
平成21年3月期 第2四半期決算短信 

平成20年11月4日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 出光興産株式会社 上場取引所 東 

コード番号 5019 URL http://www.idemitsu.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 天坊 昭彦

問合せ先責任者 （役職名） ＩＲ・広報室長 （氏名） 鳥山 公 TEL 03-3213-9307

四半期報告書提出予定日 平成20年11月14日 配当支払開始予定日 平成20年12月5日

1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

（注）潜在株式調整後1株当たり四半期純利益又は四半期純損失（△）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。  

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 2,280,392 ― 61,405 ― 59,995 ― 18,906 ―

20年3月期第2四半期 1,697,975 2.6 36,159 △10.6 42,134 2.1 13,779 33.5

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 472.77 ―

20年3月期第2四半期 344.58 ―

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

21年3月期第2四半期 2,886,623 546,081 17.7 12,783.27
20年3月期 2,420,057 527,689 20.5 12,404.45

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  511,201百万円 20年3月期  496,056百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 75.00 ― 75.00 150.00
21年3月期 ― 75.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 75.00 150.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

通期 5,090,000 31.7 107,500 92.3 100,000 64.8 31,000 540.8 775.19

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１． 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際 
   の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表】 ３．連結業績予想に関する定性 
   的情報をご覧ください。 
２． 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」 
   （企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日）を適用しています。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しています。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  40,000,000株 20年3月期  40,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  10,133株 20年3月期  9,760株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  39,990,095株 20年3月期第2四半期  39,990,281株

37003601
スタンプ



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　平成19年３月14日）及び「四半

期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号　平成19年３月14日）を適用しています。

　従って、当第２四半期連結累計期間の連結損益計算書と前年同期の連結損益計算書では作成基準が異なるため、前

年同期比較に関する情報は参考として記載しています。　

［第２四半期連結累計期間の概要］

　石油業界においては、ドバイ原油が７月に140ドル／バレル台と史上最高値を更新しましたが、金融危機に端を発す

る世界的な景気悪化の懸念の強まりなどから反落基調をたどり、９月には100ドル／バレル割れとなり、原油価格は大

きく乱高下しました。4～9月平均では前年同期比47.7ドル／バレル上昇の115.1ドル／バレルとなり、大幅な原油価格

上昇によるコスト増となりました。また、価格上昇や環境意識の高まりから国内石油製品の需要も減少しました。

　石油化学業界においては、石油化学原料であるナフサ価格が原油価格同様に急騰後、反落し、大きく乱高下しまし

た。4～9月平均では前年同期比355ドル／トン上昇の1,039ドル／トンとなり、大幅にナフサ価格が上昇しました。ア

ジアを中心とした需要の減少と原料価格高騰による採算悪化の影響を受け、スチレンモノマーやパラキシレン等で生

産調整が行われるなど非常に厳しい事業環境となりました。

　当社グループの第２四半期連結累計期間の売上高は、原油・ナフサ価格の上昇などにより前年同期比34.3％増の２

兆2,804億円となり、連結営業利益は原油価格上昇による石油開発部門の増益などにより前年同期比69.8％増の614億

円となりました。なお、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が、第１四半期連結会計期間よ

り評価期間について年度から四半期に変更しています。この変更により、営業利益で277億円増加しています。

　営業外損益は、為替差益の減少等により前年同期比74億円減の14億円の損失となり、連結経常利益は600億円（前年

同期比42.4％増）となりました。

　特別損益は、前年同期に比べ1億円利益減の1億円の利益となりました。また、法人税等、少数株主利益は、412億円

（前年同期比126億円増）となりました。

　以上の結果、連結四半期純利益は189億円（前年同期比37.2％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

当第２四半期 前年同期比 前第２四半期 当第２四半期 前年同期比

石油製品 17,473 億円 42.2 ％ 22 億円 255 億円 1,073.5 ％

（たな卸資産評価期間変更前） －  －  －  (2 億円) (△91.0 ％)

石油化学製品 3,807 億円 8.7 ％ 133 億円 △30 億円 － ％

（たな卸資産評価期間変更前） －  －  －  (△54 億円) (－ ％)

石油開発 750 億円 47.5 ％ 221 億円 359 億円 62.7 ％

その他 774 億円 13.1 ％ △13 億円 31 億円 － ％

計 22,804 億円 34.3 ％ 362 億円 614 億円 69.8 ％

（たな卸資産評価期間変更前） －  －  －  (337 億円) (△6.8 ％)

[石油製品部門] 

　石油製品部門では、原油価格の大幅な上昇を受け、コスト上昇分の値上げに努めました。アジアの需要増を背景に

した製品輸出マージンの改善及び合理化や当年度に製油所の定期修繕が行われなかったことなどによる供給コストの

低減などの増益要因がありましたが、精製用燃料費増加や販売価格へ反映されるまでのタイムラグの発生などにより、

たな卸資産の評価期間変更に伴う影響額を除く営業利益では減益となりました。なお、変更影響額としては253億円の

益が発生しました。

　当第２四半期連結累計期間における石油製品部門の売上高は、前年同期比42.2％増の１兆7,473億円となり、営業利

益は前年同期比1,073.5％増の255億円となりました。

[石油化学製品部門]　

　石油化学製品部門では、原油価格と同様にナフサ価格が急上昇し過去最高を更新しました。石油製品同様、急激な

原料コストの上昇にスチレンモノマーやパラキシレン等の製品市況が追随できず、製品マージンが大きく縮小しまし

た。また、原料価格高騰に伴う用役コストの増加や販売価格へ反映されるまでのタイムラグなどにより、収益環境は

悪化しました。当第２四半期連結累計期間における石油化学製品部門の売上高は、前年同期比8.7％増の3,807億円と

なり、営業損益は前年同期比163億円利益減の30億円の営業損失となりました。（たな卸資産の評価期間変更により24

億円の益が発生しました）

[石油開発部門] 

　石油開発部門は、ブレント原油が前年同期比45.8ドル／バレル上昇の109.1ドル／バレルとなり、原油価格の高騰が

収益に大きく貢献しました。



　当第２四半期連結累計期間における石油開発部門は原油価格の上昇等により売上高は前年同期比47.5％増の750億

円、営業利益は前年同期比62.7％増の359億円となりました。

[その他部門] 

　石炭事業では、平成20年１月にエンシャム鉱山が集中豪雨による洪水の被害を受け、操業を一部で停止した影響で、

オーストラリア自社炭の生産数量は301万トンと前年同期比148万トンの減少となりました。エンシャム鉱山は、復旧

工事が順調に進んでおり、現在の出荷量は被災前の６～７割程度となっています。生産水準が被災前の状態に回復す

るのは、平成21年1-3月期を予定しています。収支状況につきましては、石炭の輸出価格上昇などにより、前年同期比

で増益となりました。

　当第２四半期連結累計期間におけるその他部門の売上高は、石炭価格の上昇等により前年同期比13.1％増の774億

円となり、営業利益は前年同期比44億円利益増の31億円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債及び純資産の状況

　原油価格の高騰により、資産の部ではたな卸資産や売掛債権が増加し、負債の部では短期借入金が増加しています。

また、平成20年７月22日に「連結決算における在外子会社の会計基準変更に関するお知らせ」にて公表しましたとお

り、第１四半期連結会計期間より、会計基準変更に伴いノルウェーのスノーレ鉱区油田の将来債務を資産・負債両建

てで計上しています。これらの結果、連結総資産は２兆8,866億円となり、前連結会計年度末に比べ4,666億円増加し、

連結負債は２兆3,405億円となり、前連結会計年度末に比べ4,482億円増加しました。

　当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は5,461億円となり、前連結会計年度末に比べ184億円増加しました。

　当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は会計基準の変更などにより17.7％となりました。

（２）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、1,139億円となり、前連結会計年度

末と同水準となりました。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、1,059億円の支出となりました。これは、原油価格高騰によるたな卸資産

の増加や売掛債権の増加などの資金減少要因が、税金等調整前四半期純利益や減価償却費などの資金増加要因を上回っ

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、398億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、1,449億円の収入となりました。これは、原油価格高騰によるたな卸資産

や売掛債権の増加等に対応して短期借入金による資金調達が増加したことなどによります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　業績予想につきましては、現時点の経済及び金融情勢がが極めて不安定であること、また原油価格及びナフサ価格

の変動が非常に激しいことから、下半期の見通しを想定することが、却って誤った判断を招く恐れが多いと考えます。

従って、現時点では平成20年7月31日公表の予想数値を据え置くこととします。

　世界的な信用収縮による実体経済の減速を受け、石油・石油化学製品の需要減少、原油価格・ナフサ価格の変動及

びその変化が製品マージンに与える影響など、環境変化・経済動向を見極めた上で、明らかになり次第公表いたしま

す。



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）

　該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　税金費用は、主として、当第２四半期連結累計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しています。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しています。

（３）四半期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

①　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　平成19年３月14日）及び「四

半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号　平成19年３月14日）を適用していま

す。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しています。

②　たな卸資産の評価方法について、当社は、従来、年度別（もしくは半期別）の後入先出法によっていましたが、

「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用に伴い、四半期毎の適正な期間損益計算を行うため、第１四半期連結

会計期間より四半期後入先出法に変更しています。

　これに伴い、後入先出法に基づく在庫の評価及び払出単価算定についても、従来、個別品目ごと履歴別に在庫の

評価及び払出単価を算定していましたが、第１四半期連結会計期間より個別品目ごとに統一した単価により在庫の

評価及び払出単価を算定しています。

　この結果、従来の方法によった場合と比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整

前四半期純利益は、それぞれ27,699百万円増加しました。

　また、当社及び国内連結子会社は、従来、主として後入先出法による原価法（一部低価法）によっていましたが、

第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）の

適用に伴い、主として後入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性低下に基づく簿価切り下げの方

法）により算定しています。

　この結果、従来の方法によった場合と比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整

前四半期純利益は、それぞれ848百万円減少しました。

③　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってい

ましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、

平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成

６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始

する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用できることとなったことに伴い、第１四半期連結会計期間か

らこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっています。また、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引に係るリース資産の減価償却方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする

定額法を採用しています。

　なお、リース取引開始日が当基準適用開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

　この変更による損益への影響はありません。

④　第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実

務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し、連結上必要な修正を行っています。

　この結果、期首の利益剰余金を2,193百万円減額し、また、従来の方法によった場合と比べて、当第２四半期連結

累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ3,739百万円増加しました。

（追加情報）

　当社及び国内連結子会社の有形固定資産については、第１四半期連結会計期間より減価償却資産の耐用年数等に関

する省令の一部を改正する省令（平成20年４月30日　財務省令第32号）を契機として見直しを行い、改正後の省令に

規定する耐用年数に変更しています。

　この結果、従来の方法によった場合と比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前

四半期純利益は、それぞれ1,371百万円減少しました。



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 104,268 108,185

受取手形及び売掛金 443,078 397,492

有価証券 9,625 5,500

たな卸資産 518,480 407,585

その他 189,422 176,240

貸倒引当金 △1,613 △1,086

流動資産合計 1,263,261 1,093,915

固定資産   

有形固定資産   

土地 621,748 621,905

その他（純額） 424,606 419,831

有形固定資産合計 1,046,355 1,041,736

無形固定資産   

のれん 6,794 6,067

その他 29,538 26,476

無形固定資産合計 36,332 32,543

投資その他の資産   

油田プレミアム資産 283,450 －

その他 258,698 253,346

貸倒引当金 △1,475 △1,484

投資その他の資産合計 540,673 251,862

固定資産合計 1,623,361 1,326,142

資産合計 2,886,623 2,420,057

負債の部   

流動負債   

買掛金 367,183 389,386

短期借入金 409,313 296,786

コマーシャル・ペーパー 105,939 49,982

1年内償還予定の社債 8,400 18,400

未払金 275,203 254,172

未払法人税等 33,745 26,438

賞与引当金 6,258 5,793

その他 55,502 76,710

流動負債合計 1,261,547 1,117,669

固定負債   

社債 33,100 54,600

長期借入金 462,482 438,546

退職給付引当金 45,365 49,200



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

修繕引当金 32,631 26,378

豪州石炭鉱山災害復旧費用引当金 13,795 12,700

油田プレミアム負債 279,612 －

その他 212,006 193,272

固定負債合計 1,078,994 774,698

負債合計 2,340,541 1,892,368

純資産の部   

株主資本   

資本金 108,606 108,606

資本剰余金 71,138 71,139

利益剰余金 195,560 182,686

自己株式 △121 △118

株主資本合計 375,183 362,313

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △647 1,663

繰延ヘッジ損益 8,454 3,480

土地再評価差額金 123,163 121,848

為替換算調整勘定 5,046 6,750

評価・換算差額等合計 136,017 133,743

少数株主持分 34,880 31,632

純資産合計 546,081 527,689

負債純資産合計 2,886,623 2,420,057



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 2,280,392

売上原価 2,094,845

売上総利益 185,547

販売費及び一般管理費  

運賃 28,151

賞与引当金繰入額 4,433

退職給付引当金繰入額 2,126

その他 89,430

販売費及び一般管理費合計 124,141

営業利益 61,405

営業外収益  

受取利息 1,255

受取配当金 3,702

持分法による投資利益 839

その他 3,571

営業外収益合計 9,368

営業外費用  

支払利息 7,896

その他 2,881

営業外費用合計 10,778

経常利益 59,995

特別利益  

固定資産売却益 4,283

その他 1,070

特別利益合計 5,354

特別損失  

減損損失 1,598

固定資産売却損 55

固定資産除却損 3,451

その他 179

特別損失合計 5,284

税金等調整前四半期純利益 60,065

法人税等 35,679

少数株主利益 5,479

四半期純利益 18,906



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 60,065

減価償却費 39,110

減損損失 1,598

のれん償却額 375

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,845

修繕引当金の増減額（△は減少） 6,253

受取利息及び受取配当金 △4,957

支払利息 7,896

固定資産売却損益（△は益） △4,227

売上債権の増減額（△は増加） △35,817

たな卸資産の増減額（△は増加） △110,015

仕入債務の増減額（△は減少） △26,626

未払金の増減額（△は減少） 20,182

その他 △26,819

小計 △76,828

利息及び配当金の受取額 5,580

利息の支払額 △7,984

法人税等の支払額 △26,700

営業活動によるキャッシュ・フロー △105,933

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 △35,913

有形固定資産の売却による収入 5,734

無形固定資産の取得による支出 △5,546

投資有価証券の取得による支出 △1,261

投資有価証券の売却による収入 2,164

貸付金の純増減額 6,789

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△6,126

その他 △5,683

投資活動によるキャッシュ・フロー △39,842



（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 142,599

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 55,957

長期借入れによる収入 40,101

長期借入金の返済による支出 △47,678

社債の償還による支出 △31,500

自己株式の取得による支出 △4

自己株式の売却による収入 1

配当金の支払額 △2,999

少数株主への配当金の支払額 △2,638

その他 △8,888

財務活動によるキャッシュ・フロー 144,949

現金及び現金同等物に係る換算差額 182

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △644

現金及び現金同等物の期首残高 113,685

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

853

現金及び現金同等物の四半期末残高 113,893



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　平成19年３月14日）及び「四半

期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号　平成19年３月14日）を適用しています。

また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しています。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

    当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

石油製品

（百万円）

石油化学

製品

（百万円）

石油開発

（百万円）

その他

（百万円）

計

 （百万円）

消去又は

全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 1,747,315 380,717 75,007 77,352 2,280,392 － 2,280,392

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,340 917 － 2,446 4,704 (4,704) －

計 1,748,655 381,634 75,007 79,799 2,285,097 (4,704) 2,280,392

営業利益又は営業損失（△） 25,462 △2,962 35,867 3,064 61,430 (26) 61,405

　（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

 

〔所在地別セグメント情報〕

　  当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）　

　　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント

　情報の記載を省略しています。　

〔海外売上高〕

　  当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）　

　  海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しています。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

 （単位：百万円） 

 区　分
前中間連結会計期間

(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

売上高 1,697,975

売上原価 1,544,671

     売上総利益 153,303

販売費及び一般管理費 117,144

営業利益 36,159

営業外収益 15,968

受取利息 1,699

受取配当金 3,578

為替差益 4,194

持分法による投資利益 3,165

その他 3,330

営業外費用 9,993

支払利息 8,309

その他 1,683

経常利益 42,134

特別利益 5,696

固定資産売却益 5,423

その他 273

特別損失 5,504

減損損失 1,088

固定資産売却損 84

固定資産除却損 3,959

その他 371

　税金等調整前中間純利益 42,327

　法人税、住民税及び事業税 27,553

　法人税等調整額 △1,601

　少数株主利益 2,594

　中間純利益 13,779



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

 （単位：百万円） 

区  分 
前中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー  

  税金等調整前中間純利益 42,327

　減価償却費 35,801

　減損損失 1,088

  退職給付引当金の減少額 △5,046

　売上債権の増加額 △3,752

　たな卸資産の増加額 △64,535

　仕入債務の増加額 31,066

　未払金の増加額 39,605

　その他 △38,171

小  計 38,383

　利息及び配当金の受取額 9,881

　利息の支払額 △8,000

　法人税等の支払額 △28,835

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,429

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 △37,563

　有形固定資産の売却による収入 8,789

　投資有価証券の取得による支出 △3,163

　投資有価証券の売却による収入 29

　貸付金の純増減額 △3,151

　その他 △2,257

投資活動によるキャッシュ・フロー △37,315

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 38,506

　コマーシャル・ペーパーの純増減額 29,988

　長期借入金による収入 5,990

　長期借入金の返済による支出 △43,550

  その他 △6,732

財務活動によるキャッシュ・フロー 24,202

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,703

現金及び現金同等物の増減額 20

現金及び現金同等物の期首残高 122,564

現金及び現金同等物の中間期末残高 122,584



（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

石油製品

（百万円）

石油化学

製品

（百万円）

石油開発

（百万円）

その他

（百万円）

計

 （百万円）

消去又は

全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 1,228,577 350,158 50,868 68,371 1,697,975 － 1,697,975

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,550 864 － 4,111 6,526 (6,526) －

計 1,230,128 351,022 50,868 72,483 1,704,502 (6,526) 1,697,975

営業費用 1,227,958 337,708 28,817 73,831 1,668,315 (6,498) 1,661,816

営業利益又は営業損失（△） 2,169 13,314 22,050 △1,347 36,187 (28) 36,159


	出光興産㈱（5019） 平成21年３月期 第２四半期決算短信: 出光興産㈱（5019） 平成21年３月期 第２四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -
	- 12 -: - 12 -
	- 13 -: - 13 -


