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経営トップからのメッセージ

2017年3月期の当社連結業績は、売上高が前期
比13.4%減の8,744億円だったところ、親会社
株主に帰属する当期純利益は大幅に拡大し同
175.2%増の462億円となりました。原油価格の
動向は、2016年8月初旬に1バレル42米ドルを
割り込んだものの、12月のOPEC及び非OPEC
産油国の協調減産合意を契機に上昇し、50米ド
ル程度の水準で当期を終えています。こうした原
油・ガス価格の下落や、前期に比べ円高に推移し
た為替により減収となった一方、一過性損失の
計上額が減少したこと等により増益となりました。
当社の収益の柱となるネット生産量（原油・天

然ガス合計、原油換算）は、前期に比べ日量0.7

万バレル増加の日量52.1万バレルとなり、引き
続き日量50万バレル超の水準を維持しています。
また、将来の収益源である確認埋蔵量（原油・天
然ガス合計、原油換算）も、前期末から微増の約
33.0億バレルとなっています。
現在進めている主要プロジェクトの進捗を総
括しますと、イクシスLNGプロジェクトでは、引き
続き、沖合施設、陸上施設等で開発作業を進め
ており、今期中（2018年3月期中）に生産開始予
定です。インドネシアのアバディLNGプロジェク
トでは、陸上方式を軸としたアバディガス田の最
適開発に向けて、概念設計（Pre-FEED）開始に
係る準備作業を開始しました。

1年間の振り返り

国際石油開発帝石株式会社 アニュアルレポート2017 01

経
営
ト
ッ
プ
か
ら
の
メッ
セ
ー
ジ

1



コスト削減の取り組み

確認埋蔵量とリザーブ・リプレースメント・レシオ（3年平均）

14年3月期 15年3月期 16年3月期 1 7 年3 月期

確認埋蔵量  （億バレル（原油・天然ガス合計））  
リザーブ・リプレースメント・レシオ（3年平均）  （％）

25.3 24.3 32.6 33.0
370%

100%

321%

246%

ネット生産量

16年3月期 1 7 年3 月期

52.151.4

日本 5%

アジア／オセアニア 36%

ユーラシア 6%

中東・アフリカ 48%

米州 4%

5%

31%

6%

52%

5%

（万バレル／日（原油・天然ガス合計、原油換算））

開発投資*　　探鉱投資　　その他設備投資**  （億円）
投資削減の推移

16年3月期（実績） 1 7 年3 月期（実績） 18年3月期（期初見込み）
*開発投資額にはイクシス下流事業を含む
**主に直江津LNG基地、国内パイプライン関連施設等への投資

9,712
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105
161

5,785

6,150

10
80

6,060

8,800
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6.1

原油換算1バレル当たりの生産コスト***の低減

16年3月期（実績） 17年3月期（実績）

（米ドル /バレル（原油換算））

***ロイヤルティを除く

石油・天然ガスの開発企業である当社には、足元
の需給変動にかかわらず、事業活動を通じてその
社会的使命を果たしていく責務があります。原
油価格は、1バレル100米ドル超の水準を保って
いた2014年半ばから、わずか１年半後の2016
年年初には、30米ドルを割る水準にまで急落し
ました。この原油価格の変動に対して、当社では
引き続き緊迫感を持って対処を進めており、今後
も一定期間、原油価格が低い水準で推移する可
能性を念頭に置いて、その対策を講じた上で、将

来の成長に必要な投資は継続し、従来からの安
定配当も維持すべく、各種取り組みを進めている
ところです。2017年3月期の営業キャッシュ・フ
ローは2,700億円強と前期より大きく増加した
中で、投資総額は、前期に比べ4割弱減少してい
ます。1バレル（原油換算）当たりの生産コストは、
前期の7.8ドルから6.1ドルへと、さらに低減して
います。こうした投資・コストの削減努力が下支
えする形で、2017年3月期の最終利益の回復に
つながったと捉えています。
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成長目標の実現に向けて

当社は、持続的成長に向けて3つの成長目標を掲
げています。成長目標の第1の柱である「上流事
業の持続的拡大」について、その進捗を指標の観
点からご報告しますと、2017年3月末時点の埋
蔵量は、確認埋蔵量が約33.0億バレル、推定埋
蔵量が約13.9億バレルとなり、確認埋蔵量と推
定埋蔵量の合計では約46.9億バレルとなりまし
た。リザーブ・リプレースメント・レシオ（期中の確
認埋蔵量増加分÷期中生産量の3年平均）につい
ても246％と引き続き良好な水準を維持してい
ます。当期のネット生産量はアジア・オセアニア
セグメントにおいて生産量の自然減退等があり
ましたが、中東・アフリカセグメントにて取得した
アブダビ陸上ADCO鉱区が通年にわたって貢献
したことや、ユーラシアセグメントにおけるカシャ
ガンプロジェクトの生産再開等により、前期から
日量0.7万バレル増加し、日量52.1万バレルとな
りました。
「上流事業の持続的拡大」に向けた進捗を
個々のプロジェクトごとに見てみますと、オース
トラリアのイクシスLNGプロジェクトは、沖合生
産・処理施設（CPF）、沖合生産・貯油出荷施設
（FPSO）それぞれの建造作業が完了していま
す。2015年2月に開始した生産井の掘削は、順

調に作業を継続しています。ダーウィンの陸上
ガス液化プラントでは、国外で製造したモジュー
ルの全てを、昨年9月にプラントサイトに搬入し
終え、試運転作業を実施しています。ガス輸送パ
イプラインについては、陸上部分における敷設や
圧力テストが完了し、既に敷設や圧力テストを完
了した海底部分も含めてガスの受け入れ準備が
整いました。今後、沖合施設の接続作業及び試
運転作業を経て、生産井からの生産を開始しま
す。以降、今期中にコンデンセート、LNG、LPG
の生産を順次開始し、その後の生産物の出荷に
向けて鋭意作業を進めてまいります。
インドネシアのアバディLNGプロジェクトで
は、2016年4月にインドネシア政府当局より、陸
上LNGによる開発計画の再検討を求める内容
の通知を受領しました。当社としては、早期のプ
ロジェクト実現を目指していくとの方針を維持し、
技術的、経済的に最も合理的な選択を行ってプ
ロジェクトを進めていく方針です。こうした基本
方針に則り、陸上LNG方式を軸としたアバディ
ガス田の最適開発についてインドネシア政府と
のこれまでの建設的な協議結果を踏まえ、概念
設計（Pre-FEED）開始に係る準備作業を開始し
ました。

イクシスLNGプロジェクト CPF（イクシス エクスプローラー）の係留作業の様子
Courtesy Capt. Serge Prakhov

イクシスLNGプロジェクト 
陸上ガス液化プラント内にある中央管理施設の外観
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また、アラブ首長国連邦アブダビ海上のサター
油田及びウムアダルク油田については、本年1
月にアブダビ国営石油会社（ADNOC）との間
で、両油田の当社権益期限の延長に関する基本
合意に至りました。この基本合意に基づき、今
後は、約25年間の権益延長等の詳細な条件を
ADNOCと協議し、正式な合意締結を目指して
まいります。探鉱プロジェクトでは、イラクのブ
ロック10鉱区で、試掘井掘削の結果、油層の発
見に成功し、その後実施した原油の生産テストに
て日量8,000バレル以上の生産を確認しました。
今後、原油の生産テストで得られたデータ等の
解析作業やさらなる探鉱活動を行いますが、評
価結果次第では、大規模油田となる可能性も高
いと期待しています。また、昨年12月には、メキシ
コ領メキシコ湾北部海域においてブロック3探鉱
鉱区を取得しました。こうした探鉱プロジェクト
が、今後当社の「上流事業の持続的拡大」に貢献
していくことを期待しています。
成長目標の第2の柱「ガスサプライチェーン
の強化」については、2012年4月に着手した約
100kmに及ぶ富山ラインの建設工事が昨年6
月に完了し、当社の国内パイプラインネットワー
クの総延長は約1,500kmとなりました。2018
年3月期の天然ガス販売量は、富山ラインの需
要が通年で寄与することやガス火力発電所向け
の燃料供給量が増加することなどにより、21.2

億立方メートルと、当社として初めて年間販売
量が20億立方メートルを超える見通しです。ま
た、本年4月のガス小売全面自由化の開始を契
機とした事業環境の変化に対して、当社として機
動的かつ的確に対応することを重点的取り組み
とし、国内ガス事業の一層の強化を目的に、国内
ガス事業に関連する組織の再編を実施しました。
今後、新たな組織体制のもとで、イクシス等当社
が海外で開発する天然ガスソースと国内天然ガ
ス事業のインフラを有機的に結び付けるガスサ
プライチェーンを引き続き強化すべく注力してま
いります。
最後に、成長目標の第3の柱である「再生可能
エネルギーへの取り組み強化」についてご説明
します。本年3月、インドネシアのスマトラ島に位
置するサルーラ鉱区での地熱発電事業で、第1
号機が商業運転を開始しました。サルーラ地熱
発電事業は単一開発契約の地熱発電所としては
世界最大規模であり、発電された電力は全量、イ
ンドネシア国営電力公社へ30年にわたり売電
する予定です。本年内に第2号機、2018年に第
3号機と、今後の段階的な商業運転開始に向け
て、建設工事などを進めており、発電量は最終的
に出力330メガワットまで増える見込みです。当
社は、社会に貢献する総合エネルギー企業として、
今後も「再生可能エネルギーへの取り組み強化」
に積極的に取り組んでまいります。

直江津LNG基地 サルーラ地熱発電事業 第1号機の商業運転開始の様子
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長期的視点での企業価値向上に向けて

当社は、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た
めに、世界各地でエネルギーの開発・供給に取り
組んでいます。2012年5月に「 INPEX中長期ビ
ジョン」を策定し、イクシス生産開始までの重点
的取り組みとして、前述した３つの成長目標の柱
「上流事業の持続的拡大」「ガスサプライチェー
ンの強化」「再生可能エネルギーへの取り組み強
化」をまさに進めているところです。原油価格は、
依然、先行きを楽観できない状態にありますが、
需給バランスの回復などにより、石油メジャーを
中心に上流事業に対する投資の減少が下げ止ま
り感を見せています。そういった中で当社は、現
在、イクシス生産開始後の成長戦略として、将来
の成長に向けた投資水準や、増配を含めた株主
還元の強化等の検討を、鋭意進めています。
また、グローバルに事業を展開する企業として、
地域社会を含むステークホルダーと信頼関係を
築きながら、事業活動における安全確保、環境保
全、雇用の創出、人権の尊重、文化や習慣の尊重、
地域社会への貢献など、バリューチェーン全体で
社会的責任を着実に果たし、持続可能な社会づ
くりに貢献することにも注力しています。特に人
権の尊重については、英国法「Modern Slavery 
Act 2015」への対応として、当社及び当社グルー
プにおけるサプライチェーンマネジメント上の奴
隷労働及び人身取引などの人権侵害への取り
組み等を明らかにすることを目的に、「Modern 
Slavery Act Statement FY2015（2015年度
英国現代奴隷法ステートメント）」を2016年9月
に開示しました。また、人権尊重に対する当社の
姿勢を包括的に明示すべく、「INPEX人権方針」
を本年5月に策定しています。同方針は、国連の

「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づいて
策定したもので、当社グループの全ての役員及び
従業員に適用されるものです。今後も、引き続き
人権マネジメントの徹底に努めてまいります。

2017年3月期の配当金は、中間、期末それ
ぞれ9円の通期18円とさせていただきました。
2018年3月期の配当金も、期初予想では、2017
年3月期と同額の中間9円、期末9円の通期18円
としていますが、今後のイクシスLNGプロジェク
トの進捗状況、並びに2018年3月期の収益見通
し等を踏まえて、期末配当金額について、改めて
期末に向けて検討してまいりたいと考えています。
エネルギー資源が経済社会にとって不可欠で
あることは言うまでもなく、その長期安定的な開
発と効率的な利用の重要性は今後も変わること
はありません。日本のエネルギー自給率（2016
年）は、OECD加盟国の中で下から2番目の約
6％に過ぎません。そのような中で、エネルギーの
安定的かつ効率的な供給を通じて企業価値を向
上させることは、当社の使命であると考えていま
す。今後もエネルギーの安定的かつ効率的な供
給を実現し、国際的な石油・天然ガスの開発企
業として競争力を高め、株主価値・企業価値の持
続的向上へとつなげていけるよう、より一層努力
してまいりますので、変わらぬご支援を賜ります
よう宜しくお願いいたします。

2017年6月
代表取締役社長
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