
索引・単位換算　

単位換算
原油 天然ガス 販売ガス LPG LNG

1kl≒6.29bbl 1cf≒1,000 Btu*

1m3≒37.32cf 1トン≒10.5bbl
（原油）

1トン 
≒8.8bbl（原油）
≒1,400m3（天然ガス）
≒53百万Btu*

1トン≒7.4bbl 10億m3≒700千トン（LNG）

1bbl≒6,000cf（天然ガス） 100百万cf／日≒700千トン／年（LNG）

100千bbl／日≒4百万トン/年（LNG） 1兆cf≒1百万トン×20年（LNG）（20百万トン）

（注）単位換算値は概算値です。本アニュアルレポートに記載の生産量・埋蔵量で使用の換算値とは異なる場合があります。また、取引や証明に使用できる精度を保証していません。
*英国熱量単位
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会社データ

株式の分布状況
人数（名） 株式数（株） 持株比率（%）注1

金融機関（信託口を含む） 113 559,217 15.3

証券会社 60 34,534 1.0

その他国内法人 450 719,794 19.7

経済産業大臣注2 1 692,307 18.9

外国法人等 653 1,529,380 41.8

個人その他 39,331 115,661 3.2

自己名義株式 1 4,916 0.1

注1： 比率は株式数の発行済株式総数（普通株式）に対する割合です。
注2： 経済産業大臣の保有株式数には、甲種類株式は含まれていません。

大株主（普通株式）の状況
株主名 持株数（株）持株比率（%）注

経済産業大臣 692,307 18.9

石油資源開発株式会社 267,233 7.3

三井石油開発株式会社 150,760 4.1

ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン 
エス エル オムニバス アカウント 149,800 4.1

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 131,960 3.6

三菱商事株式会社 114,500 3.1

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 113,748 3.1

ＪＸホールディングス株式会社 109,527 3.0

シービーニューヨークオービスファンズ 78,166 2.1

ジェーピー モルガン チェース バンク 380055 76,155 2.1

注： 比率は株式数の発行済株式総数（普通株式）に対する割合です。

ホームページ
当社ホームページでは、投資家の皆さまに財務諸表や最新トピック
スなど、IRに関する情報を提供しています。
▶ inpex.co.jp/

お問い合わせ
IR（投資家情報）に関するお問い合わせ、本アニュアルレポートへの
ご意見・ご感想は、下記までお願いいたします。
経営企画本部 広報・IRユニット IRグループ
電話：03-5572-0234　FAX：03-5572-0235
ホームページ：inpex.co.jp/ir/inquiries

社　　名  国際石油開発帝石株式会社　 
（英：INPEX CORPORATION）

設　　立 2006年4月3日
資 本 金 2,908億983万5,000円

住　　所 〒107-6332　東京都港区赤坂5-3-1 赤坂Bizタワー
従業員数 2,455名（連結）
事業内容  石油・天然ガス、その他の鉱物資源の調査、探鉱、開

発、生産、販売および同事業に付帯関連する事業、それ
らを行う企業に対する投融資

組織図 （2013年6月末現在）
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株式データ
発行可能株式総数
　普通株式   9,000,000株※1

　甲種類株式  1株

株主数および発行済株式の総数
　普通株式  40,609名／3,655,809株※1

　甲種類株式※2 1名（経済産業大臣）／1株
※1 2013年10月1日を効力発生日として普通株式1株を400株に分割することを予定しています。
※2  当社定款においては、経営上の一定の重要事項の決定について株主総会または取締役
会の決議に加え、甲種類株主総会の決議が必要である旨が定められています。




