
（単位：千円）

1. ケージーウィリアガール石油開発　株式会社（特定関連会社）

・特定関連会社に対する債権債務の明細 該当なし

・特定関連会社の総売上高とそれに含まれる機構からの -                              -          （機構からの発注等による売上）

　発注等に係る金額 -                              -           （その他の事業売上）

　　※ 特定関連会社との取引は、平成18年4月1日～平成19年 -                              -           （総売上高）

　　 　 3月31日の1年間の取引高を記載しております。

2. ケージーバボ石油開発　株式会社（特定関連会社）

・特定関連会社に対する債権債務の明細 該当なし

・特定関連会社の総売上高とそれに含まれる機構からの -                              -          （機構からの発注等による売上）

　発注等に係る金額 -                              -           （その他の事業売上）

　　※ 特定関連会社との取引は、平成18年4月1日～平成19年 -                              -           （総売上高）

　　 　 3月31日の1年間の取引高を記載しております。

3. 深海資源開発　株式会社（特定関連会社）

・特定関連会社に対する債権債務の明細 該当なし

・特定関連会社の総売上高とそれに含まれる機構からの 260,947                  13.0% （機構からの発注等による事業収入）

　発注等に係る金額 1,739,382               87.0% （その他の事業収入）

2,000,330               100.0% （総売上高）

4. ITOCHU Oil Exploration (BTC) Inc.（関連会社）

・関連会社に対する債権債務の明細 該当なし

・関連会社の総売上高とそれに含まれる機構からの -                              -          （機構からの発注等による売上）

　発注等に係る金額 -                              -           （その他の事業売上）

　　※ 関連会社との取引は、平成18年4月1日～平成19年 -                              -           （総売上高）

　　 　3月31日の1年間の取引高を記載しております。

5. インペックス北カスピ海石油　株式会社（関連会社）

・関連会社に対する債権債務の明細 該当なし

・関連会社の総売上高とそれに含まれる機構からの -                              -          （機構からの発注等による売上）

　発注等に係る金額 -                              -          （その他の事業売上）

　　※ 関連会社との取引は、平成18年4月1日～平成19年 -                              -          （総売上高）

　　 　3月31日の1年間の取引高を記載しております。

 ・ 特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等との取引の状況（平成18年）



6. インペックス北カンポス沖石油　株式会社（関連会社）

・関連会社に対する債権債務の明細 該当なし

・関連会社の総売上高とそれに含まれる機構からの -                              -          （機構からの発注等による売上）

　発注等に係る金額 -                              -           （その他の事業売上）

　　※ 関連会社との取引は、平成18年4月1日～平成19年 -                              -           （総売上高）

　　 　3月31日の1年間の取引高を記載しております。

7. インペックスマセラアラフラ海石油　株式会社（関連会社）

・関連会社に対する債権債務の明細 該当なし

・関連会社の総売上高とそれに含まれる機構からの -                              -          （機構からの発注等による売上）

　発注等に係る金額 -                              -          （その他の事業売上）

　　※ 関連会社との取引は、平成18年4月1日～平成19年 -                              -          （総売上高）

　　 　3月31日の1年間の取引高を記載しております。

8. ケージーベラウ石油開発　株式会社（関連会社）

・関連会社に対する債権債務の明細 該当なし

・関連会社の総売上高とそれに含まれる機構からの -                              -          （機構からの発注等による売上）

　発注等に係る金額 -                              -          （その他の事業売上）

　　※ 関連会社との取引は、平成18年4月1日～平成19年 -                              -          （総売上高）

　　 　3月31日の1年間の取引高を記載しております。

9. 日石ベラウ石油開発　株式会社（関連会社）

・関連会社に対する債権債務の明細 該当なし

・関連会社の総売上高とそれに含まれる機構からの -                              -          （機構からの発注等による売上）

　発注等に係る金額 -                              -           （その他の事業売上）

　　※ 関連会社との取引は、平成18年4月1日～平成19年 -                              -           （総売上高）

　　 　3月31日の1年間の取引高を記載しております。

10. モエコ南西ベトナム石油　株式会社（関連会社）

・関連会社に対する債権債務の明細 該当なし

・関連会社の総売上高とそれに含まれる機構からの -                              -          （機構からの発注等による売上）

　発注等に係る金額 -                              -           （その他の事業売上）

　　※ 関連会社との取引は、平成18年4月1日～平成19年 -                              -           （総売上高）

　　 　3月31日の1年間の取引高を記載しております。



11. モエコベトナム石油　株式会社（関連会社）

・関連会社に対する債権債務の明細 該当なし

・関連会社の総売上高とそれに含まれる機構からの -                              -          （機構からの発注等による売上）

　発注等に係る金額 -                              -           （その他の事業売上）

　　※ 関連会社との取引は、平成18年4月1日～平成19年 -                              -           （総売上高）

　　 　3月31日の1年間の取引高を記載しております。

12. 鹿島液化ガス共同備蓄　株式会社（関連会社）

・関連会社に対する債権債務の明細 33,917 　（隣接する神栖国家石油ガス備蓄基地の管理委託に係る機構の未払債務）

・関連会社の総売上高とそれに含まれる機構からの 1,544,263               33.7% （機構からの発注等による売上）

　発注等に係る金額 3,029,945 66.2% （その他の事業売上）

　　※ 関連会社との取引は、平成18年4月1日～平成19年 4,576,273 100.0% （総売上高）

　　 　3月31日の1年間の取引高を記載しております。

13. 新潟石油共同備蓄　株式会社（関連会社）

・関連会社に対する債権債務の明細 380,000 (貸付金の期末残高）

・関連会社の総売上高とそれに含まれる機構からの -                              -          （機構からの発注等による売上）

　発注等に係る金額 2,241,159 100.0% （その他の事業売上）

　　※ 関連会社との取引は、平成18年4月1日～平成19年 2,241,159 100.0% （総売上高）

　　 　3月31日の1年間の取引高を記載しております。

14. 北海道石油共同備蓄　株式会社（関連会社）

・関連会社に対する債権債務の明細 27,794 　（施設利用に係る機構の未払債務）

949 　（共同防災に係る機構の未収債権）

・関連会社の総売上高とそれに含まれる機構からの 298,644                  5.7% （機構からの発注等による売上）

　発注等に係る金額 4,929,014 94.3% （その他の事業売上）

　　※ 関連会社との取引は、平成18年4月1日～平成19年 5,227,658 100.0% （総売上高）

　　 　3月31日の1年間の取引高を記載しております。

15. 大分液化ガス共同備蓄　株式会社（関連会社）

・関連会社に対する債権債務の明細 該当なし

・関連会社の総売上高とそれに含まれる機構からの -                              -          （機構からの発注等による売上）

　発注等に係る金額 1,584,126 100.0% （その他の事業売上）

　　※ 関連会社との取引は、平成18年4月1日～平成19年 1,584,126 100.0% （総売上高）

　　 　3月31日の1年間の取引高を記載しております。



16. 海鉱発フリエダ　株式会社（関連会社）

・関連会社に対する債権債務の明細 該当なし

・関連会社の総売上高とそれに含まれる機構からの 該当なし

　発注等に係る金額

17. 財団法人　石油開発情報センター（関連公益法人等）

・機構の関連公益法人等に対する債権債務の明細 1,424 　（産油国石油精製技術等対策事業費補助金に係る機構の未収債権）

・関連公益法人等の事業収入の金額及び機構からの 471,842 94.8% （機構からの発注等による事業収入）

　発注等に係る金額 25,984 5.2% （その他の事業収入）

　　※ 関連公益法人との取引は、平成18年4月1日～平成19年 497,827 100.0% （事業収入合計）

 　　  3月31日の1年間の取引高を記載しております。

18. 日本ＧＴＬ技術研究組合（関連公益法人等）

・機構の関連公益法人等に対する債権債務の明細 該当なし

・関連公益法人等の事業収入の金額及び機構からの 826,510 85.5% （機構からの共同研究負担金収入）

　発注等に係る金額 140,626 14.5% （その他の企業からの賦課金収入）

　　※ 関連公益法人との取引は、平成18年10月25日～平成19年 967,137 100.0% （事業収入合計）

 　　  3月31日の間の取引高を記載しております。

19. 財団法人　国際鉱物資源開発協力協会（関連公益法人等）

・機構の関連公益法人等に対する債権債務の明細 該当なし

・関連公益法人等の事業収入の金額及び機構からの 152,708                  55.2% （機構からの発注等による事業収入）

　発注等に係る金額 123,782                  44.8% （その他の事業収入）

276,490                  100.0% （総売上高）

（注）「機構」：独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構


