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株式会社イエローハットと出光興産株式会社の業務･資本提携に関するお知らせ 

 
株式会社イエローハット（以下「イエローハット」といいます。）と出光興産株式会社（以下

「出光興産」といいます。）は、本日開催の両社の取締役会において、以下のとおり、業務･資本

提携（以下「本提携」といいます。）を行うことを決議し、本日付で本提携に関する契約を締結

いたしましたので、下記の通りお知らせ致します。 

 

１．本提携の理由 

イエローハットは、主力事業である自動車用品販売事業において、競争激化するカーアフ

ターマーケットにおけるグループシェア拡大を図るべく、新規出店および卸売事業の拡大を

進めておりますが、今後も継続的な業務拡大を図るにあたり、新店舗の開発や機能子会社の

株式会社ジョイフル（本社：宮城県黒川郡富谷町、社長：佐藤 和幸）による卸売事業の拡

大を指向しておりました。 

一方、出光興産では、今後の省燃費自動車や電気自動車の普及に伴い、系列石油販売会社

の燃料油以外での収益確保を自動車用品卸販売子会社アポロリテイリング株式会社（本社：

東京都中央区、社長：田中 則男、以下「アポロリテイリング」といいます。）と共に進めて

まいりましたが、国内石油需要の減少の加速化､カーアフターマーケットの競争激化により、

さらなる業務改革や商品開発の必要性を認識しておりました。 

このような中、平成23年 11月 21日付「㈱イエローハットと出光興産㈱の提携協議に関

する基本合意のお知らせ」にて発表致しましたとおり、イエローハットとアポロリテイリン

グにて仕入の共同化や新商品の開発、新店舗の共同開発を進めることで大きなメリットが生

じると判断致し、自動車用品の卸販売、店舗販売および商品開発にかかわる提携協議を進め

てまいりました。 

その後も、両社で協議を重ねた結果、出光興産がイエローハットの株式を取得することで

両社の関係をより強固なものとし、スピード感を持って効果的な業務提携を進めていくこと

ができるとの判断に至り、本日、本提携に関する契約を締結することで合意致しました。 

今後、イエローハットと出光興産はアポロリテイリングを通じて、消費者によりリーズナ

ブルな価格での商品提供ができるように、共同仕入の実施によるスケールメリットの追求に

よりコスト削減を図る一方で、イエローハットの持つ卸売の機能・ノウハウを活用し、出光

系列４，０００店舗のサービスステーション（以下「出光ＳＳ」といいます。）を対象に直

送体制の構築を進めていきます。 

さらに、イエローハットの業界トップクラスの事業者として培ってきた商品供給や店舗運

営のノウハウと出光興産が展開する全国各地の出光ＳＳの販売ネットワーク及び相互のブ

ランド力等を持ち寄り、消費者のニーズにあった新商品やサービスの開発を検討していくと

ともに、新たな販売チャネルへの展開にも取り組んでいく予定です。両社における年間取扱

取引高につきましては、当初３年を目処に約１００億円を目指してまいります。 

 
 



    
 
 

２．本提携の内容等 

（１）業務提携の内容 

イエローハットと出光興産はアポロリテイリングを通じて、主に以下の分野において業

務提携を行い、両社の業務拡大並びに企業価値の向上に努めてまいります。 

①商品の共同仕入れ及び出光ＳＳへの新たな商流の構築 

②新商材・サービスの開発 

③自動車用品卸売事業の拡大 

④相互顧客に対する便益供与 

⑤人材教育システムの有効活用 

 

（２）資本提携の内容 

出光興産は、本提携に際して、イエローハット普通株式１，２４８，１００株を有限会

社中原商事および個人株主２名から譲り受ける予定です。本株式譲り受けにより、出光興

産は、イエローハット普通株式１，２４８，１００株を取得することとなり、イエローハ

ット発行株式総数２４，９６１，５７３株（平成２３年９月３０日現在）に対する割合は

５．００％となります。取得価額は１，７２２百万円を予定しております。 

 

３．両社の概要 

（１） 名称 株式会社イエローハット 出光興産株式会社 

（２） 所在地 
東京都中央区日本橋馬喰町一丁目

４番１６号 

東京都千代田区丸の内三丁目 1 番

1号 

（３） 
代 表 者 の 役

職・氏名 
代表取締役社長 堀江 康生 代表取締役社長 中野 和久 

（４） 事業内容 
自動車用部品及びカーアクセサリ

ーの販売（卸売及び小売） 

石油精製並びに油脂製造、販売 

石油化学製品の製造、販売 

（５） 資本金 １５，０７２百万円 １０８，６０６百万円 

（６） 設立年月日 １９６２年３月１５日 １９４０年３月２０日 

（７） 

大株主及び 

持株比率 

(平成23年 9月

末日現在) 

有限会社幸栄企画 12.41％ 日章興産株式会社 16.95％

イエローハット共和会 4.27％ 公益財団法人 

出光文化福祉財団 

7.75％

有限会社中原商事 4.19％ 公益財団法人 

出光美術館 

5.00％

日本トラスティ・サー

ビス信託銀行株式会社

（信託口） 

4.02％ 出光興産社員持株会 4.40％

鍵山 幸一郎 3.61％ 日本マスタートラスト

信託銀行株式会社（信

託口） 

3.58％

（８） 

上場会社と 

当該会社との

間の関係 

資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 記載すべき重要な取引はありません。 

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 

 



    
 

 

（９） 両社の最近３年間の連結経営成績及び連結財務状況 

 

イエローハット（連結） 

決算期 平成 21年 3月 平成 22年 3月 平成 23年 3月 

連結純資産 34,025百万円 35,611百万円 38,072百万円

連結総資産 82,354百万円 81,425百万円 74,223百万円

1株当たり連結純資産 1,397.34円 1,462.39円 1,589.96円

連結売上高 89,614百万円 90,589百万円 95,178百万円

連結営業利益 279百万円 2,362百万円 4,700百万円

連結経常利益 999百万円 2,975百万円 5,191百万円

連結当期純利益 △625百万円 1,648百万円 2,910百万円

1 株当たり連結当期純

利益 
△25.70円 67.71円 120.31円

1株当たり配当金 12.00円 10.00円 18.00円

出光興産（連結） 

決算期 平成 21年 3月 平成 22年 3月 平成 23年 3月 

連結純資産 467,190百万円 497,286百万円 540,880百万円

連結総資産 2,289,809百万円 2,476,142百万円 2,517,849百万円

1株当たり連結純資産 11,079.25円 11,741.64円 12,864.75円

連結売上高 3,798,489百万円 3,112,305百万円 3,659,301百万円

連結営業利益 102,411百万円 44,462百万円 128,771百万円

連結経常利益 89,289百万円 30,387百万円 128,015百万円

連結当期純利益 3,323百万円 5,977百万円 60,683百万円

1 株当たり連結当期純

利益 
83.11円 149.48円 1,517.45円

1株当たり配当金 150.00円 150.00円 200.00円

 

４．日程 

（１）取締役会の決議（両社） 平成 24年 4月 3日 

（２）本提携に関する契約締結 平成 24年 4月 3日 

（３）出光興産によるイエローハット株式の取得 平成 24年 4月 4日（予定） 

 

５．今後の見通し 

両社の平成24年 3月期の業績に与える影響はありません。平成25年 3月期以降の業績に

与える影響につきましては現在精査中であり、開示すべき重要事実の発生が明らかになった

場合は、判明次第速やかにお知らせいたします。 

 

以上 



    
 

 

【ご参考】 

株式会社ジョイフルの概要 

（１） 名称 株式会社ジョイフル 

（２） 所在地 宮城県黒川郡富谷町成田９－２－３ 

（３） 代表者の役職・ 
氏名 

代表取締役 佐藤 和幸 

（４） 事業内容 自動車用品の製造及び卸売 

（５） 資本金 ７２百万円（イエローハット１００％出資） 

（６） 設立年月日 １９７７年３月１７日 

（７） 売上高 ２,１３０百万円（平成２３年２月期） 

 

アポロリテイリング株式会社の概要 

（１） 名称 アポロリテイリング株式会社 

（２） 所在地 東京都中央区新富二丁目１５番５号 

（３） 代表者の役職・ 
氏名 

代表取締役社長 田中 則男 

（４） 事業内容 

自動車部品・用品及び設備機器類の販売、飲食品の販売、 

生活関連商品の販売、ガソリンスタンド設備・事務機器類のリース

カーケア販売コンサルティング、教育・研修 

（５） 資本金 ４００百万円（出光興産１００％出資） 

（６） 設立年月日 １９６１年１０月２日 

（７） 売上高 １９,４０１百万円（平成２３年３月期） 

 


