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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年3月期 3,798,489 △1.7 102,411 83.2 89,289 47.1 3,323 △31.3

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

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
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 ％ ％ ％

21年3月期 83.11 ― 0.7 3.8 2.7
20年3月期 120.98 ― 0.9 2.6 1.4

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △5,617百万円 20年3月期  4,049百万円

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 2,289,809 467,190 19.3 11,079.25
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  443,062百万円 20年3月期  496,056百万円

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

21年3月期 235,340 △86,136 60,929 302,488
20年3月期 59,934 △78,448 8,953 113,685

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 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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 75.00 ― 75.00 150.00 5,998 124.0 1.2
21年3月期 ― 75.00 ― 75.00 150.00 5,998 180.5 1.3

22年3月期 
（予想）

― 75.00 ― 75.00 150.00 35.3

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

1,350,000 △40.8 20,000 △67.4 10,000 △83.3 1,000 △94.7 25.01

通期 2,820,000 △25.8 62,000 △39.5 45,000 △49.6 17,000 411.5 425.10
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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） 

（注） 詳細は21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」及び22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 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 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  9,664株 20年3月期  9,760株

（参考）個別業績の概要 

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

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

21年3月期 3,478,498 △3.2 27,846 ― 25,009 44.4 △11,817 ―

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

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

21年3月期 △295.51 ―

20年3月期 173.14 ―

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 2,019,659 384,341 19.0 9,610.85
20年3月期 2,177,453 413,738 19.0 10,345.99

（参考） 自己資本 21年3月期  384,341百万円 20年3月期  413,738百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 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、５ページ「次期の見通し」をご覧ください。 
なお、当社グループは第２四半期累計期間の個別業績の開示を行なっておりません。このため、当該期間の個別業績予想については記載を省略していま
す。 

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

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 2,500,000 △28.1 35,000 25.7 24,700 △1.2 8,700 ― 217.55



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 

  当連結会計年度におけるわが国の経済は、米国に端を発した金融危機が世界規模で急速に広が

った影響により、輸出や設備投資が減速するなど企業収益が大幅に悪化し、景気の後退が鮮明に

なりました。 

 ドバイ原油は、７月に140ドル／バレル台と史上 高値を更新しましたが、急激な景気悪化など

からその後は反落基調をたどり、3月末には47.3ドル／バレルまで下落しました。年度平均では前

年同期比4.4ドル／バレル上昇の81.8ドル／バレルとなりました。為替レートは、4月以降円安基

調で推移し8月半ばには110円／ドル台となりましたが、秋以降、米国の大手金融機関の経営破綻

等をきっかけに円高傾向が加速し、年度平均では101.5円／ドルと、前年同期比13.8円／ドルの円

高となりました。 

 国内の石油製品需要は、省燃費車の普及や省エネ意識の高まり等を背景とする中で、上期の原

油高による買い控えと秋以降の景気後退による影響により減少し前年同期比92%程度となる見込で

す。 

 石油化学原料であるナフサ価格は、原油価格と同様大幅に上昇した後、景気悪化に伴い需要が

急速に減少し、反落しました。年度平均では前年同期比75ドル／トン上昇の823ドル／トンとなり

ました。原料価格高騰による採算悪化に加え、秋以降は世界経済の減速に伴いエチレンをはじめ

とする石化製品全般で需要が急減し、各製品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。 

 当社グループの当連結会計年度の売上高は、前年同期比1.7％減の３兆7,985億円となり、連結

営業利益は石油製品部門や石油開発部門などの増益により前年同期比83.2％増の1,024億円となり

ました。 

なお、当社は、従来、たな卸資産の評価方法について主に年度別後入先出法によっていました

が、四半期毎の適正な期間損益計算を行うため、当連結会計年度より評価期間を年度から四半期

に変更しました。変更の影響額は、営業利益で538億円増加となります。また、当連結会計年度よ

り適用されたたな卸資産の簿価切下げによる影響により、営業利益が332億円減少しています。 

 営業外損益は、持分法投資損益の減少等により前年同期比179億円減の131億円の損失となり、

連結経常利益は893億円（前年同期比47.1％増）となりました。 

 特別損益は、株価下落に伴う投資有価証券評価損の計上や旧兵庫製油所跡地における原油備蓄

事業中止に伴う事業整理損の計上などにより、前年同期に比べ122億円利益減の281億円の損失と

なりました。また、法人税等、少数株主利益は、579億円(前年同期比179億円増)となりました。 

 以上の結果、連結当期純利益は33億円（前年同期比31.3％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 29,211 億円 1.2 ％ 564 億円  －   

（在庫評価益影響除き） －   －   (308 億円)  －   

石油化学製品 5,716 億円 △19.4 ％ △213 億円  －   

（在庫評価益影響除き） －   －   (△167 億円)  －   

石油開発 1,226 億円 15.9 ％ 498 億円  15.1 ％ 

石炭 768 億円 12.6 ％ 190 億円  547.0 ％ 

その他 1,064 億円 12.1 ％ △15 億円  －   

計 37,985 億円 △1.7 ％ 1,024 億円  83.2 ％ 

（在庫評価益影響除き） －   －   (817 億円)  －   



[石油製品部門]  

  SSリテール部門においては、６月末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㈱から譲り受け、当社100％子会社とする等、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りました。 

また、国内需要の減少が続くことが予想される環境のもと、海外向けの販売強化が重要となって

きており、輸出能力を従来比３倍の300万KLに増強すると同時に、堅調な需要が見込めるメキシコ

向けに軽油輸出のターム契約を締結しました。更に、平成20年10月以降は従来のコスト連動型か

ら市場連動型卸価格体系を導入したことで、卸価格の透明性が高まり、需給環境を反映した輸出

や減産など迅速な対応ができるようになりました。 

 損益面については、上期はアジアの需要増を背景として製品輸出マージンが好調に推移し、ま

た、夏場以降は原油価格の下落によりコストは大幅に低下し、収益が向上しました。その結果、

前年の営業損失から今期は大幅な収益改善となりました。 

 なお、たな卸資産の評価損益として、評価期間変更に伴う511億円の評価益が発生しましたが、

原油・製品価格の急落により、簿価切下げ損255億円が発生し、評価損益合計では256億円の益と

なりました。 

 当連結会計年度における石油製品部門の売上高は、前年同期比1.2％増の２兆9,211億円とな

り、営業利益は前年同期比642億円増の564億円となりました。  

[石油化学製品部門]  

上期は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。更に昨秋以降は、世界景気の減速により需要が急減し

販売数量が大幅に減少しました。原料ナフサ価格も急落しましたが、需要の急減により製品市況

も大幅に下落したことで、非常に厳しい事業環境となりました。 

 なお、たな卸資産の評価損益として、評価期間変更に伴う27億円の評価益が発生しましたが、

石油化学製品市況の急落により、簿価切下げ損73億円が発生し、評価損益合計では46億円の損失

となりました。 

 当連結会計年度における石油化学製品部門の売上高は、前年同期比19.4％減の5,716億円とな

り、営業損益は前年同期比400億円利益減の213億円の営業損失となりました。  

[石油開発部門]  

ブレント原油が前年対比24.5ドル／バレル上昇の97.0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。一方、円高等の影響により、為替の影響は減益要因となりました。 

 探鉱活動においては、平成20年4月に、15％の権益を保有する探鉱鉱区PL293の「Afrodite」構

造で試掘をした結果、ガスの集積を確認、平成21年3月には9.6％の権益を保有する探鉱鉱区PL089

の「Vigdis North East」構造で油の集積を確認しました。また、平成20年10月には25％の権益を

保有する探鉱鉱区PL373Sの「Jordbaer」構造で試掘の結果、推定60～80百万バレルの埋蔵量を確

認しました。 

 当連結会計年度における石油開発部門の売上高は前年同期比15.9％増の1,226億円、営業利益は

前年同期比15.1％増の498億円となりました。なお、原油の産出を行っているノルウェーの子会社

の連結対象期間は、平成20年１月から12月までです。  

[石炭部門] 

 石炭事業では、平成20年１月に豪州クイーンズランド州を襲った集中豪雨により主力のエンシ

ャム鉱山の一部の生産ピットが冠水し，また坑内道路や重機等に大きな被害を受け，一時操業停

止状態となりました。その後，全力をあげて復旧工事を行うと共に被害の無かったピットや新規

ピットからの生産を行い，またエンシャム鉱山以外の３鉱山で順調に生産を続けましたが，生産

数量は755万トンと前年対比239万トンの減少となりました。一方価格面では、年央にかけて石炭

スポット価格が急騰したことで販売価格も前年に比べ大幅に上昇し、増益に大きく貢献いたしま

した。 

 当連結会計年度における石炭部門の売上高は、前年同期比12.6％増の768億円となり、営業利益

は前年同期比547.0％増の190億円となりました。 



なお、エンシャム鉱山は、復旧工事が順調に進み、平成21年３月に生産能力は被災前の状態に

回復しています。  

[その他部門]  

 アグリバイオ事業において、「ハイポネックス®エコガーデン®シリーズ」や「ゴッツＡ」など

の微生物防除剤を上市し、微生物の製造・活用技術を活かした農業資材や畜産資材分野での事業

拡大を進めました。また、㈱エスビーエル、㈱グリーンプロデュースと共同で、土壌適応力に優

れる被覆植物“改良イワダレソウ（商品名：クラピア）”を生産する「㈱グリーンジオ」を設立

し、緑化苗事業に新たに参入しました。 

  電子材料事業については、ソニー㈱との次世代テレビとして注目される有機ＥＬディスプレイ

用材料の共同開発の成果として、青色有機ＥＬ素子において世界 高レベルの発光効率を達成し

ました。当社の材料技術とソニー㈱のデバイス技術の融合により実現したものであり、今後も共

同開発を積極的に推進し、有機ＥＬディスプレイの更なる高性能化と、製品への導入をめざして

まいります。 

 当連結会計年度におけるその他部門の売上高は、前年同期比12.1％増の1,064億円となり、営業

損益は15億円の営業損失となりました。 

  
②次期の見通し 

平成22年３月期の連結売上高は、原油価格の下落等により２兆8,200億円（前年同期比 25.8％

減）となる見通しです。  

また、石油化学製品部門では原料コスト減などによる収益の改善を見込みますが、原油価格下

落により石油開発部門が減益になることなどにより、連結営業利益は620億円（前年同期

比 39.5％減）、連結経常利益は450億円（前年同期比 49.6％減）となる見通しです。また、前年

に計上した有価証券評価損等の特別損失が減少することで連結当期純利益は170億円（前年同期

比 411.5％増）となる見通しです。 

なお、上記見通しは平成22年度３月期のドバイ原油価格50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。 

  

（通期）   

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 平成22年３月期  28,200 億円 620 億円 450 億円  170 億円 

 平成21年３月期  37,985 億円 1,024 億円 893 億円  33 億円 

 増減率  △25.8 ％ △39.5 ％ △49.6 ％  411.5 ％ 



(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２兆2,898億円となり、前期末に比べ1,302億円減少しました。これは、

原油価格の下落に伴う売掛債権及びたな卸資産が減少したこと等によります。 

当期末の連結負債は１兆8,226億円となり、前期末に比べ697億円減少しました。これは、原油

価格の下落による仕入債務の減少等によります。 

当期末の純資産合計は4,672億円となり、前期末に比べ605億円減少しました。これは、円高の

影響により為替換算調整勘定が減少したことなどによります。 

 以上の結果、当期末の自己資本比率は19.3％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、3,025億円となり、前期末に比べ、

1,888億円増加しました。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、2,353億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に加え、原油価格の下落

等による売掛債権及びたな卸資産の減少などの資金増加要因が仕入債務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、861億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、609億円の収入となりました。これは、経済・金融情

勢の更なる悪化に備え、早目に資金の手当を行っ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。  

（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、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及びリース債務の金額を、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。  

  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 平成21年３月期

自己資本比率

（％） 
 13.2  16.2  22.8  20.5  19.3

時価ベースの自

己資本比率

（％） 

 －  －  23.6  12.7  12.9

キャッシュ・フ

ロー対有利子負

債比率（年） 

 12.7  17.6  9.7  14.3        3.9

インタレスト・
カバレッジ・レ
シオ（倍） 

 3.8  2.9  4.6  3.7  14.6



 (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21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います。 

平成20年9月に、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決定され、平成 

22年度から後入先出法が廃止されることとなりました。 

  このため、当社は今後たな卸資産の評価方法を変更することとなりますが、その際会計基準
変更に伴う損益が発生することがあります。 

  

  それ以外では、 近の有価証券報告書（平成20年６月26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。 

  



   当社及び当社の関係会社（当社、子会社93社及び関連会社31社）が営む主な事業の内容と主要な関係会社の当該事 

  業における位置付けは、次のとおりです。 

（注）    事業区分の方法については、従来、事業の種類、性質の類似性等の観点から、「石油製品」「石油化学製 

       品」「石油開発」「その他」の４区分としていましたが、当連結会計年度より「その他」セグメントの中 

           の石炭事業については、金額的重要性が増したため「石炭」セグメントとして区分掲記し、５区分に変更 

      しました。 

２．当社グループの状況

セグメント 主な事業内容 主要な会社 

石油製品 

石油製品の輸入、精製、販売（元売） 当社 

原油・石油製品の輸送及び貯蔵 

出光タンカー㈱ 

Apollo Tanker Corp. 

北海道石油共同備蓄㈱ 

ＬＰガスの輸入及び販売 アストモスエネルギー㈱ 

石油製品の販売 

㈱光神 

京葉アポロ㈱ 

東海アポロ㈱ 

関西アポロ㈱ 

エスアイエナジー㈱  

海外における原油・石油製品の売買 

Idemitsu International (Asia) Pte.Ltd. 

Idemitsu International (Europe) PLC 

出光中華有限公司 

海外における潤滑油の製造及び販売 

Idemitsu Lubricants America Corporation 

Idemitsu Lube (Singapore) Pte.Ltd. 

出光潤滑油（中国）有限公司 

Apollo (Thailand) Co.,Ltd. 

石油化学製品 石油化学製品の製造及び販売 

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份有限公司 

石油開発 石油資源の調査、探鉱、開発及び販売 

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  炭 石炭の調査、探鉱、開発及び販売 Idemitsu Australia Resources Pty Ltd 

  

  

  

   その他 

  

  

  

  

  

石炭の国内販売 当社 

ウランの調査、探鉱、開発 Idemitsu Canada Resources Ltd. 

地熱資源の調査、探鉱、開発及び販売 出光大分地熱㈱ 

電子材料の製造及び販売 当社 

ＳＳ関連商品の販売、リース業等 アポロリテイリング㈱ 

石油関連設備の設計、建設及び管理 出光エンジニアリング㈱ 

保険代理店業 出光保険サービス㈱ 

不動産の売買、賃貸借及び管理 城山エステート㈱ 

クレジットカード業 出光クレジット㈱ 



［事業系統図］ 

 以上に述べた事項の概要図は次のとおりです。  

 ※１ エスアイエナジー㈱は、平成20年６月30日に全株式を取得したため、当連結会計年度より連結子会社となりまし 

      た。 

 ※２ 出光潤滑油(中国)有限公司は、重要性が増したため、当連結会計年度より連結子会社となりました。 

 ※３ アポロリテイリング㈱は、平成21年４月１日にアポロサービス㈱から社名を変更しました。 

 ※４ IDEMITSU SUNRISE INSURANCE COMPANY LIMITEDは、連結子会社のAsia Sunrise Co.Pte.Ltd.より事業を承継した 

    ため、当連結会計年度より連結子会社となりました。  

  

  



 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の振り返り及び経営指標 

   当社グループは平成17～20年度を対象とする第２次連結中期経営計画において、「安定的かつ

持続的成長の実現」を目標に掲げ、基盤事業の収益確保と、高付加価値事業・資源事業の拡大によ

る事業基盤の強化及び財務体質の改善に取り組んできました。   

[それぞれの事業分野での主な成果] 

＜基盤事業：燃料油／基礎化学品＞ 

・市場連動制導入による透明性のある市場価格の形成 

・製品輸出能力の拡大 

・ベトナム、中東における製油所プロジェクトの推進 

＜高付加価値事業：潤滑油／機能化学品／機能性樹脂／電子材料等＞ 

・中国天津潤滑油ブレンド工場能力増強 

・徳山工場アダマンタン製造装置完工 

・台湾でのポリカーボネート生産能力増強 

・世界初有機ＥＬテレビへの材料供給 

＜資源事業：石油開発／石炭／ウラン／地熱＞ 

・北海フラムイースト油田の生産開始 

・英領北海鉱区権益の取得 

・豪州ボガブライ、タラウォンガ石炭鉱山生産開始 

  

財務体質については、資源価格の高騰、需要の減少による減益と豪州石炭鉱山の冠水災害など想

定外のこともあり、自己資本比率やネットＤ／Ｅレシオは当初計画を下回りましたが、資本増強・

有利子負債の削減を行い、財務基盤の強化は概ね進めることができました。 

  

   
  

３．経営方針

     平成16年度末 平成20年度末 

   ネットＤ／Ｅレシオ（倍）    3.2    1.4 

   自己資本比率（％）    13.2       19.3 



(3)第３次連結中期経営計画について  

 平成21年度を開始年度とした第３次連結中期経営計画の基本方針ならびに各分野の課題について

下記します。昨年来の世界的な経済減速により、今後経済・社会や産業構造は大きな転換期を迎え

ると考えられます。中期経営計画では、「エネルギー・食糧・環境」を切り口として柔軟かつ積極

的な事業展開を図ります。  
  
[事業環境]   

    
[第３次連結中期経営計画の方向性]  

①基本戦略 

  想定される事業環境を踏まえ、当社グループは次の３点を中期経営計画の戦略の柱といたしま

す。  

◆石油、石油化学事業では国際的な競争の中で勝ち残るための構造改革を進める。 

◆保有技術による開発・事業化を更に進め、技術立脚型事業の育成を強化・拡大する。 

◆事業の選択と集中を図る。後発分野においてはアライアンスを積極活用して競争力を確保する。

②投資の考え方 

◆中期的な投資として4,000億円～6,000億円規模の案件を検討しており、基本戦略に沿ってそれ

 ぞれの事業分野での環境変化を注視しながら、柔軟に意思決定していきます。 

◆投資額の7～8割を資源事業や新規・海外事業などの成長分野への、戦略的な投資へ振り向けま 

 す。 

 海外案件： ベトナムニソン製油所プロジェクト等  

 資源案件： 石油開発、豪州ボガブライ鉱山大規模石炭開発等 

 新規案件： 省エネ・環境対策型商品の開発、再生可能エネルギー、アグリバイオ事業投資等 

  

  

 事  業   事 業 環 境 

 石油 
 燃料油 

 潤滑油  

・国内燃料油需要の減退と精製能力余剰の拡大 

・市場連動制の定着と国内、海外マーケットとの一体化 

・アジア地域での燃料油需要拡大と中東などの精製能力アップ 

 石油化学 
 基礎化学品 

 機能材料   

・中東、中国の設備新増設による汎用品の競争激化 

・環境対応、省エネニーズによる高機能材料需要の増大 

 資源 

 石油開発 

 石炭 

 ウラン  

・新興国の経済成長による資源需要の拡大と資源価格の上昇 

・環境問題、資源ナショナリズム、地政学リスク等による供給制約 

 新規成長 

 アグリバイオ 

 再生可能エネルギー 

 電子材料  

・「食の安全・安心」ニーズの高まりと農業ビジネスのチャンス拡大

・太陽光、風力、バイオ、地熱などの再生可能エネルギー導入促進 



(4)対処すべき課題  

  各分野における対処すべき課題と中期的な取り組みについては、次のとおりです。  

①石油事業   

    石油事業では、国内のみならず、需要が拡大するアジア・オセアニア全域を視野に入れた燃 

 料油事業の展開が重要と考えています。これに対応し、供給・販売部門の組織を抜本的に見直

 し、効率化、機能強化を図ります。 

  製油所に関しては、設備が高度化されている愛知と北海道については輸出対応型として更に 

強化し、千葉と徳山についてはそれぞれのコンビナート各社との石化事業も含めて、更に国際 

競争力の強化を進めます。海外事業では、需要が拡大するアジアや競争力のある原料ソースを 

保有する中東との共同事業を今後も進めていきます。 

      ラファン製油所はまもなく操業を開始する予定です。また、アジアではベトナムのニソン製

油所プロジェクトを足掛かりとして、ベトナム国内での燃料油販売事業、近隣エリアを含めた

エネルギー関連事業、石油化学事業などの展開を並行して進めていきます。 

②石油化学事業 

      石油化学事業については、基礎化学品事業では、地縁を活かしたコンビナート単位での提携

をさらに深化させ、千葉・徳山製油所の「ケミカルリファイナリー」化を更に進めると同時

に、国際競争力強化の取り組みを一層進めていきます。 

      また高機能分野では、自社技術を活かし、競争優位性が確保できる分野として、機能化学品

の粘接着材・フォトレジスト材料・機能性原料や機能性樹脂などを重点分野として強化してい

きます。 

③資源事業 

      資源事業については引き続き、中長期的な観点から埋蔵量の確保と生産量の維持・拡大をめ

ざして取り組んでいきます。 

      石油開発では、ノルウェー・英国・東南アジアの３地域で探鉱・開発を強化していきます。 

      石炭鉱山では、ボガブライ鉱山の大規模開発他、既存鉱山の周辺開発を進めていきます。 

      また、石炭の高効率燃焼技術、環境対策技術等を活かし拡販を図っていきます。ウラン事業

はシガーレイク鉱山の生産開始を機に次の展開を図ります。 

④新規成長事業 

  出光のアグリバイオ技術を活かし、微生物防除剤や畜産用の育成促進資材など、環境に優し

いアグリバイオ関連製品の品揃えの拡大を進めてきました。今後農業分野のビジネスチャンスは

拡大していくことから、更に農業事業を新規事業の柱のひとつに育成していきたいと考えていま

す。 

    再生可能エネルギーとしては、当面風力開発と地熱を中心に事業展開を進めます。風力開発

では、日本風力開発㈱との提携を通じ、蓄電池を併設した電力の安定供給システムの構築によ

り、発電事業のみならず、電力供給システムの事業化をめざします。地熱では大分での安定操業

の実績を活かし、他エリアでの開発を検討していきます。 

    高機能材料については、有機ＥＬでは、商品化と市場拡大が課題です。大型テレビ向けの高

性能材料の開発を進めると同時に、新たに照明分野への進出をはかり、パネル事業への参入も視

野に入れて商品開発に取り組みます。  

   ⑤ＣＳＲの取り組み 

  「人間尊重」の経営理念に則り、人材の育成及びステークホルダーとの誠実な対話を引き続き

推進することで、事業を通じた社会への貢献度をより高めていきます。また、国際的に合意され

た「持続可能な発展」の実現に貢献すべく、地球温暖化防止をはじめとする環境保全活動や、経

済のグローバル化に伴う社会課題への配慮を事業プロセスに積極的に組み込んでいきます。これ

らを通じて社会からの信頼と期待を高め、企業価値を向上させていきます。  



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 108,185 298,082

受取手形及び売掛金 397,492 203,249

有価証券 5,500 4,406

たな卸資産 407,585 350,180

繰延税金資産 16,362 15,256

その他 159,877 96,288

貸倒引当金 △1,086 △1,522

流動資産合計 1,093,915 965,942

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 144,009 133,895

油槽（純額） 17,953 18,937

機械装置及び運搬具（純額） 236,427 200,419

土地 621,905 616,740

建設仮勘定 9,692 20,439

その他（純額） 11,748 8,968

有形固定資産合計 1,041,736 999,400

無形固定資産   

無形固定資産合計 32,543 31,489

投資その他の資産   

投資有価証券 149,023 119,457

長期貸付金 7,422 4,911

繰延税金資産 31,570 34,757

油田プレミアム資産 － 73,367

その他 65,330 61,967

貸倒引当金 △1,484 △1,485

投資その他の資産合計 251,862 292,976

固定資産合計 1,326,142 1,323,867

資産合計 2,420,057 2,289,809



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 389,386 227,221

短期借入金 296,786 429,538

コマーシャル・ペーパー 49,982 －

1年内償還予定の社債 18,400 26,500

未払金 254,172 231,025

繰延税金負債 769 4,899

その他 108,173 87,396

流動負債合計 1,117,669 1,006,582

固定負債   

社債 54,600 6,600

長期借入金 438,546 457,024

繰延税金負債 29,081 22,585

再評価に係る繰延税金負債 125,771 129,095

退職給付引当金 49,200 41,944

修繕引当金 26,378 28,733

豪州石炭鉱山災害復旧費用引当金 12,700 3,489

油田プレミアム負債 － 73,781

その他 38,420 52,782

固定負債合計 774,698 816,037

負債合計 1,892,368 1,822,619

純資産の部   

株主資本   

資本金 108,606 108,606

資本剰余金 71,139 71,135

利益剰余金 182,686 177,418

自己株式 △118 △115

株主資本合計 362,313 357,045

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,663 186

繰延ヘッジ損益 3,480 △4,570

土地再評価差額金 121,848 119,998

為替換算調整勘定 6,750 △29,596

評価・換算差額等合計 133,743 86,017

少数株主持分 31,632 24,127

純資産合計 527,689 467,190

負債純資産合計 2,420,057 2,289,809



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 3,864,263 3,798,489

売上原価 3,558,723 3,441,949

売上総利益 305,540 356,539

販売費及び一般管理費   

販売費及び一般管理費合計 249,649 254,128

営業利益 55,891 102,411

営業外収益   

受取利息 3,270 3,166

受取配当金 5,636 4,293

為替差益 6,051 1,030

持分法による投資利益 4,049 －

その他 6,098 5,374

営業外収益合計 25,105 13,864

営業外費用   

支払利息 16,026 16,273

持分法による投資損失 － 5,617

その他 4,275 5,096

営業外費用合計 20,301 26,986

経常利益 60,695 89,289

特別利益   

固定資産売却益 10,411 4,727

関係会社株式売却益 222 －

賠償収益 － 1,632

その他 1,284 1,153

特別利益合計 11,919 7,514

特別損失   

減損損失 2,022 6,157

事業整理損 － 4,815

固定資産売却損 439 364

固定資産除却損 10,109 6,184

投資有価証券評価損 － 17,110

豪州石炭鉱山災害復旧費用 12,700 －

その他 2,544 969

特別損失合計 27,816 35,601

税金等調整前当期純利益 44,798 61,201

法人税、住民税及び事業税 42,197 47,589

法人税等調整額 △7,449 1,522

少数株主利益 5,212 8,765

当期純利益 4,837 3,323



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 108,606 108,606

当期末残高 108,606 108,606

資本剰余金   

前期末残高 71,140 71,139

当期変動額   

自己株式の処分 △1 △3

当期変動額合計 △1 △3

当期末残高 71,139 71,135

利益剰余金   

前期末残高 185,379 182,686

当期変動額   

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △2,193

剰余金の配当 △8,997 △5,998

当期純利益 4,837 3,323

連結範囲の変動 － 475

持分法の適用範囲の変動 513 －

土地再評価差額金の取崩 953 △874

当期変動額合計 △2,692 △5,267

当期末残高 182,686 177,418

自己株式   

前期末残高 △101 △118

当期変動額   

自己株式の取得 △30 △5

自己株式の処分 13 8

当期変動額合計 △16 3

当期末残高 △118 △115

株主資本合計   

前期末残高 365,025 362,313

当期変動額   

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △2,193

剰余金の配当 △8,997 △5,998

当期純利益 4,837 3,323

連結範囲の変動 － 475

持分法の適用範囲の変動 513 －

自己株式の取得 △30 △5

自己株式の処分 11 4

土地再評価差額金の取崩 953 △874

当期変動額合計 △2,711 △5,268



（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期末残高 362,313 357,045

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 15,180 1,663

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △13,516 △1,477

当期変動額合計 △13,516 △1,477

当期末残高 1,663 186

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 3,949 3,480

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △469 △8,050

当期変動額合計 △469 △8,050

当期末残高 3,480 △4,570

土地再評価差額金   

前期末残高 146,734 121,848

当期変動額   

土地再評価差額金の取崩 △953 874

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △23,932 △2,724

当期変動額合計 △24,885 △1,849

当期末残高 121,848 119,998

為替換算調整勘定   

前期末残高 1,896 6,750

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,854 △36,347

当期変動額合計 4,854 △36,347

当期末残高 6,750 △29,596

評価・換算差額等合計   

前期末残高 167,761 133,743

当期変動額   

土地再評価差額金の取崩 △953 874

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △33,064 △48,600

当期変動額合計 △34,018 △47,725

当期末残高 133,743 86,017

少数株主持分   

前期末残高 28,590 31,632

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,042 △7,505

当期変動額合計 3,042 △7,505

当期末残高 31,632 24,127



（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 561,376 527,689

当期変動額   

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △2,193

剰余金の配当 △8,997 △5,998

当期純利益 4,837 3,323

連結範囲の変動 － 475

持分法の適用範囲の変動 513 －

自己株式の取得 △30 △5

自己株式の処分 11 4

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △30,022 △56,105

当期変動額合計 △33,687 △60,499

当期末残高 527,689 467,190



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21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 44,798 61,201

減価償却費 77,041 81,717

減損損失 2,022 6,157

事業整理損失 － 4,815

のれん償却額 687 721

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9,422 △7,226

修繕引当金の増減額（△は減少） △605 2,354

受取利息及び受取配当金 △8,906 △7,459

匿名組合投資損益（△は益） △2,551 －

支払利息 16,026 16,273

固定資産売却損益（△は益） △9,972 △4,363

投資有価証券評価損益（△は益） － 17,110

関係会社株式売却損益（△は益） △222 －

豪州石炭鉱山災害復旧費用引当金の増減額 12,700 △7,359

賠償収益 － △1,632

売上債権の増減額（△は増加） 16,407 196,526

たな卸資産の増減額（△は増加） △72,654 54,477

仕入債務の増減額（△は減少） 88,361 △161,273

未払金の増減額（△は減少） △35,428 △25,277

その他 △9,805 58,576

小計 108,475 285,339

利息及び配当金の受取額 13,865 8,747

利息の支払額 △15,992 △16,131

法人税等の支払額 △46,414 △42,615

営業活動によるキャッシュ・フロー 59,934 235,340

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 △76,066 △83,951

有形固定資産の売却による収入 16,054 8,073

無形固定資産の取得による支出 △7,734 △9,811

投資有価証券の取得による支出 △12,994 △5,479

投資有価証券の売却による収入 64 2,297

貸付金の純増減額 △758 16,919

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

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

204 －

その他 2,782 △8,058

投資活動によるキャッシュ・フロー △78,448 △86,136



（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31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） △22,638 122,857

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 49,982 △49,982

長期借入れによる収入 148,599 139,858

長期借入金の返済による支出 △139,717 △100,853

社債の償還による支出 △12,500 △39,900

自己株式の取得による支出 △29 △6

自己株式の売却による収入 11 5

配当金の支払額 △8,997 △5,998

少数株主への配当金の支払額 △4,784 △2,182

その他 △971 △2,869

財務活動によるキャッシュ・フロー 8,953 60,929

現金及び現金同等物に係る換算差額 681 △22,182

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,879 187,950

現金及び現金同等物の期首残高 122,564 113,685

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期末残高 113,685 302,488



 該当事項はありません。 

  

 それ以外は、 近の有価証券報告書（平成20年６月26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。 

継続企業の前提に関する注記

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）重要な資産の評価基準及び評価方法 
  

① たな卸資産  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

に基づく簿価切下げの方法)により算定しています。 

（会計方針の変更）  

 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」(企業会計基準第12号 平成19年

３月14日)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、当連

結会計年度より四半期別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、従来は、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お

りましたが、当連結会計年度より、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、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53,821百万円増加しています。 

 また、当社及び国内連結子会社は、当連結会計年度より、「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日公表分)を

適用しています。 

 この結果、従来の方法によった場合と比べて、当連結会計年度の営業利

益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は、それぞれ33,151百万円減少

しました。  

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方

法 
  

① 有形固定資産 

  （リース資産を除く） 

 当社及び国内連結子会社は、主として定率法を採用しています。ただ

し、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）につい

ては定額法を採用し、在外連結子会社は主として定額法を採用していま

す。 

（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、当連結会計年度よ

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、当連結会計年度の営業利

益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ2,921百万円減少しま

した。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しています。 

 ② リース資産  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、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始

日が平成20年３月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によっています。 



会計方針の変更 

（リース取引に関する会計基準） 

 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、当連結会計年度より「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））を適用し、通

常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっています。 

 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、引き続き通常

の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。 

  

（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） 

当連結会計年度より、「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、当連結会計年度の

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2,575百万円減少しました。 

  

（在外子会社等の収益及び費用の換算基準の変更） 

 在外子会社等の収益及び費用の換算基準については、従来、決算日の直物為替相場により円貨に換算していました

が、当連結会計年度より、期中平均の直物為替相場により円貨に換算する原則的な換算基準に変更しています。 

 これは、在外子会社等における当第４四半期連結会計期間において急激な為替相場変動があったため、一時的な為

替相場の変動による影響を排除し、在外子会社等の期間損益計算を適正に行うために実施したものです。 

 この結果、従来の方法によった場合と比べて、当連結会計年度の売上高が84,616百万円、営業利益が21,283百万

円、経常利益が21,186百万円、税金等調整前当期純利益が21,307百万円増加しています。 

 また、第３四半期連結累計期間は従来の方法によっています。従って第３四半期連結累計期間は、変更後の方法に

よった場合に比べて、売上高が26,256百万円、営業利益が7,357百万円、経常利益が7,286百万円、税金等調整前当期

純利益が7,345百万円少なく計上されています。 

（連結損益計算書） 

１．前連結会計年度において特別損失の「その他」に含めて表示していた「投資有価証券評価損」（前連結会計年度

99百万円）は金額的重要性が増したため、区分掲記しています。 

２．前連結会計年度において区分掲記していた「関係会社株式売却益」（当連結会計年度65百万円）は、金額的重要

性が減ったため、特別利益の「その他」に含めて表示しています。  

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

表示方法の変更



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

  

  
   前連結会計年度  
（平成20年３月31日） 

    当連結会計年度 
  （平成21年３月31日） 

１ 担保資産  686,181  百万円  676,996  百万円 

２  偶発債務 

    債務保証 

    経営指導念書 

 

 

7,318

1,801

 百万円 

  百万円 

 

 

6,193

716

  百万円 

  百万円 

３ 有形固定資産の減価償却累計額  1,808,814  百万円  1,791,670  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   

  △128,648百万円        △111,833百万円   



 前連結会計年度 （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） 

   （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 

  

(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。 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
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

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

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



 当連結会計年度 （自 平成20年４月１日 至 平成21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）

   （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 

  

(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。 

  

  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   9,760  634  730  9,664

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

平成20年11月４日 

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

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21年４月28日 

取締役会 
普通株式  2,999 利益剰余金  75.00 平成21年３月31日 平成21年６月５日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

    
前連結会計年度

（平成20年３月31日現在） 
当連結会計年度

（平成21年３月31日現在） 

            

現金及び預金勘定    108,185 百万円  298,082 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） 

    

 5,500

  

百万円 

  

 4,406

  

百万円 

現金及び現金同等物    113,685 百万円 302,488 百万円 



前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

                                                                             （単位：百万円）

 （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。 

  

（セグメント情報）

１．事業の種類別セグメント情報

  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



当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

                                                                             （単位：百万円）

 （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) 石炭     ：石炭の調査、探鉱、開発及び販売 

(5）その他    ：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、284,314百万円であり、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。 

４．石油製品セグメントの減損損失7,697百万円のうち、3,595百万円は連結損益計算書では「事業整理損」に計

上しています。 

  石油製品 
石油化学
製品 

石油開発 石炭 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 
 2,921,143  571,623  122,586  76,760  106,375  3,798,489  －  3,798,489

  (2)セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 2,378  1,681  －  －  4,122  8,182 (8,182)  －

計  2,923,521  573,305  122,586  76,760  110,497  3,806,671 (8,182)  3,798,489

   営業費用  2,867,135  594,630  72,751  57,776  111,472  3,703,766 (7,688)  3,696,078

   営業利益又は営業損失 

              （△） 
 56,385  △21,325  49,835  18,984  △974  102,904 (493)  102,411

Ⅱ 資産、減価償却費、減

損損失及び資本的支出 
                                               

   資  産  1,390,513  322,194  187,496  69,931  97,484  2,067,620  222,188  2,289,809

   減価償却費  43,182  18,602  16,432  2,727  808  81,753 (36)  81,717

   減損損失  7,697  2,054  －  －  －  9,752  －  9,752

   資本的支出  49,158  18,573  18,334  9,741  1,119  96,927  －  96,927



 （事業区分の方法の変更） 

  事業区分の方法については、従来、事業の種類、性質の類似性等の観点から、「石油製品」、「石油化学製品」、

「石油開発」及び「その他」の４区分としていましたが、当連結会計年度より「その他」セグメントの中の石炭事業に

ついては、金額的重要性が増したため「石炭」セグメントとして区分掲記し、５区分に変更しました。 

 なお、前連結会計年度のセグメント情報を、当連結会計年度において用いた事業区分の方法により区分すると次のと

おりです。 

  

前連結会計年度（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 石炭 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  68,187  94,929  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  68,187  103,595  3,877,794 (13,531)  3,864,263

   営業費用  2,897,087  692,301  62,522  65,252  104,669  3,821,832 (13,460)  3,808,372

   営業利益又は営業損失 

              （△） 
 △7,843  18,665  43,279  2,934  △1,074  55,961 (70)  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  83,405  80,738  2,381,459  38,598  2,420,057

   減価償却費  39,999  16,050  16,917  2,948  1,162  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  3,328  794  81,460  －  81,460



前連結会計年度（自 平成19年４月１日  至 平成20年３月31日） 

 (単位：百万円)

 (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います。 

     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。 

   

当連結会計年度（自 平成20年４月１日  至 平成21年３月31日） 

 (単位：百万円)

 (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います。 

     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、284,314百万円であり、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

  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

  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  3,517,787     139,958     126,002 14,741  3,798,489  －  3,798,489

 (2)セグメント間の 

  内部売上高又は振替高 
 11,556    59,627  143 2,147  73,475    (73,475)     －

  計  3,529,344   199,586 126,145  16,888  3,871,964    (73,475) 3,798,489

   営業費用   3,496,376  180,450  75,957 16,087  3,768,871  (72,793) 3,696,078

   営業利益    32,968  19,135 50,187 801  103,093    (681) 102,411

 Ⅱ．資産    1,793,018 99,148 170,867 18,909  2,081,943     207,865 2,289,809



前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21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。 

 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21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。 

  

３．海外売上高

（連結財務諸表に関する注記事項）



  

 （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。 

  該当事項はありません。  

    

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

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

１株当たり純資産額 11,079円25銭 

１株当たり当期純利益 83円11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。 

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当期純利益 

（百万円） 
 4,837  3,323

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）  4,837  3,323

期中平均株式数（千株）  39,989  39,990

（重要な後発事象）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 59,610 240,703

受取手形及び売掛金 361,120 172,956

たな卸資産 384,628 334,863

繰延税金資産 15,210 12,393

その他 152,745 85,327

貸倒引当金 △3,166 △1,152

流動資産合計 970,149 845,091

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 60,472 57,357

構築物（純額） 64,192 62,330

油槽（純額） 17,953 18,937

機械及び装置（純額） 143,810 133,567

土地 624,726 618,596

建設仮勘定 8,215 15,669

その他（純額） 5,664 6,025

有形固定資産合計 925,037 912,484

無形固定資産   

無形固定資産合計 10,578 14,017

投資その他の資産   

投資有価証券 71,741 45,784

関係会社株式 126,345 129,183

繰延税金資産 24,657 31,193

その他 49,815 42,708

貸倒引当金 △871 △804

投資その他の資産合計 271,689 248,066

固定資産合計 1,207,304 1,174,567

資産合計 2,177,453 2,019,659



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 353,226 202,546

短期借入金 279,426 404,857

コマーシャル・ペーパー 49,982 －

1年内償還予定の社債 18,400 26,500

未払金 260,904 234,664

その他 93,224 78,081

流動負債合計 1,055,165 946,650

固定負債   

社債 54,600 6,600

長期借入金 434,007 455,110

再評価に係る繰延税金負債 125,771 129,095

退職給付引当金 48,169 40,650

修繕引当金 25,586 28,244

その他 20,416 28,967

固定負債合計 708,549 688,667

負債合計 1,763,714 1,635,318

純資産の部   

株主資本   

資本金 108,606 108,606

資本剰余金   

資本準備金 57,245 57,245

その他資本剰余金 10,362 10,358

資本剰余金合計 67,607 67,603

利益剰余金   

利益準備金 1,081 1,081

その他利益剰余金   

特別償却準備金 585 302

海外投資等損失準備金 810 985

固定資産圧縮積立金 29,079 27,699

繰越利益剰余金 79,893 62,691

利益剰余金合計 111,449 92,759

自己株式 △118 △115

株主資本合計 287,545 268,854

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,181 102

繰延ヘッジ損益 3,163 △4,615

土地再評価差額金 121,848 119,998

評価・換算差額等合計 126,192 115,486



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産合計 413,738 384,341

負債純資産合計 2,177,453 2,019,659



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 3,593,193 3,478,498

売上原価   

売上原価合計 3,374,513 3,238,314

売上総利益 218,679 240,183

販売費及び一般管理費   

販売費及び一般管理費合計 216,674 212,337

営業利益 2,004 27,846

営業外収益   

受取利息 1,258 815

受取配当金 22,410 9,436

為替差益 4,861 2,249

その他 5,340 4,509

営業外収益合計 33,871 17,011

営業外費用   

支払利息 14,578 14,903

その他 3,974 4,944

営業外費用合計 18,552 19,847

経常利益 17,323 25,009

特別利益   

固定資産売却益 1,595 1,060

関係会社株式売却益 270 －

賠償収益 － 1,632

その他 127 178

特別利益合計 1,993 2,871

特別損失   

減損損失 1,593 4,079

事業整理損 － 4,815

固定資産売却損 382 322

固定資産除却損 10,050 5,947

投資有価証券評価損 － 17,109

その他 1,093 4,090

特別損失合計 13,120 36,364

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 6,196 △8,483

法人税、住民税及び事業税 129 897

法人税等調整額 △856 2,437

当期純利益又は当期純損失（△） 6,923 △11,817



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 108,606 108,606

当期末残高 108,606 108,606

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 57,245 57,245

当期末残高 57,245 57,245

その他資本剰余金   

前期末残高 10,363 10,362

当期変動額   

自己株式の処分 △1 △3

当期変動額合計 △1 △3

当期末残高 10,362 10,358

資本剰余金合計   

前期末残高 67,609 67,607

当期変動額   

自己株式の処分 △1 △3

当期変動額合計 △1 △3

当期末残高 67,607 67,603

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 1,081 1,081

当期末残高 1,081 1,081

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 853 585

当期変動額   

特別償却準備金の積立 81 81

特別償却準備金の取崩 △349 △365

当期変動額合計 △267 △283

当期末残高 585 302

海外投資等損失準備金   

前期末残高 634 810

当期変動額   

海外投資等損失準備金の積立 200 221

海外投資等損失準備金の取崩 △25 △46

当期変動額合計 175 175

当期末残高 810 985



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 30,748 29,079

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 1,358 1,401

固定資産圧縮積立金の取崩 △3,027 △2,780

当期変動額合計 △1,668 △1,379

当期末残高 29,079 27,699

繰越利益剰余金   

前期末残高 79,254 79,893

当期変動額   

剰余金の配当 △8,997 △5,998

当期純利益又は当期純損失（△） 6,923 △11,817

特別償却準備金の積立 △81 △81

特別償却準備金の取崩 349 365

海外投資等損失準備金の積立 △200 △221

海外投資等損失準備金の取崩 25 46

固定資産圧縮積立金の積立 △1,358 △1,401

固定資産圧縮積立金の取崩 3,027 2,780

土地再評価差額金の取崩 953 △874

当期変動額合計 639 △17,202

当期末残高 79,893 62,691

利益剰余金合計   

前期末残高 112,570 111,449

当期変動額   

剰余金の配当 △8,997 △5,998

当期純利益又は当期純損失（△） 6,923 △11,817

土地再評価差額金の取崩 953 △874

当期変動額合計 △1,121 △18,690

当期末残高 111,449 92,759

自己株式   

前期末残高 △101 △118

当期変動額   

自己株式の取得 △30 △5

自己株式の処分 13 8

当期変動額合計 △16 3

当期末残高 △118 △115

株主資本合計   

前期末残高 288,685 287,545

当期変動額   

剰余金の配当 △8,997 △5,998



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期純利益又は当期純損失（△） 6,923 △11,817

自己株式の取得 △30 △5

自己株式の処分 11 4

土地再評価差額金の取崩 953 △874

当期変動額合計 △1,139 △18,691

当期末残高 287,545 268,854

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 14,324 1,181

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △13,143 △1,078

当期変動額合計 △13,143 △1,078

当期末残高 1,181 102

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 2,679 3,163

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 483 △7,778

当期変動額合計 483 △7,778

当期末残高 3,163 △4,615

土地再評価差額金   

前期末残高 146,734 121,848

当期変動額   

土地再評価差額金の取崩 △953 874

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △23,932 △2,724

当期変動額合計 △24,885 △1,849

当期末残高 121,848 119,998

評価・換算差額等合計   

前期末残高 163,738 126,192

当期変動額   

土地再評価差額金の取崩 △953 874

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △36,592 △11,580

当期変動額合計 △37,545 △10,706

当期末残高 126,192 115,486



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 452,423 413,738

当期変動額   

剰余金の配当 △8,997 △5,998

当期純利益又は当期純損失（△） 6,923 △11,817

自己株式の取得 △30 △5

自己株式の処分 11 4

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △36,592 △11,580

当期変動額合計 △38,685 △29,397

当期末残高 413,738 384,341



 該当事項はありません。 

継続企業の前提に関する注記



注記事項 

（貸借対照表関係） 

  

  
     前事業年度  
 （平成20年３月31日） 

      当事業年度 
  （平成21年３月31日） 

１ 担保資産  686,181 百万円    676,996 百万円   

２ 偶発債務 

     債務保証 

     経営指導念書 

 

 

21,208

1,801

百万円 

 百万円 

 

 

26,718

716

百万円      

 百万円 

３ 有形固定資産の減価償却累計額  1,586,687 百万円   1,620,522 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   

  △128,648百万円      △111,833百万円   
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