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前期（2013年3月期）業績、今期（2014年3月期）業績
予想、および配当について教えてください。

イクシスの権益譲渡益の計上もあり、2013
年3月期の当期純利益は1,830億円。2014
年3月期は権益譲渡益が無い前提で、当期
純利益は1,420億円を見込むものの、配当
金は微増を予定。

2013年3月期の当期純利益は、期初見通しを上回る1,830億円
となりました。前期業績にはイクシスのLNGバイヤー・パー
トナー向け権益譲渡益が純利益に約500億円分計上される
など、イクシスの権益価値が業績にも貢献した形となりまし
た。また配当金については1株当たり年間7,000円とさせてい
ただきました。

2014年3月期の業績予想（2013年8月2日公表）について
は、売上高はほぼ横ばいを見込んでいますが、先述のイクシス
権益譲渡による一過性利益が無くなることなどにより、当期
純利益は1,420億円を予想しています。配当金については前
期をやや上回る水準（株式分割前の前提で算出すると1株当
たり年間7,200円）を予定しています。当社は現在、イクシス、
アバディという2つの世界的規模のLNGプロジェクトを推進
する成長投資のステージにあることから、中長期的な利益の
拡大と株主還元とのバランスを重視していく考えです。

事業も順調に進捗し、業績・配当水準ともに
遜色ない一方で、株価についてはどう見て
いますか？

株価はマクロ的な要素にも影響を受けるが、
マーケットから適正な評価を受けられるよ
う、今後もイクシスなど有望プロジェクトの
マイルストーンを着実に達成していく。

ステークホルダーの皆さまへ

前期は、成長ドライバーである「イクシスLNGプロジェクト」の開発作業が順調に進展したほか、
上流権益を積極的に取得するなど各ステージで進捗が見られ、当期純利益も期初見通しを上回る

1,830億円となりました。アニュアルレポート2013の経営トップからのメッセージでは、
株主・投資家の皆さまのご関心事項に詳しくお答えします。

新興国でのエネルギー需要見通しの下振れを案じる見方が
あることに加え、北米シェールガスへの期待からエネルギーの
供給増も見込まれており、需給バランスの緩和要素がエネル
ギー価格に先安観をもたらしています。こうした要素が、当社
株も含めた世界の資源関連株全体に下押し圧力として影響し
ていると感じています。しかし、詳しく個別銘柄を見れば、有
望な開発・生産プロジェクトを保有する企業や、大型LNGプロ
ジェクトが生産開始するなどの「果実」がある企業に対しては
マーケットは素直に反応し、株価が堅調に推移しています。
当社の「果実」については、まず今期に大型油田カシャガン

（カザフスタン）の生産開始や、昨年権益を取得したアンゴラ
ブロック14鉱区から通期の生産貢献があります。さらに、来
年後半には米メキシコ湾ルシウス油田が生産を開始する予
定です。最も大きな果実となる豪州イクシスLNGプロジェク
トも生産開始に向けて着実かつ円滑に開発作業を進めるとと
もに、その順調な進捗をマーケットに適宜お示ししていきます。
こうして一つひとつ収穫した果実を積み上げていくことで、当
社の株価が適正な水準で評価されることを期待しています。

株式分割と投資単位の引き下げについて
教えてください。

より投資しやすい株価水準に向けて環境を
整えた。

当社は2013年10月1日付で、普通株式1株を400株に分割す
ると同時に、単元株制度を採用し普通株式の単元株式数を
100株といたします。これにより、現在の4分の1の価格で1単
元株を取得いただけるようになります。以前から、特に個人投
資家の皆さまより、当社株への最低投資単位が高いとのご意
見をいただいておりました。投資家の皆さまが当社株に投資
しやすい環境を整えることで、株式の流動性が増し、当社株価
の適正評価にもつながると考えております。

この1年の経営を振り返る
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イクシスの開発作業も、
スケジュール、コストの両面で

当初の計画に沿った形で進んでいます。
生産開始までの今後3年強が、

まさに当社にとってオペレーターとしての
真価が問われる重要な時期だと

思っています。

インドネシア・マハカムプロジェクトの生産
動向はいかがでしたか？

減退対策を講じた結果、生産減退に歯止め
がかかった。

マハカムはイクシスが生産を開始するまでの間、当社の収益
の柱となるプロジェクトです。すでに40年以上にわたり生産
を続けているこのプロジェクトは、2011年から生産量が減退
しはじめました。2012年3月期にはこの自然減退に加え技術
的トラブルがあり前期比で約2割減退しましたが、追加開発な
どの対策を講じた結果、昨年秋頃より減退に歯止めをかける
ことができました。今後の生産減退率についても緩やかなレ
ベルに留まるものと見ています。

豪州イクシスLNGプロジェクトの進捗はい
かがですか？

プロジェクトファイナンス契約の締結で資
金調達が確実となった。開発作業もスケ
ジュール、コスト両面で当初の計画通りに
進捗している。

イクシスは、当社の中長期の成長ドライバーとして重要なプロ
ジェクトです。2000年のガス・コンデンセート発見から10年超
の時間をかけて入念な準備を行い、昨年1月に最終投資決定
にこぎつけました。そして同年12月には、イクシスの開発向け
に、総額200億米ドルという世界最大規模のプロジェクトファ
イナンス契約を締結し、資金調達の面でも大きな前進を果た
しました。私自身、世界の輸出信用機関8行、市中銀行24行の
計32行から成る銀行団と長期にわたって調整・協議を重ねて
きましたが、無事契約締結に至ったことは、金融のプロからも
このプロジェクト対する信任を得られたものと考えています。

Q.
開発作業も、スケジュール、コストの両面で当初の計画に
沿った形で進んでいますが、生産開始までの今後3年強が、ま
さに当社にとってオペレーターとしての真価が問われる重要
な時期だと思っています。この緊張感と責任の重さを胸に、従
業員ともども一丸となって日々真摯に取り組んでいきます。

アバディLNGプロジェクトの進捗はいかが
ですか？

前期に基本設計（FEED）作業を開始。複数
の企業連合に発注することで、競争環境を
つくり、クオリティの維持を図っている。

アバディは、イクシスと並ぶもう一つの大型LNGプロジェク
トですが、こちらも昨年11月から今年1月にかけて施設の基
本設計（FEED）作業を開始するなど順調に進捗しています。
FLNG施設のFEED作業については、作業など成果の質をで
きるだけ向上させるために競争環境をつくり、日揮と伊サイペ
ム社のそれぞれが主導する二つの企業連合に発注しました。
また、2011年に石油メジャーのシェル社を本プロジェクトの
パートナーに迎え入れたことも功を奏しており、FEED作業を
含めた多様な場面で、以前よりスピード感が増したと感じて
います。

経営の振り返り～主要プロジェクトの動向
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中長期ビジョンの初年度は、どのような1年
でしたか？具体的な進捗を教えてください。

ビジョンに掲げた内容を全力で進めること
ができた“ジャンプ・スタート”の1年。特に、
上流事業で果敢な取り組みを推進した。

5年後そしてその先の10年を見据えた中長期ビジョンの初年度
にあたる前期は、想定した事項をすべて推し進めた “ジャンプ・
スタート”の1年 でした。中でも第一の柱として掲げた「上流
事業の持続的拡大」には積極的に取り組み、ビジョン策定（昨
年5月）以降の1年2ヵ月で10件以上の上流権益を取得するに

INPEX中長期ビジョンの進捗について　　

至りました。第二の柱である「ガスサプライチェーンの強化」
についても、新潟県の直江津LNG基地の建設が順調に進み、
現在、稼働開始に向けた最終調整段階に入っています。また、
今年6月には同基地向けのLNG船新規造船・保有および定期
傭船契約を締結しています。第三の柱、「再生可能エネルギー
への取り組み強化」に関しては、新潟県にある当社製油所跡
地の遊休地にメガソーラー（大型太陽光発電所）を建設し今
年3月より発電をはじめたほか、北海道と秋田県で進める地熱
プロジェクトでは、第1段階である地表調査が完了し、今期は
第2段階となる3坑の調査井を掘削します。

Q.

A.



世界に1,000社以上ある石油開発会社のなかで
LNGオペレーターを担うのは10社程度。
イクシスはまだ開発段階ですが、

このプロジェクトでLNGオペレーターを務め、
当社への国際的な信頼度が増しました。

国際石油開発帝石株式会社 アニュアルレポート2013028

プレミアムがある場合でも最低10％程度の確保というハード
ルレートを設定しています。加えて地域特性も考慮します。当
社ではターゲットとする戦略地域を、コア・エリア、ホット・エ
リア（有望地域）、フロンティア・エリアの3つに分類しています。
コア・エリアは、長年当社の主力地域として実績を確立し、ノ
ウハウも蓄積してきたインドネシアや豪州が中心であり、参入
時には既存の施設が利用できるなどのシナジーが期待できま
す。ホット・エリアは埋蔵量のポテンシャルが高い地域で、具
体的にはアフリカ諸国、ブラジル、米メキシコ湾などが該当し
ますが、参入コストが高いことから財務面・経済性を慎重に
検討する必要があります。フロンティア・エリアはこれまで開
発されていない地域を指し、具体的には、ロシア極東、北極海、
南米などがそれに当たります。ただし、ここはかなり長い目で
見た将来性に期待する地域であり、探鉱プロジェクトが中心
となります。

1年余りの期間に、多くの上流事業の権益
を取得できた要因は何ですか？

イクシスLNGプロジェクトの開発作業に着
手したことで、当社に対する国際的な信頼
度が増したことが大きい。

世界に1,000社以上ある石油開発会社のなかでも、財務面や
技術面などでの信頼性が求められるLNGオペレーターは10

社程度に過ぎません。イクシスはまだ開発作業をはじめた段
階ですが、当社がこのプロジェクトでLNGオペレーターを務
めていることで、当社に対する国際的な信頼度が増し、世界中
の石油会社から「INPEXをパートナーにしたい」とお声がけい
ただく機会が格段に増えました。このことが、多くの優良な権
益を取得できた最大の要因だと考えています。

権益を取得するかどうかの判断は、どのよ
うな方針・戦略で行っているのでしょうか？

成長戦略にかなっていることを前提に、財
務面、経済性、地域特性などを検討した上
で判断している。

当社は中長期の生産量目標として「2020年代前半に日量
100万バレル（原油換算）」を掲げています。既存のプロジェク
トだけで、2017年以降に生産量は日量70万バレル（原油換
算）まで増加する見込みが立っていますので、新規に取得する
権益は残る30万バレルを埋めるものとなります。この中長期
の成長戦略にかなっていることを前提とした上で、3.5兆円の
投資計画枠内で、IRR（内部収益率）15%を目標に、戦略的な

中長期の生産量目標

既存
案件

新規
案件

既存
案件

2013/3
（実績）

2017年
以降

2020年代
前半

日量
40.8万
バレル

日量
30万
バレル

日量
100万
バレル

日量
70万
バレル

Q.

Q.

A.

A.

　　　

権益の取得方針・戦略
・3.5兆円の投資計画枠内
・ハードルレート（IRR10-15％）
・ターゲット地域（コア・エリア、ホット・エリア、フロンティア・エリア）
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アジアにおける天然ガスを取り巻くマクロ
環境をどのように認識していますか？

中長期的に天然ガスの需要は旺盛。それ
に対する新たな供給ポテンシャルもあるが、
本格的な供給に至るまでのハードルは高い。

マクロな事業環境について、短期的には、米国内の天然ガス生
産量が増加したことで、従来米国向けとされていたLNGが米
国外のマーケットに出回るという影響が出ています。一方、中
長期的には、インドや中国、ASEAN諸国を中心にアジアでの
LNG需要が高まっていくなかで、その供給ソースとして3つの
ポテンシャルが期待されています。ひとつは豪州など既存の供
給国からの新規のLNG供給、もうひとつはモザンビークなど
新たな地域からのLNG供給、そして3つ目は北米のシェールガ
スをLNG化して供給することです。ただし、これらの供給ソー
スの大部分は現時点でプロジェクトとして最終投資決定に
至っておらず、開発プロジェクトとして立ち上がり、本格的な供
給に至るまでには越えるべきハードルがそれぞれにあるように
感じています。

エネルギー開発の事業環境

「越えるべきハードル」に関連して、いわゆる
「シェールガス革命」が既存のLNGプロジェ
クトにどのような影響を与えますか？

シェールガスのLNG化にもハードルはある。
シェールガスの生産拡大路線やLNG化に
よる大量輸出については、米国において慎
重な見方がある上、価格面でも通常のLNG
プロジェクトと大きな差はないと想定。

北米のシェールガスに関しては昨今「革命」と呼ばれるほど耳
目を集めていますが、今後の生産拡大やLNG化による大量輸
出の可能性については、少し慎重に見ていく必要があると思
います。LNGの輸出には米国内産業への影響を懸念した慎
重な意見も多く、LNGとして実際に日本やアジアへ輸出され
る量は明確ではありません。米国天然ガス価格は、2013年に
入り、百万Btu当たり一時4米ドル台へ上昇しており、アジア向
けの輸出が想定される5年後の先物価格は5米ドル/百万Btu

を超えています。これに、液化するコストおよび海上輸送コスト
（合計約7米ドル/百万Btuを想定）を加えると、原油価格にリ
ンクした通常のLNGプロジェクトとの価格差はあまりないこと
になります。これらを踏まえると、シェールガスが既存のLNG

プロジェクトに取って代わるようなことはなく、どちらも個々の
良質なプロジェクトのみが競争に勝ち残っていく流れになると
思います。

Q.

Q.

A.

A.
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米国産シェールガスをLNG化しアジア向け輸出を想定した価格見通し

ヘンリーハブ価格
（点線は先物価格）

米国天然ガス価格

液化コスト 

輸送コスト LNG



価格の妥当性とともに、
「LNGの安定的な供給が
見込めるかどうか」といった
プロジェクトの確実性が
特に重視されます。
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では、供給力のある良質なLNGプロジェクト
の条件は何ですか？

地理的な特殊性を考慮し、「安定供給が実
現可能なプロジェクト」として認識されること
が重要。

LNGプロジェクトの立ち上げは巨額の投資を伴います。その
投資資金を調達するには金融機関から信任を得る必要があ
り、また、LNGバイヤーから信頼を勝ち取ったうえで、長期の
LNG販売契約を結び、投資回収の目途を立てなければそも
そもプロジェクトとして立ち上がりません。それに加え、日本
を含めた東アジアの各国は、輸入する天然ガスのほぼ全量を
LNGに依存しているという地理的な特殊性を考慮する必要
があります。こういったLNG以外の代替手段を持たない国に
とっては、価格の妥当性とともに、「LNGの安定的な供給が見
込めるかどうか」といったプロジェクトの確実性が特に重視さ
れます。つまり、LNGバイヤーから安定供給の面で信頼でき
るプロジェクトと認められることが、良質なプロジェクトの条
件であると考えます。

今年1月のアルジェリアでのテロ事件は記憶
に新しいですが、カントリーリスクにはどの
ような考え方で対処しますか？

エネルギー開発事業をする上で、カントリー
リスクを完全に取り除くことは難しい。現地
の生の声を盛り込みながら頻繁にセキュリ
ティリスク評価を見直している。

あの非常に痛ましい事件は、世界各地でエネルギー開発事
業を展開することのリスクをまざまざと感じさせるものでした。
資源開発という使命を担っている以上、カントリーリスクとは
常に向き合っていかなければなりません。当社では、現地を
最も良く知る駐在員や現地スタッフなどの生の声を盛り込み
ながら、年2回の頻度でセキュリティリスクに関する評価を見
直し、プロジェクトに従事するすべてのスタッフの安全確保に
最善を尽くしています。

安定供給の観点から、国内のエネルギー資
源も注目されます。国内の石油・天然ガス資
源のポテンシャルはいかがですか？

この2年間で国内の有望地域を洗い出した。
今年からいよいよ具体的な探査作業に入る。

量は限られるものの、国内には石油・天然ガスの有望地域が
まだまだ存在しており、また、国内の資源開発は、海外プロ
ジェクトにはつきものの為替リスクやカントリーリスクを排除
できるメリットがあります。当社では過去2年間かけて国内の
有望地域を徹底的に洗い出しました。この作業結果を踏まえ
て、今年からいよいよ具体的な探査作業に入ります。
国内の石油・天然ガス開発に70年以上の操業実績がある
当社は、国内事業部門でも国内最大手といえます。今後も、技
術力、資金力、経験を生かして国内の石油・天然ガス開発に継
続的に取り組みます。
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Q

A.

A.

　　　



ステークホルダーとの関係

株主・投資家の皆さまとも、
長期にわたる信頼関係を

築いていきたいと考えています。
今後も継続的なコミュニケーションを

重視していきます。
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A.

ステークホルダー、特に株主・投資家との関
係はいかがですか?

株主・投資家の皆さまとの継続的なコミュニ
ケーションをこれまで以上に重視していく。

石油・天然ガス事業は、リスクも大きく、時間的にも非常に長
期にわたるため、事業パートナーとの相互の信頼・尊重を通
じて価値観を共有しながらプロジェクトを推進することが重
要です。また、そうした関係を構築できていれば、困難に直面
した際にもパートナーと足並みをそろえて対処していくこと
ができます。株主・投資家の皆さまとも、このような事業パー
トナーに近い長期にわたる信頼関係を築いていきたいと考え
ています。
当社は、近年の事業拡大もあり、株主・投資家の皆さまと会
社側との間で共有されるべき情報量が増大してきていると感
じています。そのような状況だからこそ、「当社の経営状況を
皆さまへ丁寧にお伝えする ― その上でディスカッションを
通じて率直なご意見をいただく ― そして、それを持ち帰り、
経営に反映していく」というプロセスを大事にしなければなら
ないと考えています。私は、年2回の決算説明会と、少なくとも
年1回の個人投資家向け会社説明会に参加するとともに、毎
年2回は機関投資家とのIRミーティングを目的に海外出張す
るなど、直接的なコミュニケーションの機会を大切にしていま
す。今期についても、積極的に情報を開示し、ディスカッショ
ンをさせていただく予定です。



昨年のアニュアルレポートでは、「イクシスをはじめとした
各プロジェクトで評価される実績を積み重ねれば、当社の国
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が拡大する」と申し上げましたが、実
際にイクシスの開発作業に移行してみますと、プロジェクトへ
の参入機会が格段に増えてきました。エネルギー開発のプロ
ジェクトは「生き物」ですから、突然現れた有望な鉱区には、豹
のように俊足で追いかけて獲りにいく必要がありますが、一方
で同時に、地道な作業を牛のように一歩一歩進める側面も求
められています。今後、イクシスをはじめとした各プロジェクト
を着実に進めつつ、良質なプロジェクトを積み上げていくこと
で、今まさに肌で感じている「成長の好循環」の輪をさらに大
きく回し、企業としての持続的成長を遂げたいと思っています。
　

2013年7月

代表取締役社長

2014年3月期は会社をどのようにリードし
ていきたいですか?

会社全体としては堅実に前進する1年に。
良質なプロジェクトを積み上げていきたい。

“ジャンプ・スタート”を切った前期に続く今期は、生産を開始
するカシャガン油田や、通期を通じて生産貢献するアンゴラ
ブロック14鉱区など、個々のプロジェクトで動きはあります
が、会社全体としては堅実に前進する1年にしていきます。業
績予想や配当は冒頭申し上げた通りです。注目のイクシスは
今期に開発作業の2年目に入り、いよいよプロジェクトも中盤
にさしかかりますが、今後もスケジュール通り、安全・着実に
進めていきます。なお、こうした既存プロジェクトにおける堅
実な取り組みに加え、これまでに取得した探鉱プロジェクト
で大きな成果が見られる場合には、また違った世界が広がる
可能性があります。

今後の見通し

「成長の好循環」の輪をさらに大きく回し、
企業としての持続的成長を
遂げたいと思っています。　
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