
     ２００９年９月２５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) 
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                                                ＩＲグループマネージャー 四谷 九吾 

電 話 番 号  ０３－３５０２－１１８４ 

 

ENEOS フロンティアの吸収分割に関するお知らせ 

 

 当社（社長：西尾 進路）は、株式会社 ENEOS フロンティア（当社の１００％子会社。

以下「ENEOS フロンティア」という。）との間で、２００９年１１月１日付をもって、吸収分

割により、当社の１００％子会社特約店２社に関して有する権利義務の一部を ENEOS フロン

ティアに承継させることに合意いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 なお、本吸収分割（以下「本吸収分割」という。）は、当社と当社の１００％子会社との

間の吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。 

 

記 
 
１．本吸収分割の目的 

  当社（分割会社）の１００％子会社特約店２社の管理事業を ENEOS フロンティア（分

割承継会社）へ移管することにより、３社の重複する SS ネットワークの再編、競争

力の強化および特約店の本社管理費の削減を進める。 

 

２．本吸収分割の要旨 

（１）本吸収分割の日程         

  ア．吸収分割契約承認取締役会   ２００９年９月２５日（本日） 

  イ．吸収分割契約締結       ２００９年９月２５日（本日） 

  ウ．分割期日（効力発生日）    ２００９年１１月１日（予定） 

       

（２）本吸収分割の方式 

当社を分割会社、ENEOS フロンティアを分割承継会社とする吸収分割とします。 

 

（３）簡易分割 

当社は会社法第７８４条第３項（簡易分割）の規定に基づき、株主総会の承認を得る

ことなく本吸収分割を行ないます。 

 

 

                     1 



 

（４）株式の割当 

ENEOS フロンティアは、本吸収分割に際して、普通株式 500,000 株を発行し、そのす

べてを当社へ割当交付します。 

 

（５）本吸収分割により減少する資本金等 

当社および ENEOS フロンティアにおいて、本吸収分割により減少する資本金等はあり

ません。 

 

（６）債務履行の見込み 

本吸収分割後の当社及びENEOSフロンティアの負担すべき債務の履行については、

それぞれの資産、経営状況から、その確実性に問題はありません。 

     

３．分割会社および分割承継会社の概要（2009 年 3 月末時点） 

 

（1）商号 新日本石油株式会社（分割会社） 株式会社 ENEOS フロンティア（分割承継会社）

（2）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 

石油製品の販売および高圧ガスの製造販売 

車両の修理・整備ならびにそのサービス業 

関連機械器具および自動車用品の販売 

（3）設立年月日 1888 年 5 月 10 日 1949 年 1 月 12 日 

（4）本店所在地 東京都港区西新橋一丁目 3 番 12 号 東京都品川区西五反田八丁目 2番 8号 

（5）代表者 代表取締役社長 西尾 進路 代表取締役社長 津田 直和 

（6）資本金 139,437 百万円 495 百万円 

（7）発行済株式総数 1,464,508 千株 12,500 千株 

（8）純資産 1,016,306 百万円（連結） 18,293 百万円 

（9）総資産 3,969,730 百万円（連結） 61,433 百万円 

（10）決算期 3 月 31 日 3 月 31 日 

（11）大株主及び 

   持株比率 

 

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱

（信託口）       （7.49％）

日本マスタートラスト信託銀行㈱ 

（信託口）       （6.39％）

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱

（信託口４G）      （5.09％）

㈱みずほコーポレート銀行 （3.23％）

三菱商事㈱        （3.10％）

㈱三井住友銀行      （2.76％）

㈱三菱東京 UFJ 銀行    （2.09％）

新日本石油㈱      （100.00％） 
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（12）当事会社間の関係 

  ア．資本関係 

     ㈱ENEOS フロンティアは、新日本石油㈱の 100％出資子会社です。 

イ．人的関係 

   新日本石油㈱の取締役１名（取締役常務執行役員：中村雅仁）が㈱ENEOS 

フロンティアの取締役を兼務しております。 

   新日本石油㈱の監査役１名（常勤監査役：田渕秀夫）が㈱ENEOS フロン 

  ティアの監査役を兼務しております。 

ウ．取引関係 

㈱ENEOS フロンティアは新日本石油㈱から石油製品を購入して販売して 

おります。 

 

４．承継させる権利義務の内容 

（１）承継させる権利義務の概要 

   当社の１００％子会社特約店２社の管理事業に関して有する権利義務 

 

（２）承継させる資産およびその価額 

  ア．資産：当社保有株式 

会社名 本店所在地 代表者 当社議決権保有割合

斐太石油㈱ 岐阜県高山市花里町四丁目 111 番地 代表取締役社長 

石田 善次 

100.0％ 

太平石油㈱ 大阪府守口市八雲中町 3丁目 13 番 51 号 代表取締役社長 

山中 隆俊 

100.0％ 

     

※ 以下、上記２社を総称して「分割対象会社」という。 

 

  イ．帳簿価額：1,335 百万円（2009 年 3 月末時点） 

 

（３）直近決算期における分割対象会社の経営成績 

  ア．売上高合計  24,702 百万円 

  イ．経常利益合計    19 百万円 

  ウ．当期純利益合計  ▲23 百万円 

 

５．本吸収分割後のENEOSフロンティアの状況 

（１）商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金および決算期は変更ありません。 

 

（２）本吸収分割によって、分割対象会社の株式を保有することになり、総資産は増加
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しますが、その増加額は軽微です。 

 

６．本吸収分割後の当社の状況 

   

（１）商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金、総資産および決算期は変更あり

ません。 

 

（２）ENEOS フロンティアは当社 100％出資の連結子会社であるため、連結業績に与える影

響はありません。 

   また、単体業績に与える影響もありません 

以 上 

 

添付資料 

  最近３年間の経営成績及び財政状態 
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＜添付資料＞

＜最近３年間の経営成績及び財政状態＞

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 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期

純資産 1,331,981 1,429,266 1,016,306 786,268 827,253 746,920

総資産 4,385,533 4,594,197 3,969,730 3,071,996 3,233,615 2,868,804

1株当たり
829.64 896.06 627.90 537.11 565.13 511.58

純資産（円）

売上高 6,624,256 7,523,990 7,389,234 5,826,415 6,706,382 6,658,071

営業利益 159,684 263,962 ▲ 312,506 14,445 115,325 ▲ 441,090

経常利益 186,611 275,666 ▲ 275,448 33,101 132,088 ▲ 147,045

当期純利益 70,221 148,306 ▲ 251,613 26,405 85,647 14,723

1株当たり
48.12 101.49 ▲ 172.42 18.06 58.53 10.07

当期純利益（円）
1株当たり

12.00 12.00 20.00
年間配当金（円）

イ．株式会社ENEOSフロンティア （単位：百万円）

単体ベース

決算期 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期

純資産 5,452 7,384 18,293

総資産 34,286 45,851 61,035

1株当たり
436.57 590.76 1,463.45

純資産（円）

売上高 190,931 206,977 319,824

営業利益 373 ▲ 55 ▲ 394

経常利益 647 495 287

当期純利益 ▲ 810 761 ▲ 216

1株当たり
▲ 64.94 60.90 ▲ 17.34

当期純利益（円）
1株当たり
年間配当金（円）

0 0 160


