
 

     ２００８年７月３１日 

各  位 

会 社 名   新日本石油株式会社 

代表者名     代表取締役社長 西尾 進路 

                          (コード番号５００１ 東・大・名証第１部、福、札) 

              問合せ先   経営管理第 1 本部ＩＲ部 

                                                ＩＲグループマネージャー 四谷 九吾 

電 話 番 号  ０３－３５０２－１１８４ 

 

九州石油との分割契約および合併契約の締結について 

 

 当社（社長：西尾 進路）は、２００８年１０月１日付で九州石油株式会社（以下「九

石」という。本社：東京都千代田区、社長：木原誠）と経営統合（以下「本経営統合」とい

う。）を行うことを公表しておりますが、本日開催の取締役会において、新日本石油精製株

式会社（当社の１００％出資子会社。以下「新日精」という。）・九石間の分割契約の締結

および当社・九石間の合併契約の締結について決議しましたので、下記のとおりお知らせい

たします。 

記 
 
１．目 的 

  現在の我が国石油産業を取り巻く環境は、原油価格高騰に伴う燃料費負担の上昇、燃料

転換・省エネの進行に伴う燃料油内需の減少等により非常に厳しいものとなっております。     

このような中で、強靭な企業基盤の確立と国内における競争力の一層の強化を図り、併

せて、経済成長が著しく需要の着実な増加が見込めるアジア・環太平洋地域において石

油製品・石油化学製品事業を拡大するためには、本経営統合が不可欠であると判断い

たしました。 

 

２．本経営統合の概要 

（１）当社は、本経営統合に先立ち、2008 年 8 月下旬（予定）に、九石を 100％出資子会社

化いたします。 

（２）その後、2008 年 10 月 1 日に、次の方法により統合いたします。 

ア．九石は、大分製油所における石油製品等の製造事業およびこれに付帯関連する

事業を分割して、これを新日精が承継します。 

イ．当社は、上記２．（２）ア．記載の分割後に、九石と合併いたします。 

 

３．分割の要旨 

（１）分割の日程 

ア．九石における分割契約承認取締役会の開催日  2008 年 7 月 25 日 



イ．新日精における分割契約承認取締役会の開催日 2008 年 7 月 30 日 

  ウ．分割契約の締結日              2008 年 7 月 31 日（本日） 

  エ．九石における分割契約承認株主総会の開催日  2008 年 9 月中旬 （予定） 

  オ．分割期日                  2008 年 10 月 1 日（予定） 

（２）分割の方法 

   九石の大分製油所における石油製品等の製造事業およびこれに付帯関連する事

業を分割のうえ、これを新日精が承継します。 

（３）簡易分割 

   新日精は、会社法第 796 条第 3項の定めに基づき、新日精の株主総会において分

割契約の承認を得ることなく分割を行います。 

（４）交付株式その他の対価 

   新日精は分割に際して株式その他の対価を交付しません。 

 

４．分割後の状況 

新日精の商号、事業内容、本店所在地、代表者の役職・氏名および決算期は変更あ 

りません。 

 

５．合併の要旨 

（１）合併の日程 

  ア．九石における合併契約承認取締役会の開催日 2008 年 7 月 25 日 

  イ．当社における合併契約承認取締役会の開催日 2008 年 7 月 31 日（本日） 

ウ．合併契約の締結日             2008 年 7 月 31 日（本日） 

  エ．合併期日                 2008 年 10 月 1 日（予定） 

（２）合併の方法 

   当社が存続会社となり、九石が消滅会社となります。 

（３）簡易合併・略式合併 

   当社は、会社法第 796 条第 3 項の定めに基づき、当社の株主総会において合併契

約の承認を得ることなく合併いたします。 

   また、九石は、会社法第 784 条第 1 項の定めに基づき、九石の株主総会において

合併契約の承認を得ることなく合併いたします。 

（４）交付株式その他の対価 

   当社は、合併に先立ち、2008 年 8 月下旬に九石を 100％出資子会社化する予定で 

あるため、合併に際して株式その他の対価を交付しません。 

（５）当社は、合併の際に、上記３．の分割後に九石が有する資産、負債等を引き継ぐ

ことになります。 

 

６．合併後の状況 

当社の商号、事業内容、本店所在地、代表者の役職・氏名、資本金および決算期は

変更ありません。 



なお、経営統合が当社の連結業績に与える影響その他の未定事項につきましては、確定

し次第公表いたします。 

以 上 
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添付資料１

＜新日本石油株式会社  概要＞

商　号 新日本石油株式会社

設立年月日 1888年 5月 10日

本店所在地 東京都港区西新橋一丁目3番12号

代表者 代表取締役社長　西尾 進路

資本金 1,394億円

事業内容 石油製品の精製・販売、ガスの輸入・販売、電力の発電・販売

大株主
（2008年3月末現在）

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行㈱信託口（4.5％）、日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行㈱信託口（4.4％）

㈱みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行（3.2％）､三菱商事㈱（3.1％）、㈱三井住友銀行（2.8％）

㈱三菱東京UFJ銀行（2.1％）、東京海上日動火災保険㈱（2.0％）

従業員数
(2008年3月末現在)

4,687名 (新日本石油・新日本石油精製)

決算期 3月

純資産
(2008年3月期)

 (単体）　 8,273億円　　（連結）1兆4,293億円

総資産
(2008年3月期)

 (単体）3兆2,336億円　　（連結）4兆5,942億円

売上高
(2008年3月期)

 (単体）6兆7,064億円　　（連結）7兆5,240億円

経常利益
(2008年3月期)

 (単体） 　1,321億円　　（連結）　 2,757億円

＜新日本石油精製株式会社  概要＞

商　号 新日本石油精製株式会社

設立年月日 1951年10月 1日

本店所在地 東京都港区西新橋一丁目3番12号

代表者 代表取締役社長　大野　博

資本金 50億円

事業内容 石油製品の精製・販売、電力の発電・販売

大株主
（2008年3月末現在）

新日本石油㈱（100.0％）

従業員数
(2008年3月末現在)

4,687名 (新日本石油・新日本石油精製)

決算期 3月

純資産
(2008年3月期)

 (単体）2,800億円

総資産
(2008年3月期)

 (単体）6,318億円

売上高
(2008年3月期)

 (単体）2,193億円

経常利益
(2008年3月期)

 (単体） 　41億円

＜九州石油株式会社  概要＞

商　号 九州石油株式会社

設立年月日 1960年 12月 20日

本店所在地 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

代表者 代表取締役社長　木原　誠

資本金 63億円

事業内容 石油製品の製造・販売、芳香族製品の製造・販売、電力の卸供給

大株主
（2008年3月末現在）

新日本製鐵㈱（36.0％）、昭和電工㈱（10.0％）、新日本石油㈱（10.0％）、丸紅㈱（10.0％）

三井物産㈱（10.0％）、九州電力㈱（7.1％）、伊藤忠商事㈱（5.0％）

㈱みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行（5.0％）、㈱みずほ銀行（5.0％）

従業員数
(2008年3月末現在)

567名

決算期 3月

純資産
(2008年3月期)

（単体）　828億円

総資産
(2008年3月期)

（単体）2,731億円

売上高
(2008年3月期)

（単体）8,335億円

経常利益
(2008年3月期)

（単体） 　78億円



添付資料２

＜最近３決算期間の業績＞

ア．新日本石油株式会社 （単位：百万円）

連結ベース 単体ベース

決算期 2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期

売上高 6,117,988 6,624,256 7,523,990 5,177,713 5,826,415 6,706,382

営業利益 303,930 159,684 263,962 84,519 14,445 115,325

経常利益 309,088 186,611 275,666 93,639 33,101 132,088

当期純利益 166,510 70,221 148,306 74,504 26,405 85,647

1株当たり
114.08 48.12 101.49 50.97 18.06 58.53

当期純利益（円）
1株当たり

12.00 12.00 12.00
年間配当金（円）
1株当たり

775.62 829.64 896.06 516.50 537.11 565.13
純資産（円）

イ．新日本石油精製株式会社 （単位：百万円）

単体ベース

決算期 2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期

売上高 3,292,954 214,269 219,341

営業利益 82,269 2,923 3,957

経常利益 83,561 1,474 4,143

当期純利益 48,626 7,078 3,169

1株当たり
972.53 141.58 63.38

当期純利益（円）
1株当たり

0 0 0
年間配当金（円）
1株当たり

5,385.91 5,556.89 5,600.67
純資産（円）

ウ．九州石油株式会社 （単位：百万円）

単体ベース

決算期 2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期

売上高 613,610 726,185 833,455

営業利益 14,338 7,428 7,251

経常利益 15,510 8,725 7,756

当期純利益 7,489 5,573 4,189

1株当たり
59.44 44.23 33.28

当期純利益（円）
1株当たり

8 8 8
年間配当金（円）
1株当たり

597.00 650.86 657.72
純資産（円）

＜当事会社間の関係＞

ア．資本関係  新日石は九石株式の10％を保有しております。

イ．人的関係　新日石の取締役１名（代表取締役会長：渡文明）が、九石の取締役を兼務しております。

ウ．取引関係　新日石は九石から石油製品を購入しているほか、両社は物流分野でバーター取引を実施

　　　　　　　しております。


