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LPガス元売事業統合に向けた子会社の準備状況に関するお知らせ 

 

  当社は、2014 年 8月 5 日付「LP ガス元売事業の統合契約締結に関するお知らせ」及び本日

開示の 2014年 12月 12日付 「ＬＰガス元売事業統合に向けた準備開始に関するお知らせ」のと

おり、コスモ石油株式会社（以下、「コスモ石油」といいます。）、住友商事株式会社（以下、「住友

商事」といいます。）および東燃ゼネラル石油株式会社（以下、「東燃ゼネラル」といいます。）との

間でＬＰガス元売事業の統合（以下、「本事業統合」といいます。）について合意しており、各社は

それぞれ、2015年 4月 1日を統合期日とする本事業統合を実行すべく準備を進めております。 

本事業統合の一環として、当社の連結子会社であります株式会社エネサンスホールディングス

（昭和シェル 51%、住友商事 49%出資により 2008 年に設立。以下、「エネサンス」といいます。）

においても、同社が行う LP ガス卸売事業について統合を進めておりますので、上記開示に関連

する事項として、現在のエネサンスの LPガス卸売事業の統合に関する経過の状況についてお知

らせいたします。 

本事業統合は、上記お知らせに記載する各社の承認ならびに関係当局の承認等が得られるこ

とを条件として実施する予定です。 

 

記 

１．会社分割の目的 

上記、本事業統合の一環として、エネサンスにおいても、後記日程で、2015年 4月 1日を

統合期日とする本事業統合を実行すべく準備を進めており、エネサンスにおいても、エネサ

ンスの LPガス卸売事業を分割してコスモ石油ガスに承継いたします。 

4社グループが行う本事業統合により、一貫体制を構築することにより、我が国トップクラ

スの LPガス元売会社を目指します。それを達成するため、 

(1) 国内の LPガスの安定供給を図り、特約店様とのパートナーシップの強化を図ります 

(2) 物流効率の向上、重複コストの低減および業務の効率化等を進めます 

(3) 業務の効率化と販売チャネルの多様化を図ります 



(4) 調達先・調達方法の多様化を図って調達価格を低減するとともに、グローバルな海外ト

レーディング事業を積極的に展開し、競争力のある会社にします 

 

２．会社分割の要旨 

 (1) 会社分割の日程 

エネサンス 

分割決議取締役会 2014年 11月 28日(承認決議致しました) 

分割契約締結 2014年 12月 18日（予定） 

分割承認株主総会 2014年 12月 26日（予定） 

分割期日（効力発生日） 2015年 4月 1日（予定） 

コスモ石油ガス 

分割決議取締役会 2014年 12月 5日（承認決議致しました） 

分割承認株主総会 2014年 12月 18日（予定） 

分割契約締結 2014年 12月 18日（予定） 

分割期日（効力発生日） 2015年 4月 1日（予定） 

  

 

 (2) 会社分割の方式 

エネサンスを分割会社とし、コスモ石油ガスを承継会社とする吸収分割です。 

 

 (3) 会社分割に係る株式の割当て 

承継会社は、本会社分割に際して、普通株式 3,600株をエネサンスに割り当てます。 

エネサンスは、ＬＰガス元売事業の統合としてエネサンスが有するLPガス卸売事業をコス

モ石油ガスに承継し、コスモ石油ガスから対価として株式 3,600株が交付されます。エネ

サンスはその株式を配当財産として、エネサンスの株主である当社および住友商事株式

会社に対し剰余金の配当を行い、当社はコスモ石油ガスの株式 1,836株を受領いたしま

す。その結果、最終的に、当社は、コスモ石油ガスが発行する株式を合計 20,000株保有

することとなります。 

       

 (4) 会社分割に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 

エネサンスは新株予約権および新株予約権付社債を発行しておりません。 

 

 (5) 会社分割により増減する資本金 

本会社分割による資本金の増減はありません。 

 

 (6) 承継会社が承継する権利義務 



承継会社は、本会社分割に際して、LPガス元売事業を遂行する上で必要と判断される当

該事業に係る資産、負債、契約上の地位その他の権利義務を承継します。 

 

 (7) 債務履行の見込み 

本会社分割において、承継会社が負担すべき債務については、履行の見込みに問題が

ないものと判断しております。 

 

３．会社分割に係る割当ての内容の算定の考え方 

コスモ石油、住友商事、東燃ゼネラルおよび当社は、本事業統合において、各社が交付を受

ける株式数の公平性・妥当性を確保する一貫として、デロイトトーマツファイナンシャルアドバ

イザリー株式会社に対し、各社が保有し、コスモ石油ガスへ承継させる LPガス元売事業の

事業価値評価を依頼しました。コスモ石油、昭和シェル、住友商事及び東燃ゼネラルは、か

かる事業価値評価の結果も参考に、各社がコスモ石油ガスへ承継させる事業のキャッシュフ

ロー、現金を含む承継資産及び負債等に基づき、それぞれの事業価値について慎重に協議

を重ね、各社に交付される株式の数が本事業統合によりコスモ石油ガスに承継される各社

の事業及び資産・負債の価値に見合うものとして合意しました。本件吸収分割においてコス

モ石油ガスが当社に交付する株式の数（エネサンス分を含む）についても、上記プロセスを

経て決定したものであり、相当であると判断しております。 

 

４．分割当事会社の概要 

 分割会社 

（2014年 12月 1日現在） 

承継会社 

（2014年 9月 30日現在） 

(1) 商   号 株式会社エネサンスホールディ

ングス 

コスモ石油ガス株式会社 

(2) 本店所在地 東京都港区浜松町一丁目 29番

6号 

東京都港区芝五丁目 29番 14

号 

(3) 代表者の役職・氏

名 

代表取締役会長兼社長 

小林 中 

代表取締役社長 

石野 雅義 

(4) 事業内容 液化石油ガスの販売並びに液

化石油ガス及び関連商品を販

売する子会社の管理・グループ

の戦略立案に関する事業 

液化石油ガス等の製造、貯

蔵、輸送、販売および輸出入 

(5) 資 本 金 115.8百万円 11,000百万円 

(6) 設立年月日 2002年 8月 1日 1986年 6月 19日 

(7) 発行済株式総数 41,394株 20,000株 

(8) 決 算 期 12月 31日 3月 31日 



(9) 大株主および 

   持株比率 

昭和シェル石油 51% 

住友商事 49% 

コスモ石油 100% 

 

(10) 分割会社の直前事業年度の業績（連結） 

 決 算 期  2013年 12月期 2014年 3月期 

 総 資 産  32,849百万円 47,094百万円 

 純 資 産  7,808百万円 4,894百万円 

 1 株 当 たり純 資 産 188,641円 489,480円 

 売 上 高  108,220百万円 84,751百万円 

 営 業 利 益 1,962百万円 1,476百万円 

 経 常 利 益 2,423百万円 1,595百万円 

 当 期 純 利 益  1,503百万円 1,521百万円 

 1株当たり当期純利益  36,331円 152,141円 

 

５．分割する事業部門の概要 

 (1) 分割する事業の内容 

LPガス卸売事業 

 

 (2) 分割する事業の経営成績 （平成 25年 12月期） 

 分割事業 (a) 当社実績（連結） (b) 比率 (a/b) 

売 上 高 55,766百万円 2,953,808百万円 1.88% 

 

 (3) 分割する資産、負債の項目および金額 （予定） 

資  産 負  債 

 流動資産 139百万円  流動負債 180百万円 

 固定資産 ＿    円  固定負債 191百万円 

  合 計 139百万円   合 計 371百万円 

 

６．会社分割後の当事会社の状況（予定） 

 分割会社 承継会社(注１) 

(1) 商   号 株式会社エネサンスホールディ

ングス 

コスモ石油ガス株式会社(注

2) 

(2) 本店所在地 東京都港区浜松町一丁目 29 番

6号 

東京都港区芝五丁目29番14

号(注 2) 

(3) 代表者の役職・氏 代表取締役会長兼社長 代表取締役社長  山本一徳 



名 小林 中 (注 3) 

(4) 事業内容 LPガスの販売並びに LPガス及

び関連商品を販売する子会社の

管理・グループの戦略立案に関

する事業 

LP ガスの製造、貯蔵、輸送、

売買および輸出入等 

(5) 資 本 金 115.8百万円 11,000百万円 

(6) 決 算 期 12月 31日 12月 31日(注 4) 

（注１） 会社分割後の承継会社の状況は、本事業統合における全当事者の承認が得られた後の状況を記

載しております。詳細につきましては、2014 年 12 月 12 日付「準備に関するお知らせ」をご覧くださ

い。 

（注 2）分割承継後、2015年 4月 1日に商号および本店所在地を変更する予定 

（注 3） 分割承継後、株主総会を経て 2015年 4月 1日に就任する予定 

   （注 4） 分割承継後、株主総会にて定款変更を決議し、決算期を 12月 31日とする予定 

 

７. 今後の見通し 

本会社分割が連結業績に与える影響は、今後わかり次第、あらためてお知らせします。 

 

（参考）当期連結業績予想(平成 26年 11月 11日公表分）及び前期連結実績 

 連結売上高 連 結 営

業利益 

連 結 経

常利益 

連結当期純

利益 

当期業績予

想 

（平成 26 年

12月期） 

3,020,000

百万円 

30,000

百万円 

30,000

百万円 

20,000 百万

円 

前期実績 

（平成 25 年

12月期） 

2,953,808

百万円 

75,430

百万円 

76,204

百万円 

60,295 百万

円 

 

以 上 

 


