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平成 19 年 11 月 8 日 

各 位 

          会社名    昭和シェル石油株式会社 

 代表者名 代表取締役会長 新美 春之 

 （コード番号 5002 東証第一部） 

 問合せ先 広報部 

 （TEL：03-5531-5591） 

 

 会社名 東亜石油株式会社 

 代表者名 代表取締役社長 吉住 理 

 （コード番号 5008 東証第二部） 

 問合せ先  人事総務担当取締役 山崎 恒 

 （TEL：044-280-0600） 

 

 

東亜石油株式会社と東扇島オイルターミナル株式会社の経営統合を目的とした 

株式の譲渡（子会社の異動）及び合併に関するお知らせ 

 

 

昭和シェル石油株式会社（以下「昭和シェル石油」）及びその連結子会社である東亜石油株

式会社（以下「東亜石油」）は、昭和シェル石油の連結子会社（出資比率：52％）であり、か

つ東亜石油の関連会社（出資比率：48％）である、東扇島オイルターミナル株式会社（以下

「ＥＯＴ」）を東亜石油の完全子会社化すること及び東亜石油によるＥＯＴの吸収合併につい

て基本合意いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．株式の譲渡及び合併の目的 

ＥＯＴは、昭和シェル石油（当時は昭和石油株式会社）と東亜石油のジョイントベンチャー

（合弁企業）であり、昭和53年8月に両社の京浜臨海地区の流通部門を担う石油基地として設立

されました。近年、両社の製油所の統合を軸に京浜臨海地区の原油・石油製品の貯蔵・受払施

設の再編成を進めておりますが、その一環として主要オイルターミナルとして重要なＥＯＴの

業務効率向上の必要性がより高まってまいりました。 

上記の理由により、東亜石油がＥＯＴを吸収合併し、京浜製油所の一体運営体制を更に強化

することが、昭和シェル石油及び東亜石油双方の持続的成長に寄与するものと判断し、昭和シ

ェル石油及び東亜石油両社間の「株式売買および合併に係る基本合意書」を締結したものであ

ります。 



- 2 - 

２．株式の譲渡の概要 

(1) 異動する子会社の概要 

 ①商号 東扇島オイルターミナル株式会社 

 ②概要 後記「４．合併当事会社の概要」に記載のとおり 

(2) 株式の譲渡人 

 ①商号       昭和シェル石油株式会社 

 ②代表者   代表取締役会長 新美 春之 

 ③本店所在地   東京都港区台場二丁目３番２号 

 ④主な事業の内容  石油製品販売事業 

  ⑤譲受人との関係 

・資本的関係  譲渡人は譲受人の発行済株式総数の 50.10％を所有しており、譲渡人

は譲受人の親会社に該当いたします。 

・人的関係   譲渡人は、譲受人に役員及び従業員を派遣しております。 

・取引関係   譲渡人は、譲受人に原油・原料油の精製委託を行っております。 

 

(3) 譲受人 

 ①商号   東亜石油株式会社 

 ②代表者   代表取締役社長 吉住 理 

 ③本店所在地   神奈川県川崎市川崎区水江町３番１号 

 ④主な事業の内容  石油精製事業 

(4) 譲渡株式数、譲渡価格及び譲渡前後の所有株式の状況 

①譲渡前の所有株式数 

・昭和シェル石油所有株式数 2,080,000 株 （発行済株式数の 52.0%） 

・東亜石油所有株式数 1,920,000 株 （発行済株式数の 48.0%） 

②譲渡株式数      2,080,000 株 （発行済株式数の 52.0%） 

 ③株式取得価格    決定次第お知らせいたします。 

④譲渡後の所有株式数 

・昭和シェル石油所有株式数 0 株 （発行済株式数の 0.0%） 

・東亜石油所有株式数 4,000,000 株 （発行済株式数の 100.0%） 

(5) 当事者間の関係 

東亜石油及びＥＯＴは昭和シェル石油の子会社であり、本件株式の異動後、ＥＯＴは東亜

石油の完全子会社となります。 

(6)株式譲渡の日程 

 平成 19 年 11 月 8 日    株式売買および合併に係る基本合意書締結 

 平成 19 年 12 月（予定） 株式譲渡契約書締結 

 平成 20 年 2 月（予定） 株式譲渡期日 

(7)今後の見通し 

 ＥＯＴは株式譲渡日をもって東亜石油の連結子会社となりますが、東亜石油は平成 20 年 3

月を目途にＥＯＴを吸収合併する予定であるため、連結子会社化による東亜石油の連結業績

への影響は軽微な見込みであります。 
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３．合併の要旨 

(1) 合併の日程  

 平成 19 年 11 月 8 日         株式売買および合併に係る基本合意書締結 

 平成 19 年 12 月 25 日（予定）   合併契約書承認（東亜石油取締役会） 

 平成 19 年 12 月 25 日（予定）   合併契約書締結 

 平成 20 年 3 月（予定）         合併期日 

※東亜石油においては会社法第 796 条第 3項に規定する簡易吸収合併であるため、またＥ

ＯＴにおいては会社法第 784 条第 1項に規定する略式合併であるため、合併契約等の

承認に係る株主総会は開催いたしません。 

(2) 合併方式 

東亜石油を存続会社とする簡易吸収合併方式で、ＥＯＴは解散いたします。 

(3) 合併比率 

東亜石油は、ＥＯＴを東亜石油の 100％子会社としたうえで吸収合併する予定であり、本

件合併において新株式の交付は行わない予定であります。 

(4) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

消滅会社であるＥＯＴは、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。 

 

４．合併当事会社の概要（平成 18 年 12 月 31 日現在） 

(1)商号 東亜石油株式会社 

（存続会社） 

東扇島オイルターミナル株式会社 

（消滅会社） 

(2)事業内容 石油精製事業 石油製品の貯蔵受払 

(3)設立年月日 1924 年 2 月 6 日 1978 年 8 月 18 日 

(4)本店所在地 神奈川県川崎市川崎区水江町 3番

1号 

神奈川県川崎市川崎区東扇島 8番

地 

(5)代表者 代表取締役社長 吉住 理 代表取締役社長 黒田 達博 

(6)資本金 8,415 百万円 2,000 百万円 

(7)発行済株式数 124,435,000 株 4,000,000 株 

(8)純資産 20,959 百万円 2,240 百万円 

(9)総資産 95,185 百万円 6,799 百万円 

(10)決算期 12 月 31 日 12 月 31 日 

(11)従業員数 466 名 20 名 

(12)主な事業所 本社（神奈川県川崎市） 川崎事業所（神奈川県川崎市） 

(13)主要取引先 昭和シェル石油株式会社 昭和シェル石油株式会社、東亜石

油株式会社 

(14)大株主及び持

株比率 

昭和シェル石油株式会社 50.1% 昭和シェル石油株式会社 52.0% 

東亜石油株式会社    48.0% 

(15)主要取引銀行 みずほコーポレート銀行、三菱東

京ＵＦＪ銀行、住友信託銀行、三

井住友銀行、新生銀行 

みずほコーポレート銀行、みずほ

銀行 

(16)当事会社間の

関係 

資本的関係 存続会社は、合併の時点では消滅会社の発行済株式の

総数を所有しております。（前記の株式譲渡により存

続会社は消滅会社の完全親会社となります。） 



- 4 - 

人的関係 存続会社は、消滅会社に役員及び従業員を派遣してお

ります。 

 

取引関係 存続会社は、消滅会社に原油・製品の保管の委託を行

っております。 

 

 最近 3年間の業績 

（単位：百万円） 

 東亜石油株式会社 東扇島オイルターミナル株式会社 

  平成 17 年

3 月期 

平成 18 年

3 月期 

平成 18 年

12 月期 

平成 16 年

12 月期 

平成 17 年

12 月期 

平成 18 年

12 月期 

売上高 25,554 26,145 21,860 1,879 1,756 1,821 

営業利益 1,923 1,210 2,263 7 78 △15 

経常利益 1,756 1,180 2,096 14 92 △8 

当期純利益 1,039 756 1,016 5 101 7 

1 株当たり当

期純利益(円) 
10.35 6.85 8.17 1.31 25.39 1.85 

1 株当たり配

当金(円) 
4.00 4.00 3.00 － － － 

1 株当たり純

資産(円) 
130.96 167.37 168.46 532.98 558.37 560.07 

 （注）東亜石油株式会社は、平成 18 年度から決算日を 12 月 31 日に変更しております。 

 

 

５．合併後の状況 

(1)商号 東亜石油株式会社 

(2)事業内容 石油精製事業 

(3)本店所在地 神奈川県川崎市川崎区水江町 3番 1号 

(4)代表者の役職・

氏名 

代表取締役社長 吉住 理 

(5)資本金 8,415 百万円 

(6)純資産 20,959 百万円 

(7)総資産 合併による総資産への影響は現在精査

中であります。 

(8)決算期 12 月 31 日 

(9)合併による業績

への影響の見通し 

本合併による東亜石油の業績への影響

は軽微な見込みであります。 

 

 

以 上 


