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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次 第96期 第97期 第98期 第99期 第100期

決算年月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月

売上高 （百万円） 3,659,301 4,310,348 4,374,696 5,034,995 4,629,732

経常利益又は経常損失（△） （百万円） 128,015 133,559 109,122 81,921 △107,618

当期純利益又は当期純損失

（△）
（百万円） 60,683 64,376 50,167 36,294 △137,958

包括利益 （百万円） 50,375 81,369 84,976 69,453 △102,865

純資産額 （百万円） 540,880 614,513 687,948 743,786 630,384

総資産額 （百万円） 2,517,849 2,682,139 2,728,480 2,995,063 2,731,001

１株当たり純資産額 （円） 12,864.75 14,668.18 4,085.83 4,391.46 3,671.39

１株当たり当期純利益金額又は

１株当たり当期純損失金額

（△）

（円） 1,517.45 1,609.83 313.63 226.90 △862.50

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額
（円） － 1,609.77 313.62 226.89 －

自己資本比率 （％） 20.4 21.9 24.0 23.5 21.5

自己資本利益率 （％） 12.3 11.7 8.1 5.4 －

株価収益率 （倍） 6.4 5.1 6.5 9.3 －

営業活動によるキャッシュ・

フロー
（百万円） 86,995 159,723 50,780 50,087 172,904

投資活動によるキャッシュ・

フロー
（百万円） △74,848 △59,092 △70,891 △179,811 △131,146

財務活動によるキャッシュ・

フロー
（百万円） 12,732 △79,462 △45,657 161,143 △98,253

現金及び現金同等物の期末残高 （百万円） 154,749 171,080 116,446 159,991 111,195

従業員数
（人）

8,201 8,243 8,684 8,749 8,829

〔外、平均臨時雇用者数〕 [3,756] [3,693] [3,831] [3,879] [4,043]

（注）１．売上高には消費税等は含まれていません。

　　　２．第96期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、第100期の潜

在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失金

額のため記載していません。

　　　３．当社は平成25年12月31日最終の株主名簿に記載された株主に対して、平成26年１月１日付で１株につき４株

の割合をもって株式分割を行いました。このため第98期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株

当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）、及び潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額を算定しています。

　　　４．第100期の自己資本利益率及び株価収益率については、当期純損失を計上しているため記載していません。
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(2) 提出会社の経営指標等

回次 第96期 第97期 第98期 第99期 第100期

決算年月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月

売上高 （百万円） 3,275,611 3,717,434 3,753,397 4,200,335 3,748,358

経常利益又は経常損失（△） （百万円） 83,961 83,953 75,239 44,402 △133,021

当期純利益又は当期純損失

（△）
（百万円） 44,130 49,986 46,585 27,465 △159,996

資本金 （百万円） 108,606 108,606 108,606 108,606 108,606

発行済株式総数 （千株） 40,000 40,000 40,000 160,000 160,000

純資産額 （百万円） 414,126 482,244 519,841 537,678 382,053

総資産額 （百万円） 2,172,327 2,289,198 2,243,458 2,408,351 2,093,776

１株当たり純資産額 （円） 10,355.74 12,059.20 3,249.86 3,361.47 2,388.53

１株当たり配当額
（円）

200.0 200.0 200.0 125.0 50.0

（うち１株当たり中間配当額） (75.0) (75.0) (100.0) (100.0) (25.0)

１株当たり当期純利益金額又は

１株当たり当期純損失金額

（△）

（円） 1,103.53 1,249.99 291.23 171.70 △1,000.27

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 19.1 21.1 23.2 22.3 18.2

自己資本利益率 （％） 11.2 11.2 9.3 5.2 －

株価収益率 （倍） 8.8 6.6 7.0 12.3 －

配当性向 （％） 18.1 16.0 17.2 29.1 －

従業員数
（人）

4,410 4,226 4,200 4,203 4,107

〔外、平均臨時雇用者数〕 [724] [681] [713] [784] [674]

（注）１．売上高には消費税等は含まれていません。

　　　２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。

　　　３．第96期の１株当たり配当額200円は、創立100周年記念配当50円を含んでいます。

　　　４．当社は平成25年12月31日最終の株主名簿に記載された株主に対して、平成26年１月１日付で１株につき４株

の割合をもって株式分割を行いました。このため第98期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株

当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）を算定しています。また

第99期の１株当たり配当額125円は、当該株式分割前の１株当たり中間配当額100円と当該株式分割後の１株

当たり期末配当額25円を合算した金額となっています。

　　　５．第100期の自己資本利益率、株価収益率及び配当性向については、当期純損失を計上しているため記載して

いません。

 

 

EDINET提出書類

出光興産株式会社(E01084)

有価証券報告書

  3/125



２【沿革】

明治44年６月 創業者出光佐三の個人経営により、福岡県門司市(現・北九州市門司区)に出光商会を創設し、関

門地区を中心として石油販売業を開始

その後、中国大陸等の海外へ進出

昭和15年３月 東京に出光興産㈱(昭和22年11月出光商会と合併)を設立

昭和20年８月 終戦とともに、海外財産を喪失、引き揚げ者全員を受け入れ

昭和22年10月 石油配給公団の発足とともに、石油業界に復帰

昭和24年４月 元売業者に指定され(３月)、民間として石油供給業務開始

昭和28年５月 石油の国有化をめぐり、国際紛争の渦中にあったイランから石油輸入を断行

昭和32年３月 徳山製油所竣工

昭和36年10月 アポロサービス㈱(現アポロリテイリング㈱・連結子会社)を設立

昭和37年５月 内航部門として宗像海運㈱を設立

昭和37年８月 船舶部を分離して、外航部門として出光タンカー㈱(現・連結子会社)を設立

昭和38年１月 千葉製油所竣工

昭和39年９月 石油化学部門を分離し、出光石油化学㈱を設立

昭和39年10月 出光石油化学㈱徳山工場竣工

昭和45年10月 兵庫製油所竣工

昭和46年１月 開発部を分離し、出光日本海石油開発㈱(昭和51年７月、出光石油開発㈱に商号変更、昭和51年

９月、新潟阿賀沖で海洋油・ガス田の生産を開始、平成14年３月、解散)を設立

昭和47年６月 沖縄石油精製㈱(平成16年４月、沖縄石油㈱に商号変更し、平成21年４月、沖縄出光㈱に合併し

解散)に45％出資(昭和55年７月100％取得)

昭和48年９月 北海道製油所竣工

昭和50年２月 出光石油化学㈱千葉工場竣工

昭和50年10月 愛知製油所竣工

昭和58年10月 出光エンジニアリング㈱(現・連結子会社)を設立

昭和61年４月 出光クレジット㈱(現・持分法適用関連会社)を設立

昭和63年６月

平成元年６月

エベネザ石炭鉱山(オーストラリア)の権益取得・輸入開始

マッセルブルック石炭鉱山（オーストラリア）を保有する Muswellbrook Coal Co.,Ltd.（現・

連結子会社）の全株式を取得

平成４年８月 Idemitsu Petroleum Norge AS(現・連結子会社)がノルウェー領北海スノーレ油田の生産を開始

平成４年10月 米国に潤滑油製造工場(Idemitsu Lubricants America Corporation 現・連結子会社)を建設

平成６年10月 エンシャム石炭鉱山(オーストラリア)開山

平成８年11月 出光大分地熱㈱(現・連結子会社)の滝上地熱発電所が営業運転を開始

平成12年６月 優先株式を2,900千株発行し、290億円増資

(平成13年３月末までに更に880千株追加発行し、合計378億円増資)

平成13年10月 ＬＰガス部門を分社化した出光ガスアンドライフ㈱が営業開始

平成15年４月 兵庫製油所の製油所機能(８万Ｂ／Ｄ)の停止(平成16年３月閉鎖)

平成15年10月

 

㈱クレディセゾンとの包括提携により、出光クレジット㈱(現・持分法適用関連会社)を合弁会社

化

Idemitsu Petroleum Norge AS (現・連結子会社)がノルウェー領北海フラム・ウェスト油田の生

産を開始

平成15年11月 沖縄石油精製㈱(平成16年４月、沖縄石油㈱に商号変更し、平成21年４月、沖縄出光㈱に合併し

解散)の製油所機能(11万Ｂ／Ｄ)の停止

平成16年８月 当社を存続会社として出光石油化学㈱を吸収合併

平成17年３月 宗像海運㈱を解散

平成17年４月 三井化学㈱とポリオレフィン事業を統合し、合弁会社㈱プライムポリマー(現・持分法適用関

連会社)を設立

平成17年10月 386億円減資し、優先株式3,780千株を消却

第三者割当増資により普通株式7,321千株を発行し、512億円増資

平成18年４月 三菱商事㈱グループとＬＰガス事業（出光ガスアンドライフ㈱）を統合したアストモスエネル

ギー㈱（現・持分法適用関連会社）が営業開始

 

EDINET提出書類

出光興産株式会社(E01084)

有価証券報告書

  4/125



 
平成18年10月

 

 

平成18年11月

平成21年11月

 

平成22年２月

 

平成22年10月

平成22年12月

 

平成25年３月

 

平成26年３月

平成26年４月

平成26年９月

平成27年３月

東京証券取引所市場第一部に当社株式を上場

Idemitsu Petroleum Norge AS (現・連結子会社)がノルウェー領北海フラム・イースト油田の生

産を開始

ボガブライ石炭鉱山(オーストラリア)開山

英領北海で生産油田を保有する Petro Summit Investment UK Ltd.（現・Idemitsu Petroleum

UK Ltd.・連結子会社）の全株式を取得

出光クーロン石油開発㈱（現・連結子会社）がベトナム南部沖合ナムロン－ドイモイ油田の生産

を開始

Idemitsu Petroleum UK Ltd.（現・連結子会社）が英領北海バーリー油田の生産を開始

Idemitsu Petroleum Norge AS （現・連結子会社）がノルウェー領北海ベガ・サウスガス田の生

産を開始

Idemitsu Petroleum Norge AS （現・連結子会社）がノルウェー領北海ビグディス・ノース

イースト油田の生産を開始

徳山製油所の原油処理機能（12万Ｂ／Ｄ）の停止

徳山製油所と徳山工場を統合し、徳山事業所を新設

Idemitsu Petroleum Norge AS (現・連結子会社)がノルウェー領北海Ｈノルド油田の生産を開始

Idemitsu Petroleum Norge AS (現・連結子会社)がノルウェー領北海クナル油田の生産を開始
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３【事業の内容】
　　当社及び当社の関係会社（当社、子会社92社及び関連会社44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。

　　また、当連結会計年度より報告セグメントの区分を変更しています。詳細は、「第５　経理の状況　1　連結財務
諸表等　（１）連結財務諸表　注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりです。

セグメント 主な事業内容 主要な会社

石油製品

原油・石油製品の輸入、精製、輸送、

貯蔵及び販売
当社、出光タンカー㈱、北海道石油共同備蓄㈱

石油製品・ＳＳ関連商品の販売
出光リテール販売㈱、エスアイエナジー㈱、出光スーパーバイジング㈱、

沖縄出光㈱、アポロリテイリング㈱

海外における原油等の売買、石油製品の

製造及び販売

IDEMITSU INTERNATIONAL (ASIA) PTE.LTD.、IDEMITSU APOLLO CORPORATION、

Freedom Energy Holdings Pty Ltd、Idemitsu Lubricants America Corporation、

Nghi Son Refinery and Petrochemical LLC、

Idemitsu Lube (Singapore) Pte.Ltd.、出光潤滑油（中国）有限公司、

PT.IDEMITSU LUBE TECHNO INDONESIA、PT.IDEMITSU LUBE INDONESIA、

IDEMITSU LUBE(MALAYSIA)SDN.BHD.、上海出光潤滑油貿易有限公司、

Idemitsu Lube Asia Pacific Pte.Ltd.、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 Chemicals(Hong Kong)Co.,Ltd.、

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

資源
石油資源・石炭・ウラン・地熱資源の

調査、探鉱、開発及び販売

当社、出光スノーレ石油開発㈱、

Idemitsu Petroleum Norge AS、Idemitsu Petroleum UK Ltd.、

IDEMITSU AUSTRALIA RESOURCES PTY LTD、Idemitsu Canada Resources Ltd.、

出光大分地熱㈱

 

 

その他

ガスの輸入、仕入及び販売
Idemitsu Canada Corporation、AltaGas Idemitsu Joint Venture Limited

Partnership、アストモスエネルギー㈱

電子材料の製造・販売・ライセンス事業 当社

工事、保険、クレジット 出光エンジニアリング㈱、出光保険サービス㈱、出光クレジット㈱

 農薬等の製造、輸入、販売 ㈱エス・ディー・エス バイオテック

 再生可能エネルギー 出光グリーンパワー㈱

 
[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。

石
 
 
油
 
 
製
 
 
品

 

 

　　　原油・石油製品の輸送及び貯蔵

 
*1　出光タンカー㈱
*2　北海道石油共同備蓄㈱
 
 
　　　石油製品・ＳＳ関連商品の販売

 
*1　出光リテール販売㈱
*1　エスアイエナジー㈱
*1　出光スーパーバイジング㈱
*1　沖縄出光㈱
*1　アポロリテイリング㈱
 
 
　　海外における原油等の売買、石油製品の
　　製造及び販売

 
*1　IDEMITSU INTERNATIONAL(ASIA)PTE.LTD.

*1　IDEMITSU APOLLO CORPORATION

*1　Freedom Energy Holdings Pty Ltd

*1　Idemitsu Lubricants America Corporation

*2　Nghi Son Refinery and Petrochemical LLC

*1　Idemitsu Lube(Singapore)Pte.Ltd.

*1 出光潤滑油(中国)有限公司

*1　PT.IDEMITSU LUBE TECHNO INDONESIA

*1　PT.IDEMITSU LUBE INDONESIA

*1　IDEMITSU LUBE(MALAYSIA)SDN.BHD.

*1　上海出光潤滑油貿易有限公司
*1　Idemitsu Lube Asia Pacific Pte.Ltd.

*2　Apollo(Thailand)Co.,Ltd.

 
 
 
 
 
 
 
（注）*1　連結子会社
　　　*2　関連会社で持分法適用会社
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　　　石油化学製品の製造及び販売

 
*1　出光ユニテック㈱
*1　Idemitsu Chemicals(Hong Kong)Co.,Ltd.

*1　Idemitsu SM(Malaysia)Sdn.Bhd.

*1　Petrochemicals(Malaysia)Sdn.Bhd.
*2　㈱プライムポリマー
*2　ＰＳジャパン㈱
*2　台化出光石油化学股份有限公司
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　　　石油資源の調査、探鉱、開発及び販売

 
*1　出光スノーレ石油開発㈱
*1　Idemitsu Petroleum Norge AS

*1　Idemitsu Petroleum UK Ltd.

 
 
　　　石炭事業、ウラン・地熱事業

 
*1　IDEMITSU AUSTRALIA RESOURCES PTY LTD

*1　Idemitsu Canada Resources Ltd.

*1　出光大分地熱㈱

 

 

 

資
 
 
源

   

 
　　　その他事業

 
*1　Idemitsu Canada Corporation

*2　AltaGas Idemitsu Joint Venture Limited Partnership

*2　アストモスエネルギー㈱
*1　出光エンジニアリング㈱
*1　出光保険サービス㈱
*2　出光クレジット㈱
*1　㈱エス・ディー・エス バイオテック

*1　出光グリーンパワー㈱

 

 

 

そ
 
の
 
他
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４【関係会社の状況】

(１）連結子会社

名称 住所
資本金

（百万円）
主要な事業の内容

議決権の
所有割合
（%）

関係内容 注

出光タンカー㈱ 東京都新宿区 1,000 海運業 100.0
当社の原油及び石油製品

等の輸送を行っている。
 

出光リテール販売㈱ 東京都中央区 80 石油製品等の販売 100.0

当社から石油製品等を

仕入れている。

資金の貸付…有

設備の賃貸借…有

 

エスアイエナジー㈱ 東京都新宿区 500 石油製品等の販売 100.0

当社から石油製品等を

仕入れている。

設備の賃貸借…有

 

出光スーパーバイジング㈱ 東京都千代田区 10 石油製品等の販売 100.0

当社から石油製品等を

仕入れている。

設備の賃貸借…有

 

沖縄出光㈱ 沖縄県那覇市 30 石油製品等の販売 100.0

当社から石油製品等を

仕入れている。

資金の貸付…有

設備の賃貸借…有

 

アポロリテイリング㈱ 東京都中央区 400 ＳＳ関連商品の販売 100.0 設備の賃貸借…有  

IDEMITSU INTERNATIONAL

(ASIA) PTE.LTD.
Singapore

千米ドル

2,049

原油・石油製品等の

輸出入及びトレー

ディング

100.0
当社に原油、石油製品

を販売している。
２

IDEMITSU APOLLO

CORPORATION

California,

U.S.A.

千米ドル

165
石油製品等の販売 100.0 ──  

Freedom Energy

Holdings Pty Ltd

Brisbane,

Australia

千豪ドル

3,600
石油製品等の販売 100.0 ──  

Idemitsu Lubricants

America Corporation

Indiana,

U.S.A.

千米ドル

10,000
潤滑油の製造、販売

100.0

(100.0)

当社から潤滑油を仕入

れている。
３

Idemitsu Lube

(Singapore)Pte.Ltd.
Singapore

千米ドル

1,847
潤滑油の製造、販売

100.0

(100.0)
── ３

出光潤滑油（中国）有限

公司
中国天津

千人民元

96,000
潤滑油の製造、販売 100.0

当社から潤滑油を仕入

れている。
 

PT.IDEMITSU LUBE

TECHNO INDONESIA

West Java,

Indonesia

千米ドル

8,200
潤滑油の製造、販売 90.0 ──  

PT.IDEMITSU LUBE

INDONESIA

West Java,

Indonesia

千米ドル

700
潤滑油の販売

100.0

(0.0)
── ３
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名称 住所
資本金

（百万円）
主要な事業の内容

議決権
の所有
割合
（％）

関係内容 注

IDEMITSU LUBE

(MALAYSIA) SDN.BHD.

Selangor,

Malaysia

千マレーシア

リンギット

1,000

潤滑油の販売
100.0

(20.0)
── ３

上海出光潤滑油貿易有限

公司
中国上海

千人民元

1,655
潤滑油の販売 100.0

当社から潤滑油を仕入

れている。
 

Idemitsu Lube Asia

Pacific Pte.Ltd.
Singapore

千シンガポール

ドル

500

潤滑油の販売 100.0
当社から潤滑油を仕入

れている。
 

出光ユニテック㈱ 東京都港区 2,600
合成樹脂製品の製

造、販売
100.0

資金の貸付…有

設備の賃貸借…有
 

Idemitsu Chemicals

(Hong Kong)Co.,Ltd.
Hong Kong

千香港ドル

1,937

機能性樹脂の仕入、

販売
100.0

当社から機能性樹脂を

仕入れ販売している。
 

Idemitsu SM(Malaysia)

Sdn.Bhd.

Johor,

Malaysia

千マレーシア

リンギット

135,700

スチレンモノマーの

製造、販売
70.0 ──  

Petrochemicals

(Malaysia)Sdn.Bhd.

Johor,

Malaysia

千マレーシア

リンギット

57,000

ポリスチレンの製

造、販売
100.0 ──  

出光スノーレ石油開発㈱ 東京都千代田区 100
石油資源の調査、探

鉱、開発、販売

50.5

(50.5)
──

３

Idemitsu Petroleum

Norge AS

Oslo,

Norway

千Ｎクローネ

727,900

石油資源の調査、探

鉱、開発、販売

50.5

(50.5)

当社に原油を販売して

いる。

２

３

Idemitsu Petroleum

UK Ltd.

London,

U.K.

英ポンド

1,100

千米ドル

156,000

石油資源の調査、探

鉱、開発、販売
100.0 ── ２

IDEMITSU AUSTRALIA

RESOURCES PTY LTD

Brisbane,

Australia

千豪ドル

106,698

石炭の調査、探鉱、

開発、販売
100.0

当社に石炭を販売して

いる。
 

Idemitsu Canada

Resources Ltd.

Calgary,

Canada

千加ドル

131,167

ウラン・その他鉱山

資源の調査、探鉱、

開発、販売

100.0 ── ２

出光大分地熱㈱ 東京都千代田区 450

蒸気・熱水等地熱エ

ネルギー資源・その

他鉱物資源の調査、

探鉱、開発、販売

100.0 設備の賃貸借…有  

Idemitsu Canada

Corporation

Calgary,

Canada

千加ドル

334,000

カナダにおけるガス

及び関連事業の調

査、推進

100.0 ── ２
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名称 住所
資本金

（百万円）
主要な事業の内容

議決権
の所有
割合
（％）

関係内容 注

出光エンジニアリング㈱ 千葉県千葉市 200

石油等に関する装置

及び設備の設計、管

理、建設、売買

100.0

当社の設備、施設の設

計施工・施工管理・保

全を請負っている。

設備の賃貸借…有

 

出光保険サービス㈱ 東京都港区 10

損害保険代理店業

務、生命保険募集業

務

100.0

当社が付保する損害保

険の代理店業務を行っ

ている。

設備の賃貸借…有

 

㈱エス・ディー・エス

バイオテック
東京都中央区 810

農薬等の製造、輸

入、販売
69.7 設備の賃貸借…有 １

出光グリーンパワー㈱ 東京都千代田区 30 電力の売買及び供給 100.0 設備の賃貸借…有  

その他 35社       

　（注）１．有価証券報告書を提出しています。

２．特定子会社に該当しています。（５社）

３．議決権の所有割合の（　）内は、間接所有割合で内数となっています。
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(2) 持分法適用会社

名称 住所
資本金

（百万円）
主要な事業の内容

議決権
の所有
割合
（％）

関係内容 注

北海道石油共同備蓄㈱ 東京都新宿区 20,580
備蓄基地の運営、管

理
25.0 設備の賃貸借…有  

Nghi Son Refinery and

Petrochemical LLC

Hanoi,

Vietnam

千米ドル

1,852,551

石油精製及び石油化

学製品の製造、販売
35.1 ──  

Apollo (Thailand)

Co.,Ltd.

Chonburi,

Thailand

千タイバーツ

80,000
潤滑油の製造、販売

49.0

(16.0)

当社から潤滑油を仕入

れている。
２

㈱プライムポリマー 東京都港区 20,000

ポリプロピレン及び

ポリエチレンの製

造、販売

35.0

当社から原料を仕入れ

ている。

設備の賃貸借…有

 

ＰＳジャパン㈱ 東京都文京区 5,000
ポリスチレンの製

造、販売
37.9

当社から原料を仕入れ

ている。
 

台化出光石油化学股份有限

公司
台湾台北

千新台湾ドル

1,200,000

ポリカーボネートの

販売
50.0 役員の兼任等…１名  

AltaGas Idemitsu

Joint Venture

Limited Partnership

Calgary,

Canada

千加ドル

658,704

カナダにおけるガス

及び関連事業の調

査、推進

50.0

(50.0)
── ２

アストモスエネルギー㈱ 東京都千代田区 10,000
ＬＰガス等の輸入、

販売
51.0

当社からＬＰガス等を

仕入れている。

資金の貸付…有

設備の賃貸借…有

 

出光クレジット㈱ 東京都墨田区 1,950
クレジットカード事

業、信用保証事業
50.0

当社から法人向給油カー

ドの発券管理業務を受託

している。

設備の賃貸借…有

 

その他 19社       

 （注）１．上記のうち、有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

      ２．議決権の所有割合の（　）内は、間接所有割合で内数となっています。

 

(3）その他の関係会社

　該当事項はありません。
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５【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成27年３月31日現在
 

セグメントの名称 従業員数（人）

石油製品
 

5,858[3,584]

石油化学製品
 

1,677 [183]

資源
 

595  [48]

その他
 

699 [228]

合計
 

8,829[4,043]

　（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は〔　〕内に外数で記載しています。

 

(2) 提出会社の状況

平成27年３月31日現在
 

従業員数（人） 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与（円）

4,107[674] 42歳３ヶ月 20年４ヶ月 8,550,750

 

セグメントの名称 従業員数（人）

石油製品
 

2,958[468]

石油化学製品
 

845[118]

資源
 

97 [9]

その他
 

207 [79]

合計
 

4,107[674]

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は〔　〕内に外数で記載しています。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいます。

 

(3) 労働組合の状況

　当社では、労働組合は結成されておりません。なお、当社グループでは、一部の連結子会社で労働組合が結成さ

れておりますが、労働組合の有無にかかわらず、労使関係は安定しており、特記すべき事項はありません。

 

EDINET提出書類

出光興産株式会社(E01084)

有価証券報告書

 11/125



第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(１) 一般経済情勢及び当社グループを取り巻く環境

　当連結会計年度におけるわが国経済は、日銀の金融緩和を背景とした株価上昇や円安傾向が継続し、雇用・所得

環境も底堅く推移するなど、緩やかな回復基調をたどりました。

　国内石油製品需要は、輸送需要が堅調であった軽油はほぼ前年度並みでしたが、４月の消費増税による買い控え

や夏場の天候不順、年明け以降に気温が高めに推移した影響などにより、ガソリンや灯油は減少しました。また、

電力向け重油も節電効果などの影響で減少し、石油製品全体として前年度を下回りました。

　原油価格（ドバイ原油）は、地政学的リスクの高まりなどにより６月中旬にかけて一時110ドル／バレルを上回

る水準まで上昇しました。その後は、中国や欧州の景況感悪化などによる需要の減少懸念や米国のシェールオイル

生産拡大などによる供給超過の懸念が高まり、下落に転じました。11月下旬のOPEC総会で減産による需給調整が見

送られると下落ペースが加速し、12月末以降は50ドル／バレル近傍で推移しました。この結果、年度平均価格は前

年度対比で21.1ドル／バレル下落の83.5ドル／バレルとなりました。

　石油化学製品需要は、ほぼ前年度並みに推移しました。輸出環境は、円安の影響などにより改善しました。石油

化学原料であるナフサ価格は、前年度対比では121ドル／トン下落の817ドル／トンとなりました。

　円の対ドルレートは、日銀による金融緩和の継続や米国の利上げ観測などを背景に円安が進行し、年度平均レー

トは前年度対比9.7円／ドル下落して110.9円／ドルとなりました。

(２) 業績

　このような環境下、当社グループの当連結会計年度の売上高は、原油価格が下落したことなどにより４兆6,297

億円（前年同期比△8.0％）となりました。

　営業損益は、原油価格の大幅な下落による多額の在庫評価損の発生や石油化学製品マージンの縮小などにより、

△1,048億円（前年同期比△1,830億円）となりました。

　営業外損益は、持分法による投資利益が減少したことなどにより前年度37億円の利益から当連結会計年度28億円

の損失に転じ（前年同期比△65億円）、経常損益は△1,076億円（前年同期比△1,895億円）となりました。

　特別損益は、資源事業での減損損失の増加や、前年度に計上した受取保険金等の特別利益の減少などにより△

695億円（前年同期比△686億円）となりました。

　また、法人税等及び少数株主利益の合計額は、△391億円（前年同期比△839億円）となりました。

　以上の結果、当期純損益は△1,380億円（前年同期比△1,743億円）となりました。

 

(３) 事業の経過及び成果

　当社グループは、平成25年３月に公表した第４次連結中期経営計画に沿って、当年度、諸施策を実行いたしまし

た。セグメント別の事業の経過及び成果は以下のとおりです。

　なお、当連結会計年度より、従来「石油製品」に含めていた石炭の販売事業の売上高及び営業損益を「資源」に

含めています。なお、前年同期比については、前年においても変更後のセグメント区分を適用したものとして算定

しています。

①石油製品セグメント

 石油製品セグメントにおいては、国内の供給・販売体制の競争力強化及び海外市場への事業拡大を基本戦略とし

て、次のような取り組みを行いました。

（燃料油事業）

　供給においては、需給環境や販売状況を踏まえた原油処理を行い、安定供給を確保しつつ供給コストの低減に

努めました。

 平成26年３月の徳山製油所の原油処理機能停止に対応して北海道・千葉・愛知の３製油所及び徳山事業所を軸

とした安定供給体制を構築するとともに、国内需要の漸減傾向を踏まえ、段階的に常圧蒸留装置の処理能力を削

減していくことが適当と考え、平成27年４月から千葉製油所の常圧蒸留装置の処理能力を20千バレル／日削減す

ることを決定しました。
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　また、災害対応力の強化及びサプライチェーンの強靭化のために、東京と大阪に配置していた受注拠点を災害

に強い立地・施設に移転して「中央配送管理センター」を設置し、全国一元管理体制を構築しました。

　販売においては、ＳＳの新設・改造及び既存店の活性化を通して、ブランドネットワークの強化を図りまし

た。また、来店客数の増加や効果的な販売促進活動を通じた系列ＳＳの収益力強化のため、楽天㈱が運営する共

通ポイントサービス「Rポイントカード」との連携を開始しました。

　海外においては、ベトナムのニソン製油所・石油化学コンプレックスの建設を推進しました。また、シンガ

ポール現地法人 出光アジア（IDEMITSU INTERNATIONAL(ASIA) PTE. LTD.）の体制を拡充し、需要が拡大してい

るアジア圏での事業拡大に取り組みました。

（潤滑油事業）

　国内販売は消費増税の影響による需要減などの影響で前年を下回りましたが、中国を中心とした海外販売の伸

びにより、国内・海外合計の販売数量は前年を上回り、過去最高を更新しました。

　更なるグローバル展開を進めるため、中国において天津本社・工場、上海支店、広州支店、長春営業所、重慶

営業所に加え、自動車産業の一大拠点である北京に中国６番目の拠点として北京営業所を開設しました。

　以上の結果、石油製品セグメントの売上高は、原油価格の下落などにより、３兆6,939億円（前年同期比△

9.3％）となりました。営業損益は、石油製品マージンの拡大などの増益要因を、原油価格の大幅な下落による多

額の在庫評価損の発生などの減益要因が上回り、△1,116億円（前年同期比△1,285億円）となりました。なお、営

業損益に含まれる在庫評価損益は△1,296億円です。

②石油化学製品セグメント

　石油化学製品セグメントにおいては、基礎化学品事業の供給体制再構築による競争力強化と、機能材料事業の収

益力向上を基本戦略として、次のような取り組みを行いました。

（基礎化学品事業）

　徳山製油所は原油処理機能を停止し、徳山事業所として再スタートしました。石油化学事業の主力拠点とし

て、周南コンビナート各社に安定的に競争力のあるオレフィンを供給するため、既存の大型原油タンカー（ＶＬ

ＣＣ）用のシーバースを大型ナフサ船が着桟可能となるように改造して、原料ナフサの輸入ロット大型化による

物流の合理化に取り組みました。また、旧原油タンクを化学品（メタノール）用に改造・転用して化学品物流拠

点としての機能強化に取り組みました。

（機能材料事業）

　エンジニアリングプラスチック事業においては、ポリカーボネート樹脂（商品名：タフロン®）の汎用グレー

ドの製造について、台湾の合弁プラントへの移管を進め、コスト競争力強化を図りました。耐熱性などに優れた

シンジオタクチックポリスチレン樹脂（商品名：ザレック®）について、自動車用電装部品や調理家電用途など

への販売拡大に取り組みました。

　粘接着基材事業においては、従来の結晶性ポリプロピレン樹脂と比べて大幅に融点が低く軟質特性を有する機

能性軟質ポリプロピレン（商品名：エルモーデュ®）について、衛生材の接着剤や不織布の改質材などの用途と

して国内外で市場開拓に取り組みました。

　以上の結果、石油化学製品セグメントの売上高は、通関ナフサ価格が下落したことなどにより6,390億円（前年

同期比△5.4％）となりました。営業損益は、石油化学製品マージンが縮小したことなどから△71億円（前年同期

比△436億円）となりました。なお、営業損益に含まれる在庫評価損益は△37億円です。

③資源セグメント

　資源セグメントにおいては、原油・ガスの既発見鉱区の開発による生産規模の拡大や探鉱活動による埋蔵量確

保、石炭事業の再構築を基本戦略として、次のような取り組みを行いました。

（石油開発事業）

　新規油田開発においては、ノルウェー領北海において平成26年９月にH ノルド（H-Nord）油田、平成27年３月

にクナル（Knarr）油田で商業生産を開始しました。

EDINET提出書類

出光興産株式会社(E01084)

有価証券報告書

 13/125



　探鉱活動においては、ノルウェー領北海及びバレンツ海、ベトナムにおいて油・ガスの集積を複数発見し、将

来の生産量の礎を確保しました。今後、詳細な埋蔵量の評価・検討を進めていきます。また、将来の埋蔵量の拡

充に向け、ノルウェー政府が実施した公開鉱区入札に参加し、１鉱区の権益を取得しました。

　操業中の油田・ガス田においては、ノルウェー領北海、英領北海、ベトナムにおいて原油換算で日量2.9万バ

レルの原油・ガスを生産しました。

　石油開発事業の売上高は、ノルウェー領北海における増産・増販などにより、1,020億円（前年同期比

+4.5％）となり、営業利益は原油価格の下落や探鉱費の増加などにより134億円（前年同期比△58.7％）となり

ました。

（石炭事業・その他事業）

　石炭事業においては、石炭価格が下落する中、豪州鉱山の競争力強化に努めました。中核となるボガブライ鉱

山での生産量拡大などにより、全体の生産量は1,127万トンと前年度を70万トン上回りました。また、各鉱山で

生産性向上とコスト削減に取り組みました。更に、ボガブライ鉱山の一部権益を長期安定販売先でもある国内需

要家に売却するとともに、需要家ニーズに合致した競争力のある石炭ラインアップの充実を図るべく、インドネ

シア・マリナウ鉱山権益を保有する石炭会社の株式の30％を取得するなど、石炭事業資産ポートフォリオの再構

築を進めました。

　ウラン事業においては、カナダ シガーレイク鉱山及び製錬委託先においてウラン精鉱の生産を開始しまし

た。

　地熱事業においては、大分県滝上地区で順調な営業運転を継続するとともに、バイナリー発電の導入を意思決

定しました。また、事業拡大に向けて調査を進めている北海道阿女鱒岳地域及び秋田県小安地域で地質構造調査

を実施しました。福島県においても地表調査を進めています。

　石炭事業・その他事業の売上高は、石炭価格の下落はありましたが、販売数量が増加したことなどにより、ほ

ぼ前年並みの1,391億円（前年同期比+1.0％）となりました。また、石炭の採掘方法見直しや支払作業料低減な

どの合理化・コスト削減を推進し、営業損益は△４億円（前年同期比+56億円）となりました。

 

　以上の結果、資源セグメント合計の売上高は2,411億円（前年同期比+2.4％）、営業利益は131億円（前年同期比

△50.8％）となりました。

④その他セグメント

　その他セグメントのうち、電子材料事業、アグリバイオ事業、ガス事業、再生可能エネルギー事業においては、

次のような取り組みを行いました。

（電子材料事業）

 有機ＥＬ材料分野においては、有機ＥＬディスプレイパネルの事業化加速のため、LG Display CO., Ltd.と有

機ＥＬ技術の相互協力及びデバイス関連特許のライセンス契約に合意しました。

　拡大するディスプレイパネル向け需要を積極的に捕捉し、増販及び収益の拡大に取り組みました。

（アグリバイオ事業）

　飼料添加物においては、乳牛・肉牛の健康維持と生産性の安定が期待できる混合飼料「ルミナップ®」シリー

ズで、大規模牧場などでの使用に適した「ルミナップ®M」の販売を開始しました。

　化学農薬に比べ、薬剤に対する抵抗性（耐性）が出現・発達する可能性が低い生物農薬においては、薬剤散布

後の作物の汚れの軽減と、水への溶けやすさが改善された「インプレッションクリア」を連結子会社である㈱エ

ス・ディー・エス バイオテックと共同開発し、販売を開始しました。

（ガス事業）

　カナダのアルタガス社（AltaGas Ltd.）と共同出資で設立したAltaGas Idemitsu Joint Venture Limited

Partnershipが株式を保有するペトロガスエナジー社（Petrogas Energy Corp.）の米国西海岸にあるファンデー

ル基地（ワシントン州）から日本向けにＬＰＧ（液化石油ガス）の輸出を開始しました。
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（再生可能エネルギー事業）

　遊休地を活用した再生可能エネルギーへの取り組みとして、太陽光発電所（メガソーラー）を北九州市門司区

及び兵庫県姫路市に続き、福島県いわき市（発電出力1,320kW）に建設し、運転を開始しました。

　バイオマス発電においては、土佐グリーンパワー㈱土佐発電所（とさでん交通㈱・高知県森林組合連合会・当

社の３社が出資、当社出資比率50％、発電出力6,250kW）を建設し平成27年４月に運転を開始しました。

　以上の結果、その他セグメントの売上高は558億円（前年同期比+12.0％）、営業利益は33億円（前年同期比

+33.4％）となりました。

 

(４) キャッシュ・フローの状況

当期末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、1,112億円となり、前期末に比べ、488億円減少しまし

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、1,729億円の収入となりました。税金等調整前当期純損益は大幅な損

失となったものの、減価償却費や原油価格下落に伴う在庫影響、減損損失等の現金支出を伴わない費用・損失が大

半であったこと、及びたな卸資産の減少などの資金増加要因によります。

投資活動におけるキャッシュ・フローは、1,311億円の支出となりました。これは、主として製油所設備の維持

更新投資や石油開発・石炭事業への投資、関係会社への増資などによります。

　財務活動におけるキャッシュ・フローは、983億円の支出となりました。これは、長期借入金や社債による資金

調達額を、短期借入金等の返済額が上回ったことなどによります。
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

　当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。

セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％）

石油製品 2,189,149 92.7

石油化学製品 557,665 83.4

資源 198,657 101.2

その他 12,816 143.3

　（注）１．上記の金額は、製造会社は製品生産額、資源部門のうち石炭事業については、販売金額によって記載をして

います。

２．上記の金額には、消費税等は含まれていません。

 

(2) 受注状況

当社グループでは主要製品について受注生産を行っていません。

 

(3) 販売実績

　当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。

セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％）

石油製品 3,693,908 90.7

石油化学製品 638,977 94.6

資源 241,076 102.4

その他 55,770 112.0

合計 4,629,732 92.0

　（注）１.「主な相手先別の販売実績」に該当する販売相手先はないため、記載を省略しています。

２．上記の金額には、消費税等は含まれていません。

３．各部門の販売実績は、外部顧客への売上高を記載しています。

４．当連結会計年度より報告セグメントの区分を変更しており、前年同期比較については、前年同期の数値を変

更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しています。
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３【対処すべき課題】

(1)環境認識

　国内においては経済情勢に緩やかな回復の動きがみられ、米国経済においては雇用情勢を中心に回復基調にあり

ます。一方で、欧州における債務問題の展開、中国の経済成長の減速、日本における成長戦略の行方など、引き続

き不安定な要素も懸念されます。

　エネルギー需要においては、日本では継続的な燃料油需要の減少が避けられませんが、海外においては、アジア

の新興国を中心に拡大が見込まれます。

(2)対処すべき課題

①基盤事業（燃料油・基礎化学品・再生可能エネルギー）

　燃料油事業では、北海道・千葉・愛知の３製油所及び徳山事業所体制での効率的な生産・供給体制と、国内での

販売ネットワークを強化します。また、ベトナム・ニソン製油所の建設やシンガポールを中心拠点とした燃料油販

売事業の展開により、需要の拡大するアジア圏における事業拡大を図ります。

　基礎化学品事業では、誘導品を含めたエチレン系サプライチェーンの最適化を目指すとともに、ナフサ等を原料

とする石油化学コンビナートの強みを活かし、芳香族の生産拡大等に取り組みます。

　再生可能エネルギー事業では、地熱バイナリー発電・バイオマス発電・メガソーラー発電・グリーン電力の販売

等の電力事業の拡大、地熱の新規案件開発、インドシナにおけるバイオ燃料事業の検討を行います。

②資源事業（石油開発・石炭・ウラン・ガス）

　石油開発事業では、探鉱活動を通じた埋蔵量拡大と安定生産の継続に取り組みます。

　石炭事業では、生産性向上、コスト削減を進めるとともに、ボガブライ鉱山への戦略投資を通じて高品位炭の増

産・増販による収益構造の転換を図ります。また、アジア向けの輸出が増加しているインドネシア炭を保有し、お

客様の幅広いニーズに対応していきます。

　ウラン事業では、カナダ シガーレイク鉱山における安定生産・販売を目指します。

　ガス事業では、供給ソースの多様化、供給安定性の確保、輸送距離の短さによる経済的優位性等、日本のエネル

ギーセキュリティーへの貢献をめざし、北米のＬＮＧ（液化天然ガス）及びＬＰＧ（液化石油ガス）のアジア向け

輸出・販売事業の拡大に向けた検討を進めます。

③高機能材事業（潤滑油・機能材料・電子材料・アグリバイオ）

　潤滑油事業では、環境対応型商品や技術革新に対応した高機能商品の開発を進めるとともに、海外での生産拠点

の拡大によりグローバル展開を加速します。

　機能材料事業では、シンジオタクチックポリスチレン樹脂（ＳＰＳ樹脂）・粘接着基材等の分野に経営資源を集

中し、コア事業の育成を図ります。

　電子材料事業では、有機ＥＬ材料の高性能・低コスト技術を通じ、拡大する需要を捉えて重要顧客向けの販売を

伸ばし、事業を成長軌道に乗せる取り組みを進めていきます。

　アグリバイオ事業では、生物農薬・化学農薬や牛用混合飼料「ルミナップ®」シリーズなどの自社商品の開発・

生産を通じて、「安全・安心な食」「増大する食糧需要」に貢献するニーズ対応型の事業を展開します。また、需

要の拡大する新興国を含め、グローバルに事業を拡大していきます。

　なお、上記のうち将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づくものであり、実際の業績は今後の様々

な要因によって、目標と相違する場合があります。

 

(3)会社の支配に関する基本方針

　当社は、当社グループの企業価値・株主共同の利益の確保・向上のため、安定的かつ持続的成長の実現に努めて

います。

　したがって、当社株式を大量に取得しようとする者の出現等により、当社グループの企業価値・株主共同の利益

が毀損されるおそれがある場合には、法令・定款で許容される範囲内において適切な措置を講じることを基本方針

とします。
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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、文中の将来に関する部分は、当社が有価証券報告書提出日現在に

おいて判断したものです。

（セグメント上のリスク）

石油製品セグメント

(1) 原油価格の変動について

当社グループは、石油製品の生産に必要な原油の殆どを輸入していますが、原油価格は過去においても大きく

変動しており、アジアにおける原油需要の増加、中東やアフリカの産油国の政情不安、南米産油国における資源

の国有化の動き、米国を始め石油消費国における環境規制・税制の動向、投機的な石油取引等により、今後も変

動することが懸念されます。

　また原油輸入を米ドル建てで行っているため、原油の調達コストは円の米ドルに対する為替相場の影響を受け

ます。

　当社グループは、石油製品価格を国内の市場価格に連動させることによりマージンを確保することに努めてい

ますが、国内石油市場の激しい競争等により国内の市場価格が低迷した場合、財政状態及び経営成績は重大な影

響を受ける可能性があります。

　なお当社グループは、たな卸資産を総平均法により評価しています。一般的に総平均法は、原油価格が上昇す

る局面では、期初の相対的に安価なたな卸資産による売上原価押し下げ影響により損益の改善要因となります。

一方、原油価格が下落する局面では、期初の相対的に高価なたな卸資産による売上原価の押し上げ影響により損

益の悪化要因となります。

 (2) 市場の競争について

当社グループの石油製品事業は、複数の石油会社と競合しており、これらの中には当社グループよりも事業規

模や市場シェアの大きい会社があります。また日本の石油市場は精製設備やＳＳ数の過剰により激しい競争状態

にあります。当社グループがこのような競争下において効率的な事業運営ができない場合、当社グループの財政

状態及び経営成績は重大な影響を受ける可能性があります。

(3) 原油輸入先について

当社グループは、原油輸入のほぼ全量を中東地域に依存していますが、原油の安定調達を目的として主要な中

東産油国と長期の原油輸入契約を締結し、同地域内におけるリスクの分散を図っています。しかしながら、これ

らの地域における政情不安、原油の生産調整、石油関連施設の事故等により、長期にわたって原油の輸入に制約

が生じた場合、当社グループの財政状態及び経営成績は重大な影響を受ける可能性があります。

 (4) 石油製品の需要について

日本の石油市場は成熟しており、石油製品需要は徐々に減少すると見込まれています。更に、原油価格の高騰

や、京都議定書に基づく地球温暖化に関する政府の対策等が、将来の石油製品の需要動向に影響を与える可能性

があります。これらの要因により石油製品需要が減少した場合、当社グループの財政状態及び経営成績は影響を

受ける可能性があります。

石油化学製品セグメント

(1) 原料コストの変動について

当社グループは、石油化学製品の原料であるナフサを自社製油所で生産するとともに市場から調達していま

す。ナフサ価格は、原油価格や、中国等において計画されている石油化学設備の新設による需要増加の影響を受

けることがあります。ナフサ価格の変動を市場における激しい競争等の要因により石油化学製品の価格に適切に

転嫁できない場合、当社グループの財政状態及び経営成績は影響を受ける可能性があります。

(2) 需要の変動について

日本を含むアジアの石油化学市場は激しい競争状況にあり、需要の変動や供給の増加の影響を受けます。当社

グループが石油化学事業を行うに際しては、日本やアジアの市場において、より事業規模が大きく経営基盤の確

立した、あるいはより競争力を有する企業との競合にさらされます。また、最近において中国を始めとするアジ

アの国々における石油化学製品の需要は増加してきましたが、これらの国々における経済の低迷や他の要因によ

り今後の需要は減少する可能性もあります。このような市場における競争の激化や需要の低迷により、当社グ

ループの財政状態及び経営成績は影響を受ける可能性があります。
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資源セグメント

(1)石油開発事業について

　① 資源確保について

当社グループは、商業生産につながる資源の権益の取得、発見に努めています。しかし、当社グループによる

権益の取得や探鉱が成功しない場合や確認済みの資源を予定どおり効率的に開発することができない場合、将来

の原油生産は減少することになります。更に、当社グループが保有する確認済みの資源はノルウェーに集中して

おり、探鉱活動についてはノルウェー、英国、ベトナムの３地域で行っています。これらの地域における政治経

済情勢等により当社グループの探鉱開発が中断され、確認済みの資源の開発や追加的な資源の発見ができない場

合、当社グループの財政状態及び経営成績は影響を受ける可能性があります。

　② 原油価格について

石油開発事業の近年の営業利益は、主に高い原油価格に支えられていますが、原油価格は過去においても変動

しており、政治経済情勢あるいはその他の要因により将来的に原油価格が下落した場合、当社グループの財政状

態及び経営成績は影響を受ける可能性があります。

(2) 石炭事業について

当社グループはオーストラリアの自社鉱山等で石炭を生産し、主に日本及びその他のアジア市場で販売してお

り、これら地域における今後の石炭需要の伸びに対応して、生産能力を拡大しています。しかしながら、他のエ

ネルギーへの需要の移動、環境及びその他の規制等により、需要が伸びない可能性があります。また、需要が増

加した場合でも当社グループよりも事業規模が大きく、経営基盤が確立している他の企業との競争にさらされる

可能性もあります。更に、当社グループの石炭鉱山は気候の変動、事故やその他の不確定要因の影響を受けるか

もしれません。石炭需要の期待された伸びが実現しない場合や他の企業との競争等により、当社グループの財政

状態及び経営成績は影響を受ける可能性があります。

その他セグメント

   電子材料、アグリバイオ事業について

当社グループは将来の成長に向けて、電子材料分野やアグリバイオ分野において、付加価値の高い製品の開発

を行っています。しかしながら、これらの製品の開発や生産あるいは市場の開拓で成果を挙げられるとは限りま

せん。もし、当社グループが採算のとれる規模でこれらの製品の販売ができない場合、当社グループは開発コス

トを回収し、利益を確保することができない可能性があります。

（その他のリスク）

(1) 投資について

当社グループは事業資産の規模が大きく、既存の製油所・工場や販売設備等の維持更新、油田の権益取得や探

鉱開発等の事業活動に多額の投資を必要とします。当社グループは当連結会計年度には、1,474億円の投資を行

いました。今後も石油、石油化学を始めとする既存事業の競争力強化や石油開発・石炭事業の収益確保、新規事

業育成のための投資を継続する予定ですが、投資に必要なキャッシュ・フローを生み出すことができない場合や

外部調達ができない場合、予定した投資ができず期待された収益機会を失う可能性があります。更に経済情勢や

市場環境の変化等によりこれらの投資が計画どおりの収益をあげられない可能性もあります。このような場合、

当社グループの財政状態及び経営成績は影響を受ける可能性があります。

(2) 有利子負債について

当社グループは、これまで有利子負債の削減を図ってきましたが、依然として多額の負債を負っています。当

連結会計年度末における有利子負債残高は１兆62億円で、当連結会計年度の支払利息は121億円です。

　当社グループは、今後も有利子負債の削減に取り組んでいきますが、事業の継続、拡大に向けた投資を行うた

め追加的な資金調達が必要となるかもしれません。しかしながら、金融情勢の変化等により、資金調達に制約が

生じた場合や金利上昇により金利負担が増加する場合、当社グループの財政状態及び経営成績は影響を受ける可

能性があります。
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(3) 事業提携について

当社グループは競争力強化の一環として、他社との事業提携を進めてきました。このような提携は当社の事業

遂行において重要な役割を果たしています。しかしながら、戦略的な提携においては当社グループが出資先の経

営、事業、資産に対して、十分なコントロールができない可能性があります。また、提携先企業の事情等によっ

ても影響を受ける可能性があります。このような場合、当社グループの事業、財政状態及び経営成績は重大な影

響を受ける可能性があります。

(4) ニソン製油所プロジェクトについて

　当社グループはアジア市場における石油及び石油化学事業の展開の一環として、クウェート国際石油、ペトロ

ベトナム、三井化学㈱（以下当社を含め「スポンサー」という）と共同でニソンリファイナリー・ペトロケミカ

ルリミテッド（以下「NSRP」という）を設立し、ベトナム社会主義共和国タインホア省ニソン経済区に20万バレ

ル/日の石油精製設備とパラキシレンをはじめとする石油化学品製造設備を有するニソン製油所・石油化学コン

プレックスを建設します。

　　　　　このプロジェクトは平成25年夏に建設着工しており、平成29年に営業運転を開始する予定です。

　プロジェクトの総事業費は約90億米ドルと見込まれ、このうち50億米ドルは国際協力銀行をはじめとする銀行

団によるプロジェクトファイナンスにより調達し、約40億米ドルはスポンサーによる出資及び貸付で調達しま

す。

　当社グループはプロジェクトファイナンスによる調達額のうち、NSRPへの当社グループ出資比率相当の35.1％

について銀行団に対し建設完工までの債務保証を行っており、計画どおりに建設工事が完了しない場合、または

建設工事の完了後に設備が一定の条件で稼働することができない場合、保証の実行により当社グループの財政状

態及び経営成績は影響を受ける可能性があります。

　また、当社グループはスポンサーによる出資及び貸付の35.1％を負担しますが、ベトナムにおける政治経済情

勢、法律や規制及び雇用環境の変化等からプロジェクトが計画どおりに進展しない場合、当社グループの財政状

態及び経営成績は影響を受ける可能性があります。

　当社グループはプロジェクトで想定される損失に対し（独）日本貿易保険の海外投資保険を付保しています

が、このような保険が損失を填補するために必ずしも十分ではない可能性があります。

(5) 事故、災害について

当社グループの事業は、自然災害や事故、これらに起因する操業停止等のリスクを有しています。自然災害に

は地震、津波、台風に加えて、日本という地震の多い地域に立地する製油所・工場における火災や爆発のリスク

を含みます。当社グループの設備は人的、機械的なエラーによる事故の影響を受けることもあります。当社グ

ループが保有する大型タンカーを含む原油や石油製品の輸送は、海賊や悪天候による転覆、衝突等の危険にさら

されています。また、当社グループは労働紛争によるリスクにもさらされます。このようなリスクの発生により

当社グループの事業は、長期間にわたって中断される可能性があります。

　当社グループは事故や災害で想定される損失に対し、損害保険等を付保していますが、このような保険が損失

を填補するために必ずしも十分ではない可能性があります。

(6) 環境に関する規制について

当社グループの事業は、当社グループが事業を行い、あるいは権益を有する日本やその他の国における広範な

環境保全やその他の法的規制の下にあります。例えば、当社グループは、製油所や工場からの汚染物質の排出、

廃棄物の処理等について規制を受け、基準を超える環境汚染発生に伴う罰則を受ける可能性もあります。また、

日本や他の国の当局が新たな規制を行ったり、あるいは現在や将来の環境規制を遵守することにより多額の支出

を伴う可能性があります。地球温暖化問題への取り組みに関連して、日本や他の国が温室効果ガスの排出の制限

や新たな炭素課税を導入することにより、当社グループは多額の費用負担や投資が必要となる可能性がありま

す。このような環境やその他の規制の遵守に伴う債務や義務の負担により、当社グループの財政状態及び経営成

績は重大な影響を受ける可能性があります。

(7) 知的財産権について

当社グループは、事業の遂行のために知的財産権やライセンスを活用しており、特に石油精製技術や潤滑油、

機能性樹脂、機能化学品、電子材料、アグリバイオ等の付加価値の高い製品分野において特許や企業秘密の位置

づけは重要です。また、当社グループはブランドを商標登録しています。しかしながら、当社グループが保有す

る特許、企業秘密、商標が当社の知的財産権を保護するために十分であるとは限りません。

　また、当社グループの企業秘密が従業員、取引先、その他の関係者によって不適切に取り扱われる可能性があ

ります。

　当社グループが、第三者から供与されている技術ライセンスが更新されない可能性や、第三者から知的財産権

の侵害についてクレームを受けて、その技術を利用できなくなる可能性があります。

　当社グループが事業遂行に必要な知的財産権を保護できない、あるいは全面的に活用できない場合、当社グ

ループの事業や経営成績は影響を受ける可能性があります。
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(8) 為替相場の変動について

当社グループは、多額の外貨建取引を行い、また外貨建の資産及び負債を有しています。このため、為替相場

の変動は外貨建取引の収益や財務諸表の円貨換算額に影響を与えます。

また、為替相場の変動は、海外の連結子会社及び持分法適用会社の収益や財務諸表を円貨換算する場合にも影

響を与えることになります。

(9) 資産価格の下落について

当社グループは、当期に固定資産の減損損失705億円を計上しました。今後も当社グループが保有する資産の

価値が経済情勢等の変化により下落した場合には評価損が発生し、当社グループの財政状態及び経営成績は影響

を受ける可能性があります。

(10) 個人情報の管理について

当社グループは、石油製品販売やクレジットカード事業等に関して顧客の個人情報や資産データを直接、間接

に取り扱っています。当社グループは、これらの情報の管理不徹底やそれによってもたらされる問題への対処の

ために、多額の費用を負担する可能性があります。更に、顧客の個人情報が不適切に取り扱われ、あるいは管理

上の問題が発生した場合、当社グループがその情報を直接管理していたかどうかにかかわらず、当社グループへ

の信頼の低下、クレーム、訴訟等につながり、当社の事業、経営成績は影響を受ける可能性があります。

　　(11)株主との取引について

当社は、日章興産㈱、公益財団法人出光文化福祉財団と不動産賃貸借取引を行っており、取引条件は、近隣の

相場をもとに決定しています。また、公益財団法人出光美術館に寄付を行っていますが、寄付金は当該公益財団

法人の運営費及び当社の事業規模、宣伝効果などを勘案して決定しています。
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５【経営上の重要な契約等】

 該当事項はありません。
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６【研究開発活動】

当社グループは、石油製品、石油化学製品、資源事業、更には新規事業創出のための研究開発に取り組んでい

ます。現在、図に示した研究開発体制の下、互いに密接に連携して研究開発活動を行っています。

なお、研究開発費については、各セグメントに配賦できない全社共通研究費29億円が含まれており、当連結会

計年度におけるグループ全体の研究開発費の総額は前年同期比９億円減少の132億円です。

 

 （当社グループの研究開発体制）

 

　　　当連結会計年度における各セグメントの研究開発内容、研究開発経費及び研究開発成果は次のとおりです。

(1) 石油製品セグメント

　石油製品セグメントでは、環境に配慮した石油製品、潤滑油製品の開発を推進しています。当セグメントに係る

研究開発費は34億円です。

①燃料油事業では、重質油処理技術の高度化、製品の高付加価値化、プロセス技術を活かした事業競争力の強化、

製油所・工場の高効率化、省エネルギー及び環境調和型社会への貢献を目指した研究開発を行っています。

②潤滑油事業では、省燃費・省エネルギーや環境に配慮した商品を開発し、国内及び海外市場への安定供給実現に

努めています。当連結会計年度の主な実績は以下のとおりです。

・自動車用潤滑油においては、省燃費性能を向上させた超低粘度エンジンオイル及び静粛性を向上させた駆動系

オイルを開発し、商品ラインアップを拡充しました。

・工業用潤滑油においては、消費電力の削減に繋がる工作機械油、加工の高能率化に貢献する加工油の開発を推

進し、商品ラインアップを拡充しました。

(2) 石油化学製品セグメント

 石油化学製品セグメントでは、機能材料事業において、機能材料及び樹脂加工製品の競争力強化に向けた保有技

術の改良や新規材料の開発を推進しています。当セグメントに係る研究開発費は32億円です。
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①機能材料に係る分野では、新機能を有した粘接着基材やエンジニアリングプラスチックであるポリカーボネート

樹脂、シンジオタクチックポリスチレン樹脂（ＳＰＳ樹脂）による高付加価値商品の開発に取り組んでいます。

当連結会計年度の主な実績は以下のとおりです。

・従来の結晶性ポリプロピレン樹脂と比べて大幅に融点が低く、軟質特性を有する機能性軟質ポリプロピレン

（商品名：エルモーデュ®）では、衛生材料の接着剤や不織布の改質剤及びフィルム改質剤として用途開発を

進め、販売拡大に繋げました。

・ポリカーボネート樹脂（商品名：タフロン®）では、世界的に需要が伸長しているＬＥＤ照明分野向けに特徴

ある難燃グレードの用途展開を推進しました。また、耐衝撃性に優れた材料（商品名：タフロン®ネオ）で

は、屋外で使用しても変質しにくい性質や電気絶縁性能に優れたグレードの用途開発を推進しました。

・シンジオタクチックポリスチレン樹脂（ＳＰＳ樹脂、商品名：ザレック®）では、難燃性と電気特性をを併せ

持つグレードについて用途開発を推進し、自動車電装部品への販売が拡大しました。また、ザレック®の耐熱

性等が評価され、家電部品製造メーカーでの採用に繋がりました。

②シート・フィルム分野では、包装材料のグレード開発及び産業用途の加飾分野の開発を行っています。当連結会

計年度の主な実績は以下のとおりです。

・包装材料では、顧客ニーズに基づくグレード開発を推進し、商品のラインアップの拡充を行いました。成形加

工性や曇りにくさに優れ、各種パッケージに採用されている無延伸高透明ポリプロピレンシート（商品名：

ピュアサーモＴＭ）では、超高透明グレードを開発し、本格的な販売を開始しました。

・加飾分野では、自動二輪外装用途のシート開発を推進し、大手バイクメーカーへ採用されました。また、新た

に自動車分野や住設分野への用途開発を開始しました。

(3) 資源セグメント

　石炭事業では、鉱山で生産される製品炭の品質を向上させるとともに、石炭を効率よくクリーンに利用して環境

負荷を低減する技術の開発を推進しています。当セグメントに係る研究開発費は２億円です。当連結会計年度の主

な実績は以下のとおりです。

・豪州自社鉱山（ボガブライ）の拡張工事に併せて、製品炭ラインアップごとの品質設計を実施しました。ま

た、ブレンド炭の実用特性と燃料としてのコストメリットを評価する方法を開発し、顧客ニーズに基づいたブ

レンド炭の商品設計を行いました。

・石炭の自然発熱挙動のシミュレーション技術やインドネシア鉱山でのフィールド試験を通じて、貯炭場での石

炭の自然発熱防止対策を確立しました。

・低品位炭の利用促進のため、電力会社と共同で混焼時の技術課題を抽出するとともに、対策の検討とコスト評

価を実施しました。

・石炭の高効率・クリーン燃焼等に関する技術開発を推進し、国内外の石炭需要家に対する技術サポート及びソ

リューション事業を展開しました。

(4) その他セグメント

 上記以外に、電子材料事業、アグリバイオ事業で研究開発を行っています。当セグメントに係る研究開発費は36

億円です。

①電子材料事業では、有機ＥＬ材料、透明電極材料に代表される電子材料分野での新素材の研究開発、及び製造販

売を行っています。特に有機ＥＬ材料においては、顧客との連携強化、大学との共同研究などを通じて商材の更

なる高性能化から次世代技術の開発まで、幅広い開発活動を推進しています。当連結会計年度の主な実績は以下

のとおりです。

・従来にない低電圧で高性能な青色蛍光発光材料を新たに開発し、有機ＥＬディスプレイを使用したモバイル機

器の消費電力低減に貢献しました。この成果はディスプレイの国際学会であるＳＩＤ（Society　for　

Information　Display）２０１５にて発表しました。

②アグリバイオ事業では、微生物応用技術や天然物活用技術によって、農業や畜産分野の「食の安全・安心」と

「増大する食糧需要」に貢献する商品のラインアップを拡充しています。当連結会計年度の主な実績は以下のと

おりです。

・農業緑化資材では、刈芝の堆積により形成されるサッチ層の分解を促し、芝を健全に保つ「イデコンポ®」シ

リーズの新グレードとして、「イデコンポ®ＮＸ」の販売を開始しました。また、根に共生し芝の生育を助け

る菌根菌を配合した「イデルーツ®」の販売を本格的に開始しました。

・飼料添加物では、牛の第1胃であるルーメンを正常に保つカシューナッツ殻液を配合した牛用混合飼料「ルミ

ナップ®Ｍ」の開発を進めて国内での販売を開始し、「ルミナップ®」シリーズを強化しました。

・連結子会社の株式会社エス・ディー・エス バイオテックでは、日本において新規農薬３剤の農薬登録を取得

しました。また、新規農薬の開発を進め、９剤の農薬登録申請を行いました。
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７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

当連結会計年度より、従来「石油製品」に含めていた石炭の販売事業の売上高及び営業損益を「資源」に含

めています。なお、前年同期比については、前年においても変更後のセグメント区分を適用したものとして算

定しています。

①売上高

売上高は、原油価格が下落したことなどにより、４兆6,297億円(前年同期比△8.0％)となりました。セグメ

ント別には、石油製品セグメントが３兆6,939億円(前年同期比△9.3％)となり、石油化学製品セグメントは、

通関ナフサ価格が下落したことなどにより6,390億円(前年同期比△5.4％)となりました。資源セグメントは、

原油及び石炭の生産量の増加により2,411億円(前年同期比+2.4％)となりました。また、その他セグメントは

558億円(前年同期比+12.0％)となりました。

 

②売上原価、販売費及び一般管理費

売上原価は、原油及びナフサ価格の下落などにより４兆4,311億円(前年同期比△5.4％)となりました。な

お、たな卸資産の簿価切り下げの影響を含めた在庫評価により、売上原価は1,333億円増加しました。

販売費及び一般管理費は、3,035億円(前年同期比+11.4％)となりました。

 

③営業損益

上記の結果を受け、営業損益は△1,048億円(前年同期比△1,830億円)となりました。セグメント別の分析は

次のとおりです。

セグメント別営業利益

セグメント
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 36,939 億円 △9.3 ％ △1,116 億円 　　－  

（在庫評価影響除き） 　　－  　　－  (180 億円)  　　－  

石油化学製品 6,390 億円 △5.4 ％ △71 億円 　　－  

（在庫評価影響除き） 　　－  　　－  (△34 億円) 　　－  

資源 2,411 億円 +2.4 ％ 131 億円 △50.8 ％

その他 558 億円 +12.0 ％ 33 億円 +33.4 ％

調整額 　　－  　　－  △24 億円 　　－  

計 46,297 億円 △8.0 ％ △1,048 億円 　　－  

（在庫評価影響除き） 　　－  　　－  (285 億円) △19.4 ％

 

　石油製品セグメントでは、石油製品マージンの拡大などの増益要因を原油価格の大幅な下落による多額の

在庫評価損の発生などの減益要因が上回り、△1,116億円(前年同期比△1,285億円)となりました。なお、営

業損益に含まれる在庫評価損益は△1,296億円です。

石油化学製品セグメントでは、石油化学製品マージンが縮小したことなどから△71億円(前年同期比△436億

円)となりました。なお、営業損益に含まれる在庫評価損益は△37億円です

資源セグメントでは、石炭事業における合理化・コスト削減の進展などによる増益要因を石油開発事業にお

ける原油価格の下落や探鉱費の増加などの減益要因が上回り、131億円(前年同期比△50.8％)となりました。

　その他セグメントは33億円(前年同期比+33.4％)となりました。

 

④営業外損益及び経常損益

営業外収益170億円から営業外費用198億円を差引いた営業外損益は、前年同期比△65億円の△28億円となり

ました。これは、持分法による投資利益が減少したことなどによるものです。

　以上の結果、経常損益は△1,076億円(前年同期比△1,895億円)となりました。

 

⑤特別損益及び税金等調整前当期純損益

特別利益85億円から特別損失780億円を差引いた特別損益は、前年同期比△686億円の△695億円となりまし

た。これは、資源事業での減損損失の増加や、前年度に計上した受取保険金等の特別利益の減少などによるも

のです。

以上の結果、税金等調整前当期純損益は△1,771億円(前年同期比△2,581億円)となりました。

EDINET提出書類

出光興産株式会社(E01084)

有価証券報告書

 25/125



 ⑥法人税等、少数株主利益及び当期純損益

法人税、住民税及び事業税と法人税等調整額を合わせた税金費用は、合計で△431億円となり、税金等調整

前当期純損益に対する負担率は24.4%となりました。

　少数株主利益は40億円(前年同期比△36.0％)となりました。

以上の結果、当期純損益は△1,380億円(前年同期比△1,743億円)となりました。

 

(2) 財政状態の分析

①資産の部

当期末における資産合計は、原油価格の下落によるたな卸資産や売掛債権の減少などにより、２兆7,310億

円(前期末対比△2,641億円)となりました。

 

②負債の部

当期末における負債合計は、有利子負債（１兆62億円）の減少や原油価格の下落による買掛債務の減少など

により、２兆1,006億円(前期末対比△1,507億円)となりました。

 

③純資産の部

当期末の純資産合計は、円安の進行に伴い為替換算調整勘定が増加しました。一方、△1,380億円の当期純

損失を計上したことなどにより6,304億円(前期末対比△1,134億円)となりました。
 

　以上の結果、当期末の自己資本比率は前連結会計年度末の23.5％から21.5％となりました。

 

(3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

①キャッシュ・フローの分析

　当期末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、1,112億円となり、前期末に比べ、488億円減少し

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、1,729億円の収入となりました。税金等調整前当期純損益は大幅

な損失となったものの、減価償却費や原油価格下落に伴う在庫影響、減損損失等の現金支出を伴わない費用・

損失が大半であったこと、及びたな卸資産の減少などの資金増加要因によります。

投資活動におけるキャッシュ・フローは、1,311億円の支出となりました。これは、主として製油所設備の

維持・更新投資や石油開発・石炭事業への投資、関係会社への増資などによります。

財務活動におけるキャッシュ・フローは、983億円の支出となりました。これは、長期借入金や社債による

資金調達額を、短期借入金等の返済額が上回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主要な指標のトレンドは次のとおりです。

 
平成23年　　

３月期
平成24年　　

３月期
平成25年　　

３月期
平成26年　　

３月期
平成27年　　

３月期

自己資本比率（％） 20.4 21.9 24.0 23.5 21.5

時価ベースの自己資本比率（％） 15.5 12.3 11.9 11.3 12.3

ネットＤ／Ｅレシオ（倍） 1.6 1.3 1.2 1.3 1.5

インタレスト・カバレッジ・レシ

オ（倍）
5.3 11.2 3.9 4.5 17.2

投下資本営業利益率（％） 8.8 9.3 7.1 4.7 △6.3

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー（億円）
870 1,597 508 501 1,729

　（注）１．各指標は、以下の計算式によって計算しています。

自己資本比率：（純資産－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

ネットＤ／Ｅレシオ：(有利子負債－現預金及び短期運用有価証券)／（純資産－少数株主持分）

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

投下資本営業利益率：(営業損益＋持分法投資損益)／(純資産＋有利子負債)

２．有利子負債は、短期借入金、コマーシャル・ペーパー、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・フロー計算書の支

払利息額を使用しています。
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②資金需要

当社グループの主な運転資金需要は、製品製造のための原材料の購入のほか、製造費、販売費及び一般管理

費等の営業費用及び税金の支払い等によるものです。営業費用の主なものは、人件費、物流費、作業費、研究

開発費等です。

設備資金については、各事業分野別に中期経営計画の基本戦略に則った以下の資金需要があります。

ア．基盤事業（燃料油・基礎化学品・再生可能エネルギー）については、販売・供給体制の再構築と競争

　　力強化を目的とした投資や海外成長市場への進出による事業拡大のための投資

イ．資源事業（石油開発・石炭・ウラン）については、保有鉱区の開発による生産規模の拡大と探鉱開発

　　の強化による埋蔵量確保に向けた投資

ウ．高機能材事業（潤滑油・機能材料・電子材料・アグリバイオ）については、環境配慮型商品の開発強

　　化やグローバル展開による事業拡大に向けた投資

 

③財務政策

当社グループは、運転資金及び設備投資資金については、主に自己資金、借入、コマーシャル・ペーパー及

び社債の発行などにより調達しています。当期末の短期借入金の残高は2,029億円、コマーシャル・ペーパー

の残高は270億円、長期借入金(１年以内返済分を含む)の残高は7,113億円、社債(1年以内償還分を含む)の残

高は、650億円となりました。

国内子会社は、当社が一括して資金調達し子会社に融通するグループ金融を通じて運転資金及び設備投資資

金を調達しています。海外子会社の運転資金及び設備投資資金については、各々の子会社が使用する現地通貨

にて調達しています。

当社グループは、中長期的な成長を維持するために必要な運転資金及び設備投資資金を、財務体質とのバラ

ンスを勘案しつつ、営業活動によるキャッシュ・フロー、借入、コマーシャル・ペーパーや社債の発行及び特

定融資枠契約（コミットメントライン契約）の活用、更に資本増強等を効果的に組み合わせて調達していきま

す。

（債務）

　当連結会計年度末の債務の概要は次のとおりです。

 返済期限

 合計 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

短期借入金（億円） 2,029 2,029 － － － － －

コマーシャル・ペー

パー（億円）
270 270 － － － － －

リース債務（億円） 0 0 － － － － －

長期借入金（億円） 7,113 1,737 1,099 740 498 458 2,582

社債（億円） 650 － － 100 250 100 200

 (特定融資枠契約)

 当社グループは、運転資金の効率的な調達及び十分な流動性確保のため、取引先銀行６行で作られるシン

ジケート団と、平成29年３月までの契約期間において短期借入を実行できる長期の特定融資枠契約(長期コ

ミットメントライン契約)を締結し、機動的・安定的な資金調達が可能な体制を敷いています。なお、当連

結会計年度末において同契約にかかる借入残高はありません。

　　　　　　　特定融資枠契約の極度額　1,400億円
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当社グループでは安定的かつ持続的成長のため、リスク、経済性等を検討し厳選した投資を行っています。当連結

会計年度の設備投資（無形固定資産を含む、金額には消費税等を含まない）の内訳は次のとおりです。

 　金額（百万円）  

石油製品 30,764 

石油化学製品 8,286 

資源 105,966 

その他 2,388 

計 147,406 

 

(1) 石油製品セグメントでは、総額30,764百万円の設備投資を行いました。主なものとしては、製油所における設備

の維持・更新等に関する投資で11,116百万円、省エネルギー・合理化・環境対応等のための投資に770百万円、

給油所（SS）等販売施設の増強・維持・更新のための設備投資で5,524百万円、油槽所設備の更新投資で2,863百

万円等があります。

(2) 石油化学製品セグメントでは、総額8,286百万円の設備投資を行いました。主なものとしては、工場における設

備の維持・更新に対する投資で3,750百万円、新商材の製造や省エネルギー・合理化・環境対応等のための投資

で4,536百万円等があります。

(3) 資源セグメントでは、総額105,966百万円の投資を行いました。主なものとしては、ノルウェー及び英国、東南

アジアでの石油開発で75,571百万円、オーストラリアでの石炭鉱山事業で30,132百万円等があります。

所要資金は、自己資金及び借入金等によっています。
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２【主要な設備の状況】

　当社グループにおける主要な設備は以下のとおりです。

(1) 提出会社

平成27年３月31日現在
 

事業所名
（所在地）

セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額（百万円）

従業員数
（人）建物及び

構築物
機械装置
及び運搬具

土地
（面積千㎡）

その他 合計

本社

（東京都千代田区）

石油製品

石油化学製品

資源

その他

貯油設備、

総務厚生設備

他

19,707 12,760
117,794

(3,996)
4,995 155,258 1,601

北海道製油所

（北海道苫小牧市）
石油製品

石油精製・貯

油設備
10,437 7,331

16,765

(1,618)
5,611 40,146 273

千葉製油所

（千葉県市原市）
石油製品

石油精製・貯

油設備
18,664 18,593

131,644

(2,759)
10,745 179,647 566

愛知製油所

（愛知県知多市）
石油製品

石油精製・貯

油設備
10,613 15,714

65,331

(2,103)
4,847 96,507 332

関東第一販売支店

（東京都中央区）

他全国30販売支店及び営

業支店　※３

石油製品
販売・貯油設

備
30,880 5,021

107,522

(866)
388 143,812 166

先進技術研究所

（千葉県袖ケ浦市）

他２研究所

石油製品

石油化学製品
研究設備 4,740 148

6,233

(389)
2,153 13,276 334

千葉工場

（千葉県市原市）
石油化学製品

石油化学製品

製造設備
8,129 14,263

112,051

(1,072)
611 135,056 394

徳山事業所

（山口県周南市）

石油製品

石油化学製品

石油化学製品

製造設備・貯

油設備

9,789 17,823
29,110

(2,157)
4,891 61,616 441

 

(2) 国内子会社

平成27年３月31日現在
 

会社名
（主な所在地）

セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額（百万円）

従業員数
（人）建物及び

構築物
機械装置
及び運搬具

土地
（面積千㎡）

その他 合計

出光ユニテック㈱

千葉工場

（千葉県山武郡）

他３工場

石油化学製品
合成樹脂加工

製品製造装置
2,561 2,080

1,071

(78)
139 5,853 524

出光クーロン石油開発㈱

（東京都千代田区）
資源

原油・天然

ガス採取設備
－ 4,134 － － 4,134 －
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(3) 在外子会社

平成27年３月31日現在
 

会社名
（主な所在地）

セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額（百万円）

従業員数
（人）建物及び

構築物
機械装置
及び運搬具

土地
（面積千㎡）

その他 合計

Idemitsu Petroleum

Norge AS

（Norway）

資源
 原油・天然

ガス採取設備
－ 70,913 － 69,194 140,108 46

Idemitsu Petroleum 　

UK Ltd.

（U.K.）

資源
 原油・天然

ガス採取設備
－ 23,241 － 93 23,334 19

Idemitsu Australia

Resources Pty Ltd

（Australia）

資源 石炭採取設備 17,622 43,620
5,556

(319,806)
46,217 113,017 410

出光潤滑油（中国）有限

公司

（中国）

石油製品
潤滑油製造装

置
553 643 － 2,589 3,786 148

Idemitsu Lube India

Private Limited

（India）

石油製品
潤滑油製造装

置
1,580 1,883 － 184 3,648 151

 

　（注）１．帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品と建設仮勘定等の合計額です。なお、金額には消費税

等は含まれていません。

２．提出会社の「本社」における油槽所（４ケ所）の土地賃借面積は48千㎡です。

※３．提出会社の「関東第一販売支店、他全国30販売支店及び営業支店」における給油所の土地賃借面積は1,056

千㎡です。
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３【設備の新設、除却等の計画】

　当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、改修、除却等の計画は以下のとおりです。

 

(1) 新設、改修

会社名

事業所名
所在地

セグメン

トの名称
設備の内容

総　額

（百万円）

既支払額

（百万円）

資金調達

方法
着手 完了

完成後の

増加能力

出光興産㈱

千葉製油所他

千葉県市原市

他
石油製品 石油精製設備 14,376 1,267

自己資金及

び借入資金
平成22年９月 平成31年３月 －

出光興産㈱

千葉工場他

千葉県市原市

他

石油化学

製品

石油化学製品

製造設備
5,710 1,442

自己資金及

び借入資金
平成24年４月 平成28年12月 －

出光興産㈱

関東第一販売支店他
－ 石油製品 給油所設備 3,401 －

自己資金及

び借入資金
－ － －

IDEMITSU AUSTRALIA

RESOURCES PTY LTD

Boggabri Coal Mine

New South

Wales,

Australia

資源 石炭採取設備
535

百万豪ドル

442

百万豪ドル

自己資金及

び借入資金
平成22年４月 平成27年６月 ※２

　 （注） １．上記の金額には消費税等は含まれていません。

※２．ボガブライ鉱山は、平成27年度中に年産700万トン規模まで生産を拡大する計画です。

 

(2) 除却等

　　記載すべき重要な除却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 436,000,000

計 436,000,000

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数（株）

（平成27年３月31日）
提出日現在発行数（株）
（平成27年６月25日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 160,000,000 160,000,000
東京証券取引所

市場第一部
単元株式数100株

計 160,000,000 160,000,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（千株）

発行済株式総
数残高

（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

 平成26年１月１日

 （注）
120,000 160,000 － 108,606 － 57,245

（注）株式分割（１：４）によるものです。
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（６）【所有者別状況】

平成27年３月31日現在
 

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満株
式の状況
 （株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法人
外国法人等

個人その他 計
個人以外 個人

株主数（人） － 86 29 589 395 13 14,123 15,235 －

所有株式数

（単元）
ー 446,620 14,771 589,406 294,566 63 254,351 1,599,777 22,300

所有株数の割

合（％）
ー 27.92 0.92 36.84 18.41 0.00 15.90 100.00 －

　（注）自己株式46,776株は、「個人その他」に467単元及び「単元未満株式の状況」に76株を含めて記載しています。

 

 

（７）【大株主の状況】

  平成27年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済普通株式総
数に対する所有株
式数の割合（％）

日章興産株式会社 東京都港区北青山一丁目３番６号 27,120,000 16.95

公益財団法人出光文化福祉財団 東京都目黒区青葉台三丁目４番15号 12,392,400 7.75

公益財団法人出光美術館 東京都千代田区丸の内三丁目１番１号 8,000,000 5.00

出光興産社員持株会 東京都千代田区丸の内三丁目１番１号 6,384,640 3.99

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 5,142,800 3.21

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 5,142,800 3.21

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 5,142,800 3.21

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口）
東京都中央区晴海一丁目８番11号 3,902,100 2.44

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口）
東京都港区浜松町二丁目11番３号 2,862,500 1.79

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

（常任代理人　ゴールドマン・

サックス証券株式会社）

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB, UK

（東京都港区六本木六丁目10番１号）
2,565,863 1.60

計 ── 78,655,903 49.16

 
 

EDINET提出書類

出光興産株式会社(E01084)

有価証券報告書

 33/125



（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成27年３月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　   46,700 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 159,931,000 1,599,310 －

単元未満株式  普通株式     22,300 － －

発行済株式総数          160,000,000 － －

総株主の議決権 － 1,599,310 －

 

 

②【自己株式等】

平成27年３月31日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

出光興産株式会社
東京都千代田区丸の

内三丁目１番１号
46,700 － 46,700 0.03

計 － 46,700 － 46,700 0.03

 

（９）【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。
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２【自己株式の取得等の状況】

 【株式の種類等】　会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

 

（１）【株主総会決議による取得の状況】

 　　　　該当事項はありません。

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

 　　　　該当事項はありません。

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 会社法第192条第１項の規定に基づく単元未満株式の買取請求による取得

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 140 304,600

当期間における取得自己株式 － －

 （注）当期間における取得自己株式には、平成27年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに

       よる株式数は含めていません。

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式     

消却の処分を行った取得自己株式     

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ

た取得自己株式
    

その他

（単元未満株式の売渡請求による売渡）
60 138,960 － －

保有自己株式数 46,776 － 46,776 －

（注）１．当期間における処理自己株式には、平成27年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡

による株式は含めていません。

　２．当期間における保有自己株式数には、平成27年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

取り及び売渡による株式は含まれていません。
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３【配当政策】

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、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27年３月期の

期末配当については、１株当たり25円としました。通期では１株当たり50円の配当となります。

また、次期の配当（年間配当）についても１株当たり50円を予定しています。

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。

なお、第100期の剰余金の配当は以下のとおりです。

決議年月日 配当金の総額（百万円） １株当たり配当額（円）

 平成26年11月４日　取締役会決議 3,998 25.00

 平成27年５月７日　取締役会決議 3,998  25.00

 

 

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第96期 第97期 第98期 第99期 第100期

決算年月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月

最高（円） 10,140 10,400 8,780
9,430

□2,462
2,366

最低（円） 6,140 6,500 5,950
7,270

□2,015
1,890

　（注）１．最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものです。

　　　　２．□印は、株式分割（平成26年１月１日、１株→４株）による権利落後の最高・最低株価を示しております。

 

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成26年10月 　11月 　12月 平成27年１月 　２月 　３月

最高（円） 2,334 2,211 2,133 2,015 2,129 2,200

最低（円） 2,010 2,012 1,900 1,890 1,975 2,070

　（注）最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものです。
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５【役員の状況】

男性14名　女性１名　（役員のうち女性の比率6.7％）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(株) (注)7

取締役社長

（代表取締役）
── 月　岡　　　隆 昭和26年５月15日

昭和50年４月 当社入社

平成14年７月 神戸支店長

平成17年４月 中部支店長

平成19年６月 執行役員需給部長

平成20年６月 常務執行役員需給部長

平成21年６月 取締役需給部長

平成22年６月 常務取締役（兼）常務執行役員経営

企画部長

平成23年４月 常務取締役

平成24年６月 取締役副社長

平成25年６月 取締役社長（現）

(注)1 31,897

取締役副社長

（代表取締役）
── 松　本　佳　久 昭和28年１月９日

昭和52年４月 当社入社

平成19年４月 経営企画室長

平成20年６月 経営企画部長

平成20年６月 執行役員電子材料部長

平成21年６月 常務執行役員電子材料部長

平成22年６月 常務取締役

平成24年６月 取締役副社長（現）

(注)1 27,043

取締役副社長

（代表取締役）
── 関　　　大　輔 昭和29年９月２日

昭和52年４月 当社入社

平成19年４月 千葉製油所副所長（兼）千葉工場副

工場長

平成21年６月 執行役員販売部長

平成23年４月 執行役員需給部長

平成23年７月 常務執行役員需給部長

平成24年６月 取締役（兼）常務執行役員需給部長

平成25年６月 常務取締役

平成26年６月 取締役副社長（現）

(注)1 16,462

取締役副社長

（代表取締役）
── 関　　　　　洋 昭和29年11月１日

昭和52年４月 当社入社

平成17年４月 北陸支店長

平成19年４月 執行役員産業エネルギー部長

平成20年６月 執行役員潤滑油部長

平成23年４月 執行役員経営企画部長

平成23年７月 常務執行役員経営企画部長

平成24年６月 取締役（兼）常務執行役員経営企画

部長

平成25年４月 取締役（兼）常務執行役員資源部長

平成25年６月 常務取締役

平成27年６月 取締役副社長（現）

(注)1 14,044

常務取締役 ── 齊　藤　勝　美 昭和30年８月８日

昭和53年４月 当社入社

平成17年７月 関西支店副支店長

平成19年４月 経営企画室次長

平成20年６月 経営企画部次長

平成22年４月 執行役員アグリバイオ事業部長

平成25年６月 取締役

平成26年６月 常務取締役（現）

(注)1 10,242

常務取締役 ── 松　下　　　敬 昭和31年７月９日

昭和54年４月 当社入社

平成16年10月 北海道製油所副所長

平成19年４月 製造部次長

平成22年４月 執行役員徳山製油所長（兼）徳山工

場長

平成25年４月 執行役員製造技術部長

平成25年６月 取締役（兼）常務執行役員製造技術

部長

平成26年６月 常務取締役（現）

(注)1 8,379
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(株) (注)7

常務取締役 ── 木　藤　俊　一 昭和31年４月６日

昭和55年４月 当社入社

平成17年４月 人事部次長

平成20年７月 経理部次長

平成23年６月 執行役員経理部長

平成25年６月 取締役（兼）常務執行役員経理部長

平成26年６月 常務取締役（現）

(注)1 8,072

取締役
経営企画

部長
丹生谷　　　晋 昭和34年11月22日

昭和57年４月 当社入社

平成20年６月 出光エンジニアリング㈱常務取締役

平成23年４月 内部監査室長

平成25年４月 執行役員経営企画部長

平成27年６月 取締役（兼）経営企画部長（現）

(注)1 4,776

取締役　(注)6 ── 横　田　絵　理 昭和35年８月25日

平成７年４月 武蔵大学経済学部専任講師

平成13年４月 同大学助教授を経て同大学教授

平成17年４月 慶應義塾大学商学部教授（現）

平成26年６月 当社取締役（現）

　　　　　　 東リ株式会社取締役（現）

(注)1 164

取締役　(注)6 ── 伊　藤　亮　介 昭和30年１月26日

昭和58年４月 弁護士登録

　　　　　　 西村眞田法律事務所勤務

昭和63年６月 ニューヨーク大学ロースクール卒業

（Ｍ．Ｃ．Ｊ．）

　　　　　　 ベルギー，ブリュッセルのドゥバン

ト・ヴァンヘッケ・アンド・ラゲ法

律事務所勤務

昭和63年９月 サンフランシスコのグラハム・アン

ド・ジェイムス法律事務所勤務

平成元年６月 ニューヨーク州弁護士資格取得

平成２年11月 カリフォルニア州弁護士資格取得

平成３年12月 ＴＭＩ総合法律事務所にパートナー

として参画（現）

平成13年６月 同志社大学大学院兼任講師（現）

平成17年10月 一橋大学法科大学院兼任講師（現）

平成26年６月 当社取締役（現）

(注)1 －

常勤監査役 ── 國　安　孝　則 昭和32年３月26日

昭和54年４月 当社入社

平成18年４月 総務部次長

平成22年６月 出光テクノファイン㈱社長

平成25年７月 総務部主幹部員

平成26年６月 監査役（現）

(注)4 5,628

常勤監査役 ── 平　野　　　栄 昭和32年５月28日

昭和55年４月 当社入社

平成19年４月 経理部次長

平成20年７月 出光ルブリカンツアメリカ社長

平成22年７月 潤滑油部北南米事業統括（兼）出光

ルブリカンツアメリカ社長

平成23年６月 ＩＲ・広報室長

平成24年４月 広報ＣＳＲ室長

平成27年６月 監査役（現）

(注)5 9,347
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(株) (注)7

監査役　(注)6 ── 伊　藤　大　義 昭和21年10月13日

昭和45年１月 監査法人辻監査事務所（現・みすず

監査法人）入所

昭和48年５月 公認会計士登録（登録番号5095）

平成元年２月 みすず監査法人代表社員

平成16年７月 日本公認会計士協会副会長

平成18年５月 みすず監査法人理事

平成19年７月 同監査法人退職

平成19年８月 公認会計士伊藤事務所開設（現）

平成21年４月 早稲田大学大学院会計研究科教授

平成21年６月 一般社団法人投資信託協会監事

（現）

平成22年10月 公益財団法人日弁連法務研究財団監

事

平成24年１月 日本公認会計士協会綱紀審査会会長

（現）

平成24年６月 当社監査役（現）

　　　　　　 ＩＴホールディングス株式会社監査

役（現）

平成26年６月 株式会社三菱ケミカルホールディン

グス監査役（現）

　　　　　　 三菱化学株式会社監査役（現）

(注)2 1,492

監査役　(注)6 ── 栗　山　道　義 昭和18年12月９日

昭和42年４月 株式会社住友銀行入行

平成４年６月 同行取締役

平成９年６月 同行常務取締役

平成11年６月 同行常務取締役兼常務執行役員

平成12年６月 同行専務取締役兼専務執行役員

平成13年４月 株式会社三井住友銀行専務取締役兼

専務執行役員

平成14年６月 同行副頭取兼副頭取執行役員

平成14年12月 株式会社三井住友フィナンシャルグ

ループ取締役兼任

平成15年６月 三井住友カード株式会社代表取締役

社長

平成15年10月 同社代表取締役社長兼最高執行役員

平成18年５月 同社代表取締役会長

平成18年６月 株式会社錢高組監査役（現）

　　　　　　 阪神電気鉄道株式会社取締役（現）

平成19年６月 三井住友カード株式会社特別顧問

（現）

平成19年７月 奈良県人事委員会委員

平成22年10月 奈良県人事委員会委員長（現）

平成23年６月 株式会社森精機製作所（現ＤＭＧ森

精機株式会社）監査役（現）

平成25年６月 当社監査役（現）

(注)3 870
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(株) (注)7

監査役　(注)6 ── 庭　山　正一郎 昭和21年１月11日

昭和46年４月 弁護士登録

平成５年４月 あさひ法律事務所創設、パートナー

就任（現）

平成６年４月 日本弁護士連合会常務理事

　　　　　　 第二東京弁護士会副会長

平成11年４月 やまと債権管理回収株式会社取締役

平成11年10月 建設省（現国土交通省）中央建設工

事紛争審査会特別委員（現）

平成16年５月 社団法人（現公益社団法人）自由人

権協会代表理事

平成20年４月 日本弁護士連合会副会長

　　　　　　 第二東京弁護士会会長

平成20年７月 日本弁護士連合会立法対策センター

委員長

平成21年４月 日本弁護士政治連盟副理事長（現）

平成22年10月 公益財団法人日弁連法務研究財団専

務理事

平成26年６月 当社監査役（現）

(注)4 328

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計 138,744

　（注）１．任期は、平成27年６月25日開催の定時株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。

　２．任期は、平成24年６月28日開催の定時株主総会における選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。

　３．任期は、平成25年６月27日開催の定時株主総会における選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。

　４．任期は、平成26年６月26日開催の定時株主総会における選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。

　５．任期は、平成27年６月25日開催の定時株主総会における選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時株主総会終結の時までとなっています。

 ６．取締役横田絵理及び伊藤亮介は社外取締役、監査役伊藤大義、栗山道義及び庭山正一郎は社外監査役であ

り、東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員です。

 ７．各役員の所有する当社の株式数には、出光興産役員持株会及び出光興産社員持株会の持分が含まれておりま

す。

EDINET提出書類

出光興産株式会社(E01084)

有価証券報告書

 40/125



 （注）８．執行役員

当社の執行役員は、７月１日に次の陣容となる予定であります。

役職名 氏名

上席執行役員　販売・物流統括（販売部、新エネルギー部，物流部）
（兼）販売部長

川　崎　武　彦

上席執行役員　潤滑油統括（潤滑油一部、潤滑油二部）
（兼）潤滑油一部長

高　桑　　　靖

上席執行役員　石油化学統括（化学事業部、出光ユニテック）
（兼）化学事業部長

丸　山　和　夫

執行役員　製造技術統括（製造技術部、製油所・工場・事業所、生産
技術センター、出光エンジニアリング）

（兼）製造技術部長
松　広　　　格

執行役員　知財・アグリ・電材担当（知的財産部、アグリバイオ事業
部、電子材料部）

（兼）アグリバイオ事業部長
荒　井　裕　治

執行役員　経理部長 鷺　島　敏　明

執行役員　資源部長 千　場　清　司

執行役員　石炭事業部長 萩　原　栄　治

執行役員　ガス事業室長 佐　藤　久　夫

執行役員　国際需給部長 本　間　　　潔

執行役員　ベトナム事業室長 村　上　秀　登

執行役員　千葉製油所長 佃　　　一　郎

執行役員　千葉工場長 久保田　忠　義
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

①　企業統治の体制

ア　企業統治体制の概要

 (ア)　基本的な考え方

　当社は、創業以来「人間尊重」という考えを事業を通じて実践し、広く社会で期待され信頼される企業と

なることをめざしています。そのために、企業としての社会的責任を果たし、経営の透明性を向上し、健全

で持続的な成長を図ることにより、お客さまを始め、株主、ビジネスパートナー、地域社会、社員等のス

テークホルダーとの良好な関係を構築していくことを重視しています。

　こうした考え方に基づき、監査役会設置会社としてコーポレート・ガバナンス体制を構築し、継続した改

善に取り組んでいます。

　なお、以上の基本的な考え方は、当社グループ全体に共通するものです。また、次の記載内容について

は、時期等の記載がある場合を除き、有価証券報告書提出日現在の状況に基づいています。

 

 (イ)　コーポレート・ガバナンス体制に関する模式図

 

 

イ　企業統治の体制を採用する理由

　当社は、法改正等を通じて強化された監査役により十分な監査機能が発揮されることに鑑み，監査役制度を

採用し、事業に精通した取締役を中心に取締役会を構成しています。さらに、社内出身者とは異なる客観的視

点を経営に反映させるため、平成26年６月26日開催の第99回定時株主総会において社外取締役を選任していま

す。

 

ウ　業務執行・経営の監視の仕組み

　当社は、業務執行の効率化のため、執行役員を設置しています。執行役員は取締役会により選任され、関係

取締役と連携して業務を執行しています。取締役会は、原則として月に１回開催（当事業年度、15回開催）

し、法令、定款及び「取締役会規程」に基づき、重要事項の決定及び業務執行の監督にあたっています。取締

役会には社外の諮問委員からなる２つの諮問委員会を設置し、取締役会の機能強化に努めています。経営の監

視の仕組みとしては、取締役会による監督、監査役監査、会計監査のほか、専属スタッフからなる各執行部門

から独立した社長直轄の「内部監査室」を設置し、「内部監査規程」に基づく内部監査及び「財務報告に係る

内部統制規程」に基づく内部統制評価を行っています。
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エ　内部監査、内部統制評価、監査役監査及び会計監査の状況

 内部監査の状況

　内部監査室は、各執行部門で行う「自己管理規程」に基づく自己管理を基本に、

定期的に各執行部門における業務の適法性、リスク管理状況、社内規程に基づく業

務執行の状況等について確認するための監査を行っています。監査結果は社長、対

象執行部門の関係取締役及び監査役に報告し、必要に応じ社長等は当該執行部門へ

指示等を行っています。内部監査により改善点の助言・提案を受けた執行部門は、

改善実行計画書を作成し、内部監査室長へ提出するとともに、改善を行います。

　また、内部監査室は、必要に応じてフォローアップ監査を実施しています。

 財務報告に係る

 内部統制評価の状況

　内部監査室は、グループ全体の財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に

係る内部統制規程」に基づき、各執行部門が実施する内部統制の整備及び運用状況

について、確認と評価を行っています。評価の結果、発見された不備について、各

執行部門は是正計画を作成し、改善を行います。

　また、改善計画及び改善の実施結果を内部監査室長へ提出するとともに、内部監

査室は、改善状況について再評価を行います。

 監査役監査の状況

 監査役(５名）は、取締役会への出席と定時株主総会に提出する事業報告、計算書

類及び連結計算書類の監査を実施するほか、日常的に取締役等の業務執行状況の監

査を実施しています。常勤監査役は、経営委員会等の社内の重要会議に出席すると

ともに、部店長、海外店長及び子会社社長との面談を通じて、非常勤監査役は、主

要部店の往査を通じて、監査の充実を図っています。代表取締役とは、原則として

四半期に１回ミーティングを開催し、課題の討議の場としています。

　監査役会は、原則月に１回開催し、監査役相互の課題及び情報の共有化を図ると

ともに、必要に応じ取締役及び各執行部門に対し、情報の提供を求め、監査レベル

の向上を図っています。

 会計監査の状況

　当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、有限責任監査法人トーマツ所属の

手塚 正彦氏、井上 雅彦氏、稲垣 直明氏の３名です。

　また、会計監査業務に係る補助者の人数は、公認会計士８名、その他13名となっ

ています。

　上記監査法人及びその業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありま

せん。また、当社と上記監査法人との間では、会社法監査と金融商品取引法監査に

ついて、監査契約を締結し、それに基づき報酬を支払っています。

 

オ　各種委員会の概要

（ア）諮問委員会

　当社は、経営の透明性・健全性を維持するため、取締役会の諮問機関として、社外の有識者を委員とする

次の２つの委員会を設置しています。両委員会では、当社に対する第三者の視点からの忌憚のない意見を傾

聴し、経営の改善に反映しています。

「経営諮問委員会」

 この委員会は、経営全般・技術革新・環境等の観点から主に変革に向けた議題を諮問する機関として、

原則として半期に１回開催し、５名の社外の諮問委員から、提言をいただいています。

「安全保安諮問委員会」

 この委員会は、平成15年12月に発足し、製油所・工場の大規模災害防止のため、保安の強化課題、特に

技術的な課題に対して諮問してきました。昨今の経営環境の変化により、事業拡大、新規事業、海外展開

等の安全保安の確保の重要性が高まりつつあります。そこで、事業展開に即したテーマを選択し、都度、

有識者から提言がいただけるよう安全環境本部内に担当ワーキンググループを設け、進めています。
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（イ）経営委員会及び各委員会

　当社は、グループ全体及び各執行部門の経営戦略及び経営課題の協議・検討の場として「経営委員会」を

設置し、その下部組織として「リスクマネジメント委員会」及び「コンプライアンス委員会」を設置してい

ます。また、「財務報告に係る内部統制評価委員会」を設置し、年度整備・運用方針及び評価計画に関する

事項、評価範囲の決定に関する事項等を審議・検討しています。「経営委員会」以外の委員長は、原則とし

て社長以外の取締役とし、内部統制の一環として部門横断的な機能を担い、実効性ある委員会運営を行うこ

ととしています。各委員会の概要については、次のとおりです。

委員会名 委員長・委員 開催 役　割

 経営委員会

 委員長：社長

委 員：委員長が任命す

る委員

 原則として

２回／月

 グループ全体並びに各執行部門の経

営戦略及び経営課題の協議・検討

 リスクマネジメント

委員会

 委員長：常務取締役

 委 員：関係部門長

 原則として

２回／年
 リスクマネジメントの推進

 コンプライアンス

 委員会

 委員長：常務取締役

委 員：関係部門長

 原則として

４回／年

 コンプライアンス徹底のための重要

方針の審議、立案及びコンプライア

ンス活動の推進

 財務報告に係る

 内部統制評価委員会

 委員長：常務取締役

 委　員：関係役員

　　　　 内部監査室長

 原則として

 ２回／年

 財務報告に係る内部統制に関する事

項の審議・検討

 

（ウ）環境、安全に関する体制

　当社は、環境マネジメント及び操業に伴なう環境保全については「地球環境基本要綱」を定め、安全・保

安の確保については「安全基本要綱」を定めています。各基本要綱に基づき、当社及び当社グループの環境

マネジメント、操業に伴う環境保全及び安全と保安の確保に係る基本方針及び重要事項を立案し、諸活動を

推進する「安全環境本部」を設置しています。

　また、保安の確保に関する重要課題を検討・審議する場として「安全専門部会」を「安全環境本部」の下

位組織として設置しています。

 

（エ）品質保証に関する体制

　当社は、品質保証については「品質保証基本要綱」を定めています。この基本要綱に基づき、当社及び当

社グループの品質保証に関する基本方針及び重要事項を立案し、諸活動を推進する「品質保証本部」を設置

しています。

　また、品質保証に関する重要事項を検討・推進する場として「品質保証専門部会」を「品質保証本部」の

下部組織として設置しています。

 

カ　内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　内部統制システムの基本方針については、業務の適正を確保するための体制として、取締役会で次のとおり

決議しています。

　更に、取締役会で、内部統制システムが適切に構築され運用されているかについて確認を行い、実効性ある

ものとすべく見直しを行っています。

（ア）当社及び子会社の取締役

及び従業員の職務の執行

が法令及び定款に適合す

ることを確保するための

体制

① 当社の取締役会は、「取締役会規程」に基づき、重要事項について決定

するとともに、業務執行の監督にあたる。

② 「コンプライアンス規程」に基づき、当社に「コンプライアンス委員会」

を設置し、当社及び子会社におけるコンプライアンス活動を推進する。

③ コンプライアンス行動指針等を定めた「コンプライアンスハンドブック」

を活用し、コンプライアンスを徹底する。

④ 社内・社外双方に受付窓口を開設した「コンプライアンス相談窓口」を当

社及び子会社の従業員が活用することにより、コンプライアンスに関する

疑問点や問題点の解決の一助とする。

⑤ 内部監査室は、子会社を含め各執行部門における業務の適法性、社内規程

に基づく業務執行の状況を確認するための監査をする。
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（イ）当社の取締役の職務の執

行に係る情報の保存及び

管理に関する体制

 職務の執行に係る情報については、「取締役会規程」、「文書取扱規

程」、「回議書取扱規程」その他社内規程に基づき、保存、管理する。

（ウ）当社及び子会社の損失の

危険の管理に関する規程

等の体制

① 「リスクマネジメント規程」に基づき、「リスクマネジメント委員会」を

設置し、リスクマネジメント活動を推進する。

② 「危機発生時の対応要綱」その他社内規程に基づき、当社又は子会社にお

いて万一重大な危機が発生した場合にも迅速・的確に連絡及び対応をす

る。

③ 首都直下地震対策、新型インフルエンザ対策等の「事業継続計画（BCP）」

を策定し、全社を挙げてその実施及び維持管理に取り組む。

④ 各執行部門は、「自己管理規程」に基づき、業務上のリスクについて、自

主点検リスト等を活用した点検を行う。

⑤ 内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、各執行部門のリスク管理状況

を確認するための監査を行う。

（エ）財務報告に係る内部統制

① 「財務報告に係る内部統制規程」に基づき、グループ全体の財務報告の信

頼性を確保するための体制を構築し、財務報告に係る内部統制の適切な整

備・運用を図る。

② 前記①の規程に基づき、「財務報告に係る内部統制評価委員会」を設置

し、年度整備・運用方針及び評価計画に関する事項、評価範囲の決定に関

する事項等を審議・検討する。

③ 内部監査室は、定期的に、内部統制の有効性の評価及び必要な改善内容の

評価を行う。

（オ）反社会適勢力との関係遮

断

① 暴力団・総会屋等の反社会的活動・暴力・不当な要求等をする人物及び団

体に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する。

② 万一、反社会的勢力が攻撃してきた場合にも、これに屈せず断固として拒

否し、「反社会的勢力への対応要領」に基づき、的確に対応する。

（カ）当社の取締役の職務の執

行が効率的に行われるこ

とを確保するための体制

① 業務執行を効率的に行うため、執行役員を置く。

② 「職務権限規程」及び「業務執行規程」に基づき、取締役会、代表取締役

及び取締役の役割と権限を明確にする。

③ グループ全体及び各執行部門の経営戦略及び経営課題の協議・検討を行う

機関として、社長を委員長とし、委員長が任命する委員からなる「経営委

員会」を設置し、原則月に２度開催する。

（キ）当社並びにその親会社及

び子会社から成る企業集

団における業務の適正を

確保するための体制

① 「関係会社管理規程」に社長直轄の子会社と主管部を定めた子会社を規定

し、経営管理責任を明確にする。

② 子会社は、「関係会社管理規程」に基づき、主管部に対し、定期的に実績

等の報告を行う。

③ 「関係会社管理規程」に「関係会社との取引は原則として市場価格ベース

とする」旨の基本方針を規定し、利益相反の防止を図る。

④ 「関係会社管理規程」に子会社取締役・監査役就任基準を規定し、当社の

取締役は原則として子会社の取締役には就任しないものとする。

⑤ グループ標準のＩＴインフラの活用及び間接部門業務の集約化により、業

務の効率化を図る。

（ク）当社の監査役がその職務

を補助すべき従業員を置

くことを求めた場合にお

ける当該従業員に関する

体制

 監査役からの要請に基づき、監査役の職務を補助すべき従業員として、監

査役事務局にスタッフを配置する。
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（ケ）前記（ク）の従業員の取

締役からの独立性及び当

該従業員に対する指示の

実行性の確保に関する事

項

① 監査役事務局のスタッフは専任の職務とし、その人事異動・評価等の最終

決定には監査役の同意を要することとし、それを人事部の内規として規定

する。

② 「職務分掌規程」に監査役事務局の職務を規定する。

（コ）当社及び子会社の取締役

及び従業員並びに子会社

の監査役が当社の監査役

(監査役会)に報告をする

ための体制等、当社の監

査役への報告に関する体

制

① 取締役、執行部門長及び安全環境・品質保証部長は、「業務執行規程」に

基づき、所定の事項を監査役に報告する。

② 内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、監査結果を監査役に報告す

る。

③ 「コンプライアンス委員会」は、「コンプライアンス相談窓口」の相談・

対応状況を定期的に監査役に報告する。

（サ）前記（コ）の報告をした

者が当該報告をしたこと

を理由として不利な取扱

いを受けないことを確保

するための体制

① 前記（コ）の報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利

な取扱いを行うことを禁止する。

② 「コンプライアンス委員会」において、「コンプライアンス相談窓口」に

相談したことにより、不利益な取扱いを受けることのない旨を決定し、

「コンプライアンスハンドブック」に明記するとともに、研修等により周

知徹底する。

（シ）監査役の職務の執行につ

いて生ずる費用等の処理

に係る方針に関する事項

取締役の職務の執行の監査、会計監査人の選解任等、監査役の役割・責務

を果たすに当たって必要な費用は、当社が負担する。

（ス）その他当社の監査役(監査

役会)の監査が実効的に行

われることを確保するた

めの体制

① 代表取締役は、監査役と原則として四半期に一度、定期的なミーティング

を開催する。

② 内部監査室は、内部監査スケジュールや往査等に関して、監査役及び会計

監査人と緊密に調整、連携する。

 

キ　責任限定契約の内容の概要

　当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償

責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額となります。

 

②　内部監査及び監査役監査の状況

　当社の内部監査及び監査役監査の組織は、社長直属の内部監査室（現在14名）と監査役直属の監査役スタッフ

（現在２名）で、その状況は「エ　内部監査、内部統制評価、監査役監査及び会計監査の状況」に記載のとおり

です。

　なお、監査役会は、会計監査人とは、監査スケジュールの調整、往査への同行など、相互に連携を持ち、内部

監査室とは、重点項目のすり合わせ、監査スケジュールの調整、監査結果の連絡、内部統制評価結果の連絡など

相互に連携を持ち，その他の内部統制関連部署からは、当社グループの業務又は財務に重大な影響を及ぼすおそ

れのある事実、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実について報告を受ける体制となっていま

す。

　なお、当社の次の監査役は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。

　常勤監査役平野　栄は当社経理部での経理実務の経験、社外監査役伊藤大義は公認会計士及び大学教授として

の経験、社外監査役栗山道義は金融機関役員としての経験を有しています。
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③　社外取締役及び社外監査役

　当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名です。

　社外取締役及び社外監査役と当社の関係は次のとおりであり、当社と特別な利害関係はありません。

 

ア　社外取締役

氏　名 属　性 補足説明 選任理由

 横田　絵理 大学教授

当社との取引関係は存在しませ

ん。同氏は、東リ㈱の取締役で

す。

大学教授としての経験及び専門

性、人格、見識等を総合的に判

断して選任しています。一般株

主と利益相反の生じるおそれの

ない独立性を有しています。

 伊藤　亮介 弁護士

当社は同氏の所属する法律事務

所に、必要に応じて業務を委嘱

していますが、その報酬は僅少

であり、当事業年度において４

００万円未満です。

弁護士としての経験及び専門

性、人格、見識等を総合的に判

断して選任しています。一般株

主と利益相反の生じるおそれの

ない独立性を有しています。

 

イ　社外監査役

氏　名 属　性 補足説明 選任理由

 伊藤　大義 公認会計士

当社との取引関係は存在しませ

ん。同氏は、ＩＴホールディン

グス㈱監査役、㈱三菱ケミカル

ホールディングス監査役及び三

菱化学㈱監査役です。

公認会計士及び大学教授として

の経験及び専門性、人格、見識

等を総合的に判断して選任して

います。一般株主と利益相反の

生じるおそれのない独立性を有

しています。

 栗山　道義 他の会社出身

かつて旧㈱住友銀行（現㈱三井

住友銀行）に勤務していまし

た。旧㈱住友銀行（現㈱三井住

友銀行）は、当社の取引銀行の

一つです。同氏は、㈱錢高組監

査役，阪神電気鉄道㈱取締役及

びＤＭＧ森精機㈱監査役です。

金融機関での業務経験を通じた

専門性、人格、見識等を総合的

に判断して選任しています。一

般株主と利益相反の生じるおそ

れのない独立性を有していま

す。

 庭山　正一郎 弁護士
当社との取引関係は存在しませ

ん。

弁護士としての経験及び専門

性、人格、見識等を総合的に判

断して選任しています。一般株

主と利益相反の生じるおそれの

ない独立性を有しています。

 

　現在当社には、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、証

券取引所の規則等の独立性に関する諸規定を参考に選任しており、社外取締役及び社外監査役の選任状況は適切

であると考えております。

　社外取締役及び社外監査役による経営の監督・監視機能の強化を図ることにより、経営の効率性の向上、経営

の健全性の維持及び経営の透明性の確保というコーポレート・ガバナンスの目的をより一層実現できるものと考

えています。

　社外監査役は、原則として月１回開催される監査役会において、監査役監査の計画・結果等を協議・決定し、

監査役全員で連携しています。社外監査役と内部監査、会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係につい

ては、社外監査役は監査役全員で連携している監査役会の活動を通じて、上記②記載のとおり相互連携等をして

います。

　社外取締役と社外監査役は定例のミーティングを開催し、監査役監査，内部監査及び会計監査についての相互

連携を図ることとしております。
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④　役員報酬等

ア　役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

 区分 人数 報酬等の総額

 取締役（社外取締役を除く） 11 名 663 百万円

 監査役（社外監査役を除く） 3 名 56 百万円

 社外取締役・社外監査役 6 名 45 百万円

 合　　　計 20 名 765 百万円

（注）取締役及び監査役は、基本報酬以外に、ストックオプション、賞与、使用人給与、退職慰労金等の報

酬等はありません。

 

イ　役員毎の連結報酬等の総額（但し、連結報酬等の総額１億円以上である者）

氏　　名 役員区分 会社区分 総報酬

中 野　和 久 取締役 当社  111百万円

月　岡　　隆 取締役 当社  111百万円

 

ウ　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

　役員の報酬については、平成18年６月27日開催の第91回定時株主総会で、取締役については年額12億円以

内、監査役については年額１億２千万円以内と定められており、取締役の報酬は、代表取締役が、取締役会の

委任を受け、社外監査役２名を含む４名の委員で構成される取締役報酬諮問委員会の答申を踏まえて決定し、

監査役の報酬は監査役の協議で決定しています。
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⑤　株式の保有状況

ア　投資株式のうち保有目的が純投資以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

144 銘柄　　　41,532百万円

 

イ　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

　　前事業年度

　　　特定投資株式

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額

（百万円）
保有目的

三井住友トラスト・ホールディングス㈱ 12,523,825 5,735 取引関係の維持強化

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 7,916,570 4,512 取引関係の維持強化

㈱イエローハット 1,248,100 2,426 取引関係の維持強化

電源開発㈱ 636,000 1,961 取引関係の維持強化

㈱三井住友フィナンシャルグループ 377,501 1,664 取引関係の維持強化

PT. Baramulti Suksessarana Tbk. 78,495,000 1,412 取引関係の維持強化

三井化学㈱ 4,955,000 1,288 取引関係の維持強化

ANAホールディングス㈱ 5,393,031 1,218 取引関係の維持強化

㈱みずほフィナンシャルグループ 5,030,782 1,031 取引関係の維持強化

シナネン㈱ 2,369,040 971 取引関係の維持強化

エア・ウォーター㈱ 600,000 862 取引関係の維持強化

日産自動車㈱ 735,139 651 取引関係の維持強化

㈱クレディセゾン 300,000 642 取引関係の維持強化

関西電力㈱ 520,251 576 取引関係の維持強化

広島電鉄㈱ 1,500,000 573 取引関係の維持強化

東ソー㈱ 1,156,000 456 取引関係の維持強化

㈱大和証券グループ本社 503,000 453 取引関係の維持強化

三谷商事㈱ 193,600 423 取引関係の維持強化

日本風力開発㈱ 600,000 417
再生可能エネルギー

関連政策投資

日本ゼオン㈱ 432,000 404 取引関係の維持強化

㈱トクヤマ 1,000,000 352 取引関係の維持強化

㈱神戸製鋼所 2,561,713 350 取引関係の維持強化

マツダ㈱ 577,500 265 取引関係の維持強化
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　　　みなし保有株式

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額

（百万円）
保有目的

本田技研工業㈱ 930,000 3,379
退職給付信託契約に基づく

議決権行使の指図権限

三井住友トラスト・ホールディングス㈱ 5,756,000 2,682
退職給付信託契約に基づく

議決権行使の指図権限

トヨタ自動車㈱ 160,000 932
退職給付信託契約に基づく

議決権行使の指図権限

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,373,300 778
退職給付信託契約に基づく

議決権行使の指図権限

宝ホールディングス㈱ 800,000 629
退職給付信託契約に基づく

議決権行使の指図権限

㈱三井住友フィナンシャルグループ 90,000 396
退職給付信託契約に基づく

議決権行使の指図権限

日本板硝子㈱ 2,300,000 338
退職給付信託契約に基づく

議決権行使の指図権限

　（注）貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。

 

　　　　当事業年度

　　　特定投資株式

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額

（百万円）
保有目的

三井住友トラスト・ホールディングス㈱ 12,523,825 6,312 取引関係の維持強化

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 7,916,570 6,119 取引関係の維持強化

㈱イエローハット 1,248,100 3,170 取引関係の維持強化

電源開発㈱ 636,000 2,502 取引関係の維持強化

三井化学㈱ 4,955,000 1,863 取引関係の維持強化

㈱三井住友フィナンシャルグループ 377,501 1,798 取引関係の維持強化

ANAホールディングス㈱ 5,393,031 1,785 取引関係の維持強化

エア・ウォーター㈱ 600,000 1,301 取引関係の維持強化

シナネン㈱ 2,369,040 1,148 取引関係の維持強化

PT. Baramulti Suksessarana Tbk. 78,495,000 1,148 取引関係の維持強化

㈱みずほフィナンシャルグループ 5,030,782 1,106 取引関係の維持強化

日産自動車㈱ 735,139 924 取引関係の維持強化

東ソー㈱ 1,156,000 679 取引関係の維持強化

㈱クレディセゾン 300,000 663 取引関係の維持強化

広島電鉄㈱ 1,500,000 639 取引関係の維持強化

㈱神戸製鋼所 2,561,713 586 取引関係の維持強化

関西電力㈱ 520,251 561 取引関係の維持強化

三谷商事㈱ 193,600 515 取引関係の維持強化

㈱大和証券グループ本社 503,000 483 取引関係の維持強化

日本ゼオン㈱ 432,000 473 取引関係の維持強化
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銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額

（百万円）
保有目的

日本風力開発㈱ 600,000 303
再生可能エネルギー

関連政策投資

㈱ふくおかフィナンシャルグループ 442,852 286 取引関係の維持強化

マツダ㈱ 115,500 283 取引関係の維持強化

中国電力㈱ 174,200 273 取引関係の維持強化

 

　　　みなし保有株式

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額

（百万円）
保有目的

本田技研工業㈱ 930,000 3,629
退職給付信託契約に基づく

議決権行使の指図権限

三井住友トラスト・ホールディングス㈱ 5,756,000 2,852
退職給付信託契約に基づく

議決権行使の指図権限

トヨタ自動車㈱ 160,000 1,341
退職給付信託契約に基づく

議決権行使の指図権限

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,373,300 1,021
退職給付信託契約に基づく

議決権行使の指図権限

宝ホールディングス㈱ 800,000 696
退職給付信託契約に基づく

議決権行使の指図権限

㈱三井住友フィナンシャルグループ 90,000 414
退職給付信託契約に基づく

議決権行使の指図権限

　（注）貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。

 

ウ　保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額

　　並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

該当事項はありません。

 

⑥　取締役の定数

 当社の取締役は20名以内とする旨を定款に定めています。

⑦　取締役の選任の決議要件

 取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出

席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めています。また、取締役の選任決議は、累積投票によ

らないものとする旨を定款に定めています。

⑧　株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

 会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役の損害賠償責任を、法令の限

度において、総株主の同意によらず取締役会の決議により免除することができる旨を定款に定めています。こ

れは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものです。

 剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締

役会の決議により定めることができる旨を定款に定めています。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限と

することにより、機動的な資本政策及び配当政策を図ることを目的とするものです。

⑨　株主総会の特別決議要件

 会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する

株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めています。これは、株主総会における

特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
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（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

提出会社 144 4 148 20

連結子会社 80 1 76 -

計 225 5 225 20

 

②【その他重要な報酬の内容】

　　（前連結会計年度）

　　当社の連結子会社である在外子会社16社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している

　Deloitteのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬等を支払っています。

 

　　（当連結会計年度）

　　当社の連結子会社である在外子会社18社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している

Deloitteのメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬等を支払っています。

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

　　（前連結会計年度）

　当社は監査公認会計士等に対し、内部監査に関する助言・指導業務等の対価を支払っています。

 

　　（当連結会計年度）

　当社は監査公認会計士等に対し、社債発行に関する会計監査人から引受事務幹事会社への書簡（コンフォー

トレター）作成業務等の対価を支払っています。

④【監査報酬の決定方針】

 　該当事項はありません。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）

に基づいて作成しています。

 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しています。

    また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成していま

す。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（平成26年４月１日から平成27年３月

31日まで）の連結財務諸表及び事業年度（平成26年4月１日から平成27年3月31日まで）の財務諸表について有限責任

監査法人トーマツによる監査を受けています。

 

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
　当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っており、具体的には以下のとおりです。

会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するた

め、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、同機構等が行う研修やセミナーへ参加しています。
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１【連結財務諸表等】

（１）【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26年３月31日)
当連結会計年度

(平成27年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 161,522 112,959

受取手形及び売掛金 418,883 321,703

たな卸資産 ※１ 717,368 ※１ 513,801

繰延税金資産 11,229 31,969

その他 115,239 106,381

貸倒引当金 △1,774 △1,874

流動資産合計 1,422,469 1,084,940

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※５ 143,506 ※５ 143,014

機械装置及び運搬具（純額） ※５ 232,026 ※５ 248,906

土地 ※２,※６ 591,503 ※２,※６ 589,485

建設仮勘定 77,218 111,666

その他（純額） ※５ 43,356 ※５ 42,670

有形固定資産合計 1,087,611 1,135,743

無形固定資産   

のれん 39,421 10,381

その他 14,905 14,832

無形固定資産合計 54,327 25,213

投資その他の資産   

投資有価証券 ※２,※３ 199,698 ※２,※３ 237,751

関係会社出資金 ※３ 31,342 ※３ 31,701

長期貸付金 8,792 4,323

退職給付に係る資産 143 267

繰延税金資産 12,331 36,645

油田プレミアム資産 97,477 80,190

その他 81,104 94,413

貸倒引当金 △237 △191

投資その他の資産合計 430,654 485,102

固定資産合計 1,572,593 1,646,060

資産合計 2,995,063 2,731,001
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当連結会計年度

(平成27年３月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 438,594 366,559

短期借入金 434,476 376,525

コマーシャル・ペーパー 59,995 26,997

未払金 234,872 232,565

未払法人税等 18,907 6,061

繰延税金負債 7,944 262

賞与引当金 6,907 6,299

その他 100,340 112,346

流動負債合計 1,302,039 1,127,619

固定負債   

社債 45,000 65,000

長期借入金 539,546 537,658

繰延税金負債 38,350 32,563

再評価に係る繰延税金負債 ※６ 103,027 ※６ 92,508

退職給付に係る負債 13,071 15,642

修繕引当金 23,267 26,530

資産除去債務 55,422 93,813

油田プレミアム負債 100,804 83,098

その他 30,745 26,181

固定負債合計 949,236 972,997

負債合計 2,251,276 2,100,616

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 359,934 212,119

自己株式 △130 △130

株主資本合計 539,542 391,727

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 4,523 9,920

繰延ヘッジ損益 △1,196 △7,896

土地再評価差額金 ※６ 147,714 ※６ 157,460

為替換算調整勘定 12,016 34,795

退職給付に係る調整累計額 △172 1,243

その他の包括利益累計額合計 162,886 195,522

少数株主持分 41,358 43,134

純資産合計 743,786 630,384

負債純資産合計 2,995,063 2,731,001
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(自　平成25年４月１日
　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成26年４月１日
　至　平成27年３月31日)

売上高 5,034,995 4,629,732

売上原価 ※１ 4,684,470 ※１ 4,431,066

売上総利益 350,524 198,666

販売費及び一般管理費 ※２,※３ 272,326 ※２,※３ 303,464

営業利益又は営業損失（△） 78,197 △104,798

営業外収益   

受取利息 1,716 1,216

受取配当金 5,161 4,244

補助金収入 7,626 5,330

持分法による投資利益 6,820 1,771

その他 3,564 4,402

営業外収益合計 24,888 16,965

営業外費用   

支払利息 12,678 12,117

為替差損 5,029 3,950

その他 3,457 3,717

営業外費用合計 21,165 19,785

経常利益又は経常損失（△） 81,921 △107,618

特別利益   

固定資産売却益 ※４ 1,172 ※４ 7,442

投資有価証券売却益 2,750 －

受取保険金 20,539 －

事業譲渡益 117 1,003

その他 2,723 90

特別利益合計 27,303 8,535

特別損失   

減損損失 ※６ 19,056 ※６ 70,511

固定資産売却損 ※５ 483 ※５ 1,032

固定資産除却損 2,710 4,781

事業化検討終了に伴う損失 ※７ 4,215 －

その他 1,700 1,660

特別損失合計 28,165 77,986

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損

失（△）
81,058 △177,069

法人税、住民税及び事業税 34,067 14,718

法人税等調整額 4,393 △57,861

法人税等合計 38,461 △43,143

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調

整前当期純損失（△）
42,597 △133,925

少数株主利益 6,302 4,033

当期純利益又は当期純損失（△） 36,294 △137,958
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【連結包括利益計算書】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(自　平成25年４月１日
　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成26年４月１日
　至　平成27年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調

整前当期純損失（△）
42,597 △133,925

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 391 4,855

繰延ヘッジ損益 2,212 △5,808

為替換算調整勘定 20,322 11,876

退職給付に係る調整額 － 1,392

土地再評価差額金 △458 10,243

持分法適用会社に対する持分相当額 4,387 8,499

その他の包括利益合計 26,855 31,059

包括利益 69,453 △102,865

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 59,728 △104,772

少数株主に係る包括利益 9,725 1,906
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

    (単位：百万円)

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 108,606 71,131 331,529 △118 511,148

会計方針の変更による累
積的影響額

  △1,240  △1,240

会計方針の変更を反映した
当期首残高

108,606 71,131 330,288 △118 509,908

当期変動額      

剰余金の配当   △7,997  △7,997

当期純利益   36,294  36,294

連結範囲の変動   △260  △260

自己株式の取得    △11 △11

自己株式の処分     －

土地再評価差額金の取崩   1,609  1,609

株主資本以外の項目の当
期変動額（純額）

     

当期変動額合計 － － 29,645 △11 29,634

当期末残高 108,606 71,131 359,934 △130 539,542

 

         

 その他の包括利益累計額

少数株主持分 純資産合計
 

その他有価
証券評価差

額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

為替換算調
整勘定

退職給付に係
る調整累計額

その他の包
括利益累計
額合計

当期首残高 3,818 △3,281 149,782 △7,905 － 142,413 34,386 687,948

会計方針の変更による累
積的影響額

       △1,240

会計方針の変更を反映した
当期首残高

3,818 △3,281 149,782 △7,905 － 142,413 34,386 686,707

当期変動額         

剰余金の配当        △7,997

当期純利益        36,294

連結範囲の変動        △260

自己株式の取得        △11

自己株式の処分        －

土地再評価差額金の取崩   △1,609   △1,609  －

株主資本以外の項目の当
期変動額（純額）

705 2,085 △458 19,921 △172 22,082 6,971 29,054

当期変動額合計 705 2,085 △2,068 19,921 △172 20,472 6,971 57,078

当期末残高 4,523 △1,196 147,714 12,016 △172 162,886 41,358 743,786
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当連結会計年度（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

    (単位：百万円)

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 108,606 71,131 359,934 △130 539,542

会計方針の変更による累
積的影響額

  △4,541  △4,541

会計方針の変更を反映した
当期首残高

108,606 71,131 355,393 △130 535,000

当期変動額      

剰余金の配当   △7,997  △7,997

当期純損失（△）   △137,958  △137,958

連結範囲の変動   2,185  2,185

自己株式の取得    △0 △0

自己株式の処分  △0  0 0

土地再評価差額金の取崩   497  497

株主資本以外の項目の当
期変動額（純額）

     

当期変動額合計 － △0 △143,273 △0 △143,273

当期末残高 108,606 71,131 212,119 △130 391,727

 

         

 その他の包括利益累計額

少数株主持分 純資産合計
 

その他有価
証券評価差

額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

為替換算調
整勘定

退職給付に係
る調整累計額

その他の包
括利益累計
額合計

当期首残高 4,523 △1,196 147,714 12,016 △172 162,886 41,358 743,786

会計方針の変更による累
積的影響額

      △8 △4,549

会計方針の変更を反映した
当期首残高

4,523 △1,196 147,714 12,016 △172 162,886 41,350 739,237

当期変動額         

剰余金の配当        △7,997

当期純損失（△）        △137,958

連結範囲の変動        2,185

自己株式の取得        △0

自己株式の処分        0

土地再評価差額金の取崩   △497   △497  －

株主資本以外の項目の当
期変動額（純額）

5,396 △6,700 10,243 22,779 1,415 33,134 1,784 34,918

当期変動額合計 5,396 △6,700 9,745 22,779 1,415 32,636 1,784 △108,852

当期末残高 9,920 △7,896 157,460 34,795 1,243 195,522 43,134 630,384
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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25年４月１日
　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成26年４月１日
　至　平成27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又は税金等調整前当期純

損失（△）
81,058 △177,069

減価償却費 63,120 66,744

減損損失 19,056 70,511

のれん償却額 3,313 3,405

退職給付引当金の増減額（△は減少） △15,998 －

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 12,899 △4,051

修繕引当金の増減額（△は減少） 2,257 3,263

受取利息及び受取配当金 △6,878 △5,461

支払利息 12,678 12,117

固定資産売却損益（△は益） △689 △6,409

受取保険金 △20,539 －

売上債権の増減額（△は増加） 15,727 108,175

たな卸資産の増減額（△は増加） △65,007 209,752

仕入債務の増減額（△は減少） 25,967 △84,283

未収入金の増減額（△は増加） △1,989 △749

未払金の増減額（△は減少） △47,302 △3,651

その他 △4,804 10,138

小計 72,871 202,432

利息及び配当金の受取額 10,196 8,835

保険金の受取額 20,539 －

利息の支払額 △11,049 △10,068

法人税等の支払額 △42,470 △28,295

営業活動によるキャッシュ・フロー 50,087 172,904

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 △94,502 △111,698

有形固定資産の売却による収入 5,140 16,975

無形固定資産の取得による支出 △3,220 △1,247

投資有価証券の取得による支出 △44,308 △27,331

有価証券の売却及び償還による収入 4,065 6,198

貸付金の純増減額（△は増加） △3,064 △560

関係会社出資金の払込による支出 △31,727 △643

その他 △12,193 △12,837

投資活動によるキャッシュ・フロー △179,811 △131,146
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(自　平成25年４月１日
　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成26年４月１日
　至　平成27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） 75,729 △118,539

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 29,997 △32,997

長期借入れによる収入 158,401 163,151

長期借入金の返済による支出 △117,854 △121,898

社債の発行による収入 24,889 19,903

自己株式の取得による支出 △11 △0

自己株式の売却による収入 － 0

配当金の支払額 △7,997 △7,997

少数株主への配当金の支払額 △2,839 △102

その他 828 226

財務活動によるキャッシュ・フロー 161,143 △98,253

現金及び現金同等物に係る換算差額 10,922 3,216

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 42,341 △53,279

現金及び現金同等物の期首残高 116,446 159,991

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）
1,203 4,483

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 159,991 ※１ 111,195
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【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数　　　　　　67社

うち　国内会社　　　　　　19社

     在外会社　　　　　　48社

　主要な連結子会社名は、「第１企業の概況 ４．関係会社の状況」に記載しているため、省略していま

す。

      新規連結　6社

        IDEMITSU　LUBE（MALAYSIA）SDN．BHD.

        Idemitsu Lube India Private Limited

              上海出光潤滑油貿易有限公司

              Idemitsu Lube Asia Pacific Pte Ltd

              BOGGABRI COAL OPERATIONS PTY LTD

              TARRAWONGA COAL SALES PTY LTD

            連結除外　１社

　　　　　　　　重要性が増したことなどにより、上記のうち、IDEMITSU LUBE (MALAYSIA) SDN. BHD.、Idemitsu Lube

　　　　　　　India Private Limited、上海出光潤滑油貿易有限公司は連結の範囲に含め、TARRAWONGA COAL SALES

　　　　　　　PTY LTD　は持分法適用会社から連結子会社に区分を変更しております。Idemitsu Lube Asia Pacific

　　　　　　　Pte Ltd及びBOGGABRI COAL OPERATIONS PTY LTDは新たに設立したため、連結の範囲に含めています。

　　　　　　　　また、出光マリンズ(株）は株式売却のため連結の範囲から除外しています。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

 　苫東石油備蓄㈱

 （連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社はいずれも小規模であり、各社の総資産、売上高、当期純損益（持分相当額）、利益剰余金

（持分相当額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためです。

(3) 他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず子会社としなかった当該

他の会社の名称等

 　アストモスエネルギー㈱

　アストモスエネルギー㈱は、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針（企業会計基

準適用指針第10号）」の第175項より共同支配企業と判定し、持分法に準じた処理方法を適用するため子会

社から除外しています。

 

２．持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用会社の数　　　　28社

うち　非連結子会社　　　　 5社

     関連会社　　　　　　23社

 主要な持分法適用の非連結子会社及び関連会社名は、「第１企業の概況 ４．関係会社の状況」に記載し

ているため、省略しています。

新規持分法適用非連結子会社　なし

新規持分法適用関連会社　　　1社

 　PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk

   PT MITRABARA ADIPERDANA Tbkは、出資による持分増加のため、持分法適用会社の範囲に含めていま

す。

持分法適用関連会社除外　1社

   TARRAWONGA COAL SALES PTY LTD

(2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の名称等

 　國宏股份有限公司、ユニオン石油工業㈱　他

 （持分法の適用範囲から除いた理由）

　当期純損益（持分相当額）及び利益剰余金（持分相当額）等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体として

も重要性がないためです。

(3) 持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る財務諸表を

使用しています。

(4) アストモスエネルギー㈱は、同社の子会社に持分法を適用しているため、同子会社の当期純損益（持分相

当額）を同社の損益に含めて計算しています。
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３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　　連結子会社のうち、出光クーロン石油開発㈱、㈱エス・ディー・エス バイオテック及び海外子会社45社

の決算日は12月31日です。

　　上記の会社については、連結子会社の決算日現在の財務諸表を使用しています。

　ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結財務諸表作成上、必要な調整を行ってい

ます。
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４．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　有価証券

満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）を採用しています。

子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法を採用しています。

その他有価証券

時価のあるもの

　時価法を採用しています。

　時価は、期末前１ヶ月の市場終値の平均価額をもって算定し、評価差額は全部純資産直入法により

処理しています。なお、時価と比較する取得原価は主として移動平均法により算定しています。

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用しています。

②　たな卸資産

　主として総平均法による原価法(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。

③　デリバティブ

　時価法を採用しています。

(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）

　主として定額法を採用しています。

②　無形固定資産

　　（リース資産を除く）

 主として定額法を採用しています。

　ただし、自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用

しています。

③　リース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零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。

(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒実績率を考慮して、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。

②　賞与引当金

　従業員賞与の支給に備えて将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しています。

③　修繕引当金

　将来の修繕費用の支出に備えるため、定期修繕を必要とする油槽及び機械装置、船舶について将来発生

すると見積もられる点検修理費用のうち、当連結会計年度の負担額を計上しています。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

①　退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい

ては、給付算定式基準によっています。

 

②　数理計算上の差異、過去勤務費用の費用処理方法

　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しています。

　過去勤務費用は、発生した連結会計年度に一括費用処理しています。

 

EDINET提出書類

出光興産株式会社(E01084)

有価証券報告書

 64/125



(5) 重要なヘッジ会計の方法

　当社及び一部の連結子会社は主に金利スワップ取引及び為替予約取引を対象として、ヘッジ会計を採用し

ています。

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジを採用しています。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約、通貨オプション取引 外貨建債権債務、固定資産

  

外貨建借入金 外貨建投資有価証券、在外子会社の持分

  

原油、石油製品スワップ取引

先物取引
原油及び石油製品

  

金利スワップ、オプション取引 借入金

③　ヘッジ方針

　当社及び一部の連結子会社は各社の規程に基づきヘッジ対象に係る価格変動リスク及び金利・為替変動

リスクをヘッジすることを目的として実需の範囲でのみ実施しています。

④　ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジの有効性評価は、ヘッジ手段とヘッジ対象の対応関係を確認することにより行っています。な

お、ヘッジ対象となる資産・負債又は予定取引に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその

後も継続して相場変動又はキャッシュ・フロー変動を相殺するものであることが事前に想定される取引に

ついては、有効性の判定を省略しています。

(6) のれんの償却方法及び償却期間

　のれんの償却については、その効果が発現すると見積もられる期間（５年～20年）で定額法により償却し

ています。

(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。

(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

①　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し

ています。また、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算していま

す。なお、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調

整勘定及び少数株主持分に含めています。

②　繰延資産の処理方法

　社債発行費は、支出時に全額費用として処理しています。

③　消費税等の処理方法

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

④　油田プレミアム資産、負債

　スノーレ鉱区買収時に締結した契約に基づく鉱区譲渡者に支払うプレミアムについて、原油埋蔵量及び

原油先物価格等により将来の支出額を見積もり、割引後の金額を油田プレミアム負債に計上するととも

に、同額を油田プレミアム資産として資産計上しています。なお、油田プレミアム資産については生産高

に比例して償却し、油田プレミアム負債については実支払額で取り崩し処理を行なっています。
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（会計方針の変更）

　　　　（退職給付に関する会計基準等の適用）

　　　　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成27年3月26日。以

下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げ

られた定めについて当連結会計年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見

込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法についても、

従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、主に退職給付の支払見込期間ごとに設定され

た複数の割引率を使用する方法へ変更しました。

 退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、当

連結会計年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減

しています。

 この結果、当連結会計年度の期首の退職給付に係る負債が7,065百万円増加し、利益剰余金が4,541百万円減

少しています。また、当連結会計年度の損益に与える影響は軽微です。

       なお、当連結会計年度の１株当たり純資産額は28.39円減少していますが、１株当たり当期純損失金額に与

える影響は軽微です。

 

（未適用の会計基準等）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）及び関連する他の改正会計基準等

(1)　概要

　子会社株式の追加取得等において、支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動の取扱

い、取得関連費用の取扱い、当期純利益の表示及び少数株主持分から非支配株主持分への変更並びに暫定的

な会計処理の確定の取扱い等について改正されました。

(2)　適用予定日

　平成28年３月期の期首から適用します。

　なお、暫定的な会計処理の確定の取扱いについては、平成28年３月期の期首以後実施される企業結合から

適用します。

(3)　当該会計基準等の適用による影響

　連結財務諸表作成時において、連結財務諸表に与える影響は未定です。

 

 

（表示方法の変更）

　　　　　該当事項はありません。

 

 

（会計上の見積りの変更）

　　　　　該当事項はありません。

 

 

（追加情報）

　　　　　該当事項はありません。
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（連結貸借対照表関係）

※１　たな卸資産の内訳は、次のとおりです。

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当連結会計年度

（平成27年３月31日）

商品及び製品 376,457百万円 315,999百万円

仕掛品 782 683

原材料及び貯蔵品 340,127 197,118

 
 
※２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりです。

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当連結会計年度

（平成27年３月31日）

　土地 337,963百万円 337,963百万円

工場財団抵当計 337,963 337,963

　投資有価証券 5,571百万円 6,456百万円

その他担保計 5,571 6,456

合　　　　計 343,535 344,419

 

　　   上記工場財団の資産には、銀行取引に関わる根抵当権が設定されていますが、実質的には担保付債務はありませ

     ん。

 
※３　非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりです。

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当連結会計年度

（平成27年３月31日）

　投資有価証券（株式）

　関係会社出資金

149,528百万円

31,342百万円

184,172百万円

31,701百万円

 

　　なお、上記の内、共同支配企業に対するものは、次のとおりです。

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当連結会計年度

（平成27年３月31日）

　投資有価証券（株式） 27,250百万円 22,761百万円

　関係会社出資金 31,342百万円 31,701百万円
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　４　偶発債務

連結会社以外の下記会社等の金融機関等からの借入等に対し、債務保証等を行っています。

（１）債務保証

 

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
 

 
当連結会計年度

（平成27年３月31日）
 

バイオマス燃料供給有限責任事業組合

 SDS Ramcides CropScience Pvt. Ltd.

3,241百万円

1,541

3,872百万円

3,317

出光清潔能源（煙台）有限公司 1,587 1,556

土佐グリーンパワー㈱ 685 1,026

従業員 603 432

Idemitsu Lube India Pvt.Ltd. 501 -

 その他 206 97

　　　　　　計 8,367 10,303

（注）Idemitsu Lube India Pvt.Ltd.については、当連結会計年度より連結の範囲に含めています。

 

（２）経営指導念書

 

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
 

 
当連結会計年度

（平成27年３月31日）
 

ひびき灘開発㈱  134百万円 110百万円

   

 

（３）完工保証

　　 ベトナム社会主義共和国におけるNghi Son Refinery and Petrochemical LLCによるニソン製油所・石油化学

コンプレックス建設プロジェクトに関するプロジェクト・ファイナンスに完工保証を行っています。当社分の保

証負担額は次のとおりです。

 

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
 

 
当連結会計年度

（平成27年３月31日）
 

保証負担額（当社分） ― 83,828百万円

   

 

 

 
 
※５　減価償却累計額

 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりです。

前連結会計年度
（平成26年３月31日）

当連結会計年度
（平成27年３月31日）

2,097,025 百万円 2,127,978 百万円

 
 
※６ 　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。

　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。

　再評価を行った年月日…平成14年３月31日

 

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当連結会計年度

（平成27年３月31日）

　再評価を行った土地の期末における

 時価と再評価後の帳簿価額との差額
△148,744百万円 △150,587百万円
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　７　特定融資枠契約

　当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引銀行６行で作られるシンジケート団と特定融資

枠契約を締結しています。当該契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。

 

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当連結会計年度

（平成27年３月31日）

　特定融資枠の総額 140,000百万円 140,000百万円

　借入実行残高 ― ―

差引額 140,000 140,000
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（連結損益計算書関係）

※１　期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の金額であり、前連結会計年度末の戻入額と当連結会計年度に

計上した切下げ額を相殺した結果、たな卸評価損が売上原価に次のとおり含まれています。

前連結会計年度
（自　平成25年４月１日

　　至　平成26年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成26年４月１日

　　至　平成27年３月31日）

4,136百万円 14,860百万円

 

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は次のとおりです。

 
前連結会計年度

（自　平成25年４月１日
　　至　平成26年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成26年４月１日

　　至　平成27年３月31日）

運賃 63,696百万円 67,919百万円

人件費 43,773 46,455

賞与引当金繰入額 4,442 4,169

退職給付費用 1,953 991

作業費 49,004 63,943

 
 
※３　一般管理費に含まれる研究開発費の総額

前連結会計年度
（自　平成25年４月１日

　　至　平成26年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成26年４月１日

　　至　平成27年３月31日）

14,126百万円 13,238百万円

 
 
※４　固定資産売却益の内容は次のとおりです。

 

 
前連結会計年度

（自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日）

 

 
当連結会計年度

（自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日）

 
　土地・借地権（ＳＳ跡地等） 834百万円 326百万円

　建物等 337 7,115

　　　　　　　計 1,172 7,442

 
 
※５　固定資産売却損の内容は次のとおりです。

 

 
前連結会計年度

（自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日）

 

 
当連結会計年度

（自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日）

 
　土地・借地権（ＳＳ跡地等） 337百万円 540百万円

　建物等 145 491

　　　　　　　計 483 1,032
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※６　減損損失

 　 (1) 減損損失を認識した資産又は資産グループと減損損失の金額及び主な資産の種類ごとの当該金額

　　 　 前連結会計年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

用途 場所 減損損失額

（遊休資産）

　工場
千葉工場
（千葉県市原市）

機械装置他 1,980 百万円

計 1,980

　ＳＳ
トレーニングセンター（旧春日町ＳＳ）
（香川県高松市）他31件

土地 684

建物他 79

計 763

　油槽所他
兵庫製油所跡地他
（兵庫県姫路市他）

土地 874

建物他 930

計 1,805

（事業用資産）

石油開発資産 英領北海に保有する鉱区
機械装置 14,506 百万円

計 14,506

 
　　 　 当連結会計年度（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

用途 場所 減損損失額

（遊休資産）

　工場
千葉工場他
（千葉県市原市）他

機械装置他 2,198 百万円

計 2,198

　ＳＳ
高前ＳＳ
（群馬県高崎市）他８件

土地 245

建物他 197

計 443

　油槽所他
若草グラウンド
（山口県周南市）他

土地 1,319

建物他 790

計 2,109

（事業用資産）

石油開発資産 英領北海他に保有する鉱区

機械装置 13,919 百万円

のれん等 35,799

計 49,719

石炭鉱山資産 豪州に保有する鉱区
機械装置等 16,039

計 16,039

 
 

 (2) 減損損失の認識に至った経緯について

　当社グループは、これまで収益力強化と資産効率向上のために、供給面においては製油所の閉鎖、他社との物

流協力による油槽所の廃止を行い、販売面では不採算ＳＳの廃止を進めてきました。

　これにより生じた遊休資産については、今後の使用見込みがなく、土地の市場価格が著しく下落したため、帳

簿価額を回収可能価額まで減額しました。

　また、事業用資産については、資源価格の下落及び今後の事業計画の見通し等を勘案した結果、石油開発事業

及び石炭事業資産の一部及びIdemitsu Petroleum UK Ltd.ののれんについて将来キャッシュ・フローが当該資産

グループの帳簿価額を下回ると判断したため、帳簿価額を回収可能価額まで減額しました。

 以上の認識に基づく帳簿価額の減少額を、前連結会計年度は19,056百万円、当連結会計年度は70,511百万円、

減損損失として特別損失に計上しました。
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 (3) 資産をグルーピングした方法

 遊休資産については、個別に取り扱いました。

　資産のグルーピングは、報告セグメントを基本にして行い、石油開発事業、石炭事業及び賃貸ビル他について

は、継続的な収支の把握単位である一物件もしくは一施設単位にてグルーピングしています。

　　(4) 回収可能価額の算定方法

 遊休資産の回収可能価額は、土地の正味売却価額により測定しており、重要性の高い資産（製油所等）につい

ては、不動産鑑定評価基準に基づいた評価額を基準としました。その他の遊休土地については、路線価及び固定

資産税評価額を基準とした評価額により測定しました。

　また、石油開発事業及び石炭事業における資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、当該

分野における専門の鑑定人による、確認可採埋蔵量が生み出す将来キャッシュ・フローを12.0％（税引前）又は

7.0～7.3％（税引後）で割り引いています。

 

※７　事業化検討終了に伴う損失

前連結会計年度に、北米でのアルファオレフィン事業について検討した結果、事業化しないことを決定したこ

とに伴い、設計検討等に係る既支払額を損失として計上しています。

 
 

EDINET提出書類

出光興産株式会社(E01084)

有価証券報告書

 72/125



（連結包括利益計算書関係）

　　　　その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

 
前連結会計年度

（自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日）

その他有価証券評価差額金：   

当期発生額 3,263百万円 6,667百万円

組替調整額 △2,750 221

税効果調整前 513 6,889

税効果額 △121 △2,034

その他有価証券評価差額金 391 4,855

繰延ヘッジ損益：   

当期発生額 1,834 1,544

組替調整額 1,446 △8,588

税効果調整前 3,280 △7,044

税効果額 △1,068 1,236

繰延ヘッジ損益 2,212 △5,808

土地再評価差額金：   

税効果額 △458 10,243

為替換算調整勘定：   

当期発生額 20,322 12,126

組替調整額 － －

税効果調整前 20,322 12,126

税効果額 － △249

為替換算調整勘定 20,322 11,876

退職給付に係る調整額：   

当期発生額 － 1,831

組替調整額 － 78

税効果調整前 － 1,910

税効果額 － △517

退職給付に係る調整額 － 1,392

持分法適用会社に対する持分相当額：   

当期発生額 4,493 8,756

組替調整額 △105 △256

持分法適用会社に対する持分相当額 4,387 8,499

その他の包括利益合計 26,855 31,059

 

 

 

EDINET提出書類

出光興産株式会社(E01084)

有価証券報告書

 73/125



（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成25年４月１日　至　平成26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

 
当連結会計年度期首

株式数（株）
当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注１） 40,000,000 120,000,000 － 160,000,000

合計 40,000,000 120,000,000 － 160,000,000

自己株式     

普通株式（注２） 10,413 36,283 － 46,696

合計 10,413 36,283 － 46,696

（注）１．発行済株式数の増加は、株式分割による増加分です。

２．自己株式数の増加は、株式分割による増加33,219株、単元未満株式の買取請求による増加3,064株で

す。

２．配当に関する事項

（１）配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成25年５月２日

取締役会
普通株式 3,998 100.00 平成25年３月31日 平成25年６月６日

平成25年11月５日

取締役会
普通株式 3,998 100.00 平成25年９月30日 平成25年12月６日

 
 

（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

 
（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26年５月２日

取締役会
普通株式 3,998 利益剰余金 25.00 平成26年３月31日平成26年６月５日

（注）当社は、平成26年１月１日付で１株につき４株の割合をもって株式分割を行っています。
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当連結会計年度（自　平成26年４月１日　至　平成27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

 
当連結会計年度期首

株式数（株）
当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 160,000,000 － － 160,000,000

合計 160,000,000 － － 160,000,000

自己株式     

普通株式（注） 46,696 140 60 46,776

合計 46,696 140 60 46,776

（注）自己株式数の増加は、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

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成26年５月２日

取締役会
普通株式 3,998 25.00 平成26年３月31日 平成26年６月５日

平成26年11月４日

取締役会
普通株式 3,998 25.00 平成26年９月30日 平成26年12月５日

 
 

（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

 
（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27年５月７日

取締役会
普通株式 3,998 利益剰余金 25.00 平成27年３月31日平成27年６月４日

 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１ 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
（自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日）

現金及び預金勘定 161,522百万円 112,959百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △1,531 △1,763 

現金及び現金同等物 159,991 111,195 
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（リース取引関係）

１．借主側

（1）ファイナンス・リース取引

　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おりますが、重要性が乏しいため、記載を省略してい

ます。
 
 

（２）オペレーティング・リース取引

　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料期末残高相当額
（単位：百万円）

 

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当連結会計年度

（平成27年３月31日）

１年内 2,634 2,547

１年超 7,610 7,026

合計 10,245 9,574

 

２．貸主側

ファイナンス・リース取引

　重要性が乏しいため、記載を省略しています。
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（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

 当社グループでは、設備計画等に照らして必要な資金（主に銀行借入、社債発行）を調達しています。一

時的な余資は、安全性の高い預金等で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入、コマーシャル・ペー

パーなどにより調達しています。

　デリバティブ取引は、後述する実需に伴うリスクを回避・軽減するために利用しており、投機的な取引は

行っていません。また、当社及び一部の連結子会社はヘッジ会計を採用しています。

（２）金融商品の内容及びそのリスク

 営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。また、製品の輸出等に伴う

外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、恒常的に同じ外貨建ての買掛金残高の範囲

内にあります。

　有価証券及び投資有価証券のうち、時価のあるその他有価証券である上場株式は、市場価格の変動リスク

に晒されています。また、グループ内企業等に対し貸付を行っています。

　営業債務である買掛金は、そのほとんどが６ヶ月以内の支払期日です。また、原料等の輸入に伴う外貨建

ての営業債務は、為替の変動リスクに晒されていますが、原則として外貨建ての営業債権をネットしたポジ

ションについて先物為替予約を利用してヘッジしています。

　借入金のうち、短期借入金は主に原材料の購入のほか営業費用等の資金調達であり、長期借入金は主に設

備投資に係る資金調達を目的としたものです。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されています

が、このうち長期借入金は、デリバティブ取引（金利スワップ取引）を利用してヘッジしています。

　デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした

先物為替予約及び通貨オプション取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とし

た金利スワップ取引、原油及び石油製品の市場価格変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした原油・石油

製品スワップ及び先物取引です。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ

の有効性評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計処理基

準に関する事項 (5) 重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

（３）金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理

 当社は、各事業部門が定める与信管理・売掛管理規程に従い、営業債権について各事業部ごとに取引先の

状況を定期的にモニタリングし、取引先との間の支払条件、残高、担保等を管理するとともに、財務状況等

の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っています。また、連結子会社についても当社の規定に準じ

て、同様の管理を行っています。

　デリバティブ取引の利用にあたっては、国際的信用力の高い金融機関、商社及び先物取引所会員等に限定

して取引を実施しているため、信用リスクはほとんどありません。

②市場リスク（為替、金利、原油・石油製品価格等の変動リスク）の管理

 当社及び一部の連結子会社は、外貨建ての営業債権債務について、月別に把握された為替の変動リスクに

対して、実需の範囲内で先物為替予約及び通貨オプション取引を利用してヘッジしています。

　また、当社は、長期借入金に係る支払金利の変動リスクをヘッジするために、金利スワップ（支払固定・

受取変動）取引を利用しています。

 当社及び一部の連結子会社は、原油・石油製品等の市場価格変動リスクをヘッジするために、実需の範囲

内で原油・石油製品スワップ及び先物取引を利用しています。

　投資有価証券である株式は、業務上の関係を有する取引先企業株式を必要最小限にて保有しており、上場

株式については四半期毎に時価を把握し、非上場株式については年度毎に財務状況等の情報を入手して経営

内容を把握しています。

　デリバティブ取引については、利用目的、取引方針、取引に係る権限及び手続、報告体制等を定めたデリ

バティブ取引取扱規程に基づき、年度毎に取締役会で取引の方針と計画を承認しています。取引の執行及び

管理は、為替・金利関連については経理部が、商品関連については国際需給部等が、それぞれ執行と管理の

部署を分けて行っています。

　また内部統制の観点から取引及び管理の状況を、デリバティブ委員会には毎月、経営委員会には原則四半

期毎に報告しています。連結子会社についても、当社のデリバティブ取引取扱規程に準じて制定した社内管

理規程に基づいて取引の執行と管理を行っています。
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③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

 営業債務や借入金及び社債は、流動性リスクに晒されていますが、当社は各部署からの情報に基づき経理

部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、適正な手許流動性を維持することにより、流動性リスク

を管理しています。連結子会社については、各社が実施する資金繰計画に基づき、当社からのグループ金融

等により調達を行っています。

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が

含まれています。当該価額の算定において変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用すること

により、当該価額が変動することもあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバ

ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すもので

はありません。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

 連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握すること

が極めて困難と認められるものは、次表には含めてはいません（（注２）をご参照下さい）。

 

　前連結会計年度（平成26年３月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

（１）現金及び預金 161,522 161,522 －

 （２）受取手形及び売掛金 418,883 418,883 －

（３）投資有価証券 31,489 31,489 0

 （４）長期貸付金 8,792 8,845 52

 資産計 620,689 620,742 53

（１）支払手形及び買掛金 438,594 438,594 －

（２）短期借入金 434,476 434,476 －

（３）コマーシャル・ペーパー 59,995 59,995 －

（４）社債 45,000 45,606 606

 （５）長期借入金 539,546 543,276 3,729

 負債計 1,517,612 1,521,949 4,336

 デリバティブ取引（※） (3,882) (3,882) －

（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる

項目については、（　）で示しています。
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　当連結会計年度（平成27年３月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

（１）現金及び預金 112,959 112,959 －

 （２）受取手形及び売掛金 321,703 321,703 －

（３）投資有価証券 38,545 38,545 0

 （４）長期貸付金 4,323 4,337 13

 資産計 477,532 477,546 13

（１）支払手形及び買掛金 366,559 366,559 －

（２）短期借入金 376,525 376,525 －

（３）コマーシャル・ペーパー 26,997 26,997 －

（４）社債 65,000 65,433 433

 （５）長期借入金 537,658 543,058 5,399

 負債計 1,372,741 1,378,574 5,832

 デリバティブ取引（※） (5,404) (5,404) －

（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる

項目については、（　）で示しています。

 

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資産

（１）現金及び預金

       預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってい

ます。

（２）受取手形及び売掛金

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

います。

（３）投資有価証券

       市場価格のあるものについて、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格または取引

金融機関から提示された価格等によっています。

       また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さ

い。

（４）長期貸付金

　   　時価については、その将来キャッシュ・フローを同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で

割引いた現在価値により算定しています。

 

負債

（１）支払手形及び買掛金、（２）短期借入金、並びに（３）コマーシャル・ペーパー

　     これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

います。

（４）社債

時価については、市場価格によっています。

（５）長期借入金

　     時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割引いた現

在価値により算定しています。
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デリバティブ取引

　注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。

 

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

　区分
前連結会計年度

（平成26年３月31日）

当連結会計年度

（平成27年３月31日）

　非上場株式等 168,209 199,205

 
　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであることか

ら、「（３）投資有価証券」には含めていません。

 

（注３）金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

　前連結会計年度（平成26年３月31日）

 
１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

現金及び預金 161,522 － － －

 受取手形及び売掛金 418,883 － － －

 投資有価証券     

 　　　満期保有目的の債券 － 50 － －

 長期貸付金 － 7,777 872 143

 合計 580,406 7,827 872 143

 

　当連結会計年度（平成27年３月31日）

 
１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

現金及び預金 112,959 － － －

 受取手形及び売掛金 321,703 － － －

 投資有価証券     

 　　　満期保有目的の債券 50 － － －

 長期貸付金 － 3,696 375 251

 合計 434,712 3,696 375 251
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（注４）社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

　前連結会計年度（平成26年３月31日）

 
１年以内
（百万円）

１年超
２年以内

（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

短期借入金 434,476 － － － － －

コマーシャル・ペーパー 59,995 － － － － －

社債 － － － 10,000 25,000 10,000

長期借入金 － 171,028 103,247 69,894 30,804 164,571

合計 494,471 171,028 103,247 79,894 55,804 174,571

 

　当連結会計年度（平成27年３月31日）

 
１年以内
（百万円）

１年超
２年以内

（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

短期借入金 376,525 － － － － －

コマーシャル・ペーパー 26,997 － － － － －

社債 － － 10,000 25,000 10,000 20,000

長期借入金 － 109,856 74,029 49,755 45,788 258,229

合計 403,523 109,856 84,029 74,755 55,788 278,229

 

EDINET提出書類

出光興産株式会社(E01084)

有価証券報告書

 81/125



（有価証券関係）

１．満期保有目的の債券

前連結会計年度（平成26年３月31日）

 種類
連結貸借対照表
計上額（百万円）

　時価（百万円） 差額（百万円）

時価が連結貸借対照表計

上額を超えるもの
　その他 50 50 0

合計 50 50 0

 

当連結会計年度（平成27年３月31日）

 種類
連結貸借対照表
計上額（百万円）

　時価（百万円） 差額（百万円）

時価が連結貸借対照表計

上額を超えるもの
　その他 50 50 0

合計 50 50 0

 

 

２．その他有価証券

前連結会計年度（平成26年３月31日）

 種類
連結貸借対照表
計上額（百万円）

取得原価
（百万円）

差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

　株式 27,425 20,825 6,600

小計 27,425 20,825 6,600

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

　株式 4,013 4,451 △437

小計 4,013 4,451 △437

合計 31,439 25,276 6,163

 

当連結会計年度（平成27年３月31日）

 種類
連結貸借対照表
計上額（百万円）

取得原価
（百万円）

差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

　株式 36,030 22,692 13,338

小計 36,030 22,692 13,338

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

　株式 2,464 2,784 △319

小計 2,464 2,784 △319

合計 38,495 25,476 13,019

 

 

EDINET提出書類

出光興産株式会社(E01084)

有価証券報告書

 82/125



３．売却したその他有価証券

前連結会計年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

種類 売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円）売却損の合計額（百万円）

 株式 4,065 2,750 47

合計 4,065 2,750 47

 

当連結会計年度（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

種類 売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円）売却損の合計額（百万円）

 株式 0 － 0

合計 0 － 0

 

 

４．減損処理を行った有価証券

前連結会計年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

　有価証券について141百万円の減損処理を行っています。

 

　減損処理にあたっては、連結会計年度末における時価が取得価額に比べ50％以上下落した場合には全て減

損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処

理を行っています。

 

当連結会計年度（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

　有価証券について221百万円の減損処理を行っています。

 

　減損処理にあたっては、連結会計年度末における時価が取得価額に比べ50％以上下落した場合には全て減

損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処

理を行っています。
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（デリバティブ取引関係）

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

　   　前連結会計年度（平成26年３月31日）

区分 取引の種類
契約額等
（百万円）

契約額等の
うち１年超
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

 
 

市場取引

以外の

取引

為替予約取引      

売建米ドル 22,540 － 68 68  

買建米ドル等 116,406 － 547 547  

　合計 138,946 － 616 616  

（注）時価の算定方法

先物為替相場に基づき算定しています。

 

　   　当連結会計年度（平成27年３月31日）

区分 取引の種類
契約額等
（百万円）

契約額等の
うち１年超
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

 
 

市場取引

以外の

取引

為替予約取引等      

売建米ドル等 30,044 － 242 242  

買建米ドル等 71,895 － 192 192  

　合計 101,939 － 434 434  

（注）時価の算定方法

先物為替相場に基づき算定しています。

 

(2) 商品関連

　　　　前連結会計年度（平成26年３月31日）

区分 取引の種類
契約額等
（百万円）

契約額等の
うち１年超
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

 
 

 市場取引

以外の

取引

スワップ取引      

売建商品 25,601 － △229 △229  

買建商品 19,456 － 156 156  

　合計 45,058 － △73 △73  

（注）時価の算定方法

先物相場及び取引先から提示された価格等に基づき算定しています。
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　　　　当連結会計年度（平成27年３月31日）

区分 取引の種類
契約額等
（百万円）

契約額等の
うち１年超
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

 
 

 市場取引

以外の

取引

スワップ取引      

売建商品 31,194 － 2,453 2,453  

買建商品 16,437 － △691 △691  

　合計 47,632 － 1,762 1,762  

（注）時価の算定方法

先物相場及び取引先から提示された価格等に基づき算定しています。

 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1) 通貨関連

　　　　前連結会計年度（平成26年３月31日）

ヘッジ会計の
方法

取引の種類
主なヘッジ

対象
契約額等
（百万円）

契約額等の
うち１年超
（百万円）

時価
（百万円）

 
 

原則的

処理方法

為替予約取引      

売建米ドル 売掛金 37,676 － △1,958  

買建米ドル 固定資産 6,603 － 2,152  

　合計  44,279 － 194  

（注）時価の算定方法

先物相場及び取引先から提示された価格等に基づき算定しています。

 

　　　　当連結会計年度（平成27年３月31日）

ヘッジ会計の
方法

取引の種類
主なヘッジ

対象
契約額等
（百万円）

契約額等の
うち１年超
（百万円）

時価
（百万円）

 
 

原則的

処理方法

為替予約取引      

売建米ドル 売掛金 26,411 － △1,997  

買建米ドル 固定資産 － － －  

　合計  26,411 － △1,997  

（注）時価の算定方法

先物相場及び取引先から提示された価格等に基づき算定しています。

 

(2) 金利関連

　　　　前連結会計年度（平成26年３月31日）

ヘッジ会計の
方法

取引の種類
主なヘッジ

対象
契約額等
（百万円）

契約額等の
うち１年超
（百万円）

時価
（百万円）

 
 

原則的

処理方法

スワップ取引
 

長期

借入金

 

    

支払固定・受取変動 378,945 313,635 △5,905  

　合計  378,945 313,635 △5,905  

（注）時価の算定方法

割引現在価値により算定しています。
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　　　　当連結会計年度（平成27年３月31日）

ヘッジ会計の
方法

取引の種類
主なヘッジ

対象
契約額等
（百万円）

契約額等の
うち１年超
（百万円）

時価
（百万円）

 
 

原則的

処理方法

スワップ取引
 

長期

借入金

 

    

支払固定・受取変動 394,555 264,360 △5,361  

　合計  394,555 264,360 △5,361  

（注）時価の算定方法

割引現在価値により算定しています。

 

(3) 商品関連

　　　　前連結会計年度（平成26年３月31日）

ヘッジ会計の
方法

取引の種類
主なヘッジ

対象
契約額等
（百万円）

契約額等の
うち１年超
（百万円）

時価
（百万円）

 
 

原則的

処理方法

スワップ取引  
原油及び

石油製品

 

    

売建商品 30,938 － 6  

買建商品 28,462 1,067 1,077  

　合計  59,401 1,067 1,083  

（注）時価の算定方法

先物相場及び取引先から提示された価格等に基づき算定しています。

 

　　　　当連結会計年度（平成27年３月31日）

ヘッジ会計の
方法

取引の種類
主なヘッジ

対象
契約額等
（百万円）

契約額等の
うち１年超
（百万円）

時価
（百万円）

 
 

原則的

処理方法

スワップ取引  
原油及び

石油製品

 

    

売建商品 108 － 0  

買建商品 661 122 105  

　合計  769 122 106  

（注）時価の算定方法

先物相場及び取引先から提示された価格等に基づき算定しています。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度を採用しており、主に

ポイント制に基づいた一時金又は年金を支給します。また、一部の連結子会社は、確定拠出制度を採用しています。

　一部の確定給付企業年金制度には、退職給付信託が設定されています。

　なお、一部の連結子会社が有する退職給付制度は、簡便法により退職給付債務を算定しています。

 

２．確定給付制度

(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（（3）に掲げられたものを除く）

  （単位：百万円） 

 

前連結会計年度

（自　平成25年４月１日

至　平成26年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成26年４月１日

至　平成27年３月31日）

 

退職給付債務の期首残高 107,357 102,707 

会計方針の変更による累積的影響額 － 7,065 

会計方針の変更を反映した期首残高 107,357 109,773 

勤務費用 2,719 3,069 

利息費用 2,627 1,214 

数理計算上の差異の発生額 △221 2,655 

退職給付の支払額 △9,939 △6,699 

その他 163 331 

退職給付債務の期末残高 102,707 110,345 

 

(2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表（（3）に掲げられたものを除く）

  （単位：百万円） 

 

前連結会計年度

（自　平成25年４月１日

至　平成26年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成26年４月１日

至　平成27年３月31日）

 

年金資産の期首残高 87,690 89,926 

期待運用収益 2,293 2,319 

数理計算上の差異の発生額 4,090 4,487 

事業主からの拠出額 2,866 2,457 

退職給付の支払額 △7,069 △4,723 

その他 54 603 

年金資産の期末残高 89,926 95,071 

 

(3）簡便法を適用した制度の退職給付に係る負債及び資産の期首残高と期末残高の調整表

  （単位：百万円） 

 

前連結会計年度

（自　平成25年４月１日

至　平成26年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成26年４月１日

至　平成27年３月31日）

 

退職給付に係る負債の期首残高 141 145 

退職給付費用 256 364 

退職給付の支払額 △181 △265 

制度への拠出額 △70 △145 

退職給付に係る負債の期末残高 145 100 
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(4）退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資

産の調整表

  （単位：百万円） 

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）

当連結会計年度

（平成27年３月31日）
 

積立型制度の退職給付債務 103,381 110,997 

年金資産 △92,075 △97,249 

 11,306 13,747 

非積立型制度の退職給付債務 1,621 1,626 

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 12,927 15,374 

    

退職給付に係る負債 13,071 15,642 

退職給付に係る資産 △143 △267 

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 12,927 15,374 

　　　（注）簡便法を適用した制度を含みます。

 

(5）退職給付費用及びその内訳項目の金額

  （単位：百万円） 

 

前連結会計年度

（自　平成25年４月１日

至　平成26年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成26年４月１日

至　平成27年３月31日）

 

勤務費用 2,719 3,069 

利息費用 2,627 1,214 

期待運用収益 △2,293 △2,319 

数理計算上の差異の費用処理額 △546 78 

簡便法で計算した退職給付費用 256 364 

確定給付制度に係る退職給付費用 2,764 2,407 

 

（6）退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりです。

  （単位：百万円） 

 

前連結会計年度

（自　平成25年４月１日

至　平成26年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成26年４月１日

至　平成27年３月31日）

 

数理計算上の差異 － △1,910 

合　計 － △1,910 

 

(7）退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりです。

  （単位：百万円）  

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）

当連結会計年度

（平成27年３月31日）
  

未認識数理計算上の差異 261 △1,648  

合　計 261 △1,648  
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(8）年金資産に関する事項（簡便法を適用した制度を除く）

①　年金資産の主な内訳

　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）

当連結会計年度

（平成27年３月31日）
  

債券 44％ 47％  

株式 21 28   

オルタナティブ 19 21   

その他 16 4   

合　計 100 100   

　（注）年金資産合計には、企業年金制度に対して設定した退職給付信託が前連結会計年度12％、当連結会計年

度13％含まれています。

 

②　長期期待運用収益率の設定方法

　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成す

る多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しています。

 

(9）数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしています。）

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）

当連結会計年度

（平成27年３月31日）
  

割引率 2.5％ 1.1％  

長期期待運用収益率 3.0 2.9   

 

退職給付債務の計算にあたり、主にポイント制に基づく年齢別昇給指数を使用しています。

 

３．確定拠出制度

確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度29百万円、当連結会計年度55百万円です。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
 

当連結会計年度
（平成27年３月31日）

（繰延税金資産）        

税務上の繰越欠損金  6,449百万円   50,940百万円

固定資産の減損損失  12,180   8,916 

修繕引当金  7,534   8,689 

退職給付に係る負債  7,286   7,305 

販売価格見積計上  4,508   6,530 

ソフトウェア  3,420   6,045 

繰延ヘッジ損失  3,759   3,541 

投資にかかる税効果  2,696   2,336 

賞与引当金  2,454   2,003 

貸倒引当金  676   676 

事業税未払計上  165   205 

事業構造改善費用  1,203   104 

その他有価証券評価差額金  164   101 

その他  11,722   11,147 

繰延税金資産小計  64,222   108,543 

評価性引当額  △13,905   △16,217 

繰延税金資産合計  50,317   92,326 

（繰延税金負債）        

海外における開発費特別償却等  △39,039百万円   △26,978百万円

固定資産圧縮積立金等  △18,576   △16,636 

その他有価証券評価差額金  △2,085   △4,065 

棚卸資産評価変更調整金額  △3,746   △1,739 

海外投資等損失準備金  △347   △285 

繰延ヘッジ利益  △576   △38 

その他  △8,677   △6,793 

繰延税金負債合計  △73,051   △56,537 

繰延税金資産の純額（△は負債）  △22,734   35,788 

　（注）　前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれて

います。

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
 

当連結会計年度
（平成27年３月31日）

流動資産－繰延税金資産     11,229百万円   31,969百万円

固定資産－繰延税金資産     12,331   36,645 

流動負債－繰延税金負債     △7,944   △262 

固定負債－繰延税金負債     △38,350   △32,563 

 　上記以外に土地再評価に係る繰延税金負債が、前連結会計年度

は103,027百万円、当連結会計年度は92,508百万円計上されていま

す。
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因と

なった主な項目別の内訳

 
　前連結会計年度

（平成26年３月31日）

 　当連結会計年度
（平成27年３月31日）

国内の法定実効税率  38.01％   35.64％

（調整）        

在外子会社の税率差異  5.33   △6.47  

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正  1.21   △3.04  

評価性引当額  4.86   △1.74  

持分法による投資損益  △3.20   0.36  

交際費等永久に損金に算入されない項目  1.62    △0.19  

税額控除等  △1.18    △0.15  

その他  0.79   △0.04 

税効果会計適用後の法人税等の負担率  47.45   24.37 

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第9号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」

（平成27年法律第2号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日以後に開始する連結会計年度か

ら法人税率等の引下げ等がおこなわれることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債

の計算に使用する法定実効税率は従来の35.64％から平成27年４月１日に開始する連結会計年度に解消が見

込まれる一時差異については33.10％に、平成28年４月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれ

る一時差異については、32.34％になります。

　　この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は5,371百万円減少

し、法人税等調整額が5,378百万円、その他有価証券評価差額金が406百万円、退職給付に係る調整累計額が

74百万円、それぞれ増加し、繰延ヘッジ損益が474百万円減少しています。

　　また、再評価に係る繰延税金負債は9,449百万円減少し、土地再評価差額金が同額増加しています。
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（企業結合等関係）

該当事項はありません。

 

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

１．当該資産除去債務の概要

ＳＳ施設用土地の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務、生産又は採掘権が終了した際の石油、石炭生産設

備の撤去費用等を合理的に見積もり、資産除去債務に計上しています。

 

２．当該資産除去債務の金額の算定方法

支出までの見込期間は、ＳＳ関係はＳＳの主要な設備の耐用年数によっており、石油開発及び石炭等につい

ては操業時からの採掘可能年数等によっています。また、割引率については、前連結会計年度は1.5％から

5.9％、当連結会計年度は1.5％から5.0％を採用しています。

 

３．当該資産除去債務の総額の増減

 
前連結会計年度

（自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日）

期首残高 44,686百万円 56,692百万円

有形固定資産の取得に伴う増加額 5,675 11,119

時の経過による調整額 1,672 2,230

資産除去債務の履行による減少額 △36 △643

見積りの変更による増加額（△は減少）（注1） △2,581 25,285

その他増減額（△は減少）（注2） 7,275 △461

期末残高 56,692 94,223

（注1） 前連結会計年度においてその他増減額に含まれていました見積りの変更による減少額を分けて表示し

ています。前連結会計年度における減少は主として一部海外連結子会社における割引率の変更によるも

のです。当連結会計年度における増加は、主として一部海外連結子会社において生産又は採掘権の終了

時に負担する費用が増加することが明らかになったことなどから見積りの変更を行ったことによるもの

です。増加額の内訳は、上記理由による増加額14,121百万円、割引率の見直しによる増加額11,164百万

円です。

（注2） その他増減額の主なものは為替変動による増減額です。
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（賃貸等不動産関係）

　当社及び一部の子会社では東京都、大阪府、その他の海外を含む地域において、賃貸用のオフィスビル、原油備蓄タン

ク、商業施設等（土地を含む）を有しています。前連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は733百万

円（賃貸収益は主に売上高、賃貸費用は主に販売費及び一般管理費に計上）、固定資産除売却損益は184百万円（特別損

益に計上）、減損損失は1,558百万円（特別損失に計上）です。当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸

損益は1,557百万円（賃貸収益は主に売上高、賃貸費用は主に販売費及び一般管理費に計上）、固定資産除売却損益は△

208百万円（特別損益に計上）、減損損失は1,553百万円（特別損失に計上）です。

　また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は次のとおりです。

(単位：百万円)

  

前連結会計年度

　(自　平成25年４月１日

　 至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

　(自　平成26年４月１日

　 至　平成27年３月31日)

　連結貸借対照表計上額   

 　期首残高 107,350 104,436

 　期中増減額 △2,914 7,807

 　期末残高 104,436 112,244

　期末時価 94,008 93,144

（注）１.　連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額です。

　　　２.　期中増減額のうち、前連結会計年度の主な増加額は遊休資産の増加等（700百万円）であり、主な減少額は、

不動産売却等（2,156百万円）です。当連結会計年度の主な増加額は遊休資産の増加等（6,674百万円）であ

り、主な減少額は不動産売却等（2,183百万円）です。

　　　３.　期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を

行ったものを含む）です。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

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。

　当社グループは、石炭事業を取り巻く環境変化に対応して、供給から販売までの石炭バリューチェーン全体で

の更なる事業強化と効率化が必要と判断して平成26年７月１日付で機構変更を行い、石炭鉱山事業と販売事業を

一体的に運営していくこととしました。

　これに伴い、当連結会計年度より、従来「石油製品」に含めていた石炭の販売事業を「資源」に含めて開示し

ています。

　また、前連結会計年度のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成しています。

 

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に

おける記載と概ね同一です。セグメント間の内部売上高及び振替高は市場実勢価格に基づいています。

 

３．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報

 

前連結会計年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

       （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額

（注）２、
４、５、６

連結
財務諸表
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 4,074,661 675,138 235,393 4,985,192 49,802 5,034,995 － 5,034,995

セグメント間の内部
売上高又は振替高

4,284 3,037 11 7,332 3,591 10,924 △10,924 －

計 4,078,945 678,175 235,404 4,992,525 53,394 5,045,919 △10,924 5,034,995

セグメント利益 16,822 36,481 26,591 79,895 2,451 82,347 △4,149 78,197

セグメント資産 1,931,182 422,588 590,252 2,944,024 95,444 3,039,468 △44,404 2,995,063

その他の項目         

減価償却費 26,596 8,850 26,470 61,918 678 62,596 523 63,120

のれん償却費 759 34 2,229 3,023 290 3,313 － 3,313

持分法投資損益 624 318 △467 475 6,296 6,772 47 6,820

減損損失 2,569 1,980 14,506 19,056 － 19,056 － 19,056

持分法適用会社への投資額 58,560 32,275 0 90,835 72,586 163,422 － 163,422

のれんの未償却残高 8,550 320 28,380 37,250 2,170 39,421 － 39,421

有形固定資産及び無形固定資産

の増加額
34,566 5,572 59,693 99,832 6,777 106,610 861 107,472

 

（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、再生可能エネルギー事業等を含んでいます。

２．セグメント利益の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない研究開発費等です。

３．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。
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４．セグメント資産の調整額は、セグメント間消去及び各報告セグメントに配分していない全社資産で

す。

５．減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しな

い研究開発資産等にかかる償却費、増加額です。

６．持分法投資損益の調整額は、セグメント間取引消去等によるものです。

当連結会計年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

       （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額

（注）２、
４、５、６

連結
財務諸表
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 3,693,908 638,977 241,076 4,573,961 55,770 4,629,732 - 4,629,732

セグメント間の内部
売上高又は振替高

11,852 5,950 7 17,810 5,023 22,833 △22,833 -

計 3,705,760 644,927 241,083 4,591,772 60,794 4,652,566 △22,833 4,629,732

セグメント利益又は損失

（△）
△111,634 △7,083 13,072 △105,645 3,270 △102,374 △2,424 △104,798

セグメント資産 1,729,765 389,819 590,100 2,709,685 98,070 2,807,756 △76,754 2,731,001

その他の項目         

減価償却費 27,494 8,650 29,038 65,184 935 66,119 624 66,744

のれん償却費 717 34 2,364 3,116 289 3,405 - 3,405

持分法投資損益 △503 4,352 - 3,849 △2,147 1,702 68 1,771

減損損失 2,553 2,198 65,758 70,511 - 70,511 - 70,511

持分法適用会社への投資額 87,105 37,077 4,420 128,602 69,948 198,550 - 198,550

のれんの未償却残高 8,156 285 55 8,497 1,883 10,381 - 10,381

有形固定資産及び無形固定資産

の増加額
30,764 8,286 105,966 145,017 1,880 146,898 508 147,406

 

（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、再生可能エネルギー事業等を含んでいます。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない研究開発費等です。

３．セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っています。

４．セグメント資産の調整額は、セグメント間消去及び各報告セグメントに配分していない全社資産で

す。

５．減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しな

い研究開発資産等にかかる償却費、増加額です。

６．持分法投資損益の調整額は、セグメント間取引消去等によるものです。
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【関連情報】

Ⅰ　前連結会計年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しています。

２．地域ごとの情報

　（１）売上高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　 　 （単位：百万円）

　日本
アジア・

オセアニア
北米 欧州 その他地域 合計

4,098,397 519,306 295,159 115,752 6,379 5,034,995

 

(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 ： 中国・オーストラリア・韓国・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 シンガポール等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北　　　　　　　米 ： 米国・カナダ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 欧 　　　　　　 州 ： 英国・ノルウェー等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 そ の 他 地 域 ： 南米他

　（２）有形固定資産

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　（単位：百万円）

　日本
アジア・

オセアニア
欧州 その他地域 合計

843,153 108,104 131,985 4,367 1,087,611

 

(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 ： オーストラリア・マレーシア・韓国・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 インドネシア等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 欧  　　　　 　州 ： 英国・ノルウェー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 そ の 他 地 域 ： 米国・カナダ等

３．主要な顧客ごとの情報

 外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略し

ています。
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Ⅱ　当連結会計年度（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しています。

２．地域ごとの情報

　（１）売上高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　 　 （単位：百万円）

　日本
アジア・

オセアニア
北米 欧州 その他地域 合計

3,708,080 544,739 263,205 104,794 8,912 4,629,732

 

(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 ： 中国・オーストラリア・韓国・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 シンガポール等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北　　　　　　　米 ： 米国・カナダ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 欧 　　　　　　 州 ： 英国・ノルウェー等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 そ の 他 地 域 ： 南米他

　（２）有形固定資産

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　（単位：百万円）

　日本
アジア・

オセアニア
欧州 その他地域 合計

837,085 130,090 163,450 5,117 1,135,743

 

(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 ： オーストラリア・マレーシア・韓国・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 インドネシア等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 欧  　　　　 　州 ： 英国・ノルウェー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 そ の 他 地 域 ： 米国・カナダ等

３．主要な顧客ごとの情報

 外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略し

ています。

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

　    セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しています。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

　    セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しています。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

　    該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

出光興産株式会社(E01084)

有価証券報告書

 97/125



【関連当事者情報】

１．関連当事者との取引

(１)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

         連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

  前連結会計年度（自 平成25年４月１日　至 平成26年３月31日）

種類 会社等の名称 所在地
資本金又
は出資金
(百万円）

事業の内容

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

 
関連
会社
 

出光クレジット㈱
東京都
墨田区 1,950

クレジット
カード事業
信用保証事業

    50.0

売上債権
の回収
役員の兼
務

売上債権の
回収
（注)2(1）

558,163
（注)2(2）

未収金 42,153

 
関連
会社
 

Nghi Son Refinery
and Petrochemical
LLC

Hanoi,
Vietnam

1,359,828
千米ドル

石油精製及び
石油化学製品
の製造、販売

    35.1 なし 増資の引受 40,620 － －

 

  当連結会計年度（自 平成26年４月１日　至 平成27年３月31日）

種類 会社等の名称 所在地
資本金又
は出資金
(百万円）

事業の内容

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

 
関連
会社
 

出光クレジット㈱
東京都
墨田区 1,950

クレジット
カード事業
信用保証事業

    50.0

売上債権
の回収
役員の兼
務

売上債権の
回収
（注)2(1）

568,372
（注)2(2）

未収金 42,691

関連
会社

Nghi Son Refinery
and Petrochemical
LLC

Hanoi,
Vietnam

1,852,551
千米ドル

石油精製及び
石油化学製品
の製造、販売

    35.1 なし

増資の引受 21,432 － －

完工保証
(注)3

83,828
(注)2(3)

－ －

 （注）１．上記金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税等が含まれています。

　　　 ２．取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　 (1)当社は、特約販売店向け石油製品等の売上債権の一部（特約販売店が出光クレジット㈱に対して

有するクレジット債権と相殺した金額）を、出光クレジット㈱から入金しています。

　　　　(2)取引金額については、年間回収総額を表示しています。

(3)取引金額については、当社分の保証負担額を表示しています。

３．ニソン製油所・石油化学コンプレックス建設プロジェクトに関するプロジェクト・ファイナンスに

完工保証を行っています。

 

(２)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

  前連結会計年度（自 平成25年４月１日　至 平成26年３月31日）

種類 会社等の名称 所在地
資本金又
は出資金

事業の内容

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

 
関連
会社
 

AltaGas Idemitsu
Joint Venture
Limited
Partnership

Calgary,
Canada

650,480
千加ドル

カナダにおけ
るガス及び関
連事業の調
査、推進

    50.0 なし 増資の引受 29,581 － －

 

  当連結会計年度（自 平成26年４月１日　至 平成27年３月31日）

該当事項はありません。
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２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

　　重要な関連会社の要約財務情報

前連結会計年度（自 平成25年４月１日　至 平成26年３月31日）

重要な関連会社はアストモスエネルギー㈱であり、その要約財務情報は以下のとおりです。

 

（百万円）

 アストモスエネルギー㈱

流動資産合計 192,412

固定資産合計 33,576

流動負債合計 162,432

固定負債合計 12,609

純資産合計 50,945

売上高 883,800

税引前当期純利益 17,984

当期純利益 11,121

 

 

当連結会計年度（自 平成26年４月１日　至 平成27年３月31日）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

項目
前連結会計年度

（自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日）

１株当たり純資産額（円） 4,391.46 3,671.39

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期

純損失金額（△）（円）
226.90 △862.50

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 (円) 226.89 －

（注）１．当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当

たり当期純損失であるため記載していません。

２．１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）、及び潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額の算定上の基礎は以下のとおりです。

項目
前連結会計年度

（自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日）

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期

純損失金額（△）
  

当期純利益金額又は当期純損失金額（△）（百

万円)
36,294 △137,958

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金額又は当期純損失

金額（△）（百万円）
36,294 △137,958

期中平均株式数 （千株） 159,957 159,953

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（百万円） △2 －

（うち連結子会社の潜在株式調整額(百万円)） (△2) －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった

潜在株式の概要

－ －

（注）当社は平成25年12月31日最終の株主名簿に記載された株主に対して、平成26年１月１日付で１株につき４株の割

合をもって株式分割を行いました。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資

産額、１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失（△）、及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額を算定しています。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名 銘柄 発行年月日
当期首残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

利率（％） 担保 償還期限

出光興産㈱ 第１回無担保社債
平成24年
９月20日

10,000 10,000 1.01 なし
平成31年
９月20日

出光興産㈱ 第２回無担保社債
平成24年
９月20日

10,000 10,000 0.62 なし
平成29年
９月20日

出光興産㈱ 第３回無担保社債
平成25年
７月17日

25,000 25,000 0.72 なし
平成30年
７月17日

出光興産㈱ 第４回無担保社債
平成26年
８月４日

- 20,000 0.54 なし
平成33年
８月４日

合計 － － 45,000 65,000  － －

 

（注）連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりです。

１年以内
（百万円）

１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

－ － 10,000 25,000 10,000

 

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 316,619 202,875 0.31 －

１年以内に返済予定の長期借入金 117,857 173,650 0.88 －

１年以内に返済予定のリース債務 907 25 - －

長期借入金（１年以内返済予定のものを除く） 539,546 537,658 0.75 平成28年～38年

リース債務（１年以内返済予定のものを除く） 2,004 - - －

その他有利子負債

コマーシャル・ペーパー（１年以内返済予定）
59,995 26,997 0.10 －

合計 1,036,930 941,207 - －

（注）１．平均利率は、当連結会計年度末借入金等の残高に対する加重平均利率を記載しています。

     ２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利子相当額を控除する前の金額でリー

ス債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。

　　　　　　　 ３．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のと

おりです。

 
１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

長期借入金 109,856 74,029 49,755 45,788

 

 

【資産除去債務明細表】

（単位：百万円）

区分 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

ＳＳ施設用土地の不動産賃貸借契約に伴う

原状回復義務に基づくもの
2,616 151 39 2,728

生産又は採掘権が終了した際の石油、石炭

生産設備の撤去費用等に基づくもの等
54,075 40,626 3,206 91,494

合計 56,692 40,777 3,246 94,223
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（２）【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高（百万円） 1,186,321 2,416,045 3,578,352 4,629,732

税金等調整前四半期純利益金額又は税

金等調整前四半期（当期）純損失金額

（△）（百万円）

20,978 41,557 △74,287 △177,069

四半期純利益金額又は四半期（当期）

純損失金額（△）（百万円）
9,176 18,780 △56,611 △137,958

１株当たり四半期純利益金額又は１株

当たり四半期（当期）純損失金額

（△）（円）

57.37 117.41 △353.93 △862.50

 

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益金額又は１株

当たり四半期純損失金額（△）（円）
57.37 60.04 △471.34 △508.57
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(平成26年３月31日)
当事業年度

(平成27年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 67,635 37,547

受取手形 311 240

売掛金 ※３ 354,901 ※３ 249,188

商品及び製品 335,052 269,277

原材料及び貯蔵品 326,289 180,949

前払費用 2,707 3,661

短期貸付金 ※３ 28,070 ※３ 39,974

繰延税金資産 7,818 28,921

その他 ※３ 70,121 ※３ 64,486

貸倒引当金 △1,703 △1,805

流動資産合計 1,191,205 872,441

固定資産   

有形固定資産   

建物 51,082 50,920

構築物 60,404 62,044

油槽 23,452 24,815

機械及び装置 94,322 90,957

車両運搬具 458 700

工具、器具及び備品 6,642 6,328

土地 ※１ 589,479 ※１ 586,452

建設仮勘定 5,892 3,102

有形固定資産合計 831,735 825,321

無形固定資産   

借地権 8,169 8,184

ソフトウエア 1,852 2,027

その他 412 326

無形固定資産合計 10,433 10,539

投資その他の資産   

投資有価証券 ※１ 39,875 ※１ 41,532

関係会社株式 ※１ 293,113 ※１ 278,476

長期貸付金 ※３ 12,137 ※３ 9,336

繰延税金資産 5,899 32,262

その他 24,159 24,042

貸倒引当金 △209 △175

投資その他の資産合計 374,977 385,475

固定資産合計 1,217,146 1,221,335

資産合計 2,408,351 2,093,776
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  (単位：百万円)

 
前事業年度

(平成26年３月31日)
当事業年度

(平成27年３月31日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 ※３ 390,974 ※３ 309,291

短期借入金 391,913 337,659

コマーシャル・ペーパー 59,995 26,997

未払金 ※３ 228,833 ※３ 225,620

未払費用 2,742 ※３ 2,438

前受金 ※３ 24,217 ※３ 26,355

預り金 ※３ 36,724 ※３ 51,565

賞与引当金 5,390 4,274

その他 5,196 22,196

流動負債合計 1,145,987 1,006,397

固定負債   

社債 45,000 65,000

長期借入金 520,474 487,342

再評価に係る繰延税金負債 103,027 92,508

退職給付引当金 10,219 15,008

修繕引当金 22,082 25,378

その他 ※３ 23,880 ※３ 20,087

固定負債合計 724,684 705,325

負債合計 1,870,672 1,711,722

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 10,354 10,354

資本剰余金合計 67,599 67,599

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 2,650 1,832

海外投資等損失準備金 627 596

固定資産圧縮積立金 33,011 34,243

繰越利益剰余金 178,460 5,849

利益剰余金合計 215,832 43,602

自己株式 △130 △130

株主資本合計 391,908 219,678

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,680 8,556

繰延ヘッジ損益 △5,624 △3,641

土地再評価差額金 147,714 157,460

評価・換算差額等合計 145,770 162,374

純資産合計 537,678 382,053

負債純資産合計 2,408,351 2,093,776
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②【損益計算書】

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(自　平成25年４月１日
　至　平成26年３月31日)

当事業年度
(自　平成26年４月１日
　至　平成27年３月31日)

売上高 ※１ 4,200,335 ※１ 3,748,358

売上原価 ※１ 3,970,470 ※１ 3,672,269

売上総利益 229,865 76,088

販売費及び一般管理費 ※２ 196,257 ※２ 214,123

営業利益又は営業損失（△） 33,607 △138,034

営業外収益   

受取利息 ※１ 483 ※１ 535

受取配当金 ※１ 14,052 ※１ 9,163

為替差益 358 174

補助金収入 7,626 5,330

その他 ※１ 2,687 ※１ 3,740

営業外収益合計 25,208 18,946

営業外費用   

支払利息 ※１ 11,261 ※１ 10,351

その他 ※１ 3,152 ※１ 3,581

営業外費用合計 14,414 13,932

経常利益又は経常損失（△） 44,402 △133,021

特別利益   

固定資産売却益 ※３ 770 ※３ 547

投資有価証券売却益 2,750 －

受取補償金 2,525 －

事業譲渡益 235 796

その他 － 27

特別利益合計 6,281 1,371

特別損失   

減損損失 4,544 4,221

固定資産売却損 ※４ 337 ※４ 929

固定資産除却損 ※５ 2,667 ※５ 4,668

関係会社株式評価損 873 66,391

事業化検討終了に伴う損失 ※６ 4,215 －

その他 223 642

特別損失合計 12,862 76,853

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 37,821 △208,503

法人税、住民税及び事業税 6,466 33

法人税等調整額 3,890 △48,540

法人税等合計 10,356 △48,507

当期純利益又は当期純損失（△） 27,465 △159,996
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

         (単位：百万円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 

資本準備
金

その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金

利益剰余
金合計

 
特別償却
準備金

海外投資
等損失準
備金

固定資産
圧縮積立
金

繰越利益
剰余金

当期首残高 108,606 57,245 10,354 67,599 1,081 － 709 28,775 164,189 194,755

会計方針の変更による累積
的影響額

         －

会計方針の変更を反映した当
期首残高

108,606 57,245 10,354 67,599 1,081 － 709 28,775 164,189 194,755

当期変動額           

剰余金の配当         △7,997 △7,997

当期純利益         27,465 27,465

自己株式の取得           

自己株式の処分           

その他利益剰余金の積立      2,650 2 7,182 △9,834 －

その他利益剰余金の取崩       △83 △2,945 3,029 －

土地再評価差額金の取崩         1,609 1,609

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

          

当期変動額合計 － － － － － 2,650 △81 4,236 14,271 21,076

当期末残高 108,606 57,245 10,354 67,599 1,081 2,650 627 33,011 178,460 215,832

 

        

 株主資本 評価・換算差額等

純資産合
計

 自己株式
株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

繰延ヘッ
ジ損益

土地再評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

当期首残高 △118 370,843 3,291 △4,075 149,782 148,998 519,841

会計方針の変更による累積
的影響額

 －     －

会計方針の変更を反映した当
期首残高

△118 370,843 3,291 △4,075 149,782 148,998 519,841

当期変動額        

剰余金の配当  △7,997     △7,997

当期純利益  27,465     27,465

自己株式の取得 △11 △11     △11

自己株式の処分  －     －

その他利益剰余金の積立  －     －

その他利益剰余金の取崩  －     －

土地再評価差額金の取崩  1,609   △1,609 △1,609 －

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

  389 △1,548 △458 △1,618 △1,618

当期変動額合計 △11 21,065 389 △1,548 △2,068 △3,227 17,837

当期末残高 △130 391,908 3,680 △5,624 147,714 145,770 537,678
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当事業年度（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

         (単位：百万円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 

資本準備
金

その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金

利益剰余
金合計

 
特別償
却準備
金

海外投資
等損失準
備金

固定資産
圧縮積立
金

繰越利益
剰余金

当期首残高 108,606 57,245 10,354 67,599 1,081 2,650 627 33,011 178,460 215,832

会計方針の変更による累積
的影響額

        △4,732 △4,732

会計方針の変更を反映した当
期首残高

108,606 57,245 10,354 67,599 1,081 2,650 627 33,011 173,727 211,099

当期変動額           

剰余金の配当         △7,997 △7,997

当期純損失（△）         △159,996 △159,996

自己株式の取得           

自己株式の処分   △0 △0       

その他利益剰余金の積立      86 28 4,864 △4,979 －

その他利益剰余金の取崩      △904 △60 △3,633 4,597 －

土地再評価差額金の取崩         497 497

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

          

当期変動額合計 － － △0 △0 － △818 △31 1,231 △167,878 △167,496

当期末残高 108,606 57,245 10,354 67,599 1,081 1,832 596 34,243 5,849 43,602

 

        

 株主資本 評価・換算差額等

純資産合
計

 自己株式
株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

繰延ヘッ
ジ損益

土地再評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

当期首残高 △130 391,908 3,680 △5,624 147,714 145,770 537,678

会計方針の変更による累積
的影響額

 △4,732     △4,732

会計方針の変更を反映した当
期首残高

△130 387,175 3,680 △5,624 147,714 145,770 532,945

当期変動額        

剰余金の配当  △7,997     △7,997

当期純損失（△）  △159,996     △159,996

自己株式の取得 △0 △0     △0

自己株式の処分 0 0     0

その他利益剰余金の積立  －     －

その他利益剰余金の取崩  －     －

土地再評価差額金の取崩  497   △497 △497 －

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

  4,876 1,982 10,243 17,101 17,101

当期変動額合計 △0 △167,496 4,876 1,982 9,745 16,604 △150,892

当期末残高 △130 219,678 8,556 △3,641 157,460 162,374 382,053
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）を採用しています。

子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法を採用しています。

その他有価証券

時価のあるもの

　時価法を採用しています。

　時価は、期末前１ヶ月の市場終値の平均価額をもって算定し、評価差額は全部純資産直入法により処

理しています。なお、時価と比較する取得原価は移動平均法により算定しています。

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用しています。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び製品、原材料及び貯蔵品

　主として総平均法による原価法（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。

(3) デリバティブの評価基準及び評価方法

　時価法を採用しています。

 

２．固定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）

定額法を採用しています。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しています。

　ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用

しています。

(3) リース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零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。

 

３．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒実績率を考慮して、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。

(2) 賞与引当金

　従業員賞与の支給に備えて将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しています。

(3) 退職給付引当金

　従業員の退職金支出に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、

当事業年度末において発生していると認められる額を計上しています。

　なお、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定

額法により、発生の翌事業年度より費用処理しています。過去勤務費用は発生した事業年度に一括費用処理

しています。

(4) 修繕引当金

　将来の修繕費用の支出に備えるため、定期修繕を必要とする油槽及び機械装置について将来発生すると見

積もられる点検修理費用のうち、当事業年度の負担額を計上しています。
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４．ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジを採用しています。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

為替予約、通貨オプション取引、外貨建借入金、原油・石油製品スワップ取引、先物取引

金利スワップ、オプション取引

ヘッジ対象

外貨建債権債務、外貨建投資有価証券、在外子会社の持分、原油及び石油製品、借入金

(3) ヘッジ方針

　当社は社内規程に基づきヘッジ対象に係る価格変動リスク及び金利・為替変動リスクをヘッジすることを

目的として実需の範囲でのみ実施しています。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジの有効性評価は、ヘッジ手段とヘッジ対象の対応関係を確認することにより行っています。な

お、ヘッジ対象となる資産・負債又は予定取引に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその

後も継続して相場変動又はキャッシュ・フロー変動を相殺するものであることが事前に想定される取引に

ついては、有効性の判定を省略しています。

 

５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 繰延資産の処理方法

社債発行費は、支出時に全額費用として処理しています。

(2) 消費税等の処理の方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。
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（会計方針の変更）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成27年３月26日）を当事

業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基

準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法についても、従業員の平均残存勤務期間に近似した

年数に基づく割引率から、主に退職給付の支払見込期間ごとに設定された複数の割引率を使用する方法へ変更しま

した。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当事業年度

の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を繰越利益剰余金に加減しています。

　この結果、当事業年度の期首の退職給付引当金が7,353百万円増加し、繰越利益剰余金が4,732百万円減少してい

ます。また、当事業年度の損益に与える影響は軽微です。

　なお、当事業年度の１株当たり純資産額は24.18円減少していますが、１株当たり当期純損失金額に与える影響

は軽微です。
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（表示方法の変更）

　前事業年度において、「特別損失」の「その他」に含めて表示していました「関係会社株式評価損」（前事

業年度873百万円）は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しています。

 

EDINET提出書類

出光興産株式会社(E01084)

有価証券報告書

111/125



（貸借対照表関係）

※１　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産及び担保に係る債務

 前事業年度

(平成26年３月31日）

当事業年度

(平成27年３月31日）

①　工場財団抵当   

　　土地 337,963百万円 337,963百万円

②　その他担保   

　　投資有価証券 2,571百万円 3,456百万円

　　関係会社株式 3,000百万円 3,000百万円

計 343,535百万円 344,419百万円

 

　上記工場財団の資産には、銀行取引に関わる根抵当権が設定されていますが、実質的には担保付債務は

ありません。

 

　２　偶発債務

 

 
前事業年度

（平成26年３月31日）
当事業年度

（平成27年３月31日）

　債務保証 107,569百万円 140,180百万円

　経営指導念書 134 110

　完工保証 ― 83,828

計 107,704 224,119

 

※３　関係会社項目

関係会社に対する金銭債権債務

 
前事業年度

（平成26年３月31日）
当事業年度

（平成27年３月31日）

①　短期金銭債権 175,509百万円 156,184百万円

②　長期金銭債権 11,692 9,176

③　短期金銭債務 68,102 75,512

④　長期金銭債務 531 552

 

　４　特定融資枠契約

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引銀行６行で作られるシンジケート団と特定融資枠契約を

締結しています。当該契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。

 
前事業年度

（平成26年３月31日）
当事業年度

（平成27年３月31日）

　特定融資枠の総額 140,000百万円 140,000百万円

　借入実行残高 ― ―

差引額 140,000 140,000
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（損益計算書関係）

※１　関係会社との取引高

 

 
前事業年度

（自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日）

 

 
当事業年度

（自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日）

 
 　営業取引による取引高   

　　売上高

　　仕入高

　営業取引以外の取引による取引高

818,657百万円

319,981

10,857

795,988百万円

330,863

5,487

 

※２　　 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度68％、当事業年度62％、一般管理費に属する費用のおおよ

　　　 その割合は前事業年度32％、当事業年度38％であります。

　　　 販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は次のとおりです。　　

 
前事業年度

（自　平成25年４月１日
   至　平成26年３月31日）

当事業年度
（自　平成26年４月１日

   至　平成27年３月31日）

運賃 59,327百万円 62,795百万円

賞与引当金繰入額 3,361 2,675

退職給付引当金繰入額 1,216 925

貸倒引当金繰入額 1,010 203

作業費 43,392 59,449

減価償却費 7,998 8,445

 

※３　固定資産売却益の内容は次のとおりです。

 

 
前事業年度

（自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日）

 

 
当事業年度

（自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日）

 
　土地・借地権（ＳＳ跡地等） 519百万円 300百万円

　建物等 251 247

　　　　　　　計 770 547

 

※４　固定資産売却損の内容は次のとおりです。

 

 
前事業年度

（自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日）

 

 
当事業年度

（自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日）

 
　土地・借地権（ＳＳ跡地等） 323百万円 516百万円

　建物等 13 412

　　　　　　　計 337 929

 

※５　固定資産除却損の内容は次のとおりです。

 

 
前事業年度

（自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日）

 

 
当事業年度

（自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日）

 
　建物 423百万円 248百万円

　構築物 161 73

　機械及び装置 187 284

　撤去工事代等 1,895 4,061

　　　　　　　計 2,667 4,668

 

※６　事業化検討終了に伴う損失

　前事業年度に、北米でのアルファオレフィン事業について検討した結果、事業化しないことを決定したことに伴

い、設計検討等に係る既支払額を損失として計上しています。
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（有価証券関係）

子会社株式及び関連会社株式

　前事業年度 (平成26年３月31日）

区分
貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

子会社株式 5,299 3,950 △1,349

関連会社株式 － － －

合計 5,299 3,950 △1,349

 

　当事業年度 (平成27年３月31日）

区分
貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

子会社株式 5,299 5,690 391

関連会社株式 4,420 4,408 △11

合計 9,719 10,099 379

 

（注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式

（単位：百万円）

　区分
前事業年度

（平成26年３月31日）

当事業年度

（平成27年３月31日）

子会社株式 182,856 143,303

関連会社株式 104,957 125,452

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社

株式及び関連会社株式」には含めていません。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

（平成26年３月31日）
 

当事業年度
（平成27年３月31日）

（繰延税金資産）        

繰越欠損金  －百万円   43,757百万円

投資にかかる税効果  2,696   23,807 

固定資産の減損損失  11,621   8,345 

修繕引当金  7,142   8,250 

退職給付引当金  6,528   7,559 

販売価格見積計上  4,508   6,530 

ソフトウェア  3,271   5,963 

繰延ヘッジ損失  3,690   1,780 

賞与引当金  1,920   1,414 

事業構造改善費用  1,203   104 

その他有価証券評価差額金  155   87 

その他  4,818   4,145 

繰延税金資産小計  47,557   111,747 

評価性引当額  △7,334   △27,172 

繰延税金資産合計  40,222   84,575 

（繰延税金負債）        

固定資産圧縮積立金  △18,280百万円   △16,381百万円

その他有価証券評価差額金  △2,085   △4,065 

棚卸資産評価変更調整金額  △3,746   △1,739 

特別償却準備金  △1,467   △881 

海外投資等損失準備金  △347   △285 

繰延ヘッジ利益  △576   △38 

繰延税金負債合計  △26,505   △23,391 

繰延税金資産の純額  13,717    61,183  

 
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主な項目別の内訳

 
前事業年度

（平成26年３月31日）

 当事業年度
（平成27年３月31日）

国内の法定実効税率  38.01％   35.64％

（調整）        

交際費等永久に損金に算入されない項目  1.57   △0.21 

評価性引当額  0.09   △10.98 

税額控除  △2.80   － 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目  △11.10   0.98 

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正  2.47   △2.74 

その他  △0.86   0.58 

税効果会計適用後の法人税等の負担率  27.38   23.26 

 
３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」
（平成27年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日以後に開始する事業年度から法人
税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用す
る法定実効税率は従来の35.64％から平成27年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異につ
いては33.10％に、平成28年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、
32.34％となります。
　この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は5,486百万円減少し、
法人税等調整額が5,715百万円、その他有価証券評価差額金が405百万円、それぞれ増加し、繰延ヘッジ損益が
176百万円減少しています。
　また、再評価に係る繰延税金負債は9,449百万円減少し、土地再評価差額金が同額増加しています。
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（企業結合等関係）

該当事項はありません。

 

 

（重要な後発事象）

　当社は平成26年12月16日開催の取締役会において、当社を存続会社として、当社の完全子会社である出光オイルア

ンドガス開発株式会社を吸収合併することを決議し、平成27年４月１日付で吸収合併しました。

１．取引の概要

(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容

吸収合併継続企業

　名称　　　　　　　出光興産株式会社

　事業内容　　　　　石油精製並びに油脂製造、販売

吸収合併消滅会社

　名称　　　　　　　出光オイルアンドガス開発株式会社

　事業内容　　　　　石油資源の調査、探鉱、開発

(2) 企業結合日

　平成27年４月１日

(3) 企業結合の法的形式

　当社を吸収合併存続会社、出光オイルアンドガス開発株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併

(4) 結合後企業の名称

　出光興産株式会社

(5) その他取引の概要に関する事項

　石油開発事業にかかわる意思決定のより一層の迅速化、また経営・資金の効率化を目的とし、当事業の統括機

能を当社に集約します。当合併により、石油開発・石炭・ウラン・地熱・ガス開発の資源事業全体を網羅したマ

ネジメントを行い、さらなる資源ポートフォリオの充実、事業の拡充を図ります。

 

２．実施した会計処理の概要

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）及び「企業結合会計基準及び事業分

離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年９月13日）に基づき、共通支配下の取

引として処理します。

　なお、合併効力発生日において吸収合併消滅会社から受け入れる資産及び負債の差額と、当社が所有する子会社

株式の帳簿価額との差額を特別利益（抱合せ株式消滅益）として計上します。
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④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：百万円）

区　分
資産の
種　類

期首
残高

当　期
増加額

当　期
減少額

期末
残高

期末減価
償却累計額

当　期
償却額

差引期末
帳簿価額

有形固

定資産
建物 170,638 3,529

 

3,563

(556)

170,604 119,684 2,696 50,920

 構築物 332,797 6,794

 

4,512

(133)

335,079 273,035 4,490 62,044

 油槽 167,963 3,956

 

641

(－)

171,278 146,463 2,566 24,815

 機械及び装置 1,218,780 17,218

 

42,668

(733)

1,193,330 1,102,373 19,548 90,957

 車両運搬具 4,776 451

 

60

(－)

5,167 4,466 209 700

 
工具、器具及び

備品
37,491 1,794

 

1,293

(10)

37,991 31,663 2,087 6,328

 土地

589,479

 

[△148,744]

996

 

 

 

4,023

(1,553)

[△1,843]

 

586,452

 

[△150,587]

－

 

 

－

 

 

586,452

 

 

 建設仮勘定 5,892 41,254 44,044 3,102 － － 3,102

 計 2,527,820 75,996

 

100,809

 

(2,987)

2,503,006 1,677,685 31,599 825,321

無形固

定資産
借地権 8,169 35

 

20

(20)

8,184 － － 8,184

 ソフトウエア 7,917 4,231

 

8,073

(－)

4,075 2,047 690 2,027

 その他 1,331 3

 

62

(－)

1,272 945 86 326

 計 17,419 4,270

 

8,156

(20)

13,532 2,993 777 10,539

 
 
（注１）期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高は、取得価額を記載しています。
 
（注２）(　　）内の数値は減損額を示しています。また差引期末帳簿価額は減損後簿価を示しています。
 
（注３）建設仮勘定の増加の主な要因は下記のとおりです。
 
　　　　　製造部門の機器更新等　　　　　　　　　　　　24,755百万円
 
　　　　　SS施設、物流設備等　　　　　　　　　　　　　16,499百万円
 
（注４）機械装置の減少の主な要因は、平成26年３月で徳山製油所の原油処理機能を停止したことに伴い、
　　　　関連する設備を除却したこと等によるものです。
 
（注５）土地の[　　]の数値は、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を
　　　　示しています。
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【引当金明細表】

（単位：百万円）

科目 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

貸倒引当金 1,912 206 138 1,980

賞与引当金 5,390 4,274 5,390 4,274

修繕引当金 22,082 11,308 8,012 25,378
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（２）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。

 

（３）【その他】

該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日
９月30日

 ３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り・売渡し  

取扱場所

（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行㈱　証券代行部

株主名簿管理人

（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行㈱

取次所 　―

買取・売渡手数料 無料

公告掲載方法

電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子

公告により公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行

う。

公告掲載ＵＲＬ http://www.idemitsu.co.jp

株主に対する特典 なし

 

（注） 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、会社法第166条第１項の規定

による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有していません。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しています。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

　事業年度（第99期）（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）平成26年６月26日関東財務局長に提出

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

　平成26年６月26日関東財務局長に提出

(3) 四半期報告書及び確認書

 （第100期第１四半期）（自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日）平成26年８月14日関東財務局長に提出

 （第100期第２四半期）（自　平成26年７月１日　至　平成26年９月30日）平成26年11月14日関東財務局長に提出

 （第100期第３四半期）（自　平成26年10月１日　至　平成26年12月31日）平成27年２月13日関東財務局長に提出

(4) 臨時報告書

　平成26年６月30日関東財務局長に提出

　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２(株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨

時報告書です。

(5) 発行登録書

　　平成27年６月10日関東財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 平成27年６月25日

出光興産株式会社  

 

 取締役会　御中   

 

 有限責任監査法人　トーマツ  

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 手　塚　正　彦

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 井　上　雅　彦

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 稲　垣　直　明

 

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる出光興産株式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸

借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財

務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制

を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、出光

興産株式会社及び連結子会社の平成27年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及

びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、出光興産株式会社の平成27年

３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準

に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること

を求めている。

　内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性

に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果

について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、出光興産株式会社が平成27年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内

部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報

告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

 

　（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提

出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

 

 平成27年６月25日

出光興産株式会社  

 

 取締役会　御中   

 

 有限責任監査法人　トーマツ  

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 手　塚　正　彦

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 井　上　雅　彦

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 稲　垣　直　明

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる出光興産株式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第100期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
 
財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 
監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、出光興産

株式会社の平成27年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。
 
利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

以　　上
 

　（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提

出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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