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2014（平成 26）年 12月 16日 

各 位 

会 社 名：昭和シェル石油株式会社 

（コード：5002 東証第一部） 

代表者名：代表取締役会長グループ CEO  香藤 繁常 

問合せ先：広報部長  中村 知史 

電話番号：03－5531－5793 

 

 

コスモ石油ガスへの会社分割（簡易吸収分割）に関するお知らせ 

 

  当社は、本日開催の取締役会において、2015 年 4 月 1 日を効力発生日として、当社が営む LP ガス元売

事業を会社分割して、コスモ石油ガス株式会社（以下、「コスモ石油ガス」といいます。）に承継することを決議し

ましたので、下記の通りお知らせいたします。 

  本会社分割は、コスモ石油ガスにおける株主総会決議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。 

また、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（以下、「準備に関

するお知らせ」といいます。）」のとおり、本会社分割は、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。）、東燃ゼネラル石油（以下、「東燃ゼネラル」といい

ます。）及び当社で合意した事業統合（以下、「本事業統合」といいます。）の一環として行われるものであり、

「準備に関するお知らせ」に記載する各社の承認が本事業統合の条件となっております。本事業統合の全体ス

キームについては「準備に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

 

記 

１．会社分割の目的 

2014年 8月 5日に開示した「LPガス元売事業の統合契約締結に関するお知らせ」及び「準備に関するお

知らせ」にありますように、当社は、同日、コスモ石油、住友商事および東燃ゼネラルとの間で、本事業統

合に係る統合契約を締結しました。今般、当社は、本統合契約において合意された方針にもとづき LPガ

ス元売事業を分割してコスモ石油ガスに承継することを決定しました。 

 

4社グル―プが行うLPガス元売事業とトレーディング事業を統合し、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) 物流効率の向上と重複コストの低減を進めます 

(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 

 

 

２．会社分割の要旨 

 (1) 会社分割の日程 

分割承認取締役会 2014年 12月 16日 

分割契約締結 2014年 12月 18日（予定） 

分割決議取締役会 2014年 12月 5日（承認決議致しました）（コスモ石油ガス） 

分割承認株主総会 2014年 12月 18日（予定）（コスモ石油ガス） 

分割期日（効力発生日） 2015年 4月 1日（予定） 

 ※ 当社においては、本会社分割は会社法第 784 条第 3 項の規定に基づく簡易分割の要件を満た

すため、株主総会の承認決議を経ずに行います。 

 

 (2) 会社分割の方式 

当社を分割会社とし、コスモ石油ガスを承継会社とする吸収分割（簡易分割）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 18,164株を当社に割り当てます。 

なお、当社は、上記 2014年 12月 12日付「準備に関するお知らせ」ならびに同日付「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」で全体スキームおよび詳細を開示いたしました

通り、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（以下、「エネサンス」といい

ます。）は、本事業統合の一環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。つぎに、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 

当社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。 
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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、東燃ゼネラル及び当社は、本事業統合において、各社が交付を受ける株式数

の公正性・透明性を確保するため、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

価値評価について、上記 4社の求めによる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の

DCF法を基本とする事業価値評価に関する意見を参考に、コスモ石油ガスへ承継す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、市場動向、将来価値等を含め、コスモ石油、住友商事、東燃ゼ

ネラル及び当社の全当事者が昨年 12月発表以来、統合計画発表までの間慎重に確認し、真摯に協議を

重ね、各社に交付される株式数についてお互いに最終合意したものです。 

上記の検討に際しては、その過程において、特に、利害関係を有するものが入らないよう、また、利害

相反になることがないよう十分公平性に配慮し、常に全当事者で確認し公平性を確保しております。 

従いまして、算定書は取得しておりません。 

 

４．分割当事会社の概要 

 分割会社 

（2014年 6月 30日現在） 

承継会社 

（2014年 9月 30日現在） 

(1) 商   号 昭和シェル石油株式会社 コスモ石油ガス株式会社 

(2) 本店所在地 東京都港区台場二丁目 3番 2号 東京都港区芝五丁目 29番 14号 

(3) 代表者の役職・氏

名 

代表取締役会長グループ CEO  香

藤 繁常 

代表取締役社長   石野 雅義 

(4) 事業内容 原油・石油製品の輸入、輸送、精製、

貯蔵、販売を中心とした石油事業、エ

ネルギーソリューション事業（太陽電

池、電力）等 

LP ガス等の製造、貯蔵、輸送、

販売および輸出入 

(5) 資 本 金 34,197百万円 11,000百万円 

(6) 設立年月日 1942年 8月 1日 1986年 6月 19日 

(7) 発行済株式数 376,850,400株 20,000株 

(8) 決 算 期 12月 31日 3月 31日 

(9) 従業員数 953名 60名 

(10) 主要取引先 ｻｳｼﾞ･ｱﾗﾋﾞｱﾝ･ｵｲﾙ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ 

ｼｪﾙ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｲｰｽﾀﾝ･ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 

コスモ石油株式会社 

(11) 主要取引銀行 株式会社みずほ銀行 

株式会社三菱東京 UFJ銀行 

株式会社三井住友銀行 

株式会社みずほ銀行 

株式会社三菱東京 UFJ銀行 

 

(12) 大株主および 

   持株比率 

ｻﾞ･ｼｪﾙ･ﾍﾟﾄﾛﾘｳﾑ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ 

33.24% 

ｱﾗﾑｺ･ｵｰﾊﾞｰｼｰｽﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ・ﾋﾞｰ･ｳﾞｨ 

14.96% 

コスモ石油          100% 
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日 本 ﾏ ｽ ﾀ ｰ ﾄ ﾗ ｽ ﾄ 信 託 銀 行 

                     4.09% 

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行   3.17% 

ｻﾞ･ｱﾝｸﾞﾛｻｸｿﾝ･ﾍﾟﾄﾛﾘｳﾑ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ﾘﾐﾃ

ｯﾄﾞ                       1.80% 

(13) 分割当事会社の

関係 

資本関係、人的関係、資本取引、関連当事者については該当ございませ

ん。尚、LP ｶﾞｽのﾊﾞｰﾀｰ取引がありますが、取引金額は極めて軽微でござ

います。 

(14) 最近 3年間の財政状態、経営成績（単位：百万円。特記しているものを除く） 

 昭和シェル（連結） コスモ石油ガス㈱ 

2011年 

12月期 

2012 年 

12月期 

2013 年 

12月期 

2012 年 

3月期 

2013 年 

3月期 

2014 年 

3月期 

純 資 産  279,152 273,783 325,352 5,168 3,342 4,894 

総 資 産 1,208,442 1,233,193 1,295,831 48,400 46,694 47,094 

1 株当たり純資産（円） 679.37 663.33 798.17 516,804 334,248 489,480 

売 上 高  2,771,418 2,629,261 2,953,808  90,108 95,269 84,751 

営 業 利 益 60,288 14,697 75,430  △632 △1,289 1,476 

経 常 利 益 61,807 12,674 76,204 △783 △1,283 1,595 

当 期 純 利 益  23,110 1,013 60,295 96 △1,805 1,521 

1 株当たり当期純利益（円） 61.36 2.69 160.09 9,656 △180,510 152,141 

1株当たり配当金（円） 18 18 36 2,896 ＿ ＿ 

 

５．分割する事業部門の概要 

 (1) 分割する事業の内容 

LPガス元売事業 

 

 (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 150,766百万円 2,953,808百万円 5.1% 

 

 (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 25,960百万円  流動負債 13,616百万円 

 固定資産 5,951百万円  固定負債 534百万円 

  合 計 31,911百万円   合 計 14,151百万円 

 

６．会社分割後の当事会社の状況（予定） 
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 分割会社 承継会社（注１） 

(1) 商   号 昭和シェル石油株式会社 コスモ石油ガス株式会社 (注 2) 

(2) 本店所在地 東京都港区台場二丁目 3番 2号 東京都港区芝五丁目 29番 14号

(注 2) 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役会長グループ CEO 

香藤 繁常 

代表取締役社長 山本一徳 (注 3) 

(4) 事業内容 原油・石油製品の輸入、輸送、精

製、貯蔵、販売を中心とした石油事

業、エネルギーソリューション事業

（太陽電池、電力）等 

液化石油ガスの製造、貯蔵、輸

送、売買および輸出入等 

(5) 資 本 金 34,197百万円 11,000百万円 

(6) 決 算 期 12月 31日 12月 31日(注 4) 

(7) 純 資 産 307,824百万円 40,265百万円 

(8) 総 資 産 1,263,781百万円 116,375百万円 

（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. 会計処理の概要 

本会社分割は、該当することが見込まれる会計上の分類は共同支配企業の形成でございます。なお、計

上すべきのれんは予定されておりません。 

 

８. 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 


