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エネルギーの
安定供給に向けた
INPEXの取り組み

売上高・当期純利益

■■売上高　■■純利益

1,287億円
1,940億円

9,431億円

1兆1,867億円

2011 2012
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2012年3月期は、前期比増収増益を達成できたことに加え、大型LNG（液化天然ガス）プロ
ジェクトをはじめとした各プロジェクトで大きな進展がありました。この1年間を振り返りつつ、
当社を取り巻く事業環境やプロジェクトの進捗、さらに、今後のさらなる成長に向けて策定し
たINPEX中長期ビジョンなどについて、ステークホルダーの皆さまへご報告いたします。

確認埋蔵量

24.3億原油換算バレル
（boe）

生産量 

42.6万日量原油換算バレル
（boed）

▶ 参照：財務・事業ハイライト、P.14-17 

■石炭　　■石油等　■天然ガス（LNG）
■原子力　■水力　　■地熱及び新エネルギー　　
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経営トップからのメッセージ

ステークホルダーの皆さまへ

1. 1年間を振り返って

電気事業連合会「2011年度の電源別発電電力量構成比」より

世界経済の不安定化が増すなかで、エネ
ルギーを取り巻く事業環境が大きく変
化する一方、日本では震災を機にエネル
ギーの安定供給の重要性が再確認され
た1年でした。当社も日本を代表するエ
ネルギー開発企業として、その役割と重
要性を再認識しています。

前期業績の概要                                   

2012年3月期における当社の業績は、引
き続き原油価格の上昇に支えられ、連結
売上高は前期比25.8％増の1兆1,867

億円、当期純利益は同50.7%増の1,940

億円と過去最高益を更新しました。株主
の皆さまへの配当金は年間で1株当たり
7,000円と、前期より1,000円増配といた
しました。
確認埋蔵量は主にイクシスの推定埋蔵
量からの格上げなどにより前期比86％
増の24.3億バレル（原油換算）となり、リ
ザーブ・リプレースメント・レシオ（3年平
均）は282％と業界トップクラスの水準と
なりました。ネット生産量は日量42.6万
バレル（原油換算）で堅調に推移しました。

2012年3月期は、安全対策にも引き続
き積極的に取り組みました。各プロジェク
トにおいて大きな災害に至る事故は無く、
災害頻度を示す指標（LTIF、TRIR）はとも
に当社が設定した年度目標値を達成し、
絶対値でも同業他社の平均値と比べ、遜
色ない数値を示しています。

エネルギーを取り巻く情勢                                 

資源獲得競争の激化や環境規制への対
応など、多くの課題を抱えるエネルギー
情勢は、この1年でさらに大きく様変わり
しました。
世界に目を向けると、2011年後半か

ら中東地域における政治的・宗教的緊張
の高まりなどの地政学リスクが顕在化し、

それを受けて原油価格の高騰が見られま
した。しかし、2012年春先からは、欧州債
務危機をきっかけに世界経済の不透明
感が広がり、地政学リスクを上回る形で
世界のエネルギー情勢に影響を与え、原
油価格の下落基調をもたらしています。
そのようななか、世界のエネルギー需
要は、中国やインドなどの新興国の経済
発展を背景に、中長期的に伸び続けるこ
とが予測されています。一方、生産地域
が限られる石油と天然ガスは、新規の探
鉱・開発案件が深海など技術的に難易度
の高いフロンティア地域に移行しつつあ
ります。また、供給側である資源国では鉱
区開放に慎重な態度を示す国が増えて
おり、新興国との資源獲得競争が激しく
なっています。近年の北米におけるシェー
ルガス・シェールオイルをはじめとした非
在来型資源の開発が、少なくとも米国で
のエネルギー需給の構造を大きく変えつ
つあり、それがグローバルにどう波及す
るかが注視されています。一部には、 非
在来型資源によりエネルギー全体の需給
も緩和されるのではないかという見方も
ありますが、現場の第一線で受ける印象
では、すでに非在来型資源を巡っても激
しい資源獲得競争がはじまっており、その
ように楽観はできないと思っています。
日本では、東日本大震災に伴う原子力
発電所の事故を機に原発の見直し議論
が活発化し、2012年5月には一時、国内
すべての原発が稼働停止となる事態に
なりました。原発の代替として、短期的に
はLNGを原料とする火力発電への流れ
が見られますが、中長期的には原発の代
替となるエネルギー資源の安定的な調
達が課題となっており、そのようなエネル
ギー源の最適な組み合わせ（ベストミッ
クス）が検討されています。

未曾有の災害から1年超が経過しま
したが、復興復旧の道のりはこれからも
続きます。当社といたしましても、引き続
き緊急時におけるエネルギー・サプライ
チェーンの整備などを含め、日本のエネ
ルギー安定供給に貢献していきます。
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2. エネルギー開発を巡る事業環境 

エネルギーの自主開発とは
産油国において長期にわたる採掘権またはそれに準
ずる権利を取得し、原油・天然ガスの探鉱・開発・生産
を行い、生産した原油・天然ガスの一定割合を取得す
ること。自主開発により、通常の売買契約と比較し、長
期安定的に石油等を確保でき、緊急時の安定的な供
給源として重要な役割を果たすことができる。

当社は、エネルギーの自主開発に大き
く貢献するこの大型LNGプロジェクトに
おいて、日本企業としてはじめてオペレー
ター（操業主体）を務めています。オペ
レーターは、コスト管理やスケジュール管
理も含め、探鉱から開発、生産に至るさま
ざまな局面で決定・交渉に責任を負って
おり、ノン・オペレーター（非操業主体）と
は質的に大きく異なります。特に生産開
始まで10年以上の時間を費やすことも
ある大型プロジェクトにおいて、オペレー
ターとして国際的に評価される実績を積
み重ねれば、開発会社そのものの国際的
な信用力が増し、その結果、多くのプロ
ジェクトにパートナーとして参加する機
会、すなわち新しい権益を獲得するチャ
ンスが拡大します。私はこれを「成長の
好循環」と呼んでいますが、イクシスの成
功は、当社がこの好循環過程に入ること
を意味します。イクシスプロジェクトの成
功に向けて最大限の努力をし、産油国や
パートナーとの国際的な信頼関係をより
強固なものとすることで、資源の安定確
保・安定供給と同時に企業としての持続
的成長に結び付けていきたいと強く思っ
ています。

エネルギーの安定・効率供給と企業の
持続的成長を達成するために、経営トッ
プの果たすべき役割には大きく二つある
と考えています。一つは、プロジェクトの確
実な実現に向け経営資源を効果的・効率
的に配分・運用すること。そしてもう一つ
は、激化する資源獲得競争や流動的かつ
複雑化しつつある国際情勢のもとで、当
社にとって優良な権益獲得機会の最大化
とリスクの最小化を図ることです。そこで、
2012年5月に当社の中長期経営方針を
示す「 INPEX中長期ビジョン」を策定し、
その目標と具体的な取り組みをより明確
にしました。その内容は後述いたします
が、当社が中長期にわたり持続的発展を
遂げるための成長目標を掲げ、その達成
に向けて、イクシス生産開始までの5年間
の重点的取り組みと、生産開始後約10

年間の成長目標を定めました。また、グ
ローバルな企業に求められるCSR経営
の推進やコーポレート・ガバナンス体制
をさらに強化する取り組みも盛り込んで
います。

当社の役割を再認識                            

石油や天然ガスを主体とするエネルギー
の開発を行う当社は、資源小国である日
本に対するエネルギーの安定的かつ効
率的な供給という社会的使命を担ってい
ます。エネルギー資源の乏しい我が国に
あって、エネルギーを安定的に確保する
上で最も安心できる方法は、エネルギー
資源を自らの手で開発すること、すなわち
「エネルギーの自主開発」にほかなりま
せん。特に震災以降、私をはじめ当社社
員一同、エネルギーの自主開発の重要性
とその社会的使命を以前にも増して認識
するようになりました。
当社は世界20ヵ国以上でプロジェクト

を進めていますが、なかでも、日本のLNG

年間輸入量の約1割を担う規模の大型
LNGプロジェクト「イクシス」への最終投
資決定を2012年1月に行い、生産開始に
向けた開発作業に着手しました。

資源獲得競争の激化や地政学リスクの
増大、環境規制への対応など、変化の大
きい事業環境において、大きく注目を集
めている「天然ガスシフト」と、「再生可能
エネルギー」についてお話しいたします。

天然ガスシフト                          

私は、エネルギー源のベストミックスを検
討する上で重要なことは、まず安定的供
給、そして効率性、環境への影響だと考え
ます。それらを満たすものとして現在注目
されているのが天然ガスです。天然ガス
は、石油や石炭と比較した場合に価格お
よび環境の両面において優位性が高いと
されており、原発事故後のエネルギー政
策の見直し議論が進む日本では特に期
待が高まっています。
日本では原発再稼働の是非も含め、国
内のエネルギー政策について議論が続
いていますが、私は、1省エネ、2化石燃
料（石炭、石油、天然ガス）、3再生可能
エネルギー（原発を除く）、4安全を前提
に原発の再稼働、の順でバランスを取る
という方向性が大きな流れだと思います。
原発の再稼働に議論はありますが、1～
3は既定路線であり、そのなかでも2の
化石燃料では、環境負荷が比較的小さい
天然ガスの果たす役割が飛躍的に増加
することは間違いないと思っています。
天然ガスに期待が高まるなか、特に注

目されているのが北米産天然ガスです。米
国では、暖冬による需要減やシェールガ
スの生産急増により、米国産天然ガスの
価格が大幅に低下しています。液化して運
搬するコストを加えても、日本向けや東ア
ジア向けのLNGスポット価格に比べ割安
との試算もあり、北米産天然ガスの日本
向け持ちこみが検討されています。一方で、
シェールガスを掘削する際の環境への懸
念、米国の内需が拡大するなかで長期安
定的な供給力の確保や、米国の国家エネ
ルギー戦略との整合性、LNG化して輸出
するためのインフラ整備、さらには中小
規模が多い事業者の操業能力や安定性
といった多くの課題があるのも事実です。

これらの課題を踏まえつつも当社は、グ
ローバルなガスポートフォリオ構築の一
環として2011年11月に、カナダにおいて
シェールガス権益を取得しました。インフ
ラ整備をはじめとした課題はあるものの、
カナダは米国に比べLNG輸出に政府が
積極的とされています。当社では、シェー
ルガスを中心とした北米産天然ガスも視
野に入れつつ、LNGを中心にグローバル
な天然ガスポートフォリオを拡充してい
くのが望ましいとの考えのもと、今後も天
然ガスの安定供給に貢献する権益への
参入を進めていきます。

再生可能エネルギー                                   

長期的に重要性が増すエネルギー源とし
て、太陽光や風力、地熱といった、発電時
にCO2をほとんど排出しない、環境にやさ
しい「再生可能エネルギー」への注目が
高まっています。
当社でも、30年から50年先を見据え、
再生可能エネルギーへの取り組みは必
須であると判断し、複数の事業化を検討
していますが、なかでも地熱開発には最
も力を入れて取り組んでいます。当社グ
ループには、地熱開発の掘削を国内で最
も多く行ってきた子会社（帝石削井工業
（株））があります。地中に井戸を掘る地
熱開発に求められる技術は、石油開発の
それと共通しており、当社の技術的な強
みも発揮できます。
日本には、インドネシア、米国に次ぐ世
界第3位の地熱資源量を有する高いポテ
ンシャルがある一方で、地熱資源のある
地域の多くが国立公園や温泉地にあるな
ど、開発には、環境面に関する規制や地
元の理解などに留意する必要があります。
当社は2011年6月に、出光興産（株）と共
同で秋田県と北海道での地熱開発に参
加し、その基礎調査を行っていますが、今
後も、さまざまな課題を克服しながら、日
本、そして海外のなかでも当社が特に強
みとするインドネシアなどで、地熱開発な
どの再生可能エネルギーの可能性を追
求していきます。
▶ 参照：地熱、P.74

オペレーターとしての実績を積むことで、
国際的な信用力が増し、多くのプロジェクトに
パートナーとして参加する機会、
すなわち新しい権益の獲得につながります。
これを「成長の好循環」と呼んでいます。
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ネット生産量長期予測

新規
案件

既存
案件

新規
案件

既存
案件

2012/3
（実績）

2021/3 2020年代前半

（boed）

42.6万

100万

イクシスLNGプロ
ジェクト生産開始
などにより、既存
案件で70万boed
程度へ

2020年代前半のターゲット
100万boed

イクシスの生産量

LNG年間 840万トン

LPG年間160万トン

コンデンセート日量10万バレル
 （ピーク時）

当社のガスサプライチェーン
当社の海外LNGを国内LNG受入基地に導入
し、パイプラインネットワークを通じて国内需
要家へ天然ガスを供給します。

イクシスLNGプロジェクトに必要な資金調達

外部借入
（主にプロジェクト・

 ファイナンス）
（約1兆円）

約2兆円
(当社負担分)

（うち5,200億円を
  公募増資で調達済み。
  その他毎年の営業
  キャッシュ・フローを充当）

自己資金
（約1兆円）

が、当然プロジェクトの遂行にあたりさま
ざまなリスクが存在することもよく認識し
ています。このため当社はプロジェクトの
検討段階で、通常のリスク分析に加え、他
の先行プロジェクトを徹底的に研究しま
した。過去の大規模LNGプロジェクトに
て実際に発生したスケジュール遅延やコ
スト超過などをケーススタディし、それを
踏まえ、施設の建設請負会社との入念な
調整や入札前段階での技術設計書の詰
めを徹底的に行いました。その結果、プロ
ジェクトコストについては、75％程度をラ
ンプ・サム契約（固定価格契約）とするな
ど、コストオーバーランリスクを大幅に軽
減させています。
イクシスLNGプロジェクトに必要な資
金調達についても慎重に検討を重ねてま
いりました。プロジェクトコストでの当社
負担分は約2兆円になります。そのうち約
半分（約1兆円）はプロジェクト・ファイナ
ンスを中心としたドル建ての銀行借入を
検討しています。これまで融資交渉を続
けてきた日本、豪州などの銀行からはき
わめて積極的な参加意向が示されてお
り、今のところ欧州債務危機の影響は心
配しておりません。もう半分の約1兆円は
自己資金を使用することになりますが、う
ち5,200億円は2010年の公募増資で調
達済みであり、残りは毎年の営業キャッ
シュ・フローにより賄えると考えています。
また、イクシスの事業パートナーである
石油メジャーのTOTAL社は、当社と40

年以上にわたって協力関係にあるほか、
LNGプロジェクトのオペレーター経験
も豊富な世界的に有力な開発会社です。
TOTAL社とのパートナーシップを通じて、
当社もオペレーターとしての経験・知見
を蓄積していきます。

プロジェクトの成功に向けた決意                                            

イクシスの最終投資決定は、当社の社運
を懸けたと言えるほど不退転の決意で臨
んだものでしたが、プロジェクト全体の過
程で見れば、あくまでマイルストーンの一
つに過ぎません。これまでの計画策定ス
テージから、実際に建設を開始して世界
でも最大級の生産施設、設備を完成させ
るという新たな段階のスタートラインに
立ったわけです。先程ご説明したような、

2012年1月、総投資額340億米ドルの大
型LNGプロジェクト、「イクシス」への最
終投資決定を行い、日本のエネルギー安
定供給に大きく貢献しうるプロジェクト
の開発作業が本格始動しました。

イクシスの意義                                   

2012年1月、豪州の大型LNGプロジェク
ト「イクシス」の最終投資決定を行い、本
格的な開発作業に入りました。このプロ
ジェクトでは、総額340億米ドルを投じ
て年間840万トンのLNGなどを生産する
施設を建設し、2016年末までの生産開
始を予定しています。現在の日本の年間
LNG輸入量の約1割を担うLNG生産量
に加え、コンデンセート（超軽質原油）や
LPGも生産し、本格稼働後は、自主開発
によって日本のエネルギー安定供給に大
きく貢献できるプロジェクトです。
また当社は、本プロジェクトで権益の
約7割を持つオペレーターを務めていま
す。日本企業がオペレーターを務める初
の大型LNGプロジェクトであり、日本の
エネルギー開発の歴史にとっても大きな
意味があると思っています。
イクシスの生産開始などにより、当社の
生産量は現在の日量約40万バレル（原
油換算）から2021年3月期には既存プロ
ジェクトだけで日量約70万バレルに達す
る見通しであり、当社が2020年代前半で
の達成を目指す日量100万バレルが視野
に入ります。これにより、メジャーに次ぐ上
流専業企業のトップグループ入りするとい
う目標にも大きく近づくことができます。
イクシスLNGプロジェクトはまた、豪州
にとっても大きな意義のあるプロジェクト
です。特にLNGプラントを建設する北部
準州・ダーウィンでは、雇用を中心に大き
な経済効果が期待され、地元・州をあげ
ての歓迎を受けています。私自身も現地を
訪れるたびに、連日地元メディアに本プロ
ジェクトの関連ニュースが大きく取り上げ
られているのを目にし、プロジェクトに対
する現地の関心の強さを実感しています。

イクシス生産開始への自信                                  

イクシスLNGプロジェクトは日本企業と
して、そして当社にとっても、オペレーター
として初の大型プロジェクトであります

3. 大型LNGプロジェクト、豪州イクシスの開発始動

4. 今後の成長に向けた主なトピックス

最終投資決定に至るまでの着実なプロ
ジェクトの進め方、特に先行プロジェクト
の徹底的な研究による入念な調整・詰め、
および、地元・地域社会との密接なコミュ
ニケーションを通じた信頼関係の構築は、
「INPEX WAY」（INPEXのやり方）として
国際的にも高い評価を得ており、最終投
資決定後、世界の石油業界が当社を見
る目も少し変わってきたような実感もあ
ります。あらゆるステークホルダーからの
期待を背負いつつ、まさにこれからがオペ
レーターとしての当社の真価が問われる
という認識のもと、当初のスケジュールと
コストに沿った形でのプロジェクトの完
成・成功へ向けて、最大限の努力を続け
てまいります。

▶ 参照：P.54、P.61
アバディLNGプロジェクト

イクシスLNGプロジェクト

海外LNGソース

直江津
LNG受入基地

インドネシア
アバディ
LNGプロジェクト豪州

イクシス
LNGプロジェクトクト

▶ 参照：ガスサプラインチェーン、P.73

イクシスに続く大型LNGプロジェクト・
アバディ（インドネシア）は、今年後半の
基本設計（FEED）作業の開始に向け準
備を進めています。また、2012年3月には、
フローティング方式によるLNGプロジェ
クトとして世界ではじめて最終投資決定
を行ったプレリュードFLNGプロジェクト
（豪州）の一部権益を取得しました。

アバディとプレリュード                                      

当社がオペレーターとして作業を進め
ているアバディLNGプロジェクトでは、
2010年12月にインドネシア政府から開
発計画が承認されて以降、2012年後半
の基本設計（FEED）作業開始に向けて
準備を行っています。アバディでは、「洋上
液化設備（フローティングLNG）」と呼ば
れる洋上の浮体上で天然ガスを精製・液
化・貯蔵・出荷する新しい開発コンセプト
を前提に検討していますが、フローティ
ングLNGは、陸上施設やパイプラインな
どの設備が不要なため初期投資が少な
く、また、環境負荷も最小限に抑えられま
す。アバディプロジェクトの本格推進にあ
たり、当社は2011年7月に石油メジャー
のシェル社を戦略的パートナーとして迎
え入れました。アバディは有望プロジェク
トとして各社から注目されており、石油メ

ジャーをはじめとした多数の石油開発会
社から参加の申し出がありましたが、最
終的にシェル社を選定しました。シェル
社の持つフローティングLNGの知見と
豊富なLNGプロジェクトの経験が、プロ
ジェクトの着実な遂行を一層後押しする
ことになります。

2012年3月には、シェル社がオペレー
ターとして主導する西豪州沖合のプレ
リュードFLNGプロジェクトへ参入しま
した。このプロジェクトもアバディと同様
にフローティングLNG方式であり、2011

年5月にフローティングLNGプロジェクト
としては世界ではじめて最終投資決定を
行っています。当社にとって6件目のLNG

プロジェクトとなるプレリュードへの参
加により、当社のLNGポートフォリオが
一層充実されるとともに、フローティング
LNGに関する知見の蓄積や、それを当社
主導のアバディに活用するといった事業
シナジーも期待しています。

2012年3月期の主なトピックス                                   

まず、国内では、ガスサプライチェーンの
構築に向けた作業を進めました。当社の
海外LNGを受け入れる直江津LNG受入
基地の建設作業は、2011年9月にLNGタ
ンクの屋根の据付が完了するなど、2014

当初のスケジュールとコストに沿った形での
プロジェクトの完成・成功へ向け、
最大限の努力を続けます。

▶ 参照：P.46-
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投資計画

既
存
の
開
発
投
資
3
兆
円
超

イクシス
（約2兆円）

既存
プロジェクト
向けの

開発投資など

探鉱投資
(約3,000億円)

資金調達

手元資金
（参考：

2012年3月末
現在の
手元活用
可能資金
約1.4兆円）

イクシス向け
プロジェクト・
ファイナンス
など外部借入
（約1兆円）

5年間分の
営業

キャッシュ・
フロー

（参考：2012/3期 
3,207億円）

年初の操業開始に向けて工事が順調に
進捗しています。国内パイプライン網につ
いては、2011年5月に、北陸地域の需要
開拓を目的にガス輸送パイプライン（富
山ライン）の建設を決定し、2014年末の
供用開始に向け2012年5月に本格着工
しました。

1

2

3

ネット生産量

日量100万バレル
（原油換算）の達成

中長期ビジョンにおける
2020年代前半の成長目標

国内ガス年間供給量

25億㎥の達成

次世代の成長を見据え、
再生可能エネルギー
への取り組み強化

向こう5年間（2013/3～2017/3）で

3.5兆円を投資

5. INPEX中長期ビジョンの策定と具体的な取り組み

2012年5月に「INPEX中長期ビジョン」
を策定し、当社が中長期にわたり持続的
発展を遂げるための成長目標と、この達
成に向けた当面5年間の重点的取り組
みを定めました。その内容について詳し
くお話しいたします。

INPEX中長期ビジョン策定の背景　
～当社の経営理念と共に                                        

当社は、国内外における石油・天然ガス
の開発を主体に、エネルギーの安定的か
つ効率的な供給の実現を通じて、「豊か
な社会づくりに貢献する総合エネルギー
企業」を目指しています。この経営理念の
もと、2008年の経営統合以降、世界各地
でプロジェクトを推進し、生産量、埋蔵量
で石油メジャーに次ぐ上流専業企業の
中位にまで成長してきました。

しかし、優良案件の開拓はますます難
しくなっており、当社でも2000年のアバ
ディ以来、大型の油ガス田の発見はあり
ません。さらに、社内外より、最終投資決
定を経たイクシスの生産開始までの取り
組みや、生産開始後の成長目標について
具体的な問いかけも多く寄せられました。
そこで、イクシス最終投資決定を経たこの
タイミングで「 INPEX中長期ビジョン」を
策定し、持続的成長を遂げるための目標
と進むべき方向性を明確にしました。こ
の中長期ビジョンでは、当社の目指す将
来像に加え、その実現のために必要不可
欠な経営資源の配分（いわば「ヒト、モノ、
カネ」の配分です）についてもその具体策
を明確にしています。

ビジョンの具体的内容　
～資金調達、組織体制の整備                                           

「INPEX中長期ビジョン」における成長目
標は3つあります。
1つ目は、上流事業を持続的に拡大し、
上流専業企業のトップクラスを目指す
べく2020年代前半でネット生産量日量
100万バレル（原油換算）の達成。
2つ目は、ガスサプライチェーンを強化し、
2020年代前半に国内ガス年間供給量
25億m3の達成。
そして3つ目は、次世代の成長を見据え、
再生可能エネルギーへの取り組みを強
化することです。
これら成長目標を達成するための基盤
整備として、まず、人材の確保・育成と効
率的な組織体制の整備を進めます。また、
成長のために必要な投資を積極的に行
うと同時に、上流専業企業のトップクラス
を意識した株主還元と効率的経営を実
現します。そして、グローバル企業として
の責任ある経営を目指し、CSR活動の推
進やコーポレート・ガバナンスのさらなる
強化を図ってまいります。

INPEX中長期ビジョンの詳細は、本アニュ
アルレポートのP.42–43、および別冊子を
ご覧いただきたいと思いますが、ここでは
私から、ビジョンの実現に不可欠な「資金
調達」と、「組織体制の整備」についてお話
しいたします。

資金調達                                                   

ネット生産量日量100万バレル（原油換
算）の達成に向け、まず、2013年3月期（今
期）から2017年3月期までの5年間で総額
3.5兆円を投資します。このうち既存の主
要プロジェクトの開発投資などには、イク
シス分の約2兆円を含め3兆円超を、探鉱
投資には約3,000億円を投入します。
さらにイクシス生産開始後10年間に、
総額6兆円超を投資する見込みです。6兆
円超のうち5兆円を開発投資に、残り1兆
円超は探鉱投資に充てる計画です。10年
間で1兆円、すなわち年間1,000億円規模
の探鉱投資は、世界的にもメジャーの投
資規模と並ぶ水準であり、積極的な探鉱
投資により、当社のオーガニック･グロース
（有機的成長）につながる大型プロジェ
クトを見つけていきたいと思います。

なお、今回の投資計画は、2010年に発
表した「2011年3月期から2017年3月期
までの7年間で4兆円を投資」とする計画
に沿ったものです。2011および2012年3

月期の探鉱開発投資額は累計約5,000

億円であり、今回の「2013年3月期から
の5年間の投資額3.5兆円」は、この過去
2年間の投資実績額を4兆円から差し引
いた数値です。
この計画に関わる資金調達ですが、まず

3.5兆円については、手元資金（参考：2012

年3月末現在の手元活用可能資金約1.4兆
円）に加え、借入と今後の営業キャッシュ・
フローで十分賄える無理のない資金調達
計画となっており、公募増資を含む他の資
金調達は想定していません。イクシス生産
開始後10年間で6兆円超の投資について
も、同プロジェクトからの長期にわたる安
定的かつ大規模なキャッシュ・フローの活
用と借入により、十分調達が可能と考え
ています。
当社の長期会社格付けは、スタンダー

ド&プアーズでA格を得ているなど、良好
な水準です。また、成長のための投資を
行うにあたり、当社の長期的財務水準の
目標値である「自己資本比率50％以上」、
「純有利子負債／純使用総資本20%以
下」の維持を引き続き目指します。
今回発表した中長期ビジョンにおいて

も、株主還元の基本方針に変更はありま
せん。すなわち、イクシスをはじめとする
プロジェクトから生まれるキャッシュ・フ
ローを積極的に再投資し、企業価値の
持続的な向上を図る一方で、配当などに
よる直接還元とのバランスを図る方針で
す。イクシスの生産開始後は、海外の同業
他社など、上流専業企業トップクラスの
水準を意識しながら、適切な株主還元を
図っていきます。

効率的な組織体制の整備、
人材の確保・育成                                                

組織体制の整備については、今後の成長
を担う新規鉱区や優良資産の獲得、さら
には企業M&Aへの対応など資源権益獲
得のための機能を抜本的に強化するため、
2012年6月に新規プロジェクト開発本部
を創設しました。海外の石油開発会社に
は、新規案件の取得を専門にした技術・
財務などのプロを集めた組織があり、当

（億円）

2,101

6,400

630
310

328
369

2,798

7,340

2012/3
（実績）

2013/3
（計画）

投資実績および2013年3月期の投資計画

■開発投資*　■探鉱投資　■その他設備投資**

*   開発投資額にはイクシス下流事業を含む
** 主に直江津LNG受入基地、国内パイプライン関連施設などへの投資

▶ 参照：INPEX中長期ビジョン、P.42-43

イクシス生産開始後の

10年間で

  6兆円超を投資

社もこれらを意識し、投資機会により迅
速に対応できるよう体制を整えました。
また、国際的に活躍できる人材の確
保・育成にも引き続き注力します。当社の
連結従業員数は現在2,146名（2012年3

月末時点）ですが、イクシスを中心とした
各プロジェクトの拡大に伴い技術系・事
務系それぞれの陣容を拡大し、3年後に
は計3,200名程度まで増員する予定です。
イクシス、アバディといった当社の二大

LNGプロジェクトは、どちらも当社が探
鉱段階で発見したものであり、そのきっ
かけを作ったのは当時、作業に従事して
いた当社の技術系社員でした。このよう
な経緯も踏まえオペレーターとして必要
な人材の確保と育成を図る―具体的
には、多様な経験やスキルを有する国内
外の人材を積極的に確保・活用し、国際
的に活躍でき、環境の変化に即応して仕
事のできる人材の育成に取り組みます。
それにより、複数のオペレータープロジェ
クトをグローバルに展開できる体制を整
えていきます。

非在来型天然ガスへの取り組みでは、
前述の通り、2011年11月に、当社として
はじめてシェールガスの権益取得を決定
しました。カナダのシェールガス鉱区の
40％権益を取得し、ゆくゆくは原油換算
で日量20万バレル規模の生産を目指し
つつ、将来的には日本へのLNG輸出の
可能性も視野に入れています。シェール
ガスは、北米以外にアジアや欧州などに
も存在しており、今回の権益取得で開発
のノウハウを習得し、こういった地域での
シェールガス開発についても検討してい
きたいと思います。
そのほか、2011年10月にはキタン油田

（チモール海共同石油開発地域）の生産
開始、同年6月にセブク鉱区のルビーガス
田（インドネシア）、12月にはコニストンユ
ニット（豪州）でそれぞれ開発作業に移行
しました。また、当社がオペレーターとな
る探鉱プロジェクトとして、2011年11月
にインドネシア東部海域のババルスラル
鉱区、12月にマレーシア・サバ州沖の大
水深鉱区、2012年6月には、西豪州沖合
AC/P36鉱区の権益を取得しました。こ
れらプロジェクトは比較的小規模ですが、
将来の当社埋蔵量の拡大の一助となる
と期待しています。

2013年3月期の主な見通し                                            

2013年3月期（今期）もさらなる成長に
向けて各プロジェクトの作業を進めま
す。イクシスは今期から2014年3月期に
かけて、各施設の詳細設計や調達作業を
行うなど、開発作業が本格化していきま
す。アバディについては前述の通り今年後
半にFEED作業の開始を予定しています。
今期の開発投資額はイクシスの開発移行
に伴い合計6,400億円の見込みと前期に
比べ大幅に増加しています。新たな資源
確保のための探鉱作業にも注力しており、
今期は探鉱投資に630億円を投下する
予定です。直近では、この5月末にイラク
の陸上探鉱鉱区を落札しました。イラク
は、世界有数の石油埋蔵量を有する一大
産油国であり、当社は同国への参入を長
年にわたり追求してきました。すでにイラ
クにて開発・生産事業を進めている有力
なパートナーと組むこともでき、この探鉱
プロジェクトのポテンシャルに注目してい
ます。
このように、今期も各プロジェクトにお
いて、生産量・埋蔵量の増大に向けた取
り組みを着実に進めていきます。
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▶ 参照：CSR活動、P.76-

ステークホルダーの
皆さま

ステークホルダー・
コミュニケーション

コーポレート・
ガバナンス強化

CSR経営コンプライアンス
体制確立 HSE強化ス

6. グローバルな企業として責任ある経営を目指して

エネルギーの安定的かつ効率的な供給
を担う企業として社会的責任を自覚す
ると同時に、グローバルに事業を展開す
る企業として国際社会における共生・発
展を踏まえた経営に努めます。

CSR経営とガバナンスの強化                                        

当社は、2011年12月に国連グローバル・
コンパクトに参加し、全社をあげて世界
的に信頼される企業市民として取り組む
姿勢を明確にしました。社内においては、
2012年4月に私を委員長とするCSR委
員会を設置しました。これは、今後当社
がグローバルな優良企業として成長して
いくために、CSRに対する意識と取り組
みを全社的により高めていく必要がある
との認識に基づくものです。
当社の事業基盤は海外が中心であ

り、海外株主も4割を占めるなど、大半の
ステークホルダーは海外におります。海
外での活動にあたっては、政府、地域社
会、NGOなどさまざまな関係者との適切
な関係の構築が必要ですが、特にエネル
ギー開発事業においては、地域社会との
信頼醸成や環境への配慮に真正面から
向き合い、取り組む必要があります。一企
業市民として責任を果たすとともに、国内
外の従業員一人ひとりにも、社会や環境
に対し、何ができ、どう貢献していくかを
常に考え続けて欲しいと思っています。
当社の評価や企業価値を向上させて

いくには、グローバルな企業として責任
ある経営が不可欠であり、コーポレー
ト・ガバナンスの改善も大きなテーマに
なると考えています。2012年5月にコー
ポレート・ガバナンスの強化策を発表し、
取締役などの任期を従来の2年から1年
へ短縮したほか、社外取締役の増員、外
部有識者による経営諮問委員会（仮称）
の設置（年内を目途）などの強化策を講
じています。今後も引き続き世界を舞台
とする企業にふさわしいガバナンス体制
の構築を目指していきます。

結びにかえて                                                

当社は、日本国内では上流専業企業の
リーディングカンパニーとしての地歩を
確立していますが、グローバルな企業と
しての一般的認知度はそこまで高いとは
言えません。また、現在の当社のマーケッ
トバリューは、当社が認識している企業
価値を反映できているとは決して言えな
い水準だと感じています。これらの原因
の一つには、ステークホルダーである株
主・投資家の皆さまとのコミュニケーショ
ンがまだ不足していることがあるのでは
ないかと考えています。当社は皆さまとの
対話をますます充実させ、当社の成長性
や目指す方向性、プロジェクトの進捗な
どをわかりやすくお伝えする説明努力を
今後一層強めていきたいと思っています。
東日本大震災以降、当社の役員・従業

員は、当社事業が日本のエネルギーの安
定供給につながっているという実感と誇
りを非常に強く感じるようになりました。
当社は、日本最大の石油・天然ガス開発
会社として「エネルギーの安定・効率的
供給」という社会的使命を果たし、社会に
とってかけがえのない存在としてより一
層評価される企業を目指してまいります。
私も経営トップとして、そのミッションを
着実に果たしたいと強く思っています。
長くなりましたがお読みいただき、あり

がとうございました。今期も前期に増し
て力強く会社全体をリードし、最大限努
力をしてまいりますので、引き続き当社へ
のご支援を賜りますよう、改めてお願い
申し上げます。

2012年7月

代表取締役社長

CSR経営の取り組み

ガバナンスの強化策（2012年5月発表）

1. 取締役および執行役員の任期短縮
（2年から1年へ）

2. 社外取締役の追加選任
（4名から5名へ増員）

3. 経営諮問委員会（仮称）の設置
（2012年内を目途）

4. 自社株式購入ガイドラインの制定
▶ 参照：コーポレート・ガバナンス、P.86-
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