


会社情報

経営理念

社会とくらしのパートナー
～エネルギーと共に・車と共に・家庭と共に～

事業領域

社会インフラとしてのエネルギーから、
人を育み、くらしと心を豊かにするエネルギーまで

社員の行動規範

有徳（信義・誠実、創意・工夫、公明・清廉）

会社名 伊藤忠エネクス株式会社
 ITOCHU ENEX CO., LTD.
本社所在地 〒100-6028 東京都千代田区霞が関3-2-5
電話番号 代表：03-4233-8000
設立 1961年（昭和36年）1月28日
資本金 198億7,767万円

会社概要 （2022年3月31日現在）

従業員数 単体　661名（出向者168名含む）
　  連結　5,641名
上場証券取引所 東京（銘柄名：伊藤忠エネクス）  
 証券コード：8133
発行済株式数 116,881千株
大株主 伊藤忠商事株式会社
ホームページ https://www.itcenex.com/

グループネットワーク

ベトナム
（カーケア事業）

タイ
（LPガス販売・太陽光発電事業）

パラオ
（石油製品輸入卸売・販売事業）

フィリピン
（LPガス販売事業）

主なグループ会社
伊藤忠エネクスホームライフ北海道（株）
伊藤忠エネクスホームライフ東北（株）
伊藤忠エネクスホームライフ西日本（株）
伊藤忠エネクスホームライフ四国（株）
（株）エコア
（株）エネアーク
伊藤忠工業ガス（株）
PT.ENEX TRADING INDONESIA
エネクスフリート（株）
ENEXFLEET VIETNAM CO.,LTD.
（株）九州エナジー
日産大阪販売（株）（大阪カーライフグループ（株））
エネクス電力（株）
東京都市サービス（株）
（株）エネクスライフサービス
王子・伊藤忠エネクス電力販売（株）
エネクス・アセットマネジメント（株）
ITC ENEX （Thailand） Co., Ltd.
ITC ENEX Southeast Asia Co., Ltd.

＝当社事業所
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中期経営計画

エネクスグループ
中期経営計画

2022年度 連結業績目標 2021年度～2022年度経営指標

２ヵ年（2021年度～2022年度）

“基盤”“環境・エネルギー”“人材”を基本方針とする。

当社株主に帰属する
当期純利益

130億円

ROE

9.0%以上

実質営業
キャッシュ・フロー

300億円以上
（毎期）

連結配当性向

40%以上

新規投資額
（2期累計）

600億円

当社グループは、2021年度より２ヵ年
の新中期経営計画『SHIFT！2022』を策
定いたしました。これまで中期経営計
画に“Moving”をテーマに掲げ、新た
な分野を開拓する、また旧来のやり方
を抜本的に見直す取組みを進めてまい
りました。この“Moving”を踏襲しつつ
も、ギアを一段上げ、“SHIFT！”し、さ
らに加速してまいります。

計画名称

期間

定量計画

基本方針

基盤
● 国内販売ネットワーク・顧客基盤
の更なる充実

● DXを活用し、BtoCビジネスの 
積極推進

● アジアを中心とした海外事業の
展開強化

人材
● 国内外で活躍するマルチ人材の
育成

● ダイバーシティ推進と多様な価値
観の醸成

環境・エネルギー
● 環境商材をはじめ電力他多様なエ
ネルギーで、未開拓エリアへ進出

● 再生可能エネルギーを中心に、
発電から売電まで電力事業の更
なる拡大

● 環境技術力を高め、低炭素・脱
炭素型商材拡充

顧客基盤の活用による成長戦略

積み重ねてきた信頼や顧客基盤を活用し
次世代のコア事業の発展・進化を目指します。

新たな
顧客基盤の創出

環境商材

次世代
エネルギー

車関連事業

石 油

電力
基盤の拡大

独自の
顧客基盤

海外展開

新規事業

デジタル

ガ ス

家庭関連事業

投資拡大し挑戦できる理由
● これまで培ったノウハウを海外へ展開
● コア事業の安定的なストック型ビジネスに支えられ、新
規事業へ投資拡大が可能

● 環境商材開発や、異業種との連携に挑戦できる

基盤を拡大し、持続的に成長できる理由
● 石油、ガスで培った顧客基盤へ、電気販売を展開する
など、グループシナジーを創出

● 電力販売を契機として、車関連・家庭関連事業における
周辺事業を拡大

コア事業を維持できる理由
● 安定した石油、ガスの顧客基盤（系列CS約1,600カ
所、LPガス・都市ガスをお届けしているご家庭約150
万世帯、産業用エネルギーをお届けしている事業所約
3,000カ所）

● 市場が縮小均衡になる中でも、M&Aや積極的な営業開
発によりネットワークを強化し、基盤を維持
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事業部門

PU / Power&Utility Division

電力・ユーティリティ部門
省エネルギーと快適性、
経済性を追求し、
電力関連事業・熱供給事業を推進

IB / Industrial Business Division

産業ビジネス部門
アスファルトや船舶用燃料、
環境商材まで、産業や流通を支える
エネルギーをお届け

CL / Car-Life Division

カーライフ部門
さまざまなカーライフニーズにお応えし、
自動車と共に
快適に暮らせる社会を目指す

HL / Home-Life Division

ホームライフ部門
LPガスから電力、
スマートエネルギーまで
安心、快適なライフスタイルをご提案

元売やメーカー
より調達

エネルギーや
資材を調達

元売より調達販売形態や用途
に合わせ充填

自社基地などで
貯蔵

全国の販売店へ
卸売

全国の販売店へ
卸売

卸売・販売・
リサイクルまで

一般家庭や
法人へ販売

多様なカーライフ
商材をCSにて販売

LPガス

産業用ガス

産業用 
エネルギー
産業用資材

自動車用
エネルギー

［ エネルギー関連製品・サービス ］
ガソリン、灯油、軽油、電力
［ モビリティサービス ］
自動車販売、レンタカー、カーリース、生活・
車関連商品サービスの販売

［ エネルギー関連製品・サービス ］
LPガス、灯油、都市ガス（大分県中津市・関
東）、産業用ガス、電力、ガス容器耐圧検査
サービス、溶接用資材
［ 生活関連事業 ］
生活関連機器、スマートエネルギー機器、リ
フォーム、家庭用リチウムイオン蓄電システム

［ エネルギー関連製品・サービス ］
ガソリン、灯油、軽油、重油、LPガス、LNG、電
力、法人向け給油カード、アスファルト、船舶用
燃料、石油製品輸出入、ターミナルタンク賃貸
［ 環境関連製品・サービス ］
GTL燃料、AdBlue®、リニューアブル燃料、舶用
アンモニア燃料、石炭灰リサイクル、スロップ
回収・リサイクル、PCB回収処理斡旋

［ 電力関連製品・サービス ］
電力（風力発電、水力発電、太陽光発電、
石炭火力発電、天然ガス火力発電）、電力
販売事業、電力需給管理サービス、アセッ
トマネジメント事業
［ 熱供給関連製品・サービス ］
蒸気、地域熱供給サービス、電熱供給サー
ビス

設備開発 温・冷水製造 熱・冷媒供給

電源開発 自家発電・調達 需給管理 卸売・販売
電力

熱

Sustainability

持続可能な社会の実現・脱炭素化に向けて、
未開拓分野にも挑戦し、多様な環境ビジネスの深化を目指します。

再生可能エネルギー事業
太陽光発電設備などを中心に、再
生可能エネルギーの普及、拡大に
取り組んでいます。

地域熱供給サービス事業
当社グループの東京都市サービス㈱
が、冷暖房用の冷水や温水をお届
けする熱供給事業を展開しています。

高品位尿素水アドブルーⓇ販売
ディーゼル車の排出ガスを分解して
無害化する「AdBlue®」を全国で販
売しています。

GTL燃料販売
天然ガス由来のクリーンな軽油代替
燃料です。扱いやすさなどメリット
が多く、需要拡大が期待されます。

リニューアブルディーゼル販売
廃食用油を主な原料とする、次世代
の軽油代替燃料です。伊藤忠商事
㈱とともに、普及を目指しています。

LNGバンカリング事業
九州電力㈱、日本郵船㈱、西部ガ
ス㈱と協働し、九州・瀬戸内地域
での船舶向けLNG燃料供給事業を
進めています。

水素バリューチェーン構築
日本エア・リキード合同会社、伊
藤忠商事㈱と協業し、産業向け水
素市場の拡大に貢献します。

その他
代替燃料
● 舶用アンモニア燃料
● リニューアブル燃料
環境商材・サービス
● 石炭灰・バイオマス燃焼灰リサイクル
● スロップ・スラッジ回収販売
スマート機器
● 家庭用リチウムイオン蓄電システム「エネパワボL」
● 家庭用燃料電池「エネファーム」
モビリティサービス
● 電気自動車（EV）販売
● EVカーシェア
● スマホ給油
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LPガス元売事業
LPガス元売会社の㈱ジャパンガス
エナジーに株式20％を出資し、輸
入調達から卸売、小売事業までの
事業基盤を構築しています。

ガス容器耐圧検査事業
最新鋭の設備を導入し、自動ライ
ンにより安全で確実な容器検査及
び付属品検査ができる体制を整え
ています。

海外事業
フィリピンやタイなどの今後も成長
が見込まれる東南アジアを中心に
LPガス販売事業を展開しています。

電力小売事業
当社グループが展開する「eコトで
んき！」により、グループ会社から
全国各地のお客様へ電力をお届け
しています。

都市ガス販売事業
大分県中津市や当社グループの
㈱エネアーク関東において都市ガ
スの供給を行っています。

災害時インフラ事業
ソフトバンク㈱と協業し、全国の特
定の携帯電話基地局に非常用LP
ガス発電機を設置し、LPガスを継
続的に供給する体制の構築に取り
組んでいます。

オートガス販売事業
低公害車の一つであるLPガス自動
車の普及を推進するためのインフ
ラとして、オートガススタンドを展
開しています。

リフォーム事業
キッチンやお風呂、床暖房まで、
ニーズに合ったリフォームにより「ガ
スのある快適で、豊かなくらし」を
実現します。

ホームライフ部門

LPガスから電力、スマートエネルギーまで
安心、快適なライフスタイルをご提案。

LPガス販売事業
LPガスを全国各地のお客様に販売。国内では
150万軒のご家庭へお届けするとともに、当社
グループに㈱ジャパンガスエナジーを保有し、
元売機能も有します。

産業ガス販売事業
あらゆる分野で使用される産業用ガス（酸素、
窒素、アルゴン、滅菌ガス等）を販売。ガス容
器の耐圧検査サービスや資材なども提供してい
ます。

生活関連サービス
生活に欠かせないさまざまな機器（燃焼、厨房、
冷暖房などに関わる機器や住宅設備など）の販
売を通して、快適で安心なライフスタイルをご提
案しています。

LPガス・都市ガスを
お届けしているご家庭

150万世帯

オートガススタンド
（タクシー・バス用）

34カ所

産業用ガスの充填所数

8カ所

ガス容器耐圧検査本数

1,325本／日
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CS経営コンサルティング支援事業
CS経営の実績とノウハウを通じて磨き上
げてきたコンサルティングサービスで販売
店様をサポートしています。

POS・共有ポイント
CSを利用されるお客様のニーズにお応
えするマルチポイントの導入、クレジット
カードシステムをご提供しています。

海外事業
IP&E Palau,Inc.の株式25%を取得し、太平洋地域での石油製品輸入卸売・販売事業に参入。
また、ENEXFLEET VIETNAM CO.,LTDは、ベトナムにおける洗車・カーケア事業を展開してい
ます。

電力小売事業
日産大阪販売㈱、 ㈱エネクスライフサービ
スにより開発したサービス「日産車＋日産
大阪e-でんき」を提供しています。

スマホ給油
お客様がスマートフォンのアプリで「給油」
や「洗車」を注文から決済まで可能とする
サービスを展開しています。

カーライフ部門

さまざまなカーライフニーズにお応えし、
自動車と共に快適に暮らせる社会を目指す。

自動車用エネルギー販売事業
全国の約1,600カ所の系列CS※に各種エネル
ギー（ガソリン、灯油、軽油、自動車用潤滑油
等）をお届けしています。
※カーライフ・ステーションの略で、当社がご提案する複合サービス給油所

自動車ディーラー事業
当社グループの日産大阪販売㈱は、日産自動
車系列で全国最大規模、大阪府下唯一のディー
ラーです。新車・中古車販売から整備、メンテ
ナンス事業まで展開。

トラック事業
当社グループのエネクスフリート㈱では、主にト
ラックやバス向けのフリートCSを展開。トラック
の架装事業にも参入しトラック周辺事業を拡大し
ています。

全国展開する系列CS数

1,636CS

自動車ディーラー店舗数

108店

レンタカー店舗数

452店

個人向け給油カード
有効会員枚数

約8万枚
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法人向け給油カード事業
車両を保有する法人企業向けに「燃料給
油カード」を発券。全国約2万カ所のガソ
リンスタンドで、契約単価にてご利用い
ただけます。

アスファルト販売事業
全国の販売ネットワークと独自の供給網を
生かし、産業用資材のアスファルトを需要
家に供給しています。

石油製品トレード事業
伊藤忠グループの国内における石油製品
トレード機能の中核として、石油製品輸出
入と国内販売事業（国内需給調整取引）を
展開しています。

液化天然ガス（LNG）販売事業 

全国のお客様に液化天然ガスを活用した
石油製品からの燃料転換ソリューションを
提供しています。

ターミナル事業 

石油製品、化学製品の貯蔵が可能なタン
クを2施設保有し、効率的かつ迅速にお
客様のニーズに応えています。

高品位尿素水アドブルーⓇ販売事業 

全国24カ所に設置した配送センターから、
ディーゼル車の排出ガスを分解・無害化
する「AdBlue®」をお届けします。

産業ビジネス部門

アスファルトや船舶用燃料、環境商材まで、
産業や流通を支えるエネルギーをお届け。

法人向けエネルギー販売事業
日本国内の産業を支える法人企業のお客様向
けに、ガソリン、灯油、軽油、重油などさまざ
まな産業用エネルギーを販売しています。

環境商材販売・サービス事業
天然ガス由来のGTL（Gas to Liquids）や、廃
食油等を原料とするリニューアブル燃料、液化
天然ガスなど、次世代のエネルギーを開拓・販
売しています。

船舶燃料販売事業
国内外の主要港で船舶燃料油、船舶用潤滑油
を販売。九州電力㈱、日本郵船㈱、西部ガス
㈱とともに船舶向けLNG燃料供給事業を進めて
います。

産業用エネルギーを
お届けしている事業所

約3,000カ所

アスファルトの国内販売シェア

20％

AdBlue®の国内販売シェア

30%

タンクターミナル総貯蔵量

14万t
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テラセルソーラー（自家消費型太陽光発電システム）

お客様の保有設備に太陽光発電システム
を設置し、発電した電力を自家消費して
いただく定額サービスです。CO2削減とエ
ネルギーコストの低減を実現します。

電力需給管理事業
複数の小売電気事業者間で形成したグ
ループ（バランシンググループ）の代表者
として、グループ全体の電力需給バランス
を調整しています。

海外事業
「 ITC ENEX Southeast As ia」、「 ITC ENEX 
（Thailand）」の2社をバンコクに設立し、
太陽光発電・省エネ関連事業の展開を目
指しています。

バイオマス発電事業　
徳島県において、王子グリーンリソース㈱
とバイオマス発電所の建設を進めています
（2022年9月運転開始予定）。

工場向け蒸気販売事業
当社グループで保有する火力発電所のエ
ネルギーを活用し、発電時に発生する高
温の蒸気を近隣地域の工場などに供給し
ます。

総合エネルギーサービス事業
東京都市サービス㈱では熱・水・電力の
供給サービスを中心にエネルギーをマネ
ジメントし、省エネ、コスト削減を実現し
ます。

電力・ユーティリティ部門

省エネルギーと快適性、経済性を追求し、
電力関連事業・熱供給事業を推進。

発電事業
バランスのよい多彩な発電設備（風力・水力・
太陽光・石炭火力・天然ガス火力）を保有し、
経済性と環境維持の両立を目指す発電事業に
取り組んでいます。

電力小売事業
当社及び当社グループの㈱エネクスライフサー
ビス、王子・伊藤忠エネクス電力販売㈱が各
地に販売網を展開し、さまざまなお客様へ電力
を販売しています。

地域熱供給サービス事業
当社グループの東京都市サービス㈱が、空調
用の冷・温水を熱供給プラントで製造し、地
域導管を通して建物へ供給する事業を展開して
います。

小売電力販売量
（取次数量を含む）

約2,470千MWh

発電施設の能力

254MW

関東エリアの熱供給地区

19カ所

家庭・商店向け電気の 
グループ契約件数

274,810件
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