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ナトゥナ石油株式会社の株式売却及び売却に伴う損失の計上について
国際石油開発帝石株式会社（以下、当社）は、当社子会社ナトゥナ石油株式会社（以下、同社）
を通じて、インドネシア共和国 南ナトゥナ海 B 鉱区（以下、本鉱区）において 35％の参加権益
を保有し石油・天然ガスの開発生産事業に参画しておりますが、この度、当社が保有する同社の
全株式を PT MEDCO DAYA SENTOSA 社へ売却することといたしましたので、お知らせいたし
ます。
記
当社は、1977 年に本鉱区の参加権益を取得後、1979 年から原油、2001 年からは天然ガスの生
産を開始しました。その後、本鉱区では複数の油田・天然ガス田にて石油、天然ガス及び LPG（液
化石油ガス）の開発生産事業が行われ、当社上流事業の持続的拡大に貢献してまいりました。
一方、本鉱区は生産開始から 40 年近く経過し、既に生産ピークを過ぎて生産減退ステージに至
っております。今後の生産減退に伴い、同社から当社グループへの利益及びキャッシュフローの
貢献が限定的になると見込まれることから、当社グループの資産ポートフォリオの最適化の観点
で検討した結果、今般、同社の全株式を売却することといたしました。
平成 29（2017）年 3 月期の通期連結業績への影響としては、主に営業外費用として 160 億円
程度を計上することで、親会社株主に帰属する当期純利益に▲135 億円程度の影響を見込んでお
りますが、当該影響額は、平成 29（2017）年 2 月 10 日公表の平成 29（2017）年 3 月期通期連
結業績予想に資産ポートフォリオ見直し等に伴う損失として既に織り込んでおりますので、今回
改めて業績予想の修正はいたしません。

1. 異動（株式譲渡）する子会社の概要
(1)名称
ナトゥナ石油株式会社
(2)所在地
東京都港区赤坂五丁目 3 番 1 号
(3)代表者の役職・氏名
代表取締役社長 川野憲二
(4)事業内容
インドネシア共和国南ナトゥナ海 B 鉱区における石油・天然ガス
の探鉱・開発・生産・販売
(5)資本金
12,690 百万円 注 1）
(6)設立年月日
昭和 53（1978）年 9 月 1 日
(7)大株主および持株比率
国際石油開発帝石株式会社（100％出資）
(8)当社と同社との関係
資本関係
100％子会社
人的関係
当社は同社に取締役 5 名を派遣しております。
取引関係
該当事項はありません。
(9)同社の最近 3 年間の財政状態及び経営成績
決算期 平成 26（2014）年 3 平成 27（2015）年 3 平成 28（2016）年 3
月期
月期
月期
純資産
67,412 百万円
72,779 百万円
80,315 百万円
総資産
79,773 百万円
75,878 百万円
82,449 百万円
1 株当たり純資産（円）
13,482.42 円
14,555.84 円
16,063.15 円
売上高
67,686 百万円
58,569 百万円
35,629 百万円
営業利益
33,925 百万円
36,221 百万円
15,806 百万円
経常利益
36,344 百万円
40,507 百万円
15,745 百万円
親会社株主に帰属する
当期純利益
18,990 百万円
21,792 百万円
7,536 百万円
1 株当たり当期純利益（円）
3,798.12 円
4,358.42 円
1,507.31 円
1 株当たり配当金（円）
3,200 円
3,200 円
－
注 1）平成 29（2017）年 3 月 27 日現在、異動する子会社の資本金は、平成 28（2016）年 3 月
末の 5,000 百万円から 12,690 百万円に増加しています。
2. 株式譲渡先の相手方の概要（平成 29（2017）年 3 月 23 日時点）
(1)名称
PT MEDCO DAYA SENTOSA
(2)所在地
インドネシア共和国ジャカルタ特別州
(3)代表者の役職・氏名
President Director Hilmi Panigoro
(4)事業内容
石油・ガス開発及び生産事業
(5)資本金
1,000,000,000 インドネシアルピア
(6)設立年月日
2016 年 11 月 1 日
(7)純資産
550,000,000 インドネシアルピア
(8)総資産
550,000,000 インドネシアルピア
(9)大株主及び持株比率
PT Medco Energi Internasional Tbk （99.0％）
PT Medco Daya Abadi Lestari (1.0%)
(10)当社と当該会社との関係 資本関係
該当事項はありません。
人的関係
該当事項はありません。
取引関係
該当事項はありません。
関連当事者へ 該当事項はありません。
の該当状況
（ご参考）株式譲渡先の相手方の親会社の概要
(1)名称
PT Medco Energi Internasional Tbk
(2)所在地
インドネシア共和国ジャカルタ特別州
(3)代表者の役職・氏名
President Director Hilmi Panigoro
(4)事業内容
石油・ガス開発及び生産事業、金などの鉱物資源事業、石炭事業、
発電事業
(5)資本金
101,154,464 米ドル
(6)設立年月日
1980 年 6 月 9 日
(7)純資産
746,646,213 米ドル
(8)総資産
3,013,437,819 米ドル

(9)大株主及び持株比率
(10)当社と当該会社との関係

Encore Energy（50.7%）
、Credit Suisse（20.7%）
資本関係
該当事項はありません。
人的関係
該当事項はありません。
取引関係
当社子会社による PT Medco Energi
Internasional Tbk 社子会社への出資を通じてイ
ンドネシアで地熱事業に参画しております。
関連当事者へ 該当事項はありません。
の該当状況

3. 譲渡株式数及び、譲渡前後の所有株式の状況
(1)異動前の所有株式数
30,361,882 株（議決権所有割合：100％）
(2)譲渡株式数
30,361,882 株（議決権所有割合：100％）
(3)譲渡価額
167 百万米ドル
(4)異動後の所有株式数
0 株（議決権所有割合：0％）
4. 異動（株式譲渡）の日程
(1)取締役会決議日
(2)株式譲渡契約締結
(3)株式譲渡

平成 29（2017）年 3 月 27 日
平成 29（2017）年 3 月 27 日
株式譲渡契約における先行条件充足後、平成 29（2017）年 5 月
末を予定

＜補足説明＞本鉱区概要
インドネシア共和国の首都ジャカルタから北方約 1,200 キロメートル、水深約 50～55 メート
ルのナトゥナ海に位置しており、生産量は、原油：日量約 20,000 バレル、天然ガス：日量約 197
百万 cf、LPG：日量約 6,000 バレル（いずれも平成 28（2016）年平均）
。参加権益比率（権益譲
渡前）は、同社 35％、Medco E&P Natuna Ltd.社 40％（オペレーター）
、シェブロン社 25％。
以上
（参考）当社の平成 29（2017）年 3 月期通期連結業績予想（平成 29（2017）年 2 月 10 日公表）
及び前期連結実績
売 上 高
当期連結業績予想
（平成 29（2017）
年 3 月期）
前期連結実績
（平成 28（2016）
年 3 月期）

親会社株主に
帰 属 す る
当期純利益

営業利益

経常利益

878,000 百万円

335,000 百万円

340,000 百万円

48,000 百万円

1,009,564 百万円

390,139 百万円

374,771 百万円

16,777 百万円

