
  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  
（２）連結財政状態 

  
２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 
  
３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：有 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  876,790  30.1  31,156  563.9  32,692  －  14,840  －

22年３月期第１四半期  674,057  △35.3  4,692  △41.9  △832  －  △3,202  －

  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 

23年３月期第１四半期  371  09  －      

22年３月期第１四半期  △80  09  －      

  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 

23年３月期第１四半期  2,412,077  509,278  19.9  12,021  79
22年３月期  2,476,142  497,286  19.0  11,741  64

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 480,757百万円 22年３月期 469,554百万円 

  
年間配当金 

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 
22年３月期  －        75  00  －        75  00  150  00
23年３月期  －      

23年３月期（予想）  75  00  －        75  00  150  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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）  1,670,000  16.1  35,000  48.2  33,000  113.2  9,500  62.6  237  56

通期  3,330,000  7.0  50,000  12.5  37,000  21.8  10,000  67.3  250  06
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４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他の情報」をご覧ください。） 
（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規      －社 （社名 － ）                 、除外      －社  （社名 － ） 
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  
（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 
  
（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 
①  会計基準等の改正に伴う変更：有 
②  ①以外の変更              ：無 
（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 
  
（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  
※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示

 時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了していません。 
  
※  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。業績予想の前提と
 なる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信［添付資料］Ｐ．２「連結業績 
 予想に関する定性的情報」をご覧下さい。  
  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 40,000,000株 22年３月期 40,000,000株 

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 9,499株 22年３月期 9,444株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 39,990,540株 22年３月期１Ｑ 39,990,321株 



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 …………………………………………………………………………  1

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  1

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

２．その他の情報 ……………………………………………………………………………………………………………  3

（１）重要な子会社の異動の概要 ………………………………………………………………………………………  3

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………………………………………  3

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………………………………………  3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（２）四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………  6

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  7

（４）セグメント情報 ……………………………………………………………………………………………………  9

（５）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  10

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  10

４．補足情報 …………………………………………………………………………………………………………………  11

（１）当社グループの状況 ………………………………………………………………………………………………  11

出光興産㈱（5019）　平成23年３月期　第１四半期決算短信



（１）連結経営成績に関する定性的情報 
 当第１四半期累計期間の国内の石油製品需要は、景気の緩やかな回復はあるものの、産業界での省エネ対応の
進展や物流合理化による貨物輸送量の減少等の影響を受け、揮発油等では需要は前年を上回ったものの、石油製
品全体では需要は前年を下回りました。  
ドバイ原油価格は、期初から５月初までは80ドル／バレル台で推移しましたが、ギリシャの財政不安等から

世界経済の先行不透明感が強まったことで軟調に転じ、その後は70～80ドル／バレルのレンジで推移しました。
４～６月の平均価格は78.1ドル／バレルとなり、リーマンショックによる景気後退の影響が残っていた前年同期
と比較して19.0ドル／バレルの上昇となりました。  
 石油化学製品需要は、中国向けを中心とした海外需要は堅調に推移しており、国内エチレン装置の稼働率も前
年を上回りました。石油化学原料であるナフサ価格は、原油価格と同様に５月以降は軟調に推移しましたが、前
年同期比では281ドル／トン上昇の745ドル／トンとなりました。 

  
  当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上高は、原油・ナフサ価格が上昇した影響等により、前年同期
比30.1％増の8,768億円となりました。連結営業利益は、石油製品マージンの改善等により前年同期比265億円増
加の312億円となりました。 
 営業外損益は、受取配当金の増加や持分法投資損益の改善等により前年同期比71億円増の15億円の利益とな
り、連結経常利益は335億円増の327億円となりました。 
 特別損益は、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額、投資有価証券評価損を特別損失に計上したこと等に
より、前年同期比で32億円損失増の30億円の損失となりました。また、法人税等、少数株主利益は、149億円
（前年同期比123億円増）となりました。 

         以上の結果、連結四半期純利益は前年同期比180億円増の148億円となりました。 
  
セグメント別の業績は以下のとおりです。なお、当期よりマネジメントアプローチの導入に伴い、報告セグ

メントを変更しています。前年度からの主な変更内容は、（※注）をご覧ください。 
  
[石油製品部門] 
 当第１四半期連結累計期間における石油製品部門の売上高は、原油価格の上昇等により前年同期比26.7％増の
7,040億円となりました。また、営業利益は、景気低迷下で原油価格が上昇した影響等によりマージンが縮小し
ていた前年同期に対し、当期は、原油価格が比較的安定していることや継続的に実施してきた減産により在庫水
準が適正に保たれていること等から製品マージンが改善し、また第３次連結中期計画に沿って合理化を進めたこ
とによるコスト低減効果等により、前年同期比222億円増の208億円となりました。 
[石油化学製品部門] 
 当第１四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、ナフサ価格が上昇したこと等により前年同
期比52.6％増の1,339億円となりました。営業利益は、ほぼ前年並の28億円となりました。 
[資源部門]  
 （石油開発事業） 
  当第１四半期連結累計期間における石油開発事業の売上高は、ブレント原油が76.2ドル／バレル(前年同期比
31.7ドル／バレル上昇）と大幅に上昇したこと等により前年同期比49.9％増の184億円、営業利益は45億円増の
65億円となりました。  
（石炭事業・その他事業） 
 当第１四半期連結累計期間における石炭事業の売上高は、前年同期に比べ石炭価格は下落したものの販売数量
が増加した影響等により、前年同期比12.5％増の170億円となりました。営業利益は、豪ドルの対米ドルレート
が上昇したこと等により前年同期比18.9％減の27億円となりました。 
以上の結果、資源部門計では、売上高は354億円（前年同期比29.3％増）、営業利益は92億円（前年同期比   

70.4％増）となりました。 
[その他部門] 
当第１四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1.3％増の35億円となり、営業損益は

ほぼ前年並の7億円の営業損失となりました。  
  

１．当四半期の連結業績等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１四半期  
連結累計期間 

当第１四半期  
連結累計期間 増減 

 ドバイ原油（ドル／バレル） 59.1  78.1  +19.0 +32.1% 
 ナフサ価格（ドル／トン） 464 745 +281 +60.6% 
 為替レート（円／ドル）  98.3  93.0 △5.3   △5.4% 
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   （※）セグメント区分変更の主な変更内容  

   
  
（２）連結財政状態に関する定性的情報 
①資産の部・負債の部及び純資産の部の状況   
 資産の部では、販売数量の減少等により売掛債権が減少し、負債の部では買掛債務が減少しました。有利子負
債は、ほぼ前連結会計年度末並みの9,568億円となりました。これらの結果、連結総資産は２兆4,121億円とな
り、前連結会計年度末に比べ641億円減少し、連結負債は１兆9,028億円となり、前連結会計年度末に比べ761億
円減少しました。 
 当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、四半期純利益が増加したこと等により前連結会計年度末に比べ
120億円増加の5,093億円となりました。 

   当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は19.9％となりました。  
②キャッシュ・フローの状況 
 当第１四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、1,279億円となり、前連結会
計年度末から60億円減少しました。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、233億円の収入となりました。これは、税金等調整前四半期純利益
や減価償却費、売掛債権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る
ものです。 
 投資活動におけるキャッシュ・フローは、215億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
の増加などによります。 
 財務活動におけるキャッシュ・フローは、81億円の支出となりました。これは、配当金の支払等によるもので
す。 
   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 
 第２四半期連結累計期間の業績予想につきましては、当第１四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22年４月28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
「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  
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（１）重要な子会社の異動の概要 
 該当事項はありません。 

  
  
（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 
 税金費用は、主として、当第１四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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 
①「資産除去債務に関する会計基準」の適用 
 当第１四半期連結会計期間より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）
及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日)を適用して
います。  
  これに伴い、営業利益、経常利益はそれぞれ28百万円、税金等調整前四半期純利益は、1,485百万円減少してい
ます。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は2,670百万円です。なお、従来、海外連結子
会社等で、固定負債のその他として計上していた資産除去債務等の当第１四半期連結会計期間の期首の金額が
21,758百万円であるため、資産除去債務の期首の金額は合計では24,429百万円となります。 
   
②「持分法に関する会計基準」の適用 
 当第１四半期連結会計期間から平成20年３月10日公表の「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号）及
び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号）を適用しています。 
 なお、この変更による損益に与える影響はありません。 
  
③「連結財務諸表に関する会計基準」の適用 
「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様
式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年3月24日 内閣府令第5号）の適用により、
当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しています。       

  
  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成22年６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22年３月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 124,064 129,947 
受取手形及び売掛金 330,520 362,278 
有価証券 3,835 3,911 
たな卸資産 426,628 432,343 
その他 94,123 98,117 
貸倒引当金 △394 △514 

流動資産合計 978,777 1,026,083 
固定資産   
有形固定資産   
土地 611,396 612,057 
その他（純額） 419,592 429,572 
有形固定資産合計 1,030,989 1,041,630 

無形固定資産   
のれん 36,076 38,322 
その他 26,002 26,490 
無形固定資産合計 62,079 64,813 

投資その他の資産   
油田プレミアム資産 90,833 100,652 
その他 250,433 244,001 
貸倒引当金 △1,036 △1,038 

投資その他の資産合計 340,230 343,615 

固定資産合計 1,433,299 1,450,058 

資産合計 2,412,077 2,476,142 
負債の部   
流動負債   
支払手形及び買掛金 266,910 326,251 
短期借入金 369,102 327,222 
コマーシャル・ペーパー 39,995 9,997 
1年内償還予定の社債 6,600 6,600 
未払金 196,656 217,893 
未払法人税等 21,205 11,424 
賞与引当金 2,574 6,352 
その他 85,527 75,990 
流動負債合計 988,573 981,732 

固定負債   
長期借入金 534,673 609,732 
退職給付引当金 35,827 37,536 
修繕引当金 24,082 22,822 
豪州石炭鉱山災害復旧費用引当金 1,156 1,191 
資産除去債務 24,123 － 
油田プレミアム負債 96,409 105,530 
その他 197,951 220,308 
固定負債合計 914,225 997,123 

負債合計 1,902,799 1,978,855 
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成22年６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22年３月31日) 

純資産の部   
株主資本   
資本金 108,606 108,606 
資本剰余金 71,131 71,131 
利益剰余金 191,399 179,955 
自己株式 △111 △110 

株主資本合計 371,026 359,583 
評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 444 2,049 
繰延ヘッジ損益 △4,409 △3,123 
土地再評価差額金 124,666 124,317 
為替換算調整勘定 △10,970 △13,272 

評価・換算差額等合計 109,730 109,971 
少数株主持分 28,521 27,731 
純資産合計 509,278 497,286 

負債純資産合計 2,412,077 2,476,142 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 674,057 876,790 
売上原価 611,633 786,757 
売上総利益 62,424 90,033 
販売費及び一般管理費   
運賃 12,713 13,478 
賞与引当金繰入額 2,010 1,697 
退職給付引当金繰入額 1,829 1,126 
その他 41,179 42,573 
販売費及び一般管理費合計 57,731 58,876 

営業利益 4,692 31,156 
営業外収益   
受取利息 267 178 
受取配当金 1,818 2,418 
持分法による投資利益 － 1,918 
その他 500 1,514 
営業外収益合計 2,586 6,031 

営業外費用   
支払利息 3,976 3,994 
持分法による投資損失 2,948 － 
その他 1,187 500 
営業外費用合計 8,111 4,495 

経常利益又は経常損失（△） △832 32,692 

特別利益   
固定資産売却益 287 237 
債務消滅益 1,000 － 
貸倒引当金戻入額 － 131 
その他 74 26 
特別利益合計 1,362 395 

特別損失   
減損損失 348 469 
投資有価証券評価損 － 942 
固定資産売却損 57 57 
固定資産除却損 725 411 
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,456 
その他 27 13 
特別損失合計 1,159 3,350 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△） △629 29,737 

法人税等 2,520 13,813 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 15,923 

少数株主利益 52 1,083 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △3,202 14,840 
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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又は税金等調整前四半
期純損失（△） △629 29,737 

減価償却費 19,063 20,246 
減損損失 348 469 
のれん償却額 148 663 
退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,368 △1,712 
修繕引当金の増減額（△は減少） 4,190 1,260 
受取利息及び受取配当金 △2,085 △2,597 
支払利息 3,976 3,994 
固定資産売却損益（△は益） △230 △179 
豪州石炭鉱山災害復旧費用引当金の増減額（△は
減少） △1,197 △75 

売上債権の増減額（△は増加） △71,384 31,024 
たな卸資産の増減額（△は増加） △25,690 6,243 
仕入債務の増減額（△は減少） 33,855 △60,188 
未払金の増減額（△は減少） △22,751 △14,585 
未収入金の増減額（△は増加） 28,063 1,864 
その他 △2,051 11,719 

小計 △37,743 27,884 

利息及び配当金の受取額 2,295 3,590 
利息の支払額 △3,475 △3,963 
法人税等の支払額 △7,787 △4,201 

営業活動によるキャッシュ・フロー △46,710 23,308 

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 △19,935 △15,470 
有形固定資産の売却による収入 694 722 
無形固定資産の取得による支出 △1,268 △202 
投資有価証券の取得による支出 △593 △383 
投資有価証券の売却による収入 － 10 
貸付金の純増減額 843 682 
その他 398 △6,882 

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,861 △21,524 
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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） △13,789 △25,964 
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） － 29,998 
長期借入れによる収入 80,572 513 
長期借入金の返済による支出 △8,925 △4,892 
自己株式の取得による支出 △1 － 
配当金の支払額 △2,999 △2,999 
少数株主への配当金の支払額 △29 △62 
その他 761 △4,722 

財務活動によるキャッシュ・フロー 55,589 △8,129 

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,817 364 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,164 △5,980 

現金及び現金同等物の期首残高 302,488 133,858 
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） 100 21 

現金及び現金同等物の四半期末残高 295,424 127,899 
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１．報告セグメントの概要  
 当社の事業セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営
資源の配分の決定及び業績の評価をするために、定期的に検討を行う対象となっているものです。 
 当社は取扱製品の性質や社内における事業の位置付け等を考慮した上で、セグメントに関する情報とし
て、「石油製品」「石油化学製品」及び「資源」の３つを報告セグメントとしています。また、その他の事
業セグメントは「その他」に集約しています。 
 「石油製品」では、燃料油及び潤滑油等の製造・販売を行っています。「石油化学製品」では、各種石油
化学製品の原料となる基礎化学品をはじめ、溶剤や各種機能材料の製造・販売を行っています。「資源」で
は、原油や石炭等のエネルギー資源の探鉱・開発・生産・販売を行っています。  

  
２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 
  
前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日）（参考情報） 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、エンジニアリング事
業、保険事業、電子材料事業、アグリバイオ事業等を含んでいます。 
２．セグメント利益の調整額△1,287百万円には、セグメント間取引消去28百万円、各報告セグメントに
配分していない全社費用△1,315百万円が含まれています。全社費用は、主に報告セグメントに帰属し
ない一般管理費及び研究開発費です。 
３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。  

当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、エンジニアリング事
業、保険事業、電子材料事業、アグリバイオ事業等を含んでいます。 
２．セグメント利益の調整額△979百万円には、セグメント間取引消去166百万円、各報告セグメントに
配分していない全社費用△1,144百万円が含まれています。全社費用は、主に報告セグメントに帰属し
ない一般管理費及び研究開発費です。 
３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

（４）セグメント情報

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
その他 
（注）１ 合計 調整額 

（注）２ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）３ 石油製品 石油化学製品 資源 計 

売上高                 

外部顧客への売上高  555,466  87,701  27,413  670,581  3,476  674,057  －  674,057

セグメント間の内部
売上高又は振替高  382  336  △0  718  545  1,263  △1,263  －

計  555,848  88,038  27,413  671,300  4,021  675,321  △1,263  674,057

セグメント利益又は損失（△）  △1,459  2,900  5,421  6,861  △881  5,980  △1,287  4,692

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
その他 
（注）１ 合計 調整額 

（注）２ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）３ 石油製品 石油化学製品 資源 計 

売上高                 

外部顧客への売上高  703,966  133,868  35,435  873,269  3,520  876,790  －  876,790

セグメント間の内部
売上高又は振替高  373  240  △0  613  347  960  △960  －

計  704,340  134,108  35,435  873,883  3,868  877,751  △960  876,790

セグメント利益又は損失（△）  20,788  2,759  9,239  32,786  △651  32,136  △979  31,156
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３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  
 前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日）（参考情報） 
  重要なものはありません。 
 当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 
  重要なものはありません。 
  

（追加情報） 
 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平
成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20
号 平成20年３月21日）を適用しています。 

  
  

    該当事項はありません。 
  

  該当事項はありません。  

  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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（１）当社グループの状況 
   当第１四半期連結会計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありま
  せん。また、主要な関係会社における異動もありません。 
   但し、事業区分の方法については、従来、事業の種類、性質の類似性の観点から「石油製品」「石油化学製品」
  「石油開発」「石炭」「その他」の５区分としていましたが、当第１四半期連結会計期間より、マネジメントアプ
  ローチの導入に伴い、「石油製品」「石油化学製品」「資源」「その他」の４区分に変更いたしました。 
  
 [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 出光スーパーバイジング㈱は重要性が増したため、当第１四半期連結会計期間より連結子会社となりました。 

４．補足情報
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