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石油産業は原油の開発から石油製品の小売りに至る巨大産業で、「上流分野」と「下流分野」がある。

上流分野は原油や天然ガスの探鉱・開発・生産を担う事業で、下流分野は原油を精製し、揮発油（ガソ

リン）をはじめ様々な石油製品を製造・販売する事業である。 

下流分野の事業環境は製品需給やエネルギー政策などにより、国ごとに大きく異なる。この格付方法

では、主に下流分野を手掛ける国内の企業を「石油元売り」と呼ぶ。石油元売り大手は石油精製に加え、

石油製品の特約店向け販売や直接販売を手掛け、石油精製－元売り－特約店－SS（サービスステーショ

ン＝ガソリンスタンド）という商流を形成している。 

スーパーメジャーと呼ばれる欧米の国際石油資本は上流分野を主体に下流まで一貫して手掛ける。こ

れに対し、日本の石油元売りは下流分野に軸足を置いており、上流分野の規模は小さい。 

 

I．事業リスクの評価 

1．産業リスクの見方 

製油所の精製過程を経て生産される石油製品には、各種燃料油のほか、石油化学製品の原料となるナ

フサなどがある。ガソリン・軽油・灯油など主力の燃料油は、日常生活や産業活動に欠かせない必需品

となっている。景気の波の影響を受けるが、常に一定の需要がある。 

一般に燃料油は典型的なコモディティであり、付加価値は低い。生産部門を中心としたコスト競争力

の強弱が収益力を左右しやすい。資本集約的な側面が大きく、製油所や企業単位での規模の経済の追求

が重要になる。 

各石油製品において、適切な販売マージンを確保し続けることが課題だが、これは石油製品の需給動

向に依存するところが大きい。典型的な内需依存型産業であり、中長期でみると国内の需要は減少して

いる。政府の指導による後押しもあって供給面では一定の能力削減が進展しているものの、需要が漸減

していくことを考慮すれば中長期的なマージンの動向は楽観できない。主力の石油精製販売の規模を少

しずつ小さくしながら、収益性を維持するとともに、関連・多角化事業の底上げを図ることが、石油元

売り各社の共通の課題だ。産業リスクは中程度と評価している。 

 

（1）市場規模、市場成長性、市場のボラティリティー 

市場規模は比較的大きい。日本の石油の年間輸入額は 2019 年度で約 8 兆円。石油業の収益合計は
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2019 年度で 20 兆円を上回っている。 

国内の市場成長率はマイナスが続く。政府は 2050 年までに脱炭素社会を実現する方針を掲げており、

脱ガソリン・ディーゼル車に向けた動きが加速しつつある。加えて、通信環境の向上による移動の減少や人

口減少など構造的要因も逆風になる。長期で見ると販売量は漸減していく。 

燃料油需要の変動という観点では景気動向の影響を受けやすい油種もあるが、燃料油全体として見る

と、他の素材に比べ販売量が短期では大きく変動しにくい。輸送用や暖房用など必需品が多いためだ。

半面、原油の価格変動は大きく、その振幅は石油製品市況にも多大な影響を及ぼす。原油価格の高騰は

製油所の自家燃料コストの増加を招く。数量面で比較的安定しているとはいえ、近年の原油価格の振幅

は激しく、収益変動も大きい。このため、市場のボラティリティーは比較的大きい産業であると考えて

いる。 

 

（2）業界構造（競争状況） 

石油製品の付加価値は低く、物流コストのかさむ輸入品との競合は限定的だ。競争は国内の既存の事

業者間で主に展開されている。品質面で差別化する余地が小さいため、SS など末端市場の販売競争は、

価格勝負に陥りやすい。恒常的な需要の減少に対し供給能力の減少が伴わなければ市況の重荷となる。 

需要の減少に対し、各社は石油製品の輸出や製油所稼働率の抑制などで対応してきた。しかし、アジ

ア地域は新鋭大型製油所が相次ぎ立ち上がっている。製油所稼働率の抑制にも物理的な限度がある。抜

本的な需給の改善には、精製能力の削減が重要になる。 

政府は 2009 年に「エネルギー供給構造高度化法」を制定し、供給過剰構造の解消に着手、政府の指

導にも後押しされ各社の設備削減が進んだ。より抜本的な供給力の絞り込みを目指し、業界の再編が進

展している。2017 年 4 月に JX ホールディングスと東燃ゼネラル石油が統合し、現在の ENEOS ホー

ルディングスの前身となる JXTG ホールディングスが誕生し、業界首位を盤石にした。2019 年 4 月に

は業界 2 位の出光興産が昭和シェル石油を統合し地位を固めた。寡占化が進んで市場の安定性がある程

度確保され、かつてのような過当競争は沈静化している。とはいえ、各社は部分 適を追求せざるをえ

ない。製油所の稼働率を高く保つため、販売量の維持を狙いがちだ。過当競争に陥る可能性は残ってお

り、競争環境は依然としてやや厳しい。 

 

（3）顧客の継続性・安定性 

C 重油や A 重油、ジェット燃料やナフサなど産業用途の燃料油は大口需要家への直売が主体だが、ガ

ソリンや軽油は特約店向け販売が主体。油種ごとに商流は異なる。ガソリンなど民生用主体の油種では

末端の SS が厳しい価格競争にさらされており、消費者レベルでの顧客の継続性は必ずしも高くない。

一方、元売りの直接の販売先である数多くの特約店が、既存の系列から離脱するケースは少ない。特約
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店は元売りのブランドを掲げる末端 SS を抱えており、ブランドの変更には多額の費用がかかることが

離脱の抑止力になっている。商品の差別化が品質面では難しいこともあって、取引条件に極端な差異が

なければ、ブランドを変更するインセンティブは働きにくい。 

直売についても、コンビナート内でパイプライン供給するナフサはもちろん、他の油種でも製油所と

の距離や物流コストの制約から、調達先の乗り換えは頻繁ではない。石油元売りの商流面は比較的安定

している。 

 

（4）設備・在庫投資サイクル 

一定レベルの維持更新投資が欠かせないうえ、新規事業の育成にも投資負担が増す方向にある。石油

備蓄義務もあって原油や石油製品の在庫資金負担は重い。しかし、需要減少が続く主力事業での単純な

能力増強投資はほぼ皆無であり、全体の投資サイクルや投資負担は一定の範囲に収まっている。原油価

格の水準次第で在庫負担は変わるものの、時間経過に伴う品質劣化や陳腐化のリスクは小さい。 

  

（5）保護・規制、公共性 

1996 年の特石法の廃止（石油製品の輸入自由化）、2001 年の石油業法の廃止（事業･設備許可等の需

給調整規制の廃止）以後、石油元売り各社は自由競争にさらされるようになった。国内の一次エネルギ

ー供給のうち石油は、今後低下することが見込まれるとはいえ、現状では 4 割弱を占めるだけに、石油

開発などの上流分野では JOGMEC（独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構）の資金調達支援

などがある。 

主力の下流分野では、2009 年に施行された「エネルギー供給構造高度化法」など、必要に応じた政策

的なサポートが期待できる。しかし、電力・ガス事業の総括原価方式の料金制度のように、事業者の投

資回収を担保する法的枠組みはない。保護・規制などの信用力への影響は中立的と判断している。 

  

（6）コスト構造 

石油製品は一定比率で各留分が生産される連産品のため、特定の油種のみ生産量を増減させにくい。

需要の強い油種の増産を狙って製油所稼働率を高めると、過剰に生産された他油種の需給悪化を招く。

生産部門では、常に収益 大化につながる原油処理量を探ることが重要だが、連産品である制約は大き

く、需要動向に応じた生産調整の柔軟性は限られる。 

製造コストの内訳を見ると、製造原価のうち材料費、すなわち原油代金が 8 割以上を占めるのが一般

的だ。製油所の減価償却費や自家燃料費用、修繕費、労務費などの割合は比較的小さく、事業者として

制御しにくい原油コストのウエートが高い。コスト構造の柔軟性は低いとみている。 
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2．個別企業リスクの見方 

産業リスクが対象企業の属する業界の標準的なリスクを示すのに対し、以下のような個別企業リスク

により各社の事業リスクは相違する。 

 

（1）製油所のコスト競争力 

製油所のコスト競争力は、設備規模の大小や高度化の程度、原油調達コスト、製品構成などに左右さ

れる。 

石油精製部門は資本集約的で製造プロセスの差別化余地が小さく、コスト低減には規模のメリットが

比較的効きやすい。一方、精製部門で 大のコストである原材料費、すなわち輸入原油コストに関して

は、比較的安価な重質油の利用比率を高めて全体の原油調達コストを抑制することが望ましい。しかし、

単に調達原油を重質化するだけでは白油（ガソリンや軽油など）の得率（原油に占める各製品の取れる

率）が低下してしまう。黒油（重油類）を分解し、軽質原油と遜色ない製品構成を維持するには、ある

程度の重質油分解装置を備えている必要がある。製油所の自家燃費効率や修繕費の大小、製油所稼働率

なども生産部門のコスト競争力を左右する。精製設備の構成・運用は各社間でやや異なり、石油製品の

得率にも相応の特徴がある。ガソリン需要の減少傾向は強まっているが、通常は黒油よりも白油の方が

採算性は高い。 

 

（2）製販バランスや販売効率 

国内市場の縮小が続く中、生産能力に見合う販売網の確保は極めて重要になる。過剰な生産能力を削

減しつつ系列の販売網を維持・拡充し、良好な製販バランスを保てれば、製油所の高稼働が可能になる。 

ただし、石油製品の販売マージンは国内全体の需給の影響を受けやすい。このため、個別企業による

製販バランスの改善効果はある程度相殺される。それでも、石油製品の販売シェアが高く、販売規模が

大きくなれば、国内需給や製品市況に対する影響力は高まる。系列クレジットカードや他業態と連携し

たポイント付与など販促ツールの効果も増す。 

製油所数や地域分散度も見逃せない。製油所数が少なく、生産拠点が特定地域に偏っている場合、設

備トラブル時にグループ外からの割高な代替調達を強いられる。逆に地域分散が効いていれば、輸送コ

ストを抑えながら安定的な供給が可能だ。大都市圏内やその近傍に主力製油所を構えていると、大需要

地に近いため販売効率は比較的高くなる。製油所数が少なくても一定の競争力を確保しやすい。 

 

（3）上流分野の事業基盤 

石油・天然ガス開発など資源開発事業では、主に海外に設けた開発子会社を通じて資源権益を確保す

る。他の資源会社との共同開発が多く、権益比率に応じて開発負担額や収益の取り分が決まる。原油価
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格の上昇局面で主力事業の価格転嫁が遅れ損益が悪化しても、上流分野の利益貢献による補完が期待で

きる。 

各プロジェクトの採算は個別の契約条件により大きく異なる。一般に、探鉱に成功していたとしても、

生産開始までには長い時間と資金を要する。翻って、収益が見通しやすい既存プロジェクトの買収価格

は高くなりがちだ。事業収支は原油価格次第で大きく変わるうえ、カントリーリスクも避けられない。

総じて、上流分野の事業リスクは高い。 

 

（4）関連・多角化事業の収益基盤 

主力事業の市場縮小による収益減を、他事業の拡充で補う必要性が高まっている。製油所のインフラ

を生かした関連事業としては、石油化学事業や電力事業が代表的だ。石化事業はナフサを出発原料とし、

コンビナート内の大手化学会社へ販売される一方、自社でも原料として利用し各種の汎用石化品を生産

する。ナフサ分解炉を持つ場合はエチレン・プロピレンなど石化基礎原料も生産するが、主力はナフサ

から直接抽出される芳香族製品だ。製造プロセス上、同製品は石油化学会社とのすみ分けができている。

特にミックスキシレン（MX）や、MX から抽出され合繊原料になるパラキシレン（PX）の重要性が高

い。これら石油化学製品は投資負担が重いうえ、市況はアジアの需給に大きく影響を受けやすく、マー

ジンの変動は激しい。電力事業も投資負担は重いが、電力システム改革が進展し、収益機会は広がった。

脱炭素社会を意識した風力や太陽光など再生可能エネルギー電源への投資も目立ってきている。本業と

は大きくかけ離れた多角化事業を手掛けるケースもあり、新たな収益源の育成には個社ごとに特徴があ

る。主力事業に加え、石油化学事業でも市況製品を扱っているため、安定収益源になり得る多角化事業

を拡充していくことは重要な課題だ。 

 

II．財務リスクの評価 

財務リスクについては、財務指標で示される定量要因に加えて、財務運営方針や流動性リスクも評価

している。石油元売り業界では、事業特性から以下のような財務指標を重視する。 

原油価格の変動に伴い、期間損益が在庫影響で大きく振れる傾向がある。原油価格の変動影響を除い

た損益をみた方が、販売マージンの実態を適切に反映している面があり、以下の指標においては、必要

に応じて在庫影響を除いた数値も参考にする。 

資源開発をはじめ、主力事業のリスクを上回る事業が増えて全体の事業リスクが高まる場合、それに

見合う財務耐久力が必要になる。 

 

（1）収益力 

ROA（総資産事業利益率）、EBITDA（利子・税金支払い前、償却前利益）／総資産平均 
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保有資産から効率良く利益・キャッシュフローを獲得しているか評価するため、ROA や EBITDA/総

資産平均を重視している。他の素材業界に比べ在庫負担が重い点は相応に考慮する。資源開発事業など

の影響も考慮し、持分法投資損益も適切に評価に反映させる。  

 

（2）規模・投資余力 

EBITDA（利子・税金支払い前、償却前利益）、自己資本 

原油や石油製品の在庫負担が重いうえ、設備の老朽化もあって維持更新投資や合理化投資の水準は比

較的大きい。多角化事業の重要性が増し、その育成にも多額の資金を要する。投資余力に劣る企業は、

主力事業の強化や多角化事業の育成に関し、大きな制約を抱えることになる。投資余力の源泉であるキ

ャッシュフロー創出力の水準に関しては、EBITDA を重視している。 

自己資本はリスクバッファーとして機能するため、投資リスクをどの程度吸収できるかという観点か

らも注目している。原油上昇局面では在庫影響による会計上の利益が積み上がる一方、下降局面では逆

のことが生じる点には注意を払う。 

 

（3）債務償還年数 

純有利子負債 EBITDA 倍率、純有利子負債 FFO 倍率 

有利子負債をキャッシュフローにより何年で返済できるかは、負債の負担感を評価するうえで重要な

指標だ。基礎素材である石油製品は他製品への代替に限界があり、生産設備の実際の耐用年数は長い。

在庫負担は重いものの陳腐化するリスクは小さい。とはいえ、主力事業の恒常的な需要減少を背景に、

キャッシュフロー創出力に相応の制約があるうえ、新事業の育成に向けた投資負担も軽くない。このた

め一定水準の有利子負債とキャッシュフローのバランスを確保していることが望ましい。原油価格次第

で運転資本は大きく増減する。そのため、純有利子負債と FFO（営業キャッシュフローから運転資本影

響を除外）の倍率も用いる。 

 

（4）財務構成 

ネット D／E レシオ（純有利子負債の自己資本に対する倍率）、自己資本比率 

多角化事業を含めた全社ベースでみると、原油価格をはじめ市況性の強い製品が主体になっている。 

原油価格の乱高下等に伴う予期せぬ収益悪化や、主力事業の需要減に対応した設備再編、多角化事業

の育成など、業界が直面する課題に備えて強固な資本負債構成を確保しておくことが必要だ。そのため、

ネット D／E レシオや自己資本比率に注目している。 
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III．石油元売り業界の格付 

 

 

 

＊これまで公表した同種の格付方法は、本稿に代替されます。 

重要度 指標 重要度

製油所のコスト競争力 ◎ ROA ○

製販バランスや販売効率 ◎ EBITDA/総資産平均 ○

上流分野の事業基盤 ○ EBITDA ◎

関連・多角化事業の収益基盤 ○ 自己資本 ◎

純有利子負債EBITDA倍率 ◎

純有利子負債FFO倍率 ○

自己資本比率 ○

ネットD/Eレシオ ◎

注）　重要度は、◎極めて重視　○重視　△比較的重視

産業リスク　中程度

発行体格付

個別企業リスク 財務リスク

収益力

財務構成

債務償還年数

規模・投資余力

R&I が格付対象の評価に用いる格付付与方針及び格付方法（以下「格付付与方針等」と総称します）は、R&I が独自の分析、研究等に基づいて作成し

た R&I の意見にすぎず、R&I は、格付付与方針等の正確性、適時性、網羅性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、明

示・黙示を問わず、何ら表明又は保証をするものではありません。また、R&I は、格付付与方針等の開示によって、いずれかの者の投資判断や財務等に

関する助言を行い、又は投資の是非等の推奨をするものではありません。R&I は、格付付与方針等の内容、使用等に関して使用者その他の第三者に発生

する損害等につき、請求原因の如何や R&I の帰責性を問わず、何ら責任を負いません。格付付与方針等に関する一切の権利・利益（特許権、著作権その
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