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【表紙】 
 

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の２第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成20年７月31日 

【事業年度】 第193期（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

【会社名】 新日本石油株式会社 

【英訳名】 NIPPON OIL CORPORATION 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  西尾 進路 

【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋一丁目３番12号 

【電話番号】 東京（３５０２）１１３６ 

【事務連絡者氏名】 経営管理第１本部 

ＩＲ部ＩＲグループマネージャー  四谷 九吾 

「第５ 経理の状況」については 

電話番号 東京（３５０２）９２８７ 

連絡者  経営管理第１本部 

経理財務部決算グループマネージャー  高倉 昌孝 

【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋一丁目３番12号 

【電話番号】 東京（３５０２）１１３６ 

【事務連絡者氏名】 経営管理第１本部 

ＩＲ部ＩＲグループマネージャー  四谷 九吾 



 

 

 

(1) ／ 2008/07/30 16:51 (2008/07/30 16:51) ／ e01069_wk_08502370_0000000_表紙_os2新日本石油_訂正有報.doc 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

株式会社大阪証券取引所 

（大阪市中央区北浜一丁目８番16号） 

株式会社名古屋証券取引所 

（名古屋市中区栄三丁目８番20号） 

証券会員制法人福岡証券取引所 

（福岡市中央区天神二丁目14番２号） 

証券会員制法人札幌証券取引所 

（札幌市中央区南一条西五丁目14番地の１） 

新日本石油株式会社 北海道支店 

（札幌市中央区北四条西五丁目１番地） 

新日本石油株式会社 東北支店 

（仙台市青葉区花京院一丁目１番20号） 

新日本石油株式会社 関東第２支店 

（さいたま市大宮区桜木町一丁目７番地５） 

新日本石油株式会社 関東第３支店 

（横浜市中区桜木町一丁目１番地８） 

新日本石油株式会社 中部支店 

（名古屋市中村区名駅四丁目７番１号） 

新日本石油株式会社 関西支店 

（大阪市西区土佐堀一丁目３番７号） 

新日本石油株式会社 中国支店 

（広島市南区的場町一丁目２番19号） 

新日本石油株式会社 九州支店 

（福岡市中央区天神一丁目11番17号） 

新日本石油株式会社 沖縄支店 

（那覇市久茂地一丁目７番１号） 

 （注） 上記のうち、北海道、東北、関東第２、中国、九州、沖縄の各支店は、金融商品取引法の規定による備置

場所ではありませんが、投資者の便宜のため備え置くものであります。 
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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

 平成20年６月24日に提出した第193期（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）有価証券報告書の記載

事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、当該有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。 

 

２【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第５ 経理の状況 

１ 連結財務諸表等 

(1）連結財務諸表 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

２ 財務諸表等 

(1）財務諸表 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

 

３【訂正箇所】 

 訂正箇所は＿線で示しております。 

 



 

－  － 
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第一部【企業情報】 
 

第５【経理の状況】 
 

１【連結財務諸表等】 

（１）【連結財務諸表】 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

＜訂正前＞ 

前連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

＜前略＞ ＜前略＞ 

３．偶発債務 ３．偶発債務 

保証債務 保証債務 

(1）連結子会社以外の会社の金融機関等からの借入等

に対し、次のとおり債務保証を行っております。 

(1）連結子会社以外の会社の金融機関等からの借入等

に対し、次のとおり債務保証を行っております。 
  

水島エルエヌジー㈱ 12,250百万円

Tangguh Trustee 11,698百万円

日石ベラウ石油開発㈱ 7,015百万円

Malaysia LNG Tiga Sdn.Bhd. 3,209百万円

㈱フロンティアエネルギー新潟 2,296百万円

SUNRISE CHEMICAL LLC 1,122百万円

九州液化瓦斯福島基地㈱ 925百万円

水島エルエヌジー販売㈱ほか12件 2,472百万円

合計 40,990百万円
  

  
Tangguh Trustee 13,733百万円

ケージーベラウ石油開発㈱ 11,912百万円

水島エルエヌジー㈱ 11,500百万円

川崎天然ガス発電㈱ 10,872百万円

日石ベラウ石油開発㈱ 9,991百万円

㈱フロンティアエネルギー新潟 1,913百万円

SUNRISE CHEMICAL LLC 810百万円

水島エルエヌジー販売㈱ほか６件 2,694百万円

合計 63,428百万円
  

(2）従業員の借入金（財形住宅融資金）に対し、保証

を行っております。 

(2）従業員の借入金（財形住宅融資金）に対し、保証

を行っております。 
  

保証額 12,391百万円
  

  
保証額 10,066百万円

  
(3）社債の債務履行引受契約に係る偶発債務 (3）社債の債務履行引受契約に係る偶発債務 

  
第16回国内無担保普通社債（公募） 20,000百万円

第17回国内無担保普通社債（公募） 20,000百万円
  

  
第16回国内無担保普通社債（公募） 20,000百万円

第17回国内無担保普通社債（公募） 20,000百万円
  

＜後略＞ ＜後略＞ 

 



 

－  － 
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＜訂正後＞ 

前連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

＜前略＞ ＜前略＞ 

３．偶発債務 ３．偶発債務 

保証債務 保証債務 

(1）連結子会社以外の会社の金融機関等からの借入等

に対し、次のとおり債務保証を行っております。 

(1）連結子会社以外の会社の金融機関等からの借入等

に対し、次のとおり債務保証を行っております。 
  

水島エルエヌジー㈱ 12,250百万円

Tangguh Trustee 11,698百万円

日石ベラウ石油開発㈱ 7,015百万円

Malaysia LNG Tiga Sdn.Bhd. 3,209百万円

㈱フロンティアエネルギー新潟 2,296百万円

SUNRISE CHEMICAL LLC 1,122百万円

九州液化瓦斯福島基地㈱ 925百万円

水島エルエヌジー販売㈱ほか12件 2,472百万円

合計 40,990百万円
  

  
Tangguh Trustee 13,733百万円

水島エルエヌジー㈱ 11,500百万円

川崎天然ガス発電㈱ 10,872百万円

日石ベラウ石油開発㈱ 9,991百万円

ケージーベラウ石油開発㈱ 3,649百万円

㈱フロンティアエネルギー新潟 1,913百万円

SUNRISE CHEMICAL LLC 810百万円

水島エルエヌジー販売㈱ほか６件 2,694百万円

合計 55,166百万円
  

(2）従業員の借入金（財形住宅融資金）に対し、保証

を行っております。 

(2）従業員の借入金（財形住宅融資金）に対し、保証

を行っております。 
  

保証額 12,391百万円
  

  
保証額 10,066百万円

  
(3）社債の債務履行引受契約に係る偶発債務 (3）社債の債務履行引受契約に係る偶発債務 

  
第16回国内無担保普通社債（公募） 20,000百万円

第17回国内無担保普通社債（公募） 20,000百万円
  

  
第16回国内無担保普通社債（公募） 20,000百万円

第17回国内無担保普通社債（公募） 20,000百万円
  

＜後略＞ ＜後略＞ 

 



 

－  － 
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２【財務諸表等】 

（１）【財務諸表】 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

＜訂正前＞ 

前事業年度 
（平成19年３月31日） 

当事業年度 
（平成20年３月31日） 

＜前略＞ ＜前略＞ 

３．偶発債務 ３．偶発債務 

(1）＜略＞ (1）＜略＞ 

(2）＜略＞ (2）＜略＞ 

(3）関係会社の信用を補完することを目的にキープウ

エル契約等を締結しております。 

(3）関係会社の信用を補完することを目的にキープウ

エル契約等を締結しております。 
 

Nippon Oil Finance 
(Netherlands)B.V. 

5,000百万円

新日本石油開発㈱ 3,666百万円

和歌山石油精製㈱ 693百万円

日石ミャンマー石油開発㈱ 
ほか１件 

670百万円

合計 10,030百万円
  

 
ケージーベラウ石油開発㈱ 9,163百万円

Nippon Oil Exploration 
U.S.A Ltd. 

6,255百万円

Nippon Oil Exploration and 
Production U.K. Ltd. 

6,053百万円

Nippon Oil Finance 
(Netherlands)B.V. 
ほか３件 

10,161百万円

合計 31,633百万円
  

(4）＜略＞ (4）＜略＞ 

＜後略＞ ＜後略＞ 

 

＜訂正後＞ 

前事業年度 
（平成19年３月31日） 

当事業年度 
（平成20年３月31日） 

＜前略＞ ＜前略＞ 

３．偶発債務 ３．偶発債務 

(1）＜略＞ (1）＜略＞ 

(2）＜略＞ (2）＜略＞ 

(3）関係会社の信用を補完することを目的にキープウ

エル契約等を締結しております。 

(3）関係会社の信用を補完することを目的にキープウ

エル契約等を締結しております。 
 

Nippon Oil Finance 
(Netherlands)B.V. 

5,000百万円

新日本石油開発㈱ 3,666百万円

和歌山石油精製㈱ 693百万円

日石ミャンマー石油開発㈱ 
ほか１件 

670百万円

合計 10,030百万円
  

 
Nippon Oil Exploration 
U.S.A Ltd. 

6,255百万円

Nippon Oil Exploration and 
Production U.K. Ltd. 

6,053百万円

Nippon Oil Finance 
(Netherlands)B.V. 
ほか３件 

10,161百万円

合計 22,470百万円
  

(4）＜略＞ (4）＜略＞ 

＜後略＞ ＜後略＞ 

 




