
2010 年 12 月 24 日 

各 位 

ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社 

三 井 物 産 株 式 会 社 

丸 紅 株 式 会 社 

三 井 丸 紅 液 化 ガ ス 株 式 会 社 

 

ＬＰガス事業の統合について 

 

 ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社（以下「ＪＸエネルギー」という。本社：東京都千代田区大手町   

二丁目、社長：木村康）、三井物産株式会社（以下「三井物産」という。本社：東京都千代田区大手町

一丁目、社長：飯島彰己）、丸紅株式会社（以下「丸紅」という。本社：東京都千代田区大手町一丁目、

社長：朝田照男）および三井丸紅液化ガス株式会社（三井物産 60％、丸紅 40％出資、以下「ＭＬＧ」

という。本社：東京都千代田区内幸町一丁目、社長：佐藤雅一）は、2010 年 8 月 3 日付で液化石油ガス

（ＬＰガス）事業統合契約を締結し、統合新会社に関する協議を進めてまいりました。 

本日、統合の対象となるＪＸエネルギーとＭＬＧの 2社は、2011 年 3 月 1日付で統合新会社を発足す

る旨の、吸収分割契約を締結しましたので、お知らせいたします。 

なお、本事業統合は、関係当局の承認等を前提としております。 

 

１．統合の目的 

 事業統合により、ＬＰガス事業のサプライチェーン全般にわたる合理化を行うことで、ＬＰガス

元売業者としての経営基盤の強化を図ります。 

 統合新会社は、ＬＰガスのより効率的かつ安定的な供給責任を果たすとともに、全国的なネット

ワークを通じ燃料電池等の新エネルギー事業にも積極的に取り組むなど、お客様のニーズに応える

エネルギー企業を目指してまいります。 

 

２．統合の方法 

 （１）統合の対象および方法 

 統合の対象は、ＪＸエネルギーのＬＰガス事業※（以下「ＪＸエネルギーの分割事業」という）と

ＭＬＧとし、その方法としては、ＪＸエネルギーを吸収分割会社、ＭＬＧを吸収分割承継会社とす

る吸収分割を行い、統合新会社を発足させます。また、ＪＸエネルギーは、統合新会社がＬＰガス

事業を行う上で必要となるＪＸエネルギーの資産を分割します。 

 

※ＪＸエネルギーのＬＰガス事業の主要な分割対象となる資産は以下のとおり。 

なお、旧株式会社ジャパンエナジーおよびその子会社が営んでいたＬＰガス事業および、プロピ

レン・半製品に関する事業等は、今回の分割対象とはいたしません。 

(1)新潟・秋田・川内の各ターミナルおよび充填所の設備・土地等 

(2)仙台・川崎・大阪の各ターミナルにおけるＬＰガス輸入関連設備・土地等 

(3)九州液化瓦斯福島基地株式会社の株式および有限会社小名浜エルピージーターミナルの持分 

(4)株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア（ＪＸエネルギーの 100％子会社）が所有するＬＰガス販

社（関東新日石ガス株式会社、名神新日石ガス株式会社、株式会社コーアガス愛媛、新日石

ガス広島株式会社、九州新日石ガス株式会社、九州物産株式会社）の保有株式 

 

 （２）統合の期日 

   2011 年 3 月 1 日 

 



３．統合新会社の概要 

 （１）会社概要（2011 年 3 月 1日現在） 

ア．商号 ＥＮＥＯＳグローブ株式会社 

イ．本店所在地 東京都千代田区永田町 2-11-1 

ウ．資本金 20 億円 

エ．決算期 3 月 

オ．株主 ＪＸエネルギー66,668 株、三井物産 40,000 株、丸紅 26,667 株 

カ．役員 

 （就任予定） 

 

 

 

代表取締役社長  松澤  純（現 ＪＸエネルギー ＬＰＧ新会社準備室長）

代表取締役副社長 佐藤 雅一（現 ＭＬＧ 代表取締役社長） 

取締役副社長   玉置  肇（現 ＭＬＧ 代表取締役副社長） 

その他に取締役 8名を置く 

監査役については 4名を置く 

キ．従業員数 約 300 名（予定） 

ＬＰガス一次基地 

(10 ヵ所) 

 

 

 

 

 

青森製造所 

仙台ガスターミナル 

新潟ガスターミナル  

七尾製造所   

千葉ターミナル（※1） 

極東石油工業千葉基地（※2） 

川崎ガスターミナル   

大阪ガスターミナル   

唐津製造所 

九州液化瓦斯福島基地（※3） 

ＬＰガス二次基地 

(6 ヵ所) 

 

 

釧路基地    

石狩製造所   

秋田ガスターミナル  

塩釜基地  

小名浜エルピージーターミナル（※4） 

川内ガスターミナル  

ク．主な事業所 

 

支店(10 ヵ所) 北海道、東北、関東、東京、中部、北陸、関西、中国、

九州、広域 

ケ．主な子会社 販売子会社 グローブエナジー株式会社 

関東新日石ガス株式会社 

名神新日石ガス株式会社 

株式会社コーアガス愛媛 

新日石ガス広島株式会社 

九州新日石ガス株式会社 

九州物産株式会社 

株式会社サガプロ 

※1 丸紅が出資する丸紅エネックス（株）が保有。 

※2 三井石油（株）とエクソンモービル（有）が出資する極東石油工業（株）の敷地内にあり、 

設備は三井石油（株）が保有。 

※3 ＥＮＥＯＳグローブ（株）とアストモスエネルギー（株）が出資する九州液化瓦斯福島基地（株）が保有。 

※4 ＥＮＥＯＳグローブ（株）が出資する（有）小名浜エルピージーターミナルが保有。 

 

（２）社名ロゴ 

   ア．和文 

     

   イ．英文 

     
 

 



（３）事業の概要 

  ア．主な事業内容   

液化石油ガスの輸入・販売、新エネルギー関連機器の販売 

      ＜輸入・販売量等＞ 

      ＬＰガス輸入量  ：約 316 万トン（2009 年度ＪＸエネルギー･ＭＬＧ実績合算）  

      ＬＰガス国内販売量：約 363 万トン（同上）  

      ＬＰガス直売軒数 ：約 30 万軒  （同上。 販売子会社の直売軒数） 

  

イ．統合後に使用するブランド 

      現在ＪＸエネルギーが使用している販売ブランド「ＥＮＥＯＳ」と、現在ＭＬＧが使用してい

る販売ブランド「ＧＬＯＢＥ」を各々使用する。 

   

  

以上 

 

別紙１：統合新会社設立のイメージ 

別紙２：ＥＮＥＯＳグローブ株式会社 事業所および出荷基地配置図 

別紙３：ＪＸエネルギーの分割事業およびＭＬＧの概要 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社   広報部広報グループ 我妻  ＴＥＬ：０３－６２７５－５０４６ 

三井物産株式会社   広報部報道室 川村     ＴＥＬ：０３－３２８５－７５４０ 

丸 紅 株 式 会 社   広報部報道課 野村     ＴＥＬ：０３－３２８２－４２６０

三井丸紅液化ガス株式会社   企画室 田替藤（たがえとう）ＴＥＬ：０３－５１５７－６９３９ 

 

 



 

＜別紙１＞

【現行】 ：統合の対象となる事業

　　　　ＬＰガス基地
　　　　運営会社

　　　　ＬＰガス販売子会社

【2011年3月1日（予定）】

ＬＰガス販売子会社
   ＬＰガス基地運営会社

　　　　出資

ＥＮＥＯＳグローブ株式会社

※旧株式会社ジャパンエナジーおよびそ

の子会社が営んでいたＬＰガス事業およ

び、プロピレン・半製品に関する事業等は
対象外

三井物産

　　　　出資 　　　　出資

ＪＸエネルギー

丸紅

ＬＰガス販売子会社
   ＬＰガス基地運営会社

丸紅

統合新会社設立のイメージ

ＥＮＥＯＳフロンティア

ＪＸエネルギー ＬＰガス事業※

（調達・販売・
　　　ﾀｰﾐﾅﾙ運営等）

　　　　出資※

三井物産

ＭＬＧ

100%出資 60%出資 40%出資

50.0004%出資 29.9996%出資 20%出資



＜別紙２＞

 

一次基地 青森製造所 （青森県青森市）
（輸入基地） 仙台ガスターミナル （宮城県仙台市）

新潟ガスターミナル （新潟県北蒲原郡聖籠町）
七尾製造所 （石川県七尾市）
千葉ターミナル（※1） （千葉県千葉市）
極東石油工業千葉基地（※2） （千葉県市原市）
川崎ガスターミナル （神奈川県川崎市）
大阪ガスターミナル （大阪府高石市）
唐津製造所 （佐賀県唐津市）
九州液化瓦斯福島基地（※3） （長崎県松浦市）

二次基地 釧路基地 （北海道釧路市）
石狩製造所 （北海道石狩市）　　
秋田ガスターミナル （秋田県秋田市）
塩釜基地 （宮城県塩竃市）
小名浜エルピージーターミナル（※4） （福島県いわき市）
川内ガスターミナル （鹿児島県薩摩川内市）

※3　ＥＮＥＯＳグローブ（株）とアストモスエネルギー（株）が出資する九州液化瓦斯福島基地（株）が保有。
※2 三井石油（株）とエクソンモービル（有）が出資する極東石油工業（株）の敷地内にあり、設備は三井石油（株）が保有。
※1　丸紅が出資する丸紅エネックス（株）が保有。

※4　ＥＮＥＯＳグローブ（株）が出資する（有）小名浜エルピージーターミナルが保有。

ＥＮＥＯＳグローブ株式会社　事業所および出荷基地配置図

仙台ガスターミナル

 小名浜エルピージー
ターミナル※4

 川崎ガスターミナル

九州液化瓦斯
福島基地※3

 秋田ガスターミナル

 新潟ガスターミナル

 

 

 川内ガスターミナル

大阪ガスターミナル

石狩製造所

青森製造所

七尾製造所

千葉ターミナル※1

極東石油工業
千葉基地※2

唐津製造所

釧路基地

塩釜基地

北海道支店

東北支店
青森営業所

東北支店

九州支店

中部支店

本社・東京支店・関東支店・広域支店

中国支店

関西支店

北陸支店

 

 

 



＜別紙３＞ 

ＪＸエネルギーの分割事業およびＭＬＧの概要 

 

 
ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社 

が分割するＬＰガス事業 
三井丸紅液化ガス株式会社 

輸入量 約 157 万トン（2009 年度） 約 159 万トン（2009 年度） 

国内販売量 約 186 万トン（2009 年度） 約 177 万トン（2009 年度） 

 

一次基地 

（輸入基地） 

仙台製油所（ＬＰガス輸入関連設備・土地等）※1 

新潟ガスターミナル  

川崎製造所（ＬＰガス輸入関連設備・土地等）※1  

大阪ガスターミナル ※2 

九州液化瓦斯福島基地 ※3 

青森製造所 

七尾製造所   

唐津製造所 

千葉ターミナル ※4 

極東石油工業千葉基地 ※5 

 

二次基地 

 

秋田ガスターミナル  

川内ガスターミナル  

小名浜エルピージーターミナル ※6 

 

釧路基地    

石狩製造所   

塩釜基地    

小名浜エルピージーターミナル ※6 

 

主要販売 

子会社 

関東新日石ガス株式会社 

名神新日石ガス株式会社 

株式会社コーアガス愛媛 

新日石ガス広島株式会社 

九州新日石ガス株式会社 

九州物産株式会社 

グローブエナジー株式会社 

株式会社サガプロ 

販売子会社 

の直売軒数 
約 10 万軒 約 20 万軒 

 

※1:ＪＸエネルギーの仙台製油所、川崎製造所より分割する一次基地は、統合新会社においてそれぞ

れ仙台ガスターミナル、川崎ガスターミナルとなる。 

※2:2010 年 10 月 1 日に、ＪＸエネルギーから大阪製油所を分割して大阪国際石油精製株式会社を設

立した際、同所のＬＰガス輸入関連設備・土地等は分割対象外とし、ＪＸエネルギーの大阪ガス

ターミナルとした。 

※3:ＪＸエネルギーとアストモスエネルギー（株）が出資する九州液化瓦斯福島基地（株）が保有。 

※4:丸紅が出資する丸紅エネックス（株）が保有。  

※5:三井石油（株）とエクソンモービル（有）が出資する極東石油工業（株）の敷地内にあり、 

設備は三井石油（株）が保有。  

※6:ＪＸエネルギーとＭＬＧが出資する（有）小名浜エルピージーターミナルが保有。 

 

 


