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都市ガスは電力や通信、運輸などと並ぶ代表的な公益事業である。このためガス使用者の利益保護や

ガス事業の健全な発達、公共の安全確保、公害防止を目的とするガス事業法の規制と保護を受ける。 

2017 年にガス事業法が改正され、従来の一般ガス事業（一般の需要に応じ導管によりガスを供給す

る事業）はガス製造事業、ガス導管事業（一般および特定）、ガス小売事業に分類された。このうち一

般ガス導管事業を営もうとする者は経済産業大臣の許可を必要とし、 終保障供給サービスの提供義務

を負う代わりに、地域独占と料金規制（総括原価方式）が認められている。 

ガス事業者の中には、多数の液化天然ガス（LNG）基地および大規模導管網を保有し、それを通じて

ガスを供給する会社から、他社の導管を通じて卸供給を受ける、またはタンクローリー・鉄道貨車等で

調達し、自社導管網により供給する会社まで、大小多数の企業が存在する。この格付方法は日本国内に

一定規模の導管網を持ち、製造または小売り、もしくはその両方を手掛けるガス事業者を、主たる対象

とする。 

 

I．事業リスクの評価 

1．産業リスクの見方 

都市ガスは国民生活と経済活動を支える重要なエネルギーとして比較的安定した需要がある。2010

年以降、家庭用と商業用の需要は減少傾向にあるが、石油・石炭などから燃料転換が進む工業用が増加

基調にあり、全体として国内総生産（GDP）を上回る成長が続いている。2050 年に温室効果ガス排出

実質ゼロとするカーボンニュートラル政策が推進される中、都市ガスは CO2 の排出係数が相対的に小

さい強みもあり、一定の市場成長が続く見通しだ。 

ガス事業者数は 2020 年度末で 200 社を超えるが、販売数量、導管総延長ともに大手 3 社で過半のシ

ェアを握っている。供給区域間を結ぶ長距離導管網は充実しているとは言い難く、大手間の競争は限ら

れている。2017 年にガス小売りが全面自由化され、新規参入者との競争が活性化される方向にあるが、

ガス事業特有の保守・点検作業が重視されることもあり、導管が敷設された地域では安定した取引関係

が継続されやすい。 

都市ガスの主原料となる LNG は 9 割超を輸入に依存するため、安定した調達能力が必要となる。安

定供給に欠かせない LNG の受入・貯蔵、並びに都市ガスの製造・供給設備には多額の投資が必要とな

る。ただ、一般ガス導管事業はガス事業法に基づき地域独占や総括原価方式の料金規制などが認められ、
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経済産業省令で二重導管規制が定められている。これらが投資回収の確度を高めることに役立っている。

ガス設備の物理的な耐用年数は長く、経済的な価値が損なわれる懸念も小さい。ガスシステム改革を通

じて保護・規制の支えは弱まる方向にあるものの、安定供給や安全確保に必要な措置は今後も継続され

るとみており、産業リスクは小さいと判断している。 

 

（1）市場規模、市場成長性、市場のボラティリティー 

日本国内における都市ガスの販売数量は約 400 億㎥、金額ベースでは 3 兆～4 兆円と推計される。家

庭用と商業用は減少傾向が続いているが、工業用は石油・石炭などから天然ガスへの転換を追い風に販

売量は伸びており、全体でもプラス成長が続いている。2050 年に温室効果ガス排出実質ゼロとするカ

ーボンニュートラル政策が推進されており、2030 年の CO2 削減目標も 2013 年比 46％に設定された。

脱炭素への移行期においては、CO2 排出係数が小さい都市ガスへの燃料転換が続くとみられ、一定の市

場成長が続く見通しだ。 

気温影響で毎年の需要は多少変動するものの、需要家の裾野が極めて幅広いこともあり、全体として

安定した需要がある。金額ベースでの市場規模は LNG 価格の変動で左右されるが、原料費調整制度が

認められており、ならしてみれば都市ガス各社の収支に与える影響は限定的だ。こうした点も踏まえて、

市場のボラティリティーは比較的小さいとみている。 

 

（2）業界構造（競争状況） 

国内のガス事業者数は 2020 年度末で 200 社を超えるが、多数の LNG 基地および大規模導管網を保

有するのは大手 3 社に限られる。大手 3 社のシェアが販売数量で約 6 割、導管総延長で 5 割超を占める

など、事業者間の規模格差が極めて大きい。 

都市ガス会社の供給区域は国土の約 6％にととどまり、ガス事業者の供給区域の大半は市街地に限ら

れている。供給区域間を結ぶ長距離導管網は充実しているとは言い難く、大手ガス事業者間の競争は限

られている。 

都市ガスの世帯普及率は約 50％。家庭用では暖房用や給湯用の熱源として電気や灯油、LPG などと

競合する。今後も他燃料との競合が続くが、需給構造に大きな影響を与えるリスク要因とはみていない。 

 

（3）顧客の継続性・安定性 

導管が敷設された地域では安定した取引関係が継続されやすい。 

2017 年にガス小売りが全面自由化され、新規参入者との競争が活性化する方向にある。ただ、LNG

の安定調達や都市ガスの安定供給に関わる投資負担が軽くないほか、ガス事業特有の保守・点検作業が

重視されることもあり、実質的な参入障壁は高い。ガス事業制度の見直しの動向から注視を怠れないが、
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顧客の継続性・安定性は引き続き高いと判断している。 

  

（4）設備・在庫投資サイクル 

LNG の受入・貯蔵設備、気化・熱量調整などの都市ガス製造設備のほか、長距離の高圧中圧ガス導

管から一般家庭や商業施設向けの低圧ガス導管までの効率的な導管ネットワークを構築するには、多額

の設備投資が必要となる。ただし、これらのガス設備の物理的な耐用年数は長いうえ、顧客の継続性も

高いことから、経済的な価値を毀損するリスクも小さい。設備投資サイクルは長いと判断している。  

石油精製業者等は石油備蓄法に基づき備蓄義務を負っているのに対し、LNG に同様の義務はなく、

安定供給に支障のない在庫量で運営されている。季節変動要因で増減するものの、在庫投資サイクルは

比較的短く、資金的な負担も大きくない。   

 

（5）保護・規制、公共性 

都市ガスは代表的な公益事業の 1 つであり、ガス使用者の利益保護やガス事業の健全な発達、公共の

安全確保、公害防止を目的とするガス事業法の規制と保護を受ける。同法に基づき、一般ガス導管事業

は 終保障供給サービスの提供義務を負う代わりに、地域独占や総括原価方式の料金規制が認められて

いる。また、特定ガス導管事業者が一般ガス導管事業者の供給エリア内で供給を意図する際、ガスの使

用者の利益が阻害されるおそれの有無を国が審査し、内容の変更・中止を命ずることができる、いわゆ

る二重導管規制が経済産業省令で定められている。 

ガス小売り全面自由化や導管部門の法的分離のほか、LNG 基地の第三者利用の促進や二重導管規制

の緩和など一連のガスシステム改革が推進されることにより、保護・規制の支えは弱まる方向にある。

だが、安定供給や安全確保に必要な措置は今後も継続される見通しで、保護・規制、公共性は引き続き、

産業リスクの抑制に寄与するとみている。 

 

（6）コスト構造 

ガス事業の営業費（製造費、供給販売費、一般管理費の合計）のうち、約 6 割を原料費が占める。LNG

価格や為替の変動による影響を強く受けるが、原料費調整制度が導入されていることから、一定のタイ

ムラグが生じるものの、ならしてみれば各社の損益への影響は緩和される。 

原料費を除く営業費のうち、減価償却費や租税課金（固定資産税・都市計画税、道路使用料など）、

修繕費といった固定費が約 4 割を占める。固定費負担が重いコスト構造だが、一般ガス導管事業におけ

る託送供給の料金設定には総括原価方式が認められていることもあり、収支構造が短期間で大きく変化

する懸念は小さい。 
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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、個別企業のリスクは、地盤と

する地域や事業構成、戦略などで大きく相違する。 

 

（1）営業エリアの需要規模と成長性 

営業エリアの需要の規模や成長性は、都市ガスの販売機会およびキャッシュフロー獲得の潜在能力を

左右する重要な要素である。需要規模は対象エリアの経済規模や人口、商業・工業者の事業所数、工業

製品出荷額などと関連性が高い。需要の成長性は人口動態や工場の新増設または撤退の動向などに左右

される。こうした観点から営業エリアの中期的な市場動向を見極めていく。 

 

（2）LNG の調達力 

営業費全体の過半を原料費が占めるため、LNG調達力がコスト競争力に大きな影響を与える。大手ガ

ス会社は海外の複数のLNG開発プロジェクトから長期契約に基づいて調達するのが通例だ。特定プロジ

ェクトの交渉結果に左右されにくくするためにも、多くの調達源を持つことが望ましい。LNG価格は原

油価格に連動して決まるものが多いが、原油価格との連動性が低い米国天然ガス指標価格（Henry Hub）

を参照とするケースや、双方を組み合わせたハイブリッド方式も増えている。調達条件なども確認して

いく。 

 

（3）供給設備の効率性 

一般的に導管に接続する需要家のガス使用量が多く、導管の単位距離当たりガス販売量が多いほど販

売効率が高まり、利益率も向上しやすい。このため供給設備、とりわけ導管の効率性を重視している。 

 

（4）新規参入者との競合状況と多角化事業の充実度 

2016年の電力小売りに続き、2017年にガス小売りが全面自由化され、電力業界とガス業界は相互参

入が進んでいる。営業エリアでの新規参入者との競合状況の確認が欠かせない。 

持続的な成長に向けて、国内電力事業をはじめ海外電力や資源開発、都市開発などといったガス事業

以外のビジネスに取り組む会社が増えている。多角化事業の充実度は、収益源の分散という観点からも

評価の対象となる。 

 

（5）家庭用の販売比率と安定性 

都市ガスの需要家は家庭用、商業用、工業用、卸供給などに分かれる。大口販売先は入札によって調

達先を決めるケースもあり、価格競争は激しい。一方、家庭用の料金単価は商・工業用に比べて高く採
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算性は良好である。商業用・工業用のガス販売は景気影響で変動しやすいが、家庭用は需要面でも比較

的安定している。家庭用の需要家数と販売量が多く、家庭用ガス販売量の割合が大きいほど、利益率が

高く収支が安定しやすい。 

 

II．財務リスクの評価 

財務リスクの分析では、財務データといった定量要因に加えて、財務運営方針や流動性リスクなども

評価している。都市ガス業界では、以下のような財務指標を重視している。海外の資源開発事業など、

都市ガスに比べリスクの高い事業の比重が大きいほど、それに見合う財務耐久力が必要になる。 

 

（1）収益力 

ROA（事業利益／総資産平均）、EBITDA（利子・税金支払い前、償却前利益）／総資産平均 

保有資産から効率的に利益・キャッシュフローを稼げているかどうかの視点から、ROA および

EBITDA／総資産平均を重視している。期間損益は LNG 市況の変動や気温影響による販売量の増減な

どで振れる。ただし、LNG 価格や為替の変動分は、原料費調整制度により一定のタイムラグを伴いな

がらも販売価格に転嫁されることから、数期間ならした数値で判断する。  

 

（2）規模・投資余力 

EBITDA、自己資本 

都市ガスの安定供給には一定規模の維持・更新投資が欠かせない。LNG タンクや幹線導管を新増設

する際には多額の資金を要する。こうした資金需要に対応できるだけのキャッシュフローを創出できて

いるかをみるうえで、EBITDA の絶対額を重視している。戦略投資に対応した資金の調達力をみるうえ

で、自己資本の厚みを重視している。 

 

（3）債務償還年数 

純有利子負債 EBITDA 倍率 

現預金を差し引いた有利子負債が、返済原資となるキャッシュフローの何年分に相当するかを示す純

有利子負債EBITDA倍率を重視している。ガス事業の主要設備の実耐用年数はかなり長いうえ、経済的

に陳腐化するリスクが小さい点は、同数値を評価するうえで十分考慮している。一方、都市ガス事業よ

りもリスクの大きい事業に由来する有利子負債が大きい場合、ある程度保守的に評価する。 

 

（4）財務構成 

自己資本比率、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） 
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財務耐久力を見るうえで、自己資本比率とネット D／E レシオを重視している。多角化事業のほか海

外での権益取得、再生可能エネルギーへの投資など、都市ガス事業よりもリスクの大きい事業や資産へ

の投資が増える会社では、財務耐久力の重要性が高まる方向にある。 

 

III．都市ガス業界の格付 

 
 

＊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

営業エリアの需要規模と成長性 ◎ 収益力 ROA ◎

LNGの調達力 ◎ EBITDA/総資産平均 ○

供給設備の効率性 ○ 規模・投資余力 EBITDA ◎
新規参入者との競合状況と多角化事業の充実度 ○ 自己資本 ○

家庭用の販売比率と安定性 ○ 債務償還年数 純有利子負債EBITDA倍率 ◎

財務構成 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

発行体格付

産業リスク　小さい

個別企業リスク 財務リスク


