
平成23年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成22年11月2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22年11月12日 配当支払開始予定日 平成22年12月3日

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有

四半期決算説明会開催の有無 ： 有

1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 1,728,849 20.1 52,976 124.2 55,564 259.0 26,092 346.6
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

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2四半期 652.46 ―

22年3月期第2四半期 146.09 ―

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2四半期 2,377,766 506,144 20.2 11,996.93
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2四半期  479,762百万円 22年3月期  469,554百万円

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  
 

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 ― 75.00

23年3月期 
（予想）

― 75.00 150.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 3,440,000 10.5 67,000 50.7 63,000 107.3 26,000 335.0 650.16

37003601
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(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は【添付資料】Ｐ.４「その他の情報」をご覧下さい。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）詳細は【添付資料】Ｐ.４「その他の情報」をご覧下さい。 

(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．３「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】Ｐ.４「その他の情報」をご覧ください。）

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q  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2Q  9,579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2Q  39,990,499株 22年3月期2Q  39,990,328株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間の国内の石油製品需要は、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

送量の減少等による構造的な減少傾向はあるものの、景気の緩やかな回復や７～９月の猛暑の影響を受け、揮発

油、軽油等を中心に需要が伸び、石油製品全体では前年を上回りました。  

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、ギリシア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

～９月の平均価格は76.0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12.5ドル／バレルの上昇となりました。  

 石油化学製品需要は、中国を中心とした海外需要が堅調に推移しました。石油化学原料であるナフサ価格は、

原油価格と同様に５月以降は一旦軟調に転じましたが、その後は上昇基調で推移し、前年同期比では169ドル／ト

ン上昇の708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・ナフサ価格が上昇した影響等により、前年同期

比20.1％増の1兆7,288億円となりました。連結営業利益は、石油製品マージンの改善及び合理化によるコスト削

減等により前年同期比124.2％増の530億円となりました。 

 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107億円増の26億円の利益とな

り、連結経常利益は259.0％増の556億円となりました。 

 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55億円損失増の51億円の損失となりました。また、法人税等、少数株主利益は、前年同期比

143.4％増の243億円となりました。 

  以上の結果、連結四半期純利益は前年同期比346.6％増の261億円となりました。 

  

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、次頁「(※)セグメント区分変更の主な変更内容」をご覧

ください。 

  

[石油製品部門] 

  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、原油価格の上昇等により前年同期比19.9％増

の1兆4,042億円となりました。また、営業利益は、在庫評価益は減少したものの、継続的な減産の実施等によ

り需給環境が改善したことや原油価格が安定的に推移したこと等から製品マージンが改善し、また、第３次連

結中期経営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232.2％増の310億円

となりました。 

  

[石油化学製品部門] 

  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、ナフサ価格が上昇したこと等により前年

同期比20.9％増の2,401億円となりました。営業利益は、合理化によるコスト低減等による増益要因はあった

ものの、製品市況の下落等によるマージン縮小や在庫評価益の減少による影響等により、前年対比31.0％減の

38億円となりました。 

  

[資源部門]  

（石油開発事業） 

   当第２四半期連結累計期間における石油開発事業は、ブレント原油が77.3ドル／バレル(前年同期比25.7ド

ル／バレル上昇）と大幅に上昇したこと等により、売上高は前年同期比29.2％増の368億円となり、営業利益

は111.9％増の137億円となりました。  

（石炭事業・その他事業） 

    当第２四半期連結累計期間における石炭事業は、豪ドルの対米ドルレートが上昇したことによる減収減益要

因はあったものの、石炭価格が前年同期比で上昇したこと等により、売上高は前年同期比20.2％増の388億円

となり、営業利益は前年同期比29.5％増の78億円となりました。 

  以上の結果、資源部門計では、売上高は前年同期比24.4％増の756億円、営業利益は前年同期比72.1％増の

215億円となりました。 

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（ドル／バレル） 63.5 76.0  +12.5 +19.7% 

 ナフサ価格（ドル／トン） 539 708 +169 +31.4% 

 為替レート（円／ドル）  96.5 89.9 △6.6   △6.8% 

出光興産㈱（5019）　平成23年３月期　第２四半期決算短信

- 2 -



[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、ほぼ前年並みの90億円となり、営業損益は６億円

損失減の５億円の営業損失となりました。  

  

（※）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、季節要因による石油製品の販売数量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、前連結会計年度から122億円減少し9,483億円となりました。これらの結果、連結

総資産は２兆3,778億円となり、前連結会計年度末に比べ984億円減少し、連結負債は１兆8,716億円となり、前

連結会計年度末に比べ1,072億円減少しました。 

 当第２四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

89億円増加の5,061億円となりました。 

  当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は20.2％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、1,540億円となり、前連結会

計年度末から201億円増加しました。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、838億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、365億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、211億円の支出となりました。これは、有利子負債の減少等による

ものです。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  通期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22年８月３

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。  

  

出光興産㈱（5019）　平成23年３月期　第２四半期決算短信

- 3 -



  

（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  

 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、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ56百万円、税金等調整前四半期純利益

は、1,513百万円減少しています。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  

 第１四半期連結会計期間より、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２四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２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 147,825 129,947

受取手形及び売掛金 282,887 362,278

有価証券 6,132 3,911

たな卸資産 430,994 432,343

その他 113,275 98,117

貸倒引当金 △372 △514

流動資産合計 980,742 1,026,083

固定資産   

有形固定資産   

土地 609,525 612,057

その他（純額） 399,164 429,572

有形固定資産合計 1,008,690 1,041,630

無形固定資産   

のれん 38,727 38,322

その他 24,384 26,490

無形固定資産合計 63,112 64,813

投資その他の資産   

油田プレミアム資産 79,317 100,652

その他 246,909 244,001

貸倒引当金 △1,003 △1,038

投資その他の資産合計 325,222 343,615

固定資産合計 1,397,024 1,450,058

資産合計 2,377,766 2,476,142

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 283,924 326,251

短期借入金 342,453 327,222

コマーシャル・ペーパー － 9,997

1年内償還予定の社債 － 6,600

未払金 191,160 217,893

未払法人税等 21,960 11,424

賞与引当金 6,312 6,352

その他 64,503 75,990

流動負債合計 910,314 981,732

固定負債   

長期借入金 599,936 609,732

退職給付引当金 34,456 37,536

修繕引当金 25,267 22,822

豪州石炭鉱山災害復旧費用引当金 969 1,191

資産除去債務 22,278 －

油田プレミアム負債 84,147 105,530

その他 194,252 220,308

固定負債合計 961,307 997,123

負債合計 1,871,622 1,978,855

出光興産㈱（5019）　平成23年３月期　第２四半期決算短信

- 5 -



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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 201,786 179,955

自己株式 △111 △110

株主資本合計 381,413 359,583

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 932 2,049

繰延ヘッジ損益 △7,427 △3,123

土地再評価差額金 125,575 124,317

為替換算調整勘定 △20,731 △13,272

評価・換算差額等合計 98,348 109,971

少数株主持分 26,382 27,731

純資産合計 506,144 497,286

負債純資産合計 2,377,766 2,476,142
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 1,438,991 1,728,849

売上原価 1,299,475 1,559,507

売上総利益 139,515 169,342

販売費及び一般管理費   

運賃 25,344 26,700

賞与引当金繰入額 4,322 4,135

退職給付引当金繰入額 3,168 2,228

その他 83,056 83,301

販売費及び一般管理費合計 115,891 116,365

営業利益 23,624 52,976

営業外収益   

受取利息 515 414

受取配当金 1,969 5,952

為替差益 963 219

持分法による投資利益 － 3,791

その他 1,020 1,070

営業外収益合計 4,468 11,448

営業外費用   

支払利息 8,100 7,891

持分法による投資損失 2,757 －

その他 1,757 968

営業外費用合計 12,615 8,860

経常利益 15,477 55,564

特別利益   

固定資産売却益 340 502

貸倒引当金戻入額 1,084 146

債務消滅益 2,414 －

その他 52 43

特別利益合計 3,891 692

特別損失   

減損損失 1,469 2,319

固定資産売却損 100 96

固定資産除却損 1,912 929

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,456

その他 44 1,028

特別損失合計 3,526 5,830

税金等調整前四半期純利益 15,841 50,426

法人税等 9,304 22,281

少数株主損益調整前四半期純利益 － 28,145

少数株主利益 695 2,053

四半期純利益 5,842 26,092
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 15,841 50,426

減価償却費 38,979 39,317

減損損失 1,469 2,319

のれん償却額 299 818

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,535 △3,070

修繕引当金の増減額（△は減少） 7,225 2,444

受取利息及び受取配当金 △2,484 △6,367

支払利息 8,100 7,891

固定資産売却損益（△は益） △239 △406

豪州石炭鉱山災害復旧費用引当金の増減額（△は
減少）

△2,345 △128

売上債権の増減額（△は増加） △76,153 76,814

たな卸資産の増減額（△は増加） △53,974 437

仕入債務の増減額（△は減少） △8,915 △41,199

未払金の増減額（△は減少） △12,730 △18,742

未収入金の増減額（△は増加） 26,424 △4,899

その他 △8,457 △11,242

小計 △69,495 94,416

利息及び配当金の受取額 2,722 7,348

利息の支払額 △7,817 △8,452

法人税等の支払額 △24,008 △9,468

営業活動によるキャッシュ・フロー △98,599 83,843

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 △39,953 △27,851

有形固定資産の売却による収入 1,025 1,449

無形固定資産の取得による支出 △2,103 △2,367

投資有価証券の取得による支出 △6,236 △554

投資有価証券の売却による収入 10 53

貸付金の純増減額 2,264 1,223

その他 △1,961 △8,421

投資活動によるキャッシュ・フロー △46,954 △36,467
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（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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） △64,438 △38,110

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 9,999 △9,997

長期借入れによる収入 163,637 81,472

長期借入金の返済による支出 △42,278 △34,963

社債の償還による支出 △12,500 △6,600

自己株式の取得による支出 △2 －

自己株式の売却による収入 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 △29 △62

その他 △4,188 △9,808

財務活動によるキャッシュ・フロー 47,202 △21,070

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,285 △6,231

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △94,065 20,073

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）

525 25

現金及び現金同等物の四半期末残高 208,948 153,957
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 該当事項はありません。  

  

  

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）（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△2,551百万円には、セグメント間取引消去10百万円、各報告セグメントに

配分していない全社費用△2,562百万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２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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  1,170,703  198,575  60,730  1,430,009  8,981  1,438,991  －  1,438,991

セグメント間の内部
売上高又は振替高  773  760  △0  1,533  968  2,501  △2,501  －

計  1,171,476  199,335  60,730  1,431,542  9,949  1,441,492  △2,501  1,438,991

セグメント利益又は損失（△）  9,317  5,497  12,479  27,294  △1,117  26,177  △2,551  23,624

  （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  1,404,229  240,086  75,557  1,719,873  8,975  1,728,849  －  1,728,849

セグメント間の内部
売上高又は振替高  1,051  827  △0  1,878  643  2,522  △2,522  －

計  1,405,280  240,914  75,556  1,721,751  9,619  1,731,371  △2,522  1,728,849

セグメント利益又は損失（△）  30,950  3,796  21,471  56,217  △513  55,704  △2,727  52,976
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２．セグメント利益の調整額△2,727百万円には、セグメント間取引消去△642百万円、各報告セグメン

トに配分していない全社費用△2,085百万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。 

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）（参考情報） 

  重要なものはありません。 

 当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

  重要なものはありません。 

  

（追加情報） 

 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。 

  

  

（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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