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コスモ石油グループの事業

海外の産油国から原油を購入しているほか、
産油国と協力して原油の自主開発を進め、
調達した原油を製油所へ輸送しています。

ガソリンや灯油などの石油製品を生産し、全
国のサービスステーション（SS）や油槽所、
需要家の皆様にお届け、販売しています。

衣類やペット樹脂など生活用品の原料とな
るキシレンをはじめとする石油化学製品を
製造し、需要家の皆様に販売しています。

風力発電事業・太陽光発電事業に取り組む
ほか、植物・農業分野におけるALA（5-アミ
ノレブリン酸）の生産にも注力しています。

ALA（アラ）再生可能エネルギー

生物の成長促進に重要なアミノ酸
ALAの量産化・低コスト化を実現全国で風力発電・太陽光発電を運営

事業区分 事業の流れと活動内容

原油調達・開発 海上輸送

石油化学製品製造

国内外で生産体制を整備し、需要増
加に対応

自主開発、または産油国から原油を
調達

調達・開発した原油および需給に応
じ輸入した石油製品をタンカーにて
輸送

石油開発事業 石油精製・販売事業

マークの読み方
◎…連結子会社
○…持分法適用会社
＊…「CSR活動方針」を

共有する25社

2014年6月30日現在

グループ
会社一覧 原油調達・開発

◎コスモエネルギー開発（株）＊
◎アブダビ石油（株）＊
◎カタール石油開発（株）＊
◎コスモアシュモア石油（株）
○合同石油開発（株）
原油・石油製品の輸出入
◎英国コスモ石油（株）＊
◎コスモオイルインターナショナル（株）＊
◎米国コスモ石油（株）＊
備蓄
○沖縄石油基地（株）

石油精製・製品製造
コスモ石油（株）＊
◎コスモ石油ルブリカンツ（株）＊
国内輸送
○東西オイルターミナル（株）
◎北斗興業（株）＊
◎コスモ海運（株）＊
◎コスモ陸運（株）＊
◎コスモペトロサービス（株）＊
◎コスモテクノ四日市（株）＊
◎関西コスモ物流（株）＊
◎坂出コスモ興業（株）＊

○千葉コスモ港運（株）
○コスモルブサービス（株）
◎四日市エルピージー基地（株）
国内販売
◎コスモ石油販売（株）＊
◎総合エネルギー（株）＊
◎コスモプロパティサービス（株）
○桜橋産業（株）
○トコスカーサポート（株）
○コスモリフォーム（株）
○（株）アムテックス
◎コスモ石油ガス（株）＊

○東北コスモガス（株）
○（株）長田野ガスセンター

石油精製・製品製造

市場のニーズに合わせ、ガソリン、軽
油、灯油、石化製品の原料などを生産
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原油開発の強化
● カタール既存鉱区での増産
● 継続的な有望鉱区の発堀
● アブダビ新鉱区「ヘイル油田」
早期生産開始

● CEPSAとの提携

収益安定化の取り組みを強化
● 供給体制の再構築
● リテールビジネスの強化
（コスモスマートビークル）

製油所の安全・安定操業
● 事業継続計画（BCP）の改訂

● 安全管理体制の強化

パラキシレン（PX）事業の強化
● 韓国におけるパラキシレン事業
が本格化

再生可能エネルギー事業の
強化
● 太陽光発電事業に本格参入

● 風力発電事業の収益拡大

ALA事業の拡大
● 医療、化粧品、健康食品などの
分野への用途拡大

研究開発

コストや地域性などを考慮し、輸送
手段を選択

製造技術の高度化研究、環境配慮製
品の開発

SS販売では地域特性を重視し、お客
様のカーライフをサポート

石油化学製品製造
◎コスモ松山石油（株）＊
◎CMアロマ（株）
○丸善石油化学（株）
○Hyundai Cosmo 
Petrochemical Co.,Ltd.

風力発電
◎エコ・パワー（株）＊
◎波崎ウインドファーム（株）
◎銚子ウィンドファーム（株）
◎段ヶ峰ウィンド
ファーム（株）
○伊方エコ・パーク（株）
○（株）稚内ウインドパワー
◎（株）たちかわ
風力発電研究所
◎エコ・ワールドくずまき
風力発電（株）

○（株）秋田ウインドパワー
研究所
○（株）五島岐宿
風力発電研究所
ALA（アラ）
◎コスモALA（株）

◎コスモエンジニアリング（株）＊
◎（株）コスモトレードアンド
サービス＊
◎コスモビジネス
アソシエイツ（株）＊
◎（株）コスモコンピュータ
センター＊
◎（株）コスモ総合研究所＊
○コスモ海洋牧場（株）
○トコスエンタプライズ（株）
○北ガスフレアスト函館南（株）
○（株）宣信社

○SUMMIT TRADING 
CO.L.L.C.
○MUSASHI 
INTERNATIONAL.W.L.L.
○アブダビ興産（株）
○A.D.MARINE.INC
◎克斯莫石化貿易（上海）有限公司
◎COSMO OIL EUROPE B.V.

明日を見すえた取り組み2014

国内輸送 国内販売
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物流・販売

備蓄

緊急時に備えて、70日分以上の石油
を備蓄

石油製品の輸出

海外での需要に応じ、石油製品を
輸出

石油化学事業 環境ビジネス事業 その他事業
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