
（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）※１

・機構が保有する特定関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 19,020株 (59.86％)

取得価額 -

貸借対照表計上額 -

2. ケージーバボ石油開発株式会社（特定関連会社）※１

・機構が保有する特定関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 10,700株 (54.23％)

取得価額 -

貸借対照表計上額 -

3. 日本北イルクーツク石油株式会社（特定関連会社）

・機構が保有する特定関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 340株 (100.00％)

取得価額 17,000                                   

貸借対照表計上額 7,777                                     

4 日本東シベリア石油株式会社（特定関連会社）

・機構が保有する特定関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 240株 (100.00％)

取得価額 12,000                                   

貸借対照表計上額 1,382                                     

5. 日本南サハ石油株式会社（特定関連会社）

・機構が保有する特定関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 340株 (100.00％)

取得価額 17,000                                   

貸借対照表計上額 12,295                                   

17,000                             -                                     

12,964                             669

期首 増減

340株 (100.00％) -

17,000                             -                                     

8,566                               △789

240株 (100.00％) - 

12,000                             -                                     

2,567                               △1,185

期首 増減

期首 増減

340株 (100.00％) - 

10,700株 (54.42％) (△0.19%)

-                                      -

-                                      -

-                                      -

期首 増減

機構が保有する特定関連会社及び関連会社の株式について（平成24年度）

期首 増減

19,020株 (59.86％) -

-                                      -



6. Copiapo Enterprises Limited（特定関連会社）

・機構が保有する特定関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 -                                            

取得価額 -                                            

貸借対照表計上額 -                                            

機構は、Copiapo Enterprises Limitedの株式を直接所有していない。

7 深海資源開発株式会社（特定関連会社）※２

・機構が保有する特定関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 86,790株 (75.82％)

取得価額 138,152

貸借対照表計上額 138,152

8. 日豪レアアース株式会社（特定関連会社）

・機構が保有する特定関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 164,453,000株 (94.00％)

取得価額 20,047,850                            

貸借対照表計上額 20,047,850                            

9. ITOCHU Oil Exploration (BTC) Inc.（関連会社）※１

・機構が保有する関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 41,567,000株 (48.56％)

取得価額 -

貸借対照表計上額 -

10. インペックス北カスピ海石油株式会社（関連会社）※１

・機構が保有する関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 539,800株 (50.00％)

取得価額 -

貸借対照表計上額 -

期首 増減

41,567,000株 (48.56％) -                                     

-                                      -

-                                      -

-                                      -

期首 増減

539,800株 (50.00％) -

-                                      -

164,453,000株 (94.00％) -                                     

20,047,850                      -

20,047,850                      -

138,152 -                                     

138,152 -                                     

期首 増減

期首 増減

期首 増減

86,790株 (75.82％) -                                     

- -                                     

-                                      -                                     

-                                      -                                     



11. インペックス北カンポス沖石油株式会社（関連会社）※１

・機構が保有する関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 75,520株 (50.00％)

取得価額 -

貸借対照表計上額 -

12. インペックスマセラアラフラ海石油株式会社（関連会社）※１

・機構が保有する関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 498,920株 (48.07％)

取得価額 -

貸借対照表計上額 -

13. ケージーベラウ石油開発株式会社（関連会社）※１

・機構が保有する関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 34,600株 (49.18％)

取得価額 -

貸借対照表計上額 -

14. 日石ベラウ石油開発株式会社（関連会社）※１

・機構が保有する関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 112,780株 (48.99％)

取得価額 -

貸借対照表計上額 -

15. モエコ南西ベトナム石油株式会社（関連会社）※１

・機構が保有する関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 46,644株 (38.72％)

取得価額 -

貸借対照表計上額 -

40,804株 (38.71％) 5,840株 (38.72％)

-                                      -

-                                      -

-                                      -

-                                      -

期首 増減

-                                      -

期首 増減

112,780株 (48.99％) -

期首 増減

34,600株 (49.18％) -

-                                      -

498,920株 (48.07％) -                                     

-                                      -

-                                      -

-                                      -

-                                      -

期首 増減

期首 増減

75,520株 (50.00％) -                                     



16. モエコベトナム石油株式会社（関連会社）※１

・機構が保有する関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 69,540株 (41.26％)

取得価額 -

貸借対照表計上額 -

17. INPEX UK LIMITED（関連会社）

・機構が保有する関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 11,620,000株 (48.37％)

取得価額 1,753,431                              

貸借対照表計上額 876,715                                 

18. Mitsui E&P Ghana Keta Limited （関連会社）

・機構が保有する関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 40,649株 (73.20％)

取得価額 3,469,167                              

貸借対照表計上額 1,734,583                              

19. Mitsui E&P Mozambique Area 1 Limited（関連会社）

・機構が保有する関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 423,150株 (74.35％)

取得価額 35,711,519                            

貸借対照表計上額 17,855,759                            

20. MOEX Gulf of Mexico Corporation（関連会社）

・機構が保有する関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 65,880株 (72.56％)

取得価額 86,306                                   

貸借対照表計上額 0                                            

0                                     86,306                            

0                                     -                                     

9,960,798                        7,894,961                       

期首 増減

64,959株 (72.57％) 921株 (71.72％)

期首 増減

232,909株 (74.50％) 190,241株 (74.15％)

19,921,596                      15,789,923                     

28,318株 (73.00％) 12,331株 (73.66％)

2,482,065                        987,102                          

1,241,032                        493,551                          

1,753,431                        -                                     

876,715                           -                                     

期首 増減

-                                      -

期首 増減

11,620,000株 (48.37％) -

期首 増減

63,820株 (41.26％) 5,720株 (41.21％)

-                                      -



21. コスモアシュモア石油株式会社（関連会社）

・機構が保有する関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 11,600株 (18.72％)

取得価額 580,000                                 

貸借対照表計上額 290,000                                 

22. シエコナミビアオイルアンドガス株式会社（関連会社）

・機構が保有する関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 30,521株 (66.87％)

取得価額 3,052,100                              

貸借対照表計上額 1,526,050                              

23. ＪＸ日鉱日石半島マレーシア石油開発株式会社（関連会社）

・機構が保有する関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 49,960株 (54.74％)

取得価額 2,498,000                              

貸借対照表計上額 1,249,000                              

24. 帝石スリナム石油株式会社（関連会社）

・機構が保有する関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 62,740株 (43.22％)

取得価額 6,274,000                              

貸借対照表計上額 3,137,000                              

25. マーレイ石油株式会社（関連会社）

・機構が保有する関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 26,014株 (36.96％)

取得価額 1,300,700                              

貸借対照表計上額 650,350                                 646,500                           3,850                              

期首 増減

25,860株 (36.82％) 154株 (100.00％)

1,293,000                        7,700                              

45,770株 (44.37％) 16,970株 (40.39％)

4,577,000                        1,697,000                       

2,288,500                        848,500                          

1,428,000                        1,070,000                       

714,000                           535,000                          

期首 増減

1,466,550                        59,500                            

期首 増減

28,560株 (62.27％) 21,400株 (47.13％)

期首 増減

29,331株 (67.70％) 1,190株 (51.29％)

2,933,100                        119,000                          

11,380株 (18.85％) 220株 (13.92％)

569,000                           11,000                            

284,500                           5,500                              

期首 増減



26. モエコ・ソンホン石油株式会社（関連会社）

・機構が保有する関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 33,080株 (62.36％)

取得価額 0

貸借対照表計上額 0

27. INK-Sever（関連会社）

・機構が保有する関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 -                                            

取得価額 -                                            

貸借対照表計上額 -                                            

機構は、INK-Severの株式を直接所有していない。

28. INK-Zapad（関連会社）

・機構が保有する関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 -                                            

取得価額 -                                            

貸借対照表計上額 -                                            

機構は、INK-Zapadの株式を直接所有していない。

29. Idemitsu E&P Shetland Ltd.（関連会社）

・機構が保有する関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 3,814,000株 (69.16％)

取得価額 504,781                                 

貸借対照表計上額 252,390                                 

30. インペックス北東ブラジル沖石油株式会社（関連会社）

・機構が保有する関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 237,300株 (73.06％)

取得価額 11,865,000                            

貸借対照表計上額 5,932,500                              

485,894                           18,887                            

242,947                           9,443                              

期首 増減

232,260株 (72.63％) 5,040株 (100.00％)

11,613,000                      252,000                          

5,806,500                        126,000                          

-                                      

期首 増減

3,658,000株 (69.04％) 156,000株 (72.22％)

期首

- 

-                                      

増減

- 

-                                     

-                                     

- 

-                                      

-                                      

0 -                                     

0 -                                     

期首 増減

- 

-                                     

-                                     

期首 増減

33,080株 (62.36％) - 



31. Nippon Oil Exploration (Niugini)Pty Ltd.（関連会社）

・機構が保有する関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 57,336株 (69.59％)

取得価額 4,614,341                              

貸借対照表計上額 2,307,170                              

32. MPDC NGUMA LIMITED（関連会社）

・機構が保有する関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 25,900株 (46.33％)

取得価額 2,064,625                              

貸借対照表計上額 1,032,312                              

33. 新日石クーロン石油開発株式会社（関連会社）

・機構が保有する関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 157,520株 (70.47％)

取得価額 7,876,000                              

貸借対照表計上額 3,938,000                              

34. CIECO E&P (Faroe)Limited（関連会社）

・機構が保有する関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 10,940,114株 (70.75％)

取得価額 0

貸借対照表計上額 0

35. インペックス西コンゴ石油株式会社（関連会社）

・機構が保有する関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 49,220株 (72.55％)

取得価額 2,461,000                              

貸借対照表計上額 1,230,500                              

期首 増減

期首 増減

54,260株 (74.99％) 3,076株 (30.63％)

4,375,213                        239,128                          

2,187,606                        119,564                          

期首 増減

8,600株 (41.94％) 17,300株 (48.87％)

695,083                           1,369,542                       

347,541                           684,771                          

期首 増減

157,520株 (70.47％) - 

7,876,000                        -                                     

3,938,000                        -                                     

期首 増減

10,940,114株 (70.75％) - 

0 -                                     

0 -                                     

45,220株 (70.83％) 4,000株 (100.00％)

2,261,000                        200,000                          

1,130,500                        100,000                          



36. 日本カラボボ石油株式会社（関連会社）

・機構が保有する関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 640,918株 (39.01％)

取得価額 640,918                                 

貸借対照表計上額 640,918                                 

37. 株式会社ジャペックスガラフ（関連会社）

・機構が保有する関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 120,280株 (38.88％)

取得価額 12,028,000                            

貸借対照表計上額 12,028,000                            

38. JX日鉱日石サラワク陸上石油開発株式会社（関連会社）

・機構が保有する関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 125,280株 (55.61％)

取得価額 6,264,000                              

貸借対照表計上額 3,132,000                              

39. JAPAN ENERGY E&P AUSTRALIA PTY LTD（関連会社）

・機構が保有する関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 39,376,000株 (52.80％)

取得価額 3,165,528                              

貸借対照表計上額 1,582,764                              

40. モエコツナ石油株式会社（関連会社）

・機構が保有する関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 37,500株 (52.30％)

取得価額 1,050,000                              

貸借対照表計上額 525,000                                 

期首 増減

21,136,000株 (37.52％) 18,240,000株 (100.00％)

1,667,841                        1,497,687                       

833,920                           748,844                          

期首 増減

33,900株 (49.77％) 3,600株 (100.00％)

949,200                           100,800                          

65,370株 (41.01％) 54,910株 (36.62％)

6,537,000                        5,491,000                       

3,666,000                        2,598,000                       

1,833,000                        1,299,000                       

期首 増減

73,320株 (59.45％) 51,960株 (50.96％)

6,537,000                        5,491,000                       

474,600                           50,400                            

期首 増減

640,918                           -                                     

期首 増減

640,918株 (39.01％) - 

640,918                           -                                     



41. Diamond Resources Exmouth Pty. Ltd.（関連会社）

・機構が保有する関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 41,360,000株 (73.25％)

取得価額 3,420,617                              

貸借対照表計上額 1,710,308                              

42. グリーンランド石油開発株式会社（関連会社）

・機構が保有する関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 687,288株 (59.38％)

取得価額 687,288                                 

貸借対照表計上額 343,644                                 

43. インペックスババルスラル石油株式会社（関連会社）

・機構が保有する関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 32,260株 (72.82％)

取得価額 1,613,000                              

貸借対照表計上額 806,500                                 

44. パンパシフィックエネルギー株式会社（関連会社）

・機構が保有する関連会社の株式について

期末

機構の所有株式数 67,690,657株 (31.56％)

取得価額 5,461,080                              

貸借対照表計上額 5,461,080                              

45. INPEX Gulf of Mexico Co., Ltd.（関連会社）

・機構が保有する関連会社の株式について

期末

機構の所有株式数 43,850株 (67.60％)

取得価額 3,663,672                              

貸借対照表計上額 1,831,836                              

5,461,080                       

-                                      5,461,080                       

期首 増減

- 43,850株 (77.81％)

-                                      3,663,672                       

-                                      1,831,836                       

399,288株 (48.14％) 288,000株 (87.80％)

399,288                           288,000                          

199,644                           144,000                          

期首 増減

2,980株 (27.04％) 29,280株 (87.98％)

149,000                           1,464,000                       

74,500                             732,000                          

期首 増減

- 67,690,657株 (31.56％)

-                                      

増減

5,838,000株 (59.34％) 35,522,000株 (76.19％)

447,578                           2,973,039                       

223,789                           1,486,519                       

期首 増減

期首



46. INPEX Gas British Columbia Ltd.（関連会社）

・機構が保有する関連会社の株式について

期末

機構の所有株式数 468,455,497株 (44.89％)

取得価額 39,999,999                            

貸借対照表計上額 39,999,999                            

47. 新潟石油共同備蓄株式会社（関連会社）

・機構が保有する関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 5,320,000株 (50.00％)

取得価額 2,660,000                              

貸借対照表計上額 2,660,000                              

48. 北海道石油共同備蓄株式会社（関連会社）

・機構が保有する関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 1,029,000株 (50.00％)

取得価額 10,290,000

貸借対照表計上額 10,290,000

49. 大分液化ガス共同備蓄株式会社（関連会社）

・機構が保有する関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 61,000株 (50.00％)

取得価額 3,050,000

貸借対照表計上額 3,050,000

50. 鹿島液化ガス共同備蓄株式会社（関連会社）

・機構が保有する関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 70,200株 (50.00％)

取得価額 3,510,000

貸借対照表計上額 3,510,000

- 

期首 増減

61,000株 (50.00％) -

3,050,000 -                                     

-                                     

-                                      39,999,999                     

-                                      39,999,999                     

期首 増減

- 468,455,497株 (44.89％)

3,510,000                        -                                     

3,510,000                        -                                     

1,029,000株 (50.00％) -

10,290,000 -                                     

10,290,000 -                                     

3,050,000 -                                     

期首 増減

70,200株 (50.00％)

期首 増減

期首 増減

5,320,000株 (50.00％) - 

2,660,000

2,660,000 -                                     



51. 住鉱ソロモン探鉱株式会社（関連会社）

・機構が保有する関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 2,400株 (30.00％)

取得価額 120,000                                 

貸借対照表計上額 60,000                                   

52. ITC Platinum Development Ltd.（関連会社）

・機構が保有する関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 52,617,540株 (18.75％)

取得価額 4,215,000                              

貸借対照表計上額 2,107,500                              

53. 日伯ニオブ株式会社（関連会社）

・機構が保有する関連会社の株式について 期末

機構の所有株式数 225,080株 (25.00％)

取得価額 18,651,842                            

貸借対照表計上額 18,651,842                            

（注）「機構」：独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構

-                                     

60,000                             -                                     

期首

増減

52,617,540株 (18.75％)

増減

2,400株 (30.00％) -                                     

120,000                           -                                     

※２　機構は深海資源開発株式会社が行う探鉱に必要な資金の供給業務としての出資を海外鉱物資源開発株式会社に対し
　　て行い、その全額が深海資源開発株式会社に対する出資となっております。このため、実態的には深海資源開発株式
　　会社の株式を所有しているものであり、当該実態的な所有株式数等を表示しております。

※１　中期目標に基づき石油公団から包括的に承継したものであり、石油公団から帰属変更した後も石油公団の帳簿上の
    価額（44,202,521,314円）により管理することを経済産業大臣より指示されており、探鉱開発事業の適切な事業管理
　  並びに運営の実施の観点から包括的に一括表示しております。

-                                     

4,215,000                        -                                     

18,651,842                      -                                     

18,651,842                      -                                     

期首

期首 増減

225,080株 (25.00％) -                                     

2,107,500                        


