。

　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㈱を始め三井化学㈱、米国のユニバーサルディスプレイコーポレーション(Universal Display 

Corporation）とそれぞれ、高性能材料開発に向けて共同開発を推進しています。昨年は携帯メイン

ディスプレイや小型テレビの発売開始等、本格的に需要が立ち上がる中、それぞれに当社材料が採

用されました。今後、中・大型テレビ向けディスプレイを始め、照明向けなどの新規分野向けも含

め、高性能材料の開発を強化します。透明電極材料（IZO®）においては、国内外の大手ターゲット

メーカーにIZO®関連特許をライセンス供与することで、変化の激しいフラットパネルディスプレイ

業界に柔軟に対応し、IZO®のさらなる普及を図ります。

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４鉱山では年産1,000万トン規模となりましたが、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。

  今年１月中旬に集中豪雨により洪水の被害を受けておりましたエンシャム石炭鉱山は、冠水被害

を受けていない４箇所の採掘エリアの生産量を順次引き上げるとともに、冠水した採掘エリアの排

水、砂泥除去、大型重機の補修ならびに堤防などインフラ関係の補修・増強工事を進めます。これ

により、平成21年第１四半期（平成21年１～３月）の全面復旧を目標に取り組んでいきます。

　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。
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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。今後、食の安全・安心のニーズは一層高まることが

予想され、将来的には循環型農業や緑化等のアグリビジネスの事業化を進めます。

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。なお、平成20年４月１日に「先進技術研究

所」と「機能材料研究所」を設置しました。「先進技術研究所」は、電子材料、機能材料、機能化

学品、合成潤滑油、環境・バイオ、燃料電池といった高付加価値事業を中心に基礎から応用研究を

担当し、「機能材料研究所」は、機能化学品、機能性樹脂といった分野の研究開発を担当します。

これにより、研究所における研究開発の実施責任を明確にし、研究開発の効率的推進と生産性の向

上を図り、成果を早期に創出します。

⑥ＣＳＲ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19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）
増  減

（資産の部）    

流動資産 1,013,910 1,093,915 80,004

現金及び預金 107,580 108,185 604

受取手形及び売掛金 413,738 397,492 △16,246

有価証券 14,983 5,500 △9,483

たな卸資産 335,582 407,585 72,002

繰延税金資産 14,663 16,362 1,699

その他 128,680 159,877 31,196

貸倒引当金 △1,318 △1,086 231

固定資産 1,319,218 1,326,142 6,924

有形固定資産 1,043,697 1,041,736 △1,960

建物及び構築物 145,285 144,009 △1,275

油槽 16,610 17,953 1,342

機械装置及び運搬具 233,036 236,427 3,390

土地 622,355 621,905 △450

建設仮勘定 15,994 9,692 △6,302

その他 10,413 11,748 1,334

無形固定資産 34,931 32,543 △2,388

投資その他の資産 240,589 251,862 11,273

投資有価証券 156,667 149,023 △7,644

長期貸付金 8,063 7,422 △640

繰延税金資産 21,964 31,570 9,606

その他 55,568 65,330 9,761

貸倒引当金 △1,674 △1,484 190

資産合計 2,333,129 2,420,057 86,928

（負債の部）    

流動負債 1,027,767 1,117,669 89,902

買掛金 301,988 389,386 87,397

短期借入金 329,813 296,786 △33,027

コマーシャル・ペーパー － 49,982 49,982

１年以内償還予定の社債 12,500 18,400 5,900

未払金 291,621 254,172 △37,449

繰延税金負債 1,919 769 △1,150

その他 89,924 108,173 18,249

固定負債 743,984 774,698 30,713

社債 73,000 54,600 △18,400

長期借入金 418,982 438,546 19,564

繰延税金負債 28,939 29,081 142

再評価に係る繰延税金負債 103,563 125,771 22,207

退職給付引当金 58,715 49,200 △9,514

修繕引当金 26,983 26,378 △605

豪州石炭鉱山災害復旧費用引当金 － 12,700 12,700

その他 33,800 38,420 4,619

負債合計 1,771,752 1,892,368 120,616
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 区　分
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）
増  減

（純資産の部）    

株主資本 365,025 362,313 △2,711

資本金 108,606 108,606 －

資本剰余金 71,140 71,139 △1

利益剰余金 185,379 182,686 △2,692

自己株式 △101 △118 △16

評価・換算差額等 167,761 133,743 △34,018

その他有価証券評価差額金 15,180 1,663 △13,516

繰延ヘッジ損益 3,949 3,480 △469

土地再評価差額金 146,734 121,848 △24,885

為替換算調整勘定 1,896 6,750 4,854

少数株主持分 28,590 31,632 3,042

純資産合計 561,376 527,689 △33,687

負債純資産合計 2,333,129 2,420,057 86,928
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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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

増　減

売上高 3,394,738 3,864,263 469,524

売上原価 3,061,781 3,558,723 496,941

     売上総利益 332,957 305,540 △27,417

販売費及び一般管理費 230,144 249,649 19,504

営業利益 102,813 55,891 △46,921

営業外収益 28,491 25,105 △3,385

受取利息 3,270 3,270 △0

受取配当金 4,820 5,636 815

為替差益 8,333 6,051 △2,282

持分法による投資利益 8,351 4,049 △4,301

その他 3,715 6,098 2,383

営業外費用 23,767 20,301 △3,466

支払利息 17,399 16,026 △1,373

その他 6,368 4,275 △2,093

経常利益 107,536 60,695 △46,840

特別利益 7,656 11,919 4,262

固定資産売却益 5,250 10,411 5,160

投資有価証券売却益 178 － △178

関係会社株式売却益 119 222 103

保険精算額 1,253 － △1,253

事業移転利益 219 － △219

その他 634 1,284 650

特別損失 16,390 27,816 11,425

減損損失 8,648 2,022 △6,625

固定資産売却損 350 439 89

固定資産除却損 5,360 10,109 4,749

投資有価証券評価損 237 － △237

豪州石炭鉱山災害復旧費用 － 12,700 12,700

その他 1,794 2,544 749

　税金等調整前当期純利益 98,802 44,798 △54,003

　法人税、住民税及び事業税 48,802 42,197 △6,604

　法人税等調整額 5,333 △7,449 △12,783

　少数株主利益 3,074 5,212 2,137

　当期純利益 41,591 4,837 △36,753
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(3) 連結株主資本等変動計算書

       連結株主資本等変動計算書 

         前連結会計年度（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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         当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）　

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

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △8,997  △8,997

当期純利益 4,837  4,837

持分法の適用範囲の変更 513  513

自己株式の取得 △30 △30

自己株式の処分 △1 13 11

土地再評価差額金の取崩   953  953

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 － △1 △2,692 △16 △2,711

平成20年３月31日　残高 108,606 71,139 182,686 △118 362,313

 

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

連結会計年度中の変動額 

剰余金の配当 △8,997

当期純利益 4,837

持分法の適用範囲の変更 513

自己株式の取得 △30

自己株式の処分 11

土地再評価差額金の取崩 △953 △953 －

株主資本以外の項目の連結会計年度

中の変動額(純額） 
△13,516 △469 △23,932 4,854 △33,064 3,042 △30,022

連結会計年度中の変動額合計 △13,516 △469 △24,885 4,854 △34,018 3,042 △33,687

平成20年３月31日　残高 1,663 3,480 121,848 6,750 133,743 31,632 527,689
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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18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成19年４月１日

至　平成20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 98,802 44,798

　減価償却費 59,307 77,041

　減損損失 8,648 2,022

  退職給付引当金の減少額 △5,454 △9,422

　売上債権の増減額 △79,719 16,407

　たな卸資産の増加額 △15,791 △72,654

　仕入債務の増加額 15,495 88,361

　未払金の増減額 39,742 △35,428

　その他 26,092 △2,650

小  計 147,122 108,475

　利息及び配当金の受取額 8,373 13,865

　利息の支払額 △18,851 △15,992

　法人税等の支払額 △50,322 △46,414

営業活動によるキャッシュ・フロー 86,322 59,934

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 △67,287 △76,066

　有形固定資産の売却による収入 7,867 16,054

　投資有価証券の取得による支出 △4,494 △12,994

　投資有価証券の売却による収入 272 64

　貸付金の純増減額 13,448 △758

　その他 △12,901 △4,747

投資活動によるキャッシュ・フロー △63,094 △78,448

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 △31,874 △22,638

　コマーシャルペーパーの純増減額 － 49,982

　長期借入金等による収入 55,321 148,599

　長期借入金等の返済による支出 △175,773 △152,217

　株式の発行による収入 113,563 －

  その他 1,510 △14,772

財務活動によるキャッシュ・フロー △37,252 8,953

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,238 681

現金及び現金同等物の減少額 △9,785 △8,879

現金及び現金同等物の期首残高 132,747 122,564

連結範囲の変更による現金及び現金同等物の増減額 △397 －

現金及び現金同等物の期末残高 122,564 113,685
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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．会計処理基準に関する事項

(1）重要な引当金の計上基準

①豪州石炭鉱山災害復旧費用引当金 　豪州石炭鉱山において平成20年１月に発生した冠水被害に対する将来の復

旧費用の支出に備えるため、当連結会計年度末における復旧費用負担見込額

を計上しています。

（追加情報）

　当社の連結子会社であるIdemitsu Australia Resources Pty Ltdを通じて

85%の権益を保有する豪州エンシャム石炭鉱山において、平成20年１月に中央

クイーンズランド地方で発生した集中豪雨による洪水のため、採掘場が冠水

する被害を受けました。このため、同鉱山の冠水被害に対する復旧工事を実

施しています。それを踏まえて当該復旧にあたり、当社グループは当連結会

計年度末における復旧費用負担見込額を豪州石炭鉱山災害復旧費用引当金

（12,700百万円）として計上しています。

　なお、同鉱山には保険を付保していますが、同冠水被害についての保険金

額は確定していません。

　それ以外は、最近の有価証券報告書（平成19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

会計方針の変更

（固定資産の減価償却方法）

当社及び国内連結子会社は、当連結会計年度より、法人税法の改正（所得税法等の一部を改正する法律（平成19年

３月30日　法律第６号）及び法人税法施行令の一部を改正する政令（平成19年３月30日　政令第83号））に伴い平成

19年４月１日以降に取得した有形固定資産の減価償却費については、改正後の法人税法に規定する減価償却方法に変

更しています。

　この結果、従来の方法によった場合と比べて、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はぞれぞれ1,228百

万円減少しました。

 

 

追加情報

当社及び国内連結子会社は、当連結会計年度より、法人税法の改正に伴い平成19年３月31日以前に取得した有形固

定資産については、改正前の法人税法に規定する減価償却方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度

の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含め

て計上しています。

　この結果、従来の方法によった場合と比べて、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ8,742百

万円減少しました。

 

 

表示方法の変更

（連結損益計算書）

　前連結会計年度において区分掲記していた特別利益の「投資有価証券売却益」（当連結会計年度28百万円）及び特

別損失の「投資有価証券評価損」（当連結会計年度99百万円）は金額的重要性が減ったため、特別利益及び特別損失

の「その他」に含めて表示しています。
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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19年３月31日）   （平成20年３月31日）

１　担保資産  818,046  百万円 686,181  百万円

２  偶発債務

 　　　債務保証

 　　　経営指導念書  

9,161

2,903

 百万円

  百万円

7,318

1,801

  百万円

  百万円

３　有形固定資産の減価償却累計額  1,753,554  百万円 1,808,814  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」として純資産の部に計

上しています。

同　　左

 

 

 

 

 

 

 

 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連結会計年度

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連結会計年度

末における時価と再評価後の帳簿価額と

の差額  

 △135,776百万円  △128,648百万円  
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（連結株主資本等変動計算書関係）

 前連結会計年度　（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：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 27,321,500 12,678,500 － 40,000,000

自己株式

普通株式 － 9,257 560 8,697

（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）
配当の原資

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 利益剰余金 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

 

 当連結会計年度　（自　平成19年４月１日　至　平成20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：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 40,000,000 － － 40,000,000

自己株式

普通株式 8,697 2,173 1,110 9,760

 　　（注）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）
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

平成19年11月６日

取締役会
普通株式 2,999 利益剰余金 75.00 平成19年９月30日 平成19年12月７日
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(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20年５月２日

取締役会
普通株式 2,999 利益剰余金 75.00 平成20年３月31日 平成20年６月５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19年３月31日現在） （平成20年３月31日現在）
      

現金及び預金勘定  107,580 百万円 108,185 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）  14,983 百万円 5,500 百万円

現金及び現金同等物  122,564 百万円 113,685 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、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。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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 2,886,212 709,132 105,801 163,116 3,864,263 － 3,864,263

  (2)セグメント間の内部売上
 高又は振替高

3,030 1,834 － 8,665 13,531 (13,531) －

計 2,889,243 710,967 105,801 171,782 3,877,794 (13,531) 3,864,263

   営業費用 2,897,087 692,301 62,522 170,036 3,821,947 (13,575) 3,808,372

   営業利益又は営業損失 △7,843 18,665 43,279 1,745 55,847 44 55,891

Ⅱ 資産、減価償却費、減損 

   損失及び資本的支出
       

   資  産 1,663,457 413,812 140,045 163,927 2,381,242 38,815 2,420,057

   減価償却費 39,999 16,050 16,917 4,111 77,077 (36) 77,041

   減損損失 1,593 423 － 5 2,022 － 2,022

   資本的支出 49,003 10,842 17,492 4,122 81,460 － 81,460
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　（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、104,786百万円であり、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。

２．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（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。　

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　　至　平成20年３月31日）

 (単位：百万円)

 日本
アジア・オ

セアニア
欧州 その他地域 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 3,591,132 149,882 108,528 14,720 3,864,263 － 3,864,263

 (2)セグメント間の

　　内部売上高又は振替高
17,002 62,501 118 3,252 82,875 (82,875) －

 　　　　　　計 3,608,134 212,383 108,647 17,973 3,947,138 (82,875) 3,864,263

 　　営業費用 3,602,898 207,397 64,602 16,677 3,891,575 (83,203) 3,808,372

 　　営業利益 5,236 4,985 44,045 1,295 55,563 327 55,891

 Ⅱ．資産 2,127,704 127,645 119,403 18,955 2,393,708 26,348 2,420,057

 

 (注)  国又は地域の区分方法及び各区分に属する主な国又は地域

 　　　　１．国又は地域の区分の方法　　　　　　　　 地理的近接度によっております。

 　　　　２．各区分に属する主な国又は地域　　　　　 アジア・オセアニア ： シンガポール・マレーシア・香港・

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   オーストラリア

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　欧　　　　　　　州 ： 英国・ノルウェー

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 そ  の  他  地  域 ： 米国・カナダ等

 　　　　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、104,786百万円であり、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。　　　　　　　　

３．海外売上高

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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20年６月26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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

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

１株当たり純資産額 12,404円45銭

１株当たり当期純利益 120円98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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当期純利益

（百万円）
41,591 4,837

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） 41,591 4,837

期中平均株式数（千株） 32,784 39,989

（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19年3月31日）
当事業年度

（平成20年3月31日）
増　減

（資産の部）    

流動資産 893,980 970,149 76,168

現金及び預金 58,921 59,610 689

受取手形及び売掛金 376,429 361,120 △15,309

有価証券 14,983 － △14,983

たな卸資産 309,001 384,628 75,627

繰延税金資産 13,627 15,210 1,582

その他 122,678 152,745 30,067

貸倒引当金 △1,660 △3,166 △1,506

固定資産 1,216,494 1,207,304 △9,190

有形固定資産 935,948 925,037 △10,911

建物 63,627 60,472 △3,155

構築物 63,715 64,192 477

油槽 16,610 17,953 1,342

機械装置 155,015 143,810 △11,204

土地 625,102 624,726 △376

建設仮勘定 6,459 8,215 1,755

その他 5,416 5,664 248

無形固定資産 11,047 10,578 △469

投資その他の資産 269,499 271,689 2,189

投資有価証券 78,932 71,741 △7,191

関係会社株式 124,573 126,345 1,771

繰延税金資産 18,423 24,657 6,233

その他 48,927 49,815 887

 貸倒引当金 △1,358 △871 487

資産合計 2,110,475 2,177,453 66,977

（負債の部）    

流動負債 966,082 1,055,165 89,082

買掛金 264,946 353,226 88,279

短期借入金 311,160 279,426 △31,733

コマーシャル・ペーパー － 49,982 49,982

1年以内償還予定の社債 12,500 18,400 5,900

未払金 294,332 260,904 △33,427

その他 83,143 93,224 10,081

固定負債 691,969 708,549 16,580

社債 73,000 54,600 △18,400

長期借入金 412,778 434,007 21,228

再評価に係る繰延税金負債 103,563 125,771 22,207

退職給付引当金 57,652 48,169 △9,483

修繕引当金 26,135 25,586 △549

その他 18,839 20,416 1,576

負債合計 1,658,052 1,763,714 105,662
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 区　分
前事業年度

（平成19年3月31日）
当事業年度

（平成20年3月31日）
増　減

（純資産の部）    

株主資本 288,685 287,545 △1,139

　資本金 108,606 108,606 －

　資本剰余金 67,609 67,607 △1

 　　資本準備金 57,245 57,245 －

 　　その他資本剰余金 10,363 10,362 △1

　利益剰余金 112,570 111,449 △1,121

 　　利益準備金 1,081 1,081 －

 　　特別償却準備金 853 585 △267

     海外投資等損失準備金 634 810 175

 　　固定資産圧縮積立金 30,748 29,079 △1,668

 　　繰越利益剰余金 79,254 79,893 639

　自己株式 △101 △118 △16

評価・換算差額等 163,738 126,192 △37,545

　その他有価証券評価差額金 14,324 1,181 △13,143

　繰延ヘッジ損益 2,679 3,163 483

　土地再評価差額金 146,734 121,848 △24,885

純資産合計 452,423 413,738 △38,685

負債純資産合計 2,110,475 2,177,453 66,977
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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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

増　減 

売上高 3,107,842 3,593,193 485,350

売上原価 2,845,199 3,374,513 529,314

 売上総利益 262,643 218,679 △43,964

販売費及び一般管理費 204,315 216,674 12,358

 営業利益 58,327 2,004 △56,323

営業外収益 17,846 33,871 16,024

受取利息 1,144 1,258 114

受取配当金 5,107 22,410 17,302

為替差益 8,703 4,861 △3,841

その他 2,891 5,340 2,449

営業外費用 22,193 18,552 △3,641

支払利息 16,143 14,578 △1,565

その他 6,049 3,974 △2,075

 経常利益 53,981 17,323 △36,657

特別利益 2,805 1,993 △812

固定資産売却益 877 1,595 718

投資有価証券売却益 178 － △178

関係会社株式売却益 － 270 270

保険精算額 1,253 － △1,253

その他 496 127 △368

特別損失 15,837 13,120 △2,717

減損損失 8,012 1,593 △6,418

固定資産売却損 345 382 37

固定資産除却損 5,193 10,050 4,856

関係会社株式評価損 2,058 － △2,058

その他 226 1,093 866

税引前当期純利益 40,949 6,196 △34,752

 法人税、住民税及び事業税 15,008 129 △14,879

 法人税等調整額 3,130 △856 △3,986

当期純利益 22,811 6,923 △15,887
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(3) 株主資本等変動計算書

         前事業年度　（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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         当事業年度　（自　平成19年４月１日　至　平成20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

繰越利益

剰余金

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

事業年度中の変動額             

剰余金の配当         △8,997 △8,997  △8,997

当期純利益         6,923 6,923  6,923

自己株式の取得           △30 △30

自己株式の処分   △1 △1       13 11

その他利益剰余金の積立      81 200 1,358 △1,641 －  －

その他利益剰余金の取崩      △349 △25 △3,027 3,402 －  －

土地再評価差額金の取崩         953 953  953

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 － － △1 △1 － △267 175 △1,668 639 △1,121 △16 △1,139

平成20年3月31日　残高 108,606 57,245 10,362 67,607 1,081 585 810 29,079 79,893 111,449 △118 287,545

 

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

事業年度中の変動額      

剰余金の配当     △8,997

当期純利益     6,923

自己株式の取得     △30

自己株式の処分     11

その他利益剰余金の積立     －

その他利益剰余金の取崩     －

土地再評価差額金の取崩   △953 △953 －

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額(純額） △13,143 483 △23,932 △36,592 △36,592

事業年度中の変動額

合計 △13,143 483 △24,885 △37,545 △38,685

平成20年3月31日　残高 1,181 3,163 121,848 126,192 413,738
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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19年３月31日）   （平成20年３月31日）

１　担保資産  818,046 百万円  686,181 百万円  

２　偶発債務

 　　  債務保証

 　　  経営指導念書  

22,648

2,903

百万円

 百万円

21,208

1,801

百万円      

 百万円

３　有形固定資産の減価償却累計額  1,556,603 百万円 1,586,687 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」として純資産の部に計

上しています。

 　 　　　　　同　　左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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  

 △135,776百万円   △128,648百万円  
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