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東亜石油株式会社の使命は、エネルギーの安定供給により社会へ貢献することにある。この認識を基本として、ここ
に経営理念を定める。
1 HSSE（健康・安全・危機管理・環境）の確保を経営の基盤とする。
2 創意工夫と技術革新により常に改善を進め、持続的発展をはかる。
3 グループ及び協力会社との協力関係を一層促進し、相互の繁栄をはかる。
4 人材・能力の開発に努め、相互理解と信頼に基づく活力溢れる人間集団を形成する。
5 公明正大で透明性のある経営を行い、社員が会社の発展と明るい未来に誇りと喜びを語れる企業風土をつくる。

経営理念 Management Philosophy

■ 当社グループの事業モデル

当 社

製油所

発電所
当社子会社（（株）ジェネックス）

（発電用燃料）

副生ガス、残渣油

石油製品
ガソリン、灯油

軽油、化学原料、など

電力

原油

当社は、昭和シェル石油グループに属する石油精製会社です。
原油精製能力は70,000バーレル/日ですが、最大の分解装置装備率を有し、
他製油所から受け入れる重質原料油も処理しております。
また、石油精製から発生する副生ガスを主な燃料とした発電所を併設し電力卸供給事業を行っております。
※ 1バーレル＝159リットル

長年培ってきたプラント運転技術と設備管理技術を基盤として、
社会が求めるエネルギーを提供します。

東亜石油について　 About TOA Oil Co.,Ltd.
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ごあいさつ
To Our Shareholders

代表取締役社長

　株主の皆様には、平素より格別のご支援を賜り
厚くお礼申し上げます。

　2017年の国内石油製品需要はエコカーの普及や車離れな
どの構造的な需要減退を背景に、燃料油合計で前年を1.5%
程度下回りました。石油元売り各社は、年々減少する石油製
品需要に対処すべく企業再編や生産性向上にむけた対応を進
めております。
　こうした状況の中、当社はエネルギーの最大消費地である
首都圏への石油製品および電力の『安定供給の一翼』を将
来に渡って担うべく、ハード面における設備の保全と増強およ
びソフト面におけるオペレーショナルエクセレンスの追求に取
り組んでいます。2017年は京浜製油所が設備の稼働停止を
伴う大規模定期修理工事を行う年度ではないことから製品生
産量が増加し、比較的堅調なマーケットにも支えられ、3,185
百万円の営業利益を確保することができました。
　東亜石油は大規模製油所に負けないオペレーション効率を
維持し、石油精製を基本としながらも電力やその他のエネル
ギーを生産・供給することで信頼され、価値を生み続ける会
社となることを目指しております。引き続き、業績の向上、企
業体質の強化および社会的使命の達成にバランス感を持って
取り組んでまいります。
　今後とも株主の皆様のご支援を心よりお願い申し上げます。

売上高 29,979百万円 営業利益 3,185百万円
（前期比　1.9％減） （前期比　7.4％減）

経常利益 3,147百万円
親 会 社 株 主
に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

2,472百万円
（前期比　5.2％減） （前期比　6.8％増）

2017年1月～12月の業績（連結）
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■ 事業の概況

営業概況
Operation Review

　石油業界においては、製品需要の減少を背景として石油元
売り各社が設備過剰を解消するための対策や再編に向けた取
り組みを進めました。
　原油価格については、ドバイ原油で年初1バーレル53ドル
から始まり、年央までは米国原油の在庫高や供給過剰懸念な
どを背景に価格が下落し、6月には45ドルを下回りました。そ
の後、OPECその他主要産油国による協調減産の期間延長や
中東政情不安などにより価格が上昇し、年末には60ドルを上
回りました。
　石油製品市況については、エネルギー供給構造高度化法
第2次告示の施行等により国内需給バランスが改善しており、
前連結会計年度に引き続き堅調に推移しました。

＜事業環境＞
・原油価格が上昇
・製品市況は堅調を維持

＜石油事業＞
・大規模定期修理工事を実施せず、連続運転を実施
・石油製品の供給体制を拡大

　石油事業につきましては、性能の高いプレミアムガソリンで
あるShell V-Powerの生産を2017年4月に開始したほか、
出光興産㈱への出荷を2017年10月に開始するなど、石油製
品の供給体制の拡大を進めました。
　原油・原料油処理量は大規模な定期修理工事を行う年度で
はないことから定期修理工事を実施した前連結会計年度より
増加し、4,783千kℓ（前期比17.9%増）となりました。
　売上高27,350百万円（前期比2.1％減）、営業利益2,547
百万円（前期比10.7％減）となりました。

▲   2017年は前期に引き続き原油価格が上昇

■ 原油価格の動向
＄/バーレル

2016年
1Q 4Q2Q 3Q 1Q 4Q2Q 3Q

2017年
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WTI原油
ドバイ原油
ブレント原油

▲   石油製品市況は前期に引き続き堅調さを維持

■ 石油事業（営業利益）
（百万円）
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　電気事業につきましては、㈱ジェネックス水江発電所は
2017年3月～5月に整備工事を実施いたしましたが、それ以
外の期間については概ね安定的に操業しました。
　売上高10,384百万円（前期比4.7％増）、営業利益637百
万円（前期比9.0％増）となりました。

当社は、2018年10月1日をもって、
1.  単元株式数を1,000株から100株に変更いたし

ます。（単元株式数の変更）
2.  当社の普通株式10株を1株に併合いたします。

（株式併合）

証券取引所における売買の単位であり、株主総会にお
ける議決権の単位となる株式数が100株となります。

本年9月30日時点でご所有の当社株式数は10分の1と
なります。
1株あたり純資産は併合前の10倍となりますので、株
式市況などの要因を除きますと、ご所有株式の資産価
値は変わりません。

●1株未満の端数が生じる場合の処理
株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、当
社にて全ての端数株式を一括して処分し、対象の株主様には
処分代金をお支払いいたします。端数株式に対する割当株式
はございませんのでご了承ください。

●スケジュール
2018年9月25日 1,000株単位での売買最終日
2018年9月26日 100株単位での売買開始日
2018年10月1日 株式併合・単元株式数変更の効力発生日
2018年11月中旬 端数株式の処分代金交付

＜電気事業＞
・2017年3月～5月に整備工事を実施
・それ以外の期間は概ね安定的に操業

▲   水江発電所は概ね安定的に操業

■ 電気事業（営業利益）
（百万円）
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株式併合

10株を1株に併合

単元株式数の変更

1,000株から100株に変更

単元株式数の変更・株式併合についてのご案内

INFORMATION ｜ インフォメーション
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　今後の我が国経済においては引き続き景況感の改善が見
込まれている一方、石油業界においては国内製品需要の減
少が継続しています。国は石油各社に原油の有効利用（安
価な重質原油から付加価値の高い白油等をより多く生産）
を進める、重質油分解装置の稼働率向上、製油所間連携、
能力増強等の生産性の向上を促しております。また、石油
元売り各社は、国外に目を向けつつ石油に限定しない総合
的なエネルギー企業を目指した取り組みを進めています。
　このような状況の中、首都圏へのエネルギー供給の一翼
を担う当社グループは、高い重質油分解装置能力とそれに
連携した発電設備を有効に活用し、以下の四項目を課題と
して取り組みを継続し、石油精製のエキスパートとして社
会が求めるエネルギーを提供してまいります。

❶ 安全・安定操業の継続とHSSE（健康・安全・危機
管理・環境）の確保
　当社はHSSEの確保を経営理念の第一に掲げております。
事故ゼロ・災害ゼロ・環境トラブルゼロならびに品質事故
ゼロに向けた取り組みを継続し、当社の経営の基盤強化を
図ってまいります。
　また、トラブル撲滅に向けて日々の点検や状態監視を注
意深く継続するとともに、2019年に実施する定期修理・点
検工事に向けた事前検討を進めます。 

❷ 収益の向上
　収益を拡大するためには、原油・原料油処理量を増やし、
灯油・軽油を中心とした中間留分を増加させるほか、当社
が保有する重質油熱分解装置を中心とした分解装置を高稼
働に維持し、製品付加価値を増加させることが重要となり
ます。運転最適化や将来に向けた設備対応を進め、収益の
向上を図ってまいります。

営業概況
Operation Review

■ 対処すべき課題

▲ 当社京浜製油所－重質油熱分解装置（FLG装置）
  当社が保有する重質油熱分解装置を最大限に活用した収益力のある操

業を志向する。

❸ 人の育成と組織の活性化
　当社は「求める人材像（自立・協働・挑戦)」を定義し、
社員一人ひとりが心がけるべき行動の指針として明示して
おります。すべての社員が「自ら考え、自ら実行し、結果
をだす」ということを強く意識し、広い視野で常に新しい
ことを学び取り入れることを価値とする文化を醸成してま
いります。

❹ 内部統制の強化
　ステークホルダーの皆様から信頼され共感していただけ
るよう、コンプライアンスを遵守し、倫理的に高いレベル
の行動を実践していきます。また、当社の持続的な成長お
よび中長期的な企業価値の向上を図る観点から、業務執行
者に対する監督機能の強化などコーポレート・ガバナンス
の充実に取り組みます。



▲ ㈱ジェネックス水江発電所

◀ ガスタービン発電設備

▲ 出光興産㈱ローリー出荷

◀ ブライターエナジーアライアンス
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TOPICS 東亜石油グループの取り組みハイライト

❶ 出光興産㈱との協業開始
　昭和シェル石油㈱と出光興産㈱は業務提携事
業を展開する「ブライターエナジーアライアン
ス」を2017年5月に立ち上げました。両社は
アライアンスの一環として、物流部門における
最適化を進めており、当社においても出光興産
㈱東京油槽所と連携した操業を開始しました。
　また、陸上出荷設備の改造を進め、陸上出荷
を増加させる対応を行っております。

❷ ガスタービン更新
　㈱ジェネックス水江発電所は既存ガスタービ
ンの経年対応として、アップグレードを含む更
新を実施することを決定し、2019年秋の完工
を目指し、発注を完了いたしました。
　今回の更新は「フランジトゥフランジ」と呼
ばれ、既存の設備は利用しながら、発電用ガス
タービンを新たな機種に交換するもので、この
方法で甦った新たな設備は従来の設備に比べ、
設備の信頼性が向上するほか、大幅な性能アッ
プが期待されます。



▲ 低硫黄船舶用重油の出荷
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❸ 低硫黄船舶用重油出荷開始
　MARPOL条約（船舶や海洋施設からの油、
その他有害物質の排出を規制する国際条約）の
船舶用重油の硫黄分規制により、低硫黄船舶用
重油の需要が増加していることから、低硫黄船
舶用重油の輸出出荷を開始しました。

❹ 省エネ法に基づくベンチマーク達成
　エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）
により、国は特定の業種・分野について省エネ状況を比較
できる指標を設定し、事業者の評価を行っております。（ベ
ンチマーク制度）
　平成28年度定期報告においては、石油業界で当社を含む
3社がベンチマーク達成事業者となりました。今後も競争力
強化のため、省エネの推進に邁進いたします。

目指すべき水準 0.876以下

業界平均値 1.023

当社 0.870

達成事業者数／報告者数
（達成事業者の割合）

3／12
（25.0％）

達成事業者 東亜石油㈱
昭和四日市石油㈱
東燃ゼネラル石油㈱

（2017年5月8日付資源エネルギー庁資料より抜粋）

●石油精製業のベンチマーク※

※） 各製油所が使用する通油量毎のエネルギー使用量を、装置構成を考慮した上で世界の
製油所が平均的に使用する標準エネルギー使用量で除した値。小さいほど省エネルギ
ーが進んでいる。
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連結財務諸表
Consolidated Financial Statements

科 目
当 期

2017年 1 月 1 日から
2017年12月31日まで

前 期
2016年 1 月 1 日から
2016年12月31日まで

売上高 29,979 30,557
売上原価 25,490 26,000

売上総利益 4,488 4,557
販売費及び一般管理費 1,303 1,118

営業利益 3,185 3,438
営業外収益 38 29
営業外費用 75 149

経常利益 3,147 3,318
特別利益 574 592
特別損失 255 144

税金等調整前当期純利益 3,465 3,767
法人税等 821 1,314

当期純利益 2,644 2,453
非支配株主に帰属する当期純利益 171 137

親会社株主に帰属する当期純利益 2,472 2,315

科 目
当 期

2017年 1 月 1 日から
2017年12月31日まで

前 期
2016年 1 月 1 日から
2016年12月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,828 6,738
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 3,589 △ 2,814
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 3,581 △ 4,777
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 342 △ 853
現金及び現金同等物の期首残高 4,499 5,352
現金及び現金同等物の期末残高 4,156 4,499

科 目 当 期 末
2017年12月31日現在

前 期 末
2016年12月31日現在

資産の部

流動資産 46,000 44,300

固定資産 43,202 45,326

有形固定資産 39,478 42,278

無形固定資産 98 123

投資その他の資産 3,625 2,923

資産合計 89,203 89,626

負債の部

流動負債 52,114 55,728

固定負債 7,723 6,533

負債合計 59,837 62,261

純資産の部

株主資本 26,929 24,954

資本金 8,415 8,415

資本剰余金 4,687 4,687

利益剰余金 13,831 11,856

自己株式 △ 4 △ 4

その他の包括利益累計額 △ 144 △ 218

その他有価証券評価差額金 161 131

退職給付に係る調整累計額 △ 305 △ 349

非支配株主持分 2,580 2,629

純資産合計 29,365 27,365

負債純資産合計 89,203 89,626

● 連結貸借対照表 単位：百万円

（注）百万円未満の端数は切り捨てて表示しております。

（注）百万円未満の端数は切り捨てて表示しております。

（注）百万円未満の端数は切り捨てて表示しております。

● 連結損益計算書 単位：百万円

● 連結キャッシュ・フロー計算書 単位：百万円
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連結決算ハイライト
Consolidated Financial Highlights

第141期
（2013年12月期）

第142期
（2014年12月期）

第143期
（2015年12月期）

第144期
（2016年12月期）

第145期
（2017年12月期）

売 上 高 （百万円） 30,464 32,686 33,340 30,557 29,979
営 業 利 益 （百万円） 735 1,097 4,925 3,438 3,185
経 常 利 益 （百万円） 558 709 4,701 3,318 3,147
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 （百万円） 587 270 2,261 2,315 2,472

総 資 産 （百万円） 109,218 109,265 103,213 89,626 89,203
純 資 産 （百万円） 24,528 24,391 25,830 27,365 29,365
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■ 売上高 単位：百万円

■ 親会社株主に帰属する当期純利益 単位：百万円 ■ 総資産 単位：百万円 ■ 純資産 単位：百万円

■ 営業利益 単位：百万円 ■ 経常利益 単位：百万円
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株式の状況 2017年12月31日現在

大株主 2017年12月31日現在

株式分布状況 2017年12月31日現在

会社の概況 2017年12月31日現在

商　　号

英文商号 TOA OIL CO.,LTD.

設　　立 大正13年2月6日

資 本 金 8,415百万円

従 業 員 404名（連結503名）
本　　社 〒210-0866

神奈川県川崎市川崎区水江町3番1号
TEL : 044-280-0600

発行可能株式総数 300,000,000 株

発行済株式総数 124,435,000 株

株主数 7,612 名

所有者別

■ 個人その他・自己株式
　 44,787,003株 35.99%
■ 金融機関・証券会社
　   8,319,974株 6.69%
■ 国内法人
　 63,059,885株 50.68%
■ 外国人
　   8,268,138株 6.64%

所有数別

■ 1,000株未満 784名 10.30%

■ 1,000株以上 4,833名 63.49%

■ 5,000株以上 873名 11.47%

■ 10,000株以上 941名 12.36%

■ 50,000株以上 100名 1.31%

■ 100,000株以上 81名 1.06%

役員 2018年3月27日現在

代 表 取 締 役 社 長 玉井　裕人
常 務 取 締 役 淡島　敬一
常 務 取 締 役 白木　郁
取 締 役 枦　　昭彦
取 締 役 岡田　智典
取締役（監査等委員） 熊坂　真紀
取締役（監査等委員） 木村　滋
取締役（監査等委員） 中村　新

株 主 名 持株数（千株） 持株比率（%）

昭和シェル石油㈱ 62,344 50.10
東京海上日動火災保険㈱ 2,184 1.80
前田陽太 1,592 1.30
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱

（信託口4） 1,429 1.10

DFA INTL SMALL CAP
VALUE PORTFOLIO 1,364 1.10

時津昭彦 1,316 1.06
三井住友海上火災保険㈱ 1,193 0.96
GOVERNMENT OF NORWAY 1,007 0.81
東亜石油従業員持株会 916 0.74
J.P. MORGAN SECURITIES 
LLC-CLEARING 810 0.65

会社概要／株式情報
Corporate Profile / Stock Information



〒210-0866　神奈川県川崎市川崎区水江町3番1号
TEL : 044-280-0600 ※ この報告書は環境保全のため、植物油インキとFSC® 認証紙を使用しています。

　 また、見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

事業年度 毎年 1 月 1 日から12月31日まで

定時株主総会 毎年 3 月
基準日 定時株主総会・期末配当
　　　 中間配当（実施する場合）

毎年12月31日
毎年 6 月30日

公告方法 電子公告の方法により、当社ホームページに
掲載いたします。（http://www.toaoil.co.jp）
ただし、電子公告によることができない事故
その他やむを得ない事由が生じたときは、日本
経済新聞に掲載いたします。

単元株式数 1,000株
株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行株式会社

郵便物送付先
（電話照会先）

〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目８番４号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
電話　0120-782-031（フリーダイヤル）
取次事務は、三井住友信託銀行株式会社の本店
および全国各支店で行っております。

株主メモ

● 住所変更、単元未満株式の買取等のお申出先について
　 株主様の口座のある証券会社にお申出ください。
　 なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、
　 特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。
● 未払配当金の支払について
　 株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

ホームページのご紹介

当社はホームページを重要な情報発信源
のひとつとして認識しており、決算情報
や環境・社会貢献活動などを適宜掲載し
ております。ぜひ、ご覧ください。

検索

http://www.toaoil.co.jp

東亜石油


