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 会社名： 東燃ゼネラル石油株式会社 

 代表者名： 代表取締役社長 武藤 潤 
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 問合せ先： ＥＭＧマーケティング合同会社 

  広報ＣＳＲ統括部 

 電話番号： 03-6713-4400 

 

 

統合持株会社および統合エネルギー会社の取締役・監査役人事その他の事項について 

 

 

 ＪＸホールディングス株式会社（以下「ＪＸＨＤ」）と東燃ゼネラル石油株式会社（以下「東燃ゼネラル」）とは、

2016年 8月 31日付で経営統合契約等を締結し、2017年 4月 1日（以下「経営統合日」）の経営統合に向

けた準備を鋭意進めております。 

今般、両社は、統合持株会社である「ＪＸＴＧホールディングス株式会社」および統合エネルギー会社であ

る「ＪＸＴＧエネルギー株式会社」の経営統合日付の取締役・監査役の人事について内定し、これを受けて、

本日開催のＪＸＨＤの取締役会において、臨時株主総会に取締役・監査役の追加選任議案を付議すること

を決定するとともに、ＪＸエネルギー株式会社（以下「ＪＸＥ」。本社：東京都千代田区大手町一丁目1番2号、

代表取締役社長：杉森 務）の取締役・監査役の人事を決定いたしました（下記１．）。 

さらに、経営統合契約の定めに従い、本日開催のＪＸＨＤの取締役会の決議に基づき、ＪＸＨＤとＪＸＥとの

間で吸収分割契約を締結し（下記２．）、また、ＪＸＨＤの商号を「ＪＸＴＧホールディングス株式会社」に変更す

るため、ＪＸＨＤの臨時株主総会に定款変更議案を付議することを決定しました（下記３．）ので、これらにつ

いて、下記のとおり、お知らせいたします。 

なお、2016年8月31日にお知らせいたしました「ＪＸホールディングス株式会社と東燃ゼネラル石油株式

会社との経営統合契約等の締結について」の「５．本経営統合後の状況（統合持株会社および統合エネル

ギー会社の概要」中の記載事項に変更が生じました（下記４．）ので、併せてお知らせいたします。 

   

記 
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１．ＪＸＨＤ（経営統合日付でＪＸＴＧホールディングス（株）に商号変更予定）およびＪＸＥ（経営統合日付でＪＸＴＧ

エネルギー（株）に商号変更予定）の取締役・監査役人事について 

(1) ＪＸＨＤの取締役追加選任候補者  

日 付 氏 名 現 新 

2017年 4月 1日 武藤 潤 
東燃ゼネラル石油（株） 

代表取締役社長 

ＪＸＴＧホールディングス（株） 

代表取締役 

副社長執行役員 

2017年 4月 1日 小野田 泰 
東燃ゼネラル石油（株） 

専務取締役 

ＪＸＴＧホールディングス（株） 

取締役 

常務執行役員 

2017年 4月 1日 廣瀬 隆史 

東燃ゼネラル石油（株） 

代表取締役副社長 

ＥＭＧマーケティング合同会社 

社長 

ＪＸＴＧホールディングス（株） 

取締役（非常勤） 

ＪＸＴＧエネルギー（株） 

代表取締役 

副社長執行役員 

2017年 4月 1日 宮田 賀生 

東燃ゼネラル石油（株） 

社外取締役 

元 パナソニック（株）代表取締役

専務 

ＪＸＴＧホールディングス（株） 

社外取締役 

 

(2) ＪＸＨＤの監査役追加選任候補者 

日 付 氏 名 現 新 

2017年 4月 1日 桑野 洋二 
東燃ゼネラル石油（株） 

監査役 

ＪＸＴＧホールディングス（株） 

常勤監査役 

2017年 4月 1日 髙橋 伸子 

東燃ゼネラル石油（株） 

社外監査役 

生活経済ジャーナリスト 

ＪＸＴＧホールディングス（株） 

社外監査役 

 

(3) ＪＸＥの取締役人事 

 ① 新任取締役 

日 付 氏 名 現 新 

2017年 4月 1日 廣瀬 隆史 

東燃ゼネラル石油（株） 

代表取締役副社長 

ＥＭＧマーケティング合同会社 

社長 

ＪＸＴＧエネルギー（株） 

代表取締役 

副社長執行役員 

2017年 4月 1日 有重 哲 
ＪＸ不動産（株） 

代表取締役社長 

ＪＸＴＧエネルギー（株） 

取締役 

副社長執行役員 

2017年 4月 1日 宮田 知秀 
東燃ゼネラル石油（株） 

専務取締役 

ＪＸＴＧエネルギー（株） 

取締役 

常務執行役員 
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2017年 4月 1日 税田 裕二 
東燃ゼネラル石油（株） 

常務取締役 

ＪＸＴＧエネルギー（株） 

取締役 

常務執行役員 

 

2017年 4月 1日 
横井 敬和 

東燃ゼネラル石油（株） 

常務取締役 

ＪＸＴＧエネルギー（株） 

取締役 

常務執行役員 

2017年 4月 1日 横田 宏幸 

東燃ゼネラル石油（株） 

取締役 

東燃化学合同会社 

社長 

株式会社ＮＵＣ 

代表取締役会長 

ＪＸＴＧエネルギー（株） 

取締役 

常務執行役員 

2017年 4月 1日 忍田 泰彦 
東燃ゼネラル石油（株） 

取締役 

ＪＸＴＧエネルギー（株） 

取締役 

常務執行役員 

2017年 4月 1日 加藤 仁 

ＪＸエネルギー（株） 

常務執行役員 

東南アジア事業部・ペトロリメックス

プロジェクト推進室管掌 

ＪＸＴＧエネルギー（株） 

取締役 

常務執行役員 

2017年 4月 1日 岩瀬 淳一 

ＪＸエネルギー（株） 

執行役員 

製造部長 

ＪＸＴＧエネルギー（株） 

取締役 

常務執行役員 

2017年 4月 1日 中原 俊也 

ＪＸエネルギー（株） 

執行役員 

総合企画部長 

ＪＸＴＧエネルギー（株） 

取締役 

常務執行役員 

 

 ② 昇任取締役 

日 付 氏 名 現 新 

2017年 4月 1日 野呂 隆 

ＪＸエネルギー（株） 

取締役 

常務執行役員 

製造部・工務部・技術部管掌 

ＪＸＴＧエネルギー（株） 

取締役 

副社長執行役員 

 

 ③ 退任取締役 

日 付 氏 名 現  退任後の予定 

2017年 3月 31日 黒﨑 猛 

ＪＸエネルギー（株） 

取締役 

副社長執行役員 

社長補佐 

ＪＸホールディングス（株） 

取締役（非常勤） 

 
ＪＸＴＧエネルギー（株） 

顧問 

 

ＪＸＴＧホールディングス（株） 

取締役（非常勤） 
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2017年 3月 31日 西島 弘也 

ＪＸエネルギー（株） 

取締役 

副社長執行役員 

社長補佐 

 

ＪＸＴＧエネルギー（株） 

顧問（常勤） 

2017年 3月 31日 細井 裕嗣 

ＪＸエネルギー（株） 

取締役 

常務執行役員 

原油外航部・需給部・物流管理部

管掌 

 

ＪＸＴＧエネルギー（株） 

顧問（常勤） 

2017年 3月 31日 岩井 清祐 

ＪＸエネルギー（株） 

取締役 

常務執行役員 

秘書室・総合企画部・経理部・ 

人事部管掌 

 

ＪＸＴＧエネルギー（株） 

顧問（常勤） 

 

(4) ＪＸＥの監査役人事 

 ① 新任監査役 

日 付 氏 名 現 新 

2017年 4月 1日 藏島 眞吉  
ＥＭＧマーケティング合同会社 

エグゼクティブ財務アドバイザー 

ＪＸＴＧエネルギー（株） 

監査役（常勤） 

 

 ② 退任監査役 

日 付 氏 名 現  退任後の予定 

2017年 3月 31日 大村 直司 

ＪＸエネルギー（株） 

監査役（非常勤） 

ＪＸホールディングス（株） 

常勤監査役 

 

ＪＸＴＧホールディングス（株） 

常勤監査役 

 

（ご参考）統合持株会社および統合エネルギー会社の経営統合日における取締役・監査役の体制 

JXHD および東燃ゼネラルが内定した統合持株会社および統合エネルギー会社の経営統合日におけ

る取締役・監査役の体制は、次のとおりであります。 

なお、統合持株会社の体制は、2016年 12月 21日に開催予定のＪＸＨＤの臨時株主総会決議および統

合持株会社が経営統合日に開催予定の取締役会決議を、また、統合エネルギー会社の体制は、2016 年

12 月 21 日に開催予定のＪＸＥの臨時株主総会決議および統合エネルギー会社が経営統合日に開催予定

の取締役会決議を経て、それぞれ正式に決定いたします。 

 

(1) 統合持株会社（ＪＸＴＧホールディングス（株））の取締役・監査役（2017年 4月 1日付） 

役 職 氏 名 現役職等 

代表取締役会長 木村  康 ＪＸホールディングス（株） 

代表取締役会長 

代表取締役社長 社長執行役員 内田 幸雄 ＪＸホールディングス（株） 

代表取締役社長 社長執行役員 
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代表取締役 副社長執行役員 武藤  潤 東燃ゼネラル石油（株） 

代表取締役社長 

取締役   副社長執行役員 川田 順一 ＪＸホールディングス（株） 

取締役 副社長執行役員 

取締役   常務執行役員 小野田 泰 東燃ゼネラル石油（株） 

専務取締役 

取締役   常務執行役員 安達 博治 ＪＸホールディングス（株） 

取締役 常務執行役員 

取締役   常務執行役員 大場 邦光 ＪＸホールディングス（株） 

取締役 常務執行役員 

取締役   執行役員 大田 勝幸 ＪＸホールディングス（株） 

取締役 執行役員 

取締役（非常勤） 杉森  務 ＪＸホールディングス（株） 

取締役（非常勤） 

ＪＸエネルギー（株） 

代表取締役社長 社長執行役員 

取締役（非常勤） 廣瀬 隆史 東燃ゼネラル石油（株） 

代表取締役副社長 

ＥＭＧマーケティング合同会社 

社長 

取締役（非常勤） 黒﨑  猛 ＪＸホールディングス（株） 

取締役（非常勤） 

ＪＸエネルギー（株） 

取締役 副社長執行役員 

取締役（非常勤） 三宅 俊作 ＪＸホールディングス（株） 

取締役（非常勤） 

ＪＸ石油開発（株） 

代表取締役社長 社長執行役員 

取締役（非常勤） 大井  滋 ＪＸホールディングス（株） 

取締役（非常勤） 

ＪＸ金属（株） 

代表取締役社長 社長執行役員 

社外取締役（独立役員） 小宮山 宏 ＪＸホールディングス（株） 

社外取締役 

社外取締役（独立役員） 大田 弘子 ＪＸホールディングス（株） 

社外取締役 

社外取締役（独立役員） 大塚 陸毅 ＪＸホールディングス（株） 

社外取締役 

社外取締役（独立役員） 近藤 誠一 ＪＸホールディングス（株） 

社外取締役 

社外取締役（独立役員） 宮田 賀生 東燃ゼネラル石油（株） 

社外取締役 
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常勤監査役 大村 直司 ＪＸホールディングス（株） 

常勤監査役 

常勤監査役 瀬戸川 隆 ＪＸホールディングス（株） 

常勤監査役 

常勤監査役 桑野 洋二 東燃ゼネラル石油（株） 

監査役 

社外監査役（独立役員） 兼元 俊德 ＪＸホールディングス（株） 

社外監査役 

社外監査役（独立役員） 牛尾奈緒美 ＪＸホールディングス（株） 

社外監査役 

社外監査役（独立役員） 髙橋 伸子 東燃ゼネラル石油（株） 

社外監査役 

社外監査役（独立役員） 西岡清一郎 ＪＸホールディングス（株） 

社外監査役 

 

(2) 統合エネルギー会社（ＪＸＴＧエネルギー（株））の取締役・監査役（2017年 4月 1日付） 

役 職 氏 名 現役職等 

代表取締役社長 社長執行役員 杉森  務 ＪＸエネルギー（株） 

代表取締役社長 社長執行役員 

ＪＸホールディングス（株） 

取締役（非常勤） 

代表取締役 副社長執行役員 廣瀬 隆史 東燃ゼネラル石油（株） 

代表取締役副社長 

ＥＭＧマーケティング合同会社 

社長 

取締役   副社長執行役員 野呂  隆 ＪＸエネルギー（株） 

取締役 常務執行役員 

取締役   副社長執行役員 有重  哲 ＪＸ不動産（株） 

代表取締役社長 

取締役   常務執行役員 宮田 知秀 東燃ゼネラル石油（株） 

専務取締役 

取締役   常務執行役員 佐藤 宏之 ＪＸエネルギー（株） 

取締役 常務執行役員 

取締役   常務執行役員 花谷  清 ＪＸエネルギー（株） 

取締役 常務執行役員 

取締役   常務執行役員 原   享 ＪＸエネルギー（株） 

取締役 常務執行役員 

取締役   常務執行役員 税田 裕二 東燃ゼネラル石油（株） 

常務取締役 

取締役   常務執行役員 横井 敬和 東燃ゼネラル石油（株） 

常務取締役 
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取締役   常務執行役員 五十嵐仁一 ＪＸエネルギー（株） 

取締役 常務執行役員 

取締役   常務執行役員 田口  聡 ＪＸエネルギー（株） 

取締役 常務執行役員 

取締役   常務執行役員 桑原  豊 ＪＸエネルギー（株） 

取締役 常務執行役員 

取締役   常務執行役員 横田 宏幸 東燃ゼネラル石油（株） 

取締役 

東燃化学合同会社 

社長 

（株）ＮＵＣ 

代表取締役会長 

取締役   常務執行役員 忍田 泰彦 東燃ゼネラル石油（株） 

取締役 

取締役   常務執行役員 加藤  仁 ＪＸエネルギー（株） 

常務執行役員 

取締役   常務執行役員 岩瀬 淳一 ＪＸエネルギー（株） 

執行役員 

取締役   常務執行役員 中原 俊也 ＪＸエネルギー（株） 

執行役員 

監査役（常勤） 松澤 永泰 ＪＸエネルギー（株） 

監査役（常勤） 

監査役（常勤） 松尾 博一 ＪＸエネルギー（株） 

監査役（常勤） 

監査役（常勤） 中野紳一郎 ＪＸエネルギー（株） 

監査役（常勤） 

監査役（常勤） 藏島 眞吉 ＥＭＧマーケティング合同会社 

エグゼクティブ財務アドバイザー 

監査役（非常勤） 瀬戸川 隆 ＪＸエネルギー（株） 

監査役（非常勤） 

ＪＸホールディングス（株） 

常勤監査役 

 

２．吸収分割契約の締結について 

ＪＸＨＤは、株式交換（注 1）および吸収合併（注 2）の効力発生を条件として、経営統合日にＪＸＥが東燃ゼ

ネラルとの吸収合併により承継を受ける権利義務の一部（上場株式、貸付金、社債、借入金等）などを同日

付で承継するために、本日開催したＪＸＨＤの取締役会において、ＪＸＨＤを吸収分割承継会社とし、ＪＸＥを

吸収分割会社とする吸収分割（以下「本吸収分割」）を行うことを決定し、ＪＸＥとの間で、次のとおり吸収分

割契約を締結いたしました。 

なお、本吸収分割は、完全子会社を吸収分割会社とする簡易吸収分割であるため、開示事項・内容を一

部省略しています。 

（注 1）ＪＸＨＤを株式交換完全親会社とし、東燃ゼネラルを株式交換完全子会社として、経営統合日に株式交

換を行うもの。 
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（注 2）株式交換の効力発生を条件として、経営統合日にＪＸＥを吸収合併存続会社とし、東燃ゼネラルを吸収

合併消滅会社とする吸収合併を行うもの。 

 

(1) 本吸収分割の目的 

   吸収合併により、ＪＸＥが東燃ゼネラルから承継を受ける権利義務の一部（上場株式、貸付金、社債、

借入金等）など、統合持株会社が行うべき経営管理事業に関する権利義務を、ＪＸＨＤが承継するもので

す。 

 

(2) 本吸収分割の要旨 

 ① 本吸収分割の日程 

本吸収分割承認取締役会決議日 ＪＸＨＤ：2016年 11月 8日 

Ｊ Ｘ Ｅ：2016年 11月 2日 

本吸収分割契約締結日 2016年 11月 8日 

本吸収分割の予定日（効力発生日） 2017年 4月 1日 

（注）本吸収分割は、ＪＸＨＤにおいては会社法第 796 条第 2 項の規定による簡易吸収分割に該当し、ＪＸＥにお

いては会社法第 784条第１項の規定による略式吸収分割に該当することから、ＪＸＨＤ、ＪＸＥともに、株主総会

の決議による承認を得ずに行います。 

 ② 本吸収分割の方式 

ＪＸＨＤを吸収分割承継会社とし、ＪＸＥを吸収分割会社とする吸収分割です。 

 ③ 本吸収分割に係る割当ての内容 

本吸収分割は完全親子会社間において行われるため、本吸収分割に際して、株式の割当てその他の

対価の交付は行われません。 

④ 本吸収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 

該当事項はありません。 

⑤ 本吸収分割により増加する資本金 

  本吸収分割によるＪＸＨＤの資本金の増加はありません。 

⑥ 承継会社が承継する権利義務 

ＪＸＨＤは、本吸収分割により、経営統合日に、ＪＸＥが東燃ゼネラルから承継を受ける権利義務の一部

（上場株式、貸付金、社債、借入金等）などを承継します。 

⑦ 債務履行の見込み 

本吸収分割において、承継会社であるＪＸＨＤが負担すべき債務については、履行の確実性に問題が

ないと判断しています。 

 

(3) 本吸収分割の当事会社の概要（2016年 3月 31日現在） 

① 名称 ＪＸホールディングス株式会社 

（承継会社） 

ＪＸエネルギー株式会社 

（分割会社） 

② 所在地 東京都千代田区大手町一丁目 1番 2号 東京都千代田区大手町一丁目 1番 2号 

③ 代表者の役職・ 

氏名 

代表取締役社長 

内田  幸雄 

代表取締役社長 

杉森   務 

④ 事業内容 エネルギー事業、石油・天然ガス開発事

業、金属事業を行う子会社およびグルー

プ会社の経営管理ならびにこれに付帯す

る業務 

石油製品（ガソリン・灯油・潤滑油など）

および石油化学製品などの精製・製造

および販売、ガス・石炭の輸入および販

売、電気の供給など 
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⑤ 資本金 100,000百万円 139,437百万円（注） 

⑥ 設立年月日 2010年 4月 1日 1888年 5月 10日 

⑦ 発行済株式数 2,495,485,929株 1,876,308,343株 

⑧ 決算期 3月 31日 3月 31日 

⑨ 大株主および 

持株比率 

日本トラスティ・サービス信託銀行 

（信託口）              5.78% 

日本マスタートラスト信託銀行（信託口） 

                    5.24% 

みずほ銀行             3.05% 

三井住友銀行           2.62% 

三菱商事              1.95% 

ＪＸホールディングス株式会社 

100.00％ 

（注）ＪＸエネルギー株式会社は、2017 年 3 月 1 日付で、資本金の額を 139,437 百万円から 30,000 百万

円に減少する予定です（下記４．参照）。 

 

⑩ 直前事業年度の財政状態および経営成績（2016年 3月期） 

 ＪＸＨＤ（単体） ＪＸＥ（単体） 

純資産 1,288,571百万円 629,644百万円 

総資産 3,198,347百万円 2,889,020百万円 

1株当たり純資産 517.55円 335.58円 

売上高 65,190百万円 6,369,501百万円 

営業利益または営

業損失（△） 

55,575百万円 △139,347百万円 

経常利益または経

常損失（△） 

58,041百万円 △95,557百万円 

当期純利益または

当期純損失（△） 

79,920百万円 △71,060百万円 

1 株当たり当期純

利益または当期純

損失（△） 

32.10円 △37.87円 

 

(4) 承継する事業部門の概要 

 ① 承継する部門の事業内容 

経営管理事業 

 ② 承継する部門の経営成績 

   承継する部門に係る売上高はありません。 

 ③ 承継する資産、負債の項目および金額（2017年 3月 31日見込み） 

項目 帳簿価額 

資産 194,000百万円 

負債 194,000百万円 
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(5) 本吸収分割後の上場会社の状況 

① 名称 ＪＸＴＧホールディングス株式会社 

② 所在地 東京都千代田区大手町一丁目 1番 2号 

③ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長  内田 幸雄 

④ 事業内容 エネルギー事業、石油・天然ガス開発事業、金属事業を行う子会社お

よびグループ会社の経営管理ならびにこれに付帯する業務 

⑤ 資本金 100,000百万円 

⑥ 決算期 3月 31日 

 

(6) 今後の見通し 

   本吸収分割は、完全親子会社間での簡易吸収分割であるため、連結業績に与える影響は軽微です。 

 

３．定款変更について 

(1) 定款変更の目的 

ＪＸＨＤと東燃ゼネラルは、経営統合契約において、経営統合後のＪＸＨＤの商号を「ＪＸＴＧホールディン

グス株式会社」とすることについて合意したことから、かかる商号変更のためＪＸＨＤの定款を変更するも

のです。 

 

(2) 定款変更の内容 

   変更の内容は下表のとおりです。 

                                                   （下線部分は変更箇所） 

現行定款 変更案 

（商  号） 

第 1条 当会社の商号は、ＪＸホールディングス株式

会社（英文で表わす場合 JX Holdings, Inc. ）とす

る。 

（商  号） 

第 1 条 当会社の商号は、ＪＸＴＧホールディングス

株式会社（英文で表わす場合  JXTG Holdings, 

Inc. ）とする。 

 

(3) 日程 

2016年 12月 21日  定款変更のための臨時株主総会開催日（ＪＸＨＤ） 

2017年 4月 1日  定款変更の効力発生日（予定） 

 

４．（変更）「ＪＸホールディングス株式会社と東燃ゼネラル石油株式会社との経営統合契約等の締結につ

いて」の一部変更について 

  2016 年 8 月 31 日にお知らせしました「ＪＸホールディングス株式会社と東燃ゼネラル石油株式会社と

の経営統合契約等の締結について」の記載事項のうち、「5. 本経営統合後の状況（統合持株会社および

統合エネルギー会社の概要）」について一部変更がありました。 

 

(1) 変更の理由 

   本日、ＪＸＨＤおよびその完全子会社であるＪＸＥの取締役会において、2017年 3月 1日付でＪＸＥの資

本金の額を 139,437 百万円から 30,000 百万円に減少することを決議したことに伴い、経営統合日時点

における統合エネルギー会社の資本金の額を 30,000百万円に変更いたします。 
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(2) 変更の内容 

 変更箇所は下線を付して表示しております。 

 

5．本経営統合後の状況（統合持株会社および統合エネルギー会社の概要） 

（変更前） 

統合エネルギー会社 

 吸収合併存続会社（ＪＸＥ） 

＜前略＞ ＜前略＞ 

(5) 資本金 139,437百万円 

＜後略＞ ＜後略＞ 

 

（変更後） 

統合エネルギー会社 

 吸収合併存続会社（ＪＸＥ） 

＜前略＞ ＜前略＞ 

(5) 資本金 30,000百万円 （注） 

＜後略＞ ＜後略＞ 

（注） ＪＸエネルギー株式会社は、2017年 3月 1日付で、資本金の額を 139,437百万円から 30,000

百万円に減少する予定です。 

 

（参考）ＪＸＨＤの当期連結業績予想（2016年 11月 8日公表分）および前期連結業績（百万円） 

 
連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 

親会社株主に帰属

する当期純利益 

当期業績予想 

（2017年 3月期） 
8,000,000 190,000 230,000 100,000 

前期実績 

（2016年 3月期） 
8,737,818 △62,234 △8,608 △278,510 

 

（参考）東燃ゼネラルの当期連結業績予想（2016年 8月 12日公表分）および前期連結業績（百万円） 

 
連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 

親会社株主に帰属

する当期純利益 

当期業績予想 

（2016年 12月期） 
2,300,000 48,000 47,000 31,000 

前期実績 

（2015年 12月期） 
2,627,850 2,017 △294 51（注） 

   （注） 前期実績については、当期純利益を記載しています。 

以 上 
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  本プレスリリースには、JX ホールディングス株式会社および東燃ゼネラル石油株式会社間の経営統合の成否またはその

結果に係る 「将来予想に関する記述」に該当する情報が記載されています。本書類における記述のうち過去または現在の

事実に関するもの以外は、かかる将来予想に関する記述に該当する可能性があります。これらの将来予想に関する記述

は、現在入手している情報を前提とする両社の仮定および判断に基づくものであり、既知または未知のリスク、不確実性など

の要因を内在しております。これらの要因により、将来予想に関する記述に明示的または黙示的に示される両社または両社

のいずれか（または統合後のグループ）の将来における業績、経営結果、財務内容などに関し、本プレスリリースの内容と大

幅に異なる結果をもたらす可能性があります。また、両社は本プレスリリースの日付後において、将来予想に関する記述を更

新して公表する義務を負うものではありません。投資家の皆さまにおかれましては、今後日本国内における公表および米国

証券取引委員会への届出において両社（または統合後のグループ）の行う開示をご参照ください。 

なお、上記のリスク、不確実性その他の要因の例としては、以下のものが挙げられますが、これらに限られるものではあり

ません。 

(1) 日本国内外の経済情勢 

(2) 原油などの資源価格、為替相場変動 

(3) 借入金、社債などの金利変動、その他金融市場の変動 

(4) 有価証券などの保有資産（年金資産を含む）価値の変動 

(5) 事業活動に係る法令その他規制（環境規制を含む）の変更 

(6) 海外の主要市場における関税引き上げ、輸入規制など 

(7) 災害、事故などに起因する事業活動の停止、制約など 

(8) 本経営統合に係る契約に係る株主総会における承認を含む必要手続が履践されないこと、その他の理由により経営統

合が実施できないこと 

(9) 本経営統合に関する競争法上の関係当局の審査など手続または遅延またはかかる競争法上の関係当局の承認その他

必要な承認などが得られないこと 

(10) 本経営統合後のグループにおいてシナジーや統合効果の実現に困難が伴い、または実現できないこと 

 

 JX ホールディングス株式会社は、東燃ゼネラル石油株式会社との経営統合（「本経営統合」）が行われる場合、それに伴

い、Form F-4 による登録届出書を米国証券取引委員会（「SEC」）に提出する可能性があります。Form F-4 を提出すること

になった場合、Form F-4 には、目論見書（prospectus）およびその他の文書が含まれることになります。 Form F-4 が提出

され、その効力が発生した場合、本経営統合を承認するための議決権行使が行われる予定である株主総会の開催日前に、

Form F-4 の一部として提出された目論見書が、東燃ゼネラル石油株式会社の米国株主に対し発送される予定です。Form 

F-4を提出することになった場合、提出される Form F-4および目論見書には、両社に関する情報、本経営統合およびその他

の関連情報など重要な情報が含まれます。かかる目論見書が配布される米国株主におかれましては、株主総会において本

経営統合について議決権を行使される前に、本経営統合に関連して SEC に提出される可能性のある Form F-4、目論見書

およびその他文書を注意してお読みになられますようお願いします。本経営統合に関連して SEC に提出される全ての書類

は、提出後に SEC のホームページ （www.sec.gov）にて無料で公開されます。なお、かかる資料につきましては、お申し込

みに基づき、無料にて郵送します。郵送のお申し込みは、下記記載の連絡先にて承ります。 

 会社名： JXホールディングス株式会社 

 住  所： 〒100-8161 東京都千代田区大手町一丁目 1番 2号 

 担当者： 財務 IR部 IRグループマネージャー 日暮 達也 

 電  話： 03-6257-7075       メール：ir-news@hd.jx-group.co.jp 

 


