
平成22年3月期 第2四半期決算短信 

平成21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） 中野 和久

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21年11月13日 配当支払開始予定日 平成21年12月4日

1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(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 ％

22年3月期第2四半期 1,438,991 △36.9 23,624 △61.5 15,477 △74.2 5,842 △69.1

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

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

22年3月期第2四半期 146.09 ―

21年3月期第2四半期 472.77 ―

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

22年3月期第2四半期 2,378,393 496,312 19.7 11,703.40
21年3月期 2,289,809 467,190 19.3 11,079.25

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  468,022百万円 21年3月期  443,062百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 75.00 ― 75.00 150.00

22年3月期 ― 75.00

22年3月期 
（予想）

― 75.00 150.00

3.  平成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  有  
 

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 3,140,000 △17.3 54,000 △47.3 38,000 △57.4 13,000 291.1 325.08
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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) 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５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５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．平成21年８月４日に公表いたしました通期連結業績予想は、本資料において修正しています。 
２．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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項につい
て、及び上記１に係る業績予想の具体的修正内容は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

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） 22年3月期第2四半期 40,000,000株 21年3月期  40,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  9,655株 21年3月期  9,664株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 39,990,328株 21年3月期第2四半期 39,990,095株
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  国内石油製品の需要は、今年度に入り産業向けの燃料油需要が景気低迷の影響を受け更に減少したことなど

により、引き続き前年を下回りました。一方、ドバイ原油価格は、景気回復への期待感の高まりや投機資金の流

入の影響などにより、３月末時点の47.3ドル／バレルから上昇し、8月には70ドル／バレルを超えました。4～９

月の平均価格は、63.5ドル／バレルとなりましたが、原油価格が歴史的に急騰した前年同期比では51.6ドル／バ

レルの大幅な下落となりました。 

 また、昨年秋からの世界景気の減速により、石油化学製品の需要は急激に落ち込み、国内のエチレン装置の稼

働率は１～３月で75％程度まで低下していましたが、中国の景気刺激策の効果等により需要が増加したため４月

以降回復し、６月以降は90％台で推移しました。石油化学原料であるナフサ価格は、需要回復等を背景として、

期初から約200ドル／トン上昇し６月以降は600ドル／トン近辺で推移しました。4～９月平均価格は、前年同期

比505ドル／トン下落の541ドル／トンとなりました。 

  

 当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は、原油・ナフサ価格が前年同期対比で大幅に下落したた

め、前年同期比36.9％減の１兆4,390億円と大きく減少しました。連結営業利益は前年同期比61.5％減の236億円

となりました。 

なお、当社はたな卸資産の評価方法を、第１四半期連結会計期間より後入先出法から総平均法に変更していま

す。この変更により、連結営業利益で197億円増加しています。この結果、連結営業利益に含まれる在庫評価益

は、棚卸資産の簿価切下げの戻し益等も含め468億円となりました。 

 営業外損益は、受取配当金の減少や持分法投資損益の悪化等により前年同期比67億円損失増の81億円の損失と

なり、連結経常利益は445億円減の155億円となりました。 

 特別損益は、前年同期に比べ3億円利益増の4億円の利益となりました。また、法人税等、少数株主利益は、

100億円（前年同期比312億円減）となりました。 

 以上の結果、連結四半期純利益は前年同期に比べ131億円減の58億円となりました。 

事業のセグメント別の業績は以下のとおりです。 

    （事業のセグメント別営業損益）                   

 [石油製品部門] 

 石油製品需要は、揮発油では、自動車登録台数の減や燃費向上など構造的な減少傾向はあるものの、高速道路

料金引き下げの政府景気対策による効果等もあり、ほぼ前年並みとなりました。中間留分では、景気減速による

貨物輸送量の減少や国内工場の稼働減などの影響を受け、前年を下回りました。また、原油価格が前年に比べ大

幅に下落したことにより精製用燃料費等のコスト負担が減少した一方で、景気低迷の影響による国内外の産業用

燃料油の需要減少に対応して減産を継続強化しましたが、期初から上昇した原油のコストアップを回収できなか

ったことで製品マージンは大幅に悪化しました。 

 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34.5％減の1兆1,446億円となり、営

業利益は前年同期比78.2％減の55億円となりました。なお、営業利益に含まれる在庫評価益は422億円となりま

した。 

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

(原油価格、ナフサ価格、為替レートの状況） 

  
前第２四半期   
連結累計期間 

当第２四半期   
連結累計期間 

増減 

 ドバイ原油 115.1ドル／バレル  63.5ドル／バレル  △51.6ドル／バレル △44.8% 

 ナフサ価格 1,046ドル／トン 541ドル／トン △505ドル／トン △48.3% 

 為替レート  107.1円／ドル   96.5円／ドル   △10.6円／ドル   △9.9%  

事業セグメント 前第２四半期 当第２四半期 増減額  前年同期比 

（億円） （億円） （億円） （％） 

石油製品 255 55 △199 △78.2 

（在庫評価益影響除き） (2) (△367) (△369) － 

石油化学製品 △30 60 89 － 

（在庫評価益影響除き） (△54) (16) (70) － 

石油開発 359 64 △294 △82.0 

石炭 21 62 41 195.8 

その他 9 △5 △15 － 

計 614 236 △378 △61.5 

（在庫評価益影響除き） (337) (△232) (△569) － 
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[石油化学製品部門] 

 昨年秋以降の世界景気の減速を受け大きく落ち込んでいた石油化学製品需要は、中国での需要の増加などもあ

り今年に入り回復してきましたが、４～９月の販売数量は前年同期比では減少しました。また、製造用燃料コス

トは大幅に減少しました。 

 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47.8％減の1,986億円となり、

営業損益は前年同期比で89億円増加し60億円の利益となりました。なお、営業利益に含まれる在庫評価益は44億

円となりました。 

[石油開発部門] 

 ブレント原油は、前年同期比57.5ドル／バレル下落の51.6ドル／バレルと大幅に下落し、当第２四半期連結累

計期間における石油開発部門の売上高は、前年同期比62.1％減の285億円、営業利益は前年同期比82.0％減の64

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21年１月から６

月です。 

[石炭部門] 

 石炭事業では、エンシャム鉱山が昨年１月の集中豪雨災害前の水準まで回復し、オーストラリア自社炭の生産

数量は385万トンと前年同期比84万トンの増加となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における石炭部門の売上高は、石炭生産数量の増加等により前年同期比14.7％増の

318億円となり、営業利益は前年同期比195.8％増の62億円となりました。なお、石炭の産出を行っているオース

トラリアの子会社の連結対象期間は、平成21年１月から６月です。 

 9月には権益を100％保有するボガブライ鉱山について、今後生産規模を段階的に拡張し2013年度を目処に年産

430万tまで引き上げることを決定しました。 

[その他部門] 

 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、前年同期比28.2％減の356億円となり、営業損益

は前年同期比15億円利益減の5億円の営業損失となりました。    
  

  

（１）資産、負債の部及び純資産の状況 

 資産の部では、原油価格上昇等により売掛債権やたな卸資産が増加するとともに現預金が減少し、負債の部で

は有利子負債が増加しています。有利子負債は、原油価格の上昇等により必要運転資金が増加したため前連結会

計年度末に比べ580億円増加しました。これらの結果、連結総資産は２兆3,784億円となり、前連結会計年度末に

比べ886億円増加し、連結負債は１兆8,821億円となり、前連結会計年度末に比べ595億円増加しました。 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末から円安が進み為替換算調整勘定が増加した

ことや株価の上昇によりその他有価証券評価差額金が増加したことなどにより4,963億円となり、前連結会計年

度末に比べ291億円増加しました。 

   当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は19.7％となりました。  

（２）キャッシュ・フローの分析 

 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、2,089億円となり、前連結会

計年度末から935億円減少しました。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、986億円の支出となりました。これは、原油価格上昇による売掛債

権の増加やたな卸資産の増加などによるものです。 

 投資活動におけるキャッシュ・フローは、470億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、472億円の収入となりました。これは、長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。 

  

通期の業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間の実績及び今後の見通しを勘案し、平成21年８月４日公

表の予想を修正しました。なお、当該予想に関する詳細につきましては、本日公表の「第２四半期連結累計期間業績

予想との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

  

  

 税金費用は、主として、当第２四半期連結会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、税引前当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。   

  

  

①たな卸資産 

 当社は、たな卸資産の評価方法について、従来、後入先出法によっていましたが、「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20年９月26日）が平成22年３月31日以前に開始する連結会計年度から適

用できることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間より総平均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、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19,718百万円増加しました。 

②在外連結子会社の収益及び費用の換算方法の変更 

 当社は、前連結会計年度より、在外子会社等の収益及び費用の換算基準について、決算日の直物為替相場か

ら、期中平均の直物為替相場による円貨に換算する原則的な換算基準に変更したため、前第２四半期連結会計期

間と当第２四半期連結会計期間で換算方法が異なっています。 

 なお、前第２四半期連結会計期間に変更後の換算基準を適用した場合、当該四半期連結会計期間の営業利益は

478百万円、経常利益は412百万円、税金等調整前四半期純利益は430百万円それぞれ減少し、前第２四半期連結累

計期間に変更後の換算基準を適用した場合、当該四半期連結累計期間の営業利益は1,559百万円、経常利益は

1,686百万円、税金等調整前四半期純利益は1,704百万円それぞれ減少します。  

  

  

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）

（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

（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
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 200,069 298,082

受取手形及び売掛金 289,177 203,249

有価証券 8,879 4,406

たな卸資産 405,781 350,180

その他 102,646 111,545

貸倒引当金 △671 △1,522

流動資産合計 1,005,881 965,942

固定資産   

有形固定資産   

土地 615,705 616,740

その他（純額） 396,159 382,660

有形固定資産合計 1,011,864 999,400

無形固定資産   

のれん 6,016 6,327

その他 26,761 25,162

無形固定資産合計 32,778 31,489

投資その他の資産   

油田プレミアム資産 97,325 73,367

その他 231,603 221,093

貸倒引当金 △1,060 △1,485

投資その他の資産合計 327,868 292,976

固定資産合計 1,372,511 1,323,867

資産合計 2,378,393 2,289,809

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 225,634 227,221

短期借入金 350,837 429,538

コマーシャル・ペーパー 9,999 －

1年内償還予定の社債 20,600 26,500

未払金 214,021 231,025

未払法人税等 12,540 20,655

賞与引当金 6,613 6,959

その他 60,685 64,680

流動負債合計 900,931 1,006,582

固定負債   

社債 － 6,600

長期借入金 597,215 457,024

退職給付引当金 39,612 41,944
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

修繕引当金 36,075 28,733

豪州石炭鉱山災害復旧費用引当金 1,627 3,489

油田プレミアム負債 100,458 73,781

その他 206,158 204,463

固定負債合計 981,148 816,037

負債合計 1,882,080 1,822,619

純資産の部   

株主資本   

資本金 108,606 108,606

資本剰余金 71,133 71,135

利益剰余金 182,059 177,418

自己株式 △113 △115

株主資本合計 361,686 357,045

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,171 186

繰延ヘッジ損益 △738 △4,570

土地再評価差額金 120,747 119,998

為替換算調整勘定 △16,843 △29,596

評価・換算差額等合計 106,336 86,017

少数株主持分 28,289 24,127

純資産合計 496,312 467,190

負債純資産合計 2,378,393 2,289,809
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（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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 2,280,392 1,438,991

売上原価 2,094,845 1,299,475

売上総利益 185,547 139,515

販売費及び一般管理費   

運賃 28,151 25,344

賞与引当金繰入額 4,433 4,322

退職給付引当金繰入額 2,126 3,168

その他 89,430 83,056

販売費及び一般管理費合計 124,141 115,891

営業利益 61,405 23,624

営業外収益   

受取利息 1,255 515

受取配当金 3,702 1,969

為替差益 － 963

持分法による投資利益 839 －

その他 3,571 1,020

営業外収益合計 9,368 4,468

営業外費用   

支払利息 7,896 8,100

持分法による投資損失 － 2,757

その他 2,881 1,757

営業外費用合計 10,778 12,615

経常利益 59,995 15,477

特別利益   

固定資産売却益 4,283 340

貸倒引当金戻入額 － 1,084

債務消滅益 － 2,414

その他 1,070 52

特別利益合計 5,354 3,891

特別損失   

減損損失 1,598 1,469

固定資産売却損 55 100

固定資産除却損 3,451 1,912

その他 179 44

特別損失合計 5,284 3,526

税金等調整前四半期純利益 60,065 15,841

法人税等 35,679 9,304

少数株主利益 5,479 695

四半期純利益 18,906 5,842
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 15,841

減価償却費 39,110 38,979

減損損失 1,598 1,469

のれん償却額 375 299

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,845 △2,535

修繕引当金の増減額（△は減少） 6,253 7,225

受取利息及び受取配当金 △4,957 △2,484

支払利息 7,896 8,100

固定資産売却損益（△は益） △4,227 △239

豪州石炭鉱山災害復旧費用引当金の増減額（△は
減少）

－ △2,345

売上債権の増減額（△は増加） △35,817 △76,153

たな卸資産の増減額（△は増加） △110,015 △53,974

仕入債務の増減額（△は減少） △26,626 △8,915

未払金の増減額（△は減少） 20,182 △12,730

未収入金の増減額（△は増加） － 26,424

その他 △26,819 △8,457

小計 △76,828 △69,495

利息及び配当金の受取額 5,580 2,722

利息の支払額 △7,984 △7,817

法人税等の支払額 △26,700 △24,008

営業活動によるキャッシュ・フロー △105,933 △98,599

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 △39,953

有形固定資産の売却による収入 5,734 1,025

無形固定資産の取得による支出 △5,546 △2,103

投資有価証券の取得による支出 △1,261 △6,236

投資有価証券の売却による収入 2,164 10

貸付金の純増減額 6,789 2,264

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 △1,961

投資活動によるキャッシュ・フロー △39,842 △46,954
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（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 △64,438

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 55,957 9,999

長期借入れによる収入 40,101 163,637

長期借入金の返済による支出 △47,678 △42,278

社債の償還による支出 △31,500 △12,500

自己株式の取得による支出 △4 △2

自己株式の売却による収入 1 2

配当金の支払額 △2,999 △2,999

少数株主への配当金の支払額 △2,638 △29

その他 △8,888 △4,188

財務活動によるキャッシュ・フロー 144,949 47,202

現金及び現金同等物に係る換算差額 182 4,285

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △644 △94,065

現金及び現金同等物の期首残高 113,685 302,488

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）

853 525

現金及び現金同等物の四半期末残高 113,893 208,948
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 該当事項はありません。 

  

  

前第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） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

（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 

  

  

  

 前第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）及び当第２四半期連結累計期間 

（自平成21年４月１日 至平成21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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  

石油製品 

(百万円) 

石油化学 

製品 

(百万円) 

石油開発 

(百万円) 

石炭 

(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 27,691 49,661 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  27,691 52,107 2,285,097 (4,704) 2,280,392

営業利益又は営業損失（△） 25,462 △2,962 35,867 2,098 965 61,430 (26) 61,405

  

石油製品 

(百万円) 

石油化学 

製品 

(百万円) 

石油開発 

(百万円) 

石炭 

(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 1,144,568 198,575 28,456 31,757 35,632 1,438,991 － 1,438,991

(2）セグメント間の内部売上 

  高又は振替高 
904 760 －  － 2,180 3,845 (3,845) －

計 1,145,473 199,335 28,456  31,757 37,812 1,442,836 (3,845) 1,438,991

営業利益又は営業損失（△） 5,547 5,951 6,445  6,208 △542 23,610 14 23,624

〔所在地別セグメント情報〕
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前第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）  

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日）  

  

(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．国又は地域の区分は地理的近接度によっていますが、各売上高が少額のため、「海外売上高」として一括し

て記載しています。 

２．主な国又は地域 ： 中国・韓国・台湾・シンガポール 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。 

  

  

  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

 Ⅰ．海外売上高 （百万円）  219,448

 Ⅱ．連結売上高 （百万円）  2,280,392

 Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合 （％）  9.62

 Ⅰ．海外売上高 （百万円）  144,251

 Ⅱ．連結売上高 （百万円）  1,438,991

 Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合 （％）  10.02

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

出光興産㈱（5019）　平成22年３月期　第２四半期決算短信

- 12 -


	ｻﾏﾘｰ（社名修正）.pdf
	結合1
	短信前半.pdf
	連結財務諸表（会計ﾅｼ）
	短信後半




