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平成16年３月１日 

2004年（備経）業務細則第２号 

最終改正 令和４年11月14日 

 
(目的) 

第１条 この細則は、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構業務方法書（2004 年

（総企）業務規程第１号）第１４９条の規定に基づき、独立行政法人エネルギー・金属

鉱物資源機構（以下「機構」という。)が行う石油・石油ガスの備蓄の増強に必要な資

金（石油・石油ガスの購入に必要な資金に限る。）の貸付け（以下「貸付け」とい

う。）に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 
(貸付けの相手方) 

第２条 機構が行う貸付けの相手方は、以下の規定に該当する者とする。 

（１） 石油精製業者、特定石油販売業者若しくは石油輸入業者（それぞれ石油の備蓄の

確保等に関する法律（昭和５０年法律第９６号。以下「法」という。）第５条第１

項に規定する石油精製業者、特定石油販売業者又は石油輸入業者をいう。以下同

じ。） 又は法第８条第２項の規定による取引関係の確認を受けているグループ（以

下「石油グループ」という。） 

（２） 石油ガス輸入業者（法第１０条第１項に規定する石油ガス輸入業者をいう。以下

同じ。）又は法第１１条第２項において準用する法第８条第２項の規定による取引

関係の確認を受けているグループ(以下「石油ガスグループ」という。) 

 
(基準備蓄量) 

第２条の２ 石油精製業者、特定石油販売業者若しくは石油輸入業者又は石油グループ 

（以下「石油精製業者等」という。）に適用する基準備蓄量は、法第５条第１項に

規定する石油基準備蓄量とし、石油ガス輸入業者又は石油ガスグループ（以下「石

油ガス輸入業者等」という。）に適用する基準備蓄量は、法第１０条第１項に規定

する石油ガス基準備蓄量とする。 

 
(貸付基準量) 

第３条 石油精製業者等は、貸付けを受けようとする場合は、毎年度、貸付基準量(貸付

けを受けるに当たり、本条第２項から第４項の規定に基づき算出される原重油貸付基

準量及び製品貸付基準量をいう。以下同じ。)を算出するものとする。 

２ 前項の貸付基準量の算出に当たっては、石油精製業者等は、石油の備蓄の確保等に 



 

関する法律施行規則(昭和５１年通商産業省令第２６号。以下「令」という。)第９条

の規定に基づき算定された基準備蓄量を用いることとする。この場合において、前年

において指定石油製品の生産又は石油の販売若しくは輸入(以下「生産等」という。) 

の実績がある石油精製業者等は、当該年３月の基準備蓄量(石油グループの場合は、石

油グループを形成する者の基準備蓄量の合計値とする。ただし、令第９条第１項本文

の規定に基づき算定された数量から次の算式により算出して得た数量(千キロリットル

未満の端数については、これを切り捨てるものとする。以下同じ。）を用いて、第８

条第３項本文の算式により算出して得た額より、令第９条第２項の規定に基づく変更

後の基準備蓄量から次の算式により算出して得た数量を用いて、第８条第３項本文の

算式により算出して得た額が増加する場合は、令第９条第１項本文の規定に基づき算

定された数量とする。以下同じ。)を用いて、次の算式により算出して得た数量を限度

として、翌年度の貸付基準量を算出するものとする。 

Ａ＝原重油貸付基準量 Ｂ＝製品貸付基準量 Ｃ＝指定石油製品合計基準備蓄量 

Ｄ＝揮発油基準備蓄量 Ｅ＝灯油(ジェット燃料油を含む。)基準備蓄量 Ｆ＝軽

油基準備蓄量 Ｇ＝重油基準備蓄量 Ｈ＝原油基準備蓄量 

Ａ≦Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋０.９５×Ｈ Ｂ＝０ 

ただし、Ｃ＜Ｄ＋Ｅ＋Ｆに該当する石油精製業者等は、次の算式により算出して得

た数量を限度として、翌年度の貸付基準量を算出することができる。 

Ａ≦２×Ｃ＋Ｇ＋０.９５×Ｈ＋Ｉ Ｂ≦Ｄ＋Ｅ＋Ｆ－Ｃ－Ｉ 

Ｉ＝令第１２条第２項第２号の規定に基づき、揮発油、灯油(ジェット燃料油を含

む。)及び軽油の原油をもって指定石油製品に代える見込み量の合計 

３ 毎年度６月、９月、又は１２月の当該各月の１７か月以前に生産等の実績のない石

油精製業者等は、それぞれ毎年度６月の基準備蓄量を用いて７月１日から、９月の基

準備蓄量を用いて１０月１日から又は１２月の基準備蓄量を用いて１月１日から、前

項の算式により算出して得た数量を限度として、当該年度の貸付基準量を算出するこ

とができる。 

４  法第８条第１項の規定に基づく承認を受けた場合においては、基準備蓄量を増加した

石油精製業者等は前２項の規定に基づき得られた数量に当該増加量を加えた数量を、基

準備蓄量を減少した石油精製業者等は前２項の規定に基づき得られた数量から当該減少

量を減じた数量を用いて、貸付基準量を算出するものとする。 

５ 法第７条第１項又は同条第３項の規定に基づき、経済産業大臣が基準備蓄量を減少

した期間（以下「備蓄減少期間」という。）若しくは石油需給適正化法（昭和４８年

法律第１２２号）第２０条第１項に規定する期間（以下「備蓄停止期間」という。）

の期間中又はこれらの期間の終了後の貸付基準量にあっては、第２項から第４項の規

定にかかわらず、機構は別に定めることができる。 

６ 機構は、前項の規定により貸付基準量を定めた場合は、経済産業大臣及び当該石油 



精製業者等に通知するものとする。 

 
 

第４条 石油ガス輸入業者等は、貸付けを受けようとする場合は、毎年度、貸付基準量 

(貸付けを受けるに当たり、本条第２項から第４項の規定に基づき算出される石油ガス

の数量をいう。以下同じ。)を算出するものとする。 

２ 前項の貸付基準量の算出に当たっては、石油ガス輸入業者等は、令第２２条の規定

に基づき算定された基準備蓄量を用いることとする。この場合において、貸付けを受

けようとする年度の前々年度の１月から前年度１２月において石油ガスの輸入の実績

がある石油ガス輸入業者等は、貸付けを受けようとする年度の前年度の３月の基準備

蓄量(石油ガスグループの場合は、石油ガスグループを形成する者の基準備蓄量の合計

値とする。ただし、令第２２条第１項本文の規定に基づき算定された数量より、令第

２２条第２項の規定に基づき変更された数量が大きい場合は、令第２２条第１項本文

の規定に基づき算定された数量とする。以下同じ。)を限度として、貸付基準量を算出

するものとする。 

３ 毎年度６月、９月、又は１２月の当該各月の１７か月以前に輸入の実績のない石油

ガス輸入業者等は、それぞれ毎年度６月の基準備蓄量を用いて７月１日から、９月の

基準備蓄量を用いて１０月１日から又は１２月の基準備蓄量を用いて１月１日から、

当該年度の貸付基準量を算出することができる。 

４ 法第１１条第２項において準用する法第８条第１項の規定に基づく承認を受けた場

合においては、基準備蓄量を増加した石油ガス輸入業者は前２項の規定に基づき得ら

れた数量に当該増加量を加えた数量を、基準備蓄量を減少した石油ガス輸入業者は前

２項の規定に基づき得られた数量から当該減少量を減じた数量を限度として、貸付基

準量を算出するものとする。 

５  法第１１条第２項において準用する法第７条第１項又は同条第３項の規定に基づき、

備蓄減少期間若しくは備蓄停止期間の期間中又はこれらの期間の終了後の貸付基準量に 

あっては、第２項から第４項の規定にかかわらず、機構は別に定めることができる。 

６ 機構は、前項の規定により貸付基準量を定めた場合は、経済産業大臣及び当該石油

ガス輸入業者等に通知するものとする。 

 
(基準保有日数) 

第５条 石油精製業者等は、貸付けを受けようとする場合は、毎年度、基準保有日数を算

出するものとする。 

２ 前項の基準保有日数の算出に当たっては、次の算式に基づき算出して得た日数 

(０.１日未満の端数については、これを切り捨てるものとする。以下同じ。)を限度と

して、翌年度の基準保有日数を算出するものとする。(ただし、計算の基礎となる保有

量の値は、第７条第２項の規定に基づく報告の１５日及び末日の保有量の値を使用す



るものとする。以下同じ。) 

α＝基準保有日数 

Ａ＝保有量平均 Ｂ＝基準備蓄量平均 

Ｃ＝１～１２月の揮発油保有量計  Ｄ＝１～１２月の灯油保有量

計Ｅ＝１～１２月の軽油保有量計 Ｆ＝１～１２月の重油保有量計 

Ｇ＝１～１２月の原油保有量計 

Ｈ＝１～１２月の指定石油製品合計基準備蓄量計

Ｉ＝１～１２月の揮発油基準備蓄量計 

Ｊ＝１～１２月の灯油基準備蓄量計 Ｋ＝１～１２月の軽油基準備蓄量計 

Ｌ＝１～１２月の重油基準備蓄量計 Ｍ＝１～１２月の原油基準備蓄量計α

≦Ａ÷(Ｂ÷７０) α≦８０ 

Ａ＝(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ×０.９５)÷２４  

Ｂ＝(Ｈ＋Ｉ＋Ｊ＋Ｋ＋Ｌ＋Ｍ×０.９５)÷１２ 

３ 当該計算期間１年を通じて石油保有の実績がある石油精製業者等は、それぞれ前年 

４月から当年３月までの保有量平均及び基準備蓄量平均(計算方法は前項に従う。以下

同じ。)を用いて７月１日から、前年７月から当年６月までの保有量平均及び基準備蓄

量平均を用いて１０月１日から、又は前年１０月から当年９月までの保有量平均及び

基準備蓄量平均を用いて翌年１月１日から、前項の算式により算出した日数を限度と

して、当該年度の基準保有日数を算出することができる。 

 
(貸付申請書の提出) 

第６条 石油精製業者等は、貸付けを受けようとする場合は、第３条第２項、第４項及び

前条第２項の規定に基づき、貸付基準量及び基準保有日数を算出し、様式第１による

申請書を毎年３月５日までに機構に提出するものとする。ただし、第３条第３項及び

第４項の規定に基づき、６月、９月又は１２月の基準備蓄量を限度として貸付基準量

を算出した石油精製業者等、又は前条第３項の規定に基づき、前年４月から当年３月

までの保有量平均及び基準備蓄量平均、前年７月から当年６月までの保有量平均及び

基準備蓄量平均又は前年１０月から当年９月までの保有量平均及び基準備蓄量平均に

より算出した日数を限度として基準保有日数を算出した石油精製業者等は、様式第２

による申請書を当該各月の５日までに機構に提出するものとする。 

２ 石油ガス輸入業者等は、貸付けを受けようとする場合は、第４条第２項及び第４項の

規定に基づき、貸付基準量を算出し、様式第３による申請書を毎年３月５日までに機

構に提出するものとする。ただし、第４条第３項及び第４項の規定に基づき、６月、

９月又は１２月の基準備蓄量を限度として貸付基準量を算出した石油ガス輸入業者等

は、様式第４による申請書を当該各月の５日までに機構に提出するものとする。 



(基準備蓄量の届出及び石油・石油ガス保有状況の報告) 

第７条 機構から貸付けを受けている石油精製業者等は、当該年度の各月の令第９条の

規定に基づき算定された基準備蓄量を様式第５により前々月末日までに機構に届け出

るものとする。ただし、機構から貸付けを受けていない石油精製業者等が、前条第１

項の申請書を提出した場合は、申請書を提出した月(以下「申請月」という。)及びそ

の翌月の基準備蓄量を申請書の提出日まで、並びにその翌々月の基準備蓄量を申請月

の末日までに機構に届け出るものとする。 

２ 機構から貸付けを受けている石油精製業者等は、当該年度の各月について、石油保

有測定日(毎月の１５日及び末日。以下同じ。)の測定基準時(石油精製業者等が製油所

等ごとにあらかじめ定めて届け出た時刻。以下同じ。)における石油保有状況を様式第

６により翌月末日まで、及び申請月末日の石油保有状況を様式第７により申請月の翌

月１０日までに機構に報告するものとする。ただし、機構から貸付けを受けていない

石油精製業者等が、前条第１項の申請書を提出した場合は､申請月の石油保有測定日の

測定基準時における石油保有状況を様式第６により翌月末日まで、及び申請月末日の

石油保有状況を様式第７により申請月の翌月１０日までに機構に報告するものとす

る。 

３ 機構から貸付けを受けている石油ガス輸入業者等は、当該年度の各月の令第２２条

の規定に基づき算定された基準備蓄量を様式第８により各月の前々月末日までに機構

に届け出るものとする。ただし、機構から貸付けを受けていない石油ガス輸入業者等

が前条第２項の申請書を提出した場合は、申請月及びその翌月の基準備蓄量を申請書

の提出日まで、並びにその翌々月の基準備蓄量を申請月の末日までに機構に届け出る

ものとする。 

４ 機構から貸付けを受けている石油ガス輸入業者等は、当該年度の各月について、石油

ガス保有測定日(毎月の１５日及び末日。以下同じ。)の測定基準時(石油ガス輸入業者

等が事業所ごとにあらかじめ定めて届け出た時刻。以下同じ。)における石油ガス保有

状況を様式第９により翌月末日まで、及び申請月末日の石油ガス保有状況を様式第１０

により申請月の翌月１０日までに機構に報告するものとする。ただし、機構から貸付け

を受けていない石油ガス輸入業者等が、前条第２項の申請書を提出した場合は、申請月

の石油ガス保有測定日の測定基準時における石油ガス保有状況を様式第９により翌月末

日まで、及び申請月末日の石油ガス保有状況を様式第１０により申請月の翌月１０日ま

でに機構に報告するものとする。 

 

(貸付けの決定及び貸付限度額等) 

第８条 機構は、第６条第１項の申請書を提出した石油精製業者等又は同条第２項の申

請書を提出した石油ガス輸入業者等に対して貸付けを行おうとするときは、様式第１

１により当該石油精製業者等又は石油ガス輸入業者等に貸付けの決定を通知するもの

とする。



 

２ 前項の規定により通知を受けた石油グループ又は石油ガスグループは、遅滞なく石油

グループ内又は石油ガスグループ内の配分額について様式第１２により機構に報告す

るものとする。 

３ 第１項に規定する貸付けを行おうとするときの石油精製業者等に対する貸付限度額は

次の第１号の算式により算出して得た金額(百万円未満の端数については、これを切り

捨てるものとする。)とし、石油ガス輸入業者等に対する貸付限度額は次の第２号の算

式により算出して得た金額（十万円未満の端数については、これを切り捨てるものと

する。）とする。 

（１）石油精製業者等に対する貸付限度額の算式 

Ａ＝貸付限度額(単位：円) 

Ｂ＝貸付けを受ける年度の原重油貸付基準量(単位：ＫＬ) 

Ｃ＝貸付けを受ける年度の製品貸付基準量(単位：ＫＬ) 

Ｄ＝貸付けを受ける前々年度の１２月から前年度の１１月までの各月の財務省貿

易統計原油・粗油合計ＣＩＦ価格平均(単位：円／ＫＬ) 

Ｅ＝貸付けを受ける前々年度の１２月から前年度の１１月までの各月の財務省貿

易統計リフォーメート、灯油・ジェット燃料油合計、軽油ＣＩＦ価格の平均

(単位：円／ＫＬ) 

α＝基準保有日数 

Ａ＝{Ｂ×(α－４５)／７０÷０.９５×Ｄ＋Ｃ×(α－４５)／７０×Ｅ}×０.８ 

ただし、第７条第２項の石油保有状況の報告において 

1  申請月末日の測定基準時における石油保有量が申請月の基準備蓄量を下回った

場合 

Ａ＝〔{Ｂ×(α－４５)／７０－２Ｆ}÷０.９５×Ｄ＋{Ｃ×(α－４５)／７０ 

－２Ｇ}×Ｅ〕×０.８ 

Ｆ＝下回った指定石油製品合計、重油、原油×０.９５の合計(単位：ＫＬ) 

Ｇ＝下回った揮発油、灯油(ジェット燃料油を含む｡)、軽油の合計(単位：ＫＬ)  

ただし、α＜７０の場合は、α＝７０とし、Ｃ＝０に該当する石油精製業者 

等は、Ｇの数値をＦに加え、Ｇ＝０とする。 

② 申請月の直前１２か月の各月について、様式第６による「石油保有状況報告書」

に記載された石油保有量平均(以下「保有量平均」という。)が、基準備蓄量平均を

下回った月があった場合 

Ａ＝〔{Ｂ×(α－４５)／７０－(Ｈ／１２×２)}÷０.９５×Ｄ＋ 

{Ｃ×(α－４５)／７０－(Ｉ／１２×２)}×Ｅ〕×０.８ 

Ｈ＝下回った指定石油製品合計、重油、原油×０.９５の累計(単位：ＫＬ) 

Ｉ＝下回った揮発油、灯油(ジェット燃料油を含む。)、軽油の累計(単位：ＫＬ) 

  ただし、α＜７０の場合は、α＝７０とし、Ｃ＝０の石油精製業者等は、 

Ｉの数値をＨに加え、Ｉ＝０とする。 

（２）石油ガス輸入業者等に対する貸付限度額の算式 

Ａ＝貸付限度額(単位：円) 

Ｂ＝貸付けを受ける年度の貸付基準量(単位：t) 



Ｃ＝貸付けを受ける年度の前々年度の１２月から前年度の１１月までの各月の財

務省貿易統計プロパン、ブタンＣＩＦ価格の平均(単位：円／t) 

Ａ＝｛Ｂ－(Ｂ×１０／４０)｝×Ｃ×０.９ 

ただし、第７条第４項の石油ガス保有状況の報告において 

① 申請月末日の測定基準時における石油ガス保有量が申請月の基準備蓄量を下回

った場合 

Ａ＝｛(Ｂ－２Ｄ)－(Ｂ×１０／４０)｝×Ｃ×０.９ 

Ｄ＝下回った石油ガスの数量(単位：t) 

② 申請月の直前１２箇月の各月について、様式第９による「石油ガス保有状況報

告書」に記載された石油ガス保有量平均(以下「保有量平均」という。)が、基準

備蓄量平均を下回った月があった場合 

Ａ＝〔｛Ｂ－(Ｅ／１２×２)｝－(Ｂ×１０／４０)〕×Ｃ×０.９ 

Ｅ＝下回った石油ガスの数量の累計(単位：t) 

４ 機構は、毎年３月末日まで及び９月末日までに、様式第１３により、貸付けを行って

いる石油精製業者等又は石油ガス輸入業者等に対し、政府の行う利子補給対象貸付額

(当該石油精製業者等又は石油ガス輸入業者等に行った最も古い貸付けに対する直前の

利払日の翌日(直前の利払日がない場合は、貸付日とする。)における機構からの貸付

額をいう。)等について通知するとともに、様式第１４により経済産業大臣に対し通知

するものとする。 

 
５ 機構は、貸付申請額が貸付けに必要な調達資金の日本国政府の保証を受けることがで

きる各年度の予算額を超過した場合、予算額内での貸付けを実行するため、石油精製

業者等に対し、第８条第３項第１号に規定する貸付限度額の算式における基準保有日

数を０．１日単位で減らすことができるものとする。 

 
６ 機構は、貸付申請額が貸付けに必要な調達資金の日本国政府の保証を受けることがで

きる各年度の予算額を超過した場合、予算額内での貸付けを実行するため、石油ガス

輸入業者等に対し、第８条第３項第２号に規定する貸付限度額の算式において乗じる

０．９を０．００１単位で減らすことができるものとする。 

 
（貸付資金の調達） 

第９条 機構は、貸付けに必要な資金を金融機関からの借入れ及びエネルギー・金属 



 

鉱物資源債券（以下「債券」という。）の発行により調達するものとする。この場合、

当該借入金及び債券に係る債務の総額について、日本国政府の保証を受けることができ

る。 

 
(貸付けの実行) 

第１０条 機構は、第２条に規定する者から第６条に規定する貸付申請書の提出を受けた

場合は、貸付けの相手方が次の要件のすべてに該当すると認められることを確認のう

え、必要な審査をして貸付けを行うものとする。 

（１）機構との一切の取引約定の一にでも違反していないこと。 

（２）本資金を備蓄石油・石油ガス購入資金以外に使用するおそれがないこと。 

（３）本資金借入れに関し、又は借入後本借入金債務の全部を弁済するまでの間におい

て、機構に対して事実に相違した申出若しくは報告をなし、又は必要な事実の申出

若しくは報告を怠るおそれがないこと。 

（４）仮差押、差押若しくは競売の申請又は破産、会社更生手続開始若しくは民事再生

手続開始の申立のおそれがないこと、又は清算に入るおそれがないこと。 

（５）租税公課を滞納して督促を受けていないこと、又は保全差押を受けていないこと。 

（６）支払を停止していないこと。 

（７）手形交換所より取引停止処分を受けていないこと。 

（８）法に基づく石油精製業、石油販売業、石油輸入業若しくは石油ガス輸入業の廃止

を経済産業大臣に届出ていないこと、又は経済産業大臣により石油輸入業の登録を

取り消されていないこと。 

（９）正当な理由なく借入金返済に延滞が発生していないこと、その後においても同様

と見込まれること。 

（１０）直近決算が著しい債務超過となっていないこと。 

（１１）指定格付機関（「格付投資情報センター、日本格付研究所、スタンダードアン

ドプアーズ、ムーディーズ・インベスターズ・サービス」をいう。）の格付が債務

履行の確実性に問題があるランクになっていないこと。 

（１２）親会社が上記と同様の状況であること。 

（１３）政府の行う利子補給の対象として予定されていること。 

 
 

（貸付けの方法） 

第１１条 貸付けは、証書貸付の方法により行う。 

 
 

（貸付けの期間） 

第１２条 貸付けの期間は、１０年以内とする。 



 

（償還方法） 

第１３条 貸付金の償還は、原則として期限に一括償還する。 

２ 次の各号の一に該当した場合には、前項の規定にかかわらず、貸付金の全部又は一部

を繰上償還させることができる。この場合、当該元本に付されている貸付期間満了時

までの利息相当額を含む。 

(１) 貸付先が、機構との取引約定の規定に違反した場合 

(２) その他債権保全上必要と認められる場合 

 
 

(貸付けの利率) 

第１４条 貸付金の利率は、当該貸付けのために調達した資金の利率に当該貸付けのため

に調達した資金に係る手数料率を加えた率とする。 

 
(利息の徴収方法) 

第１５条 貸付金の利息の徴収方法は、原則として、年２回の利払期日に、貸付日から、

又は前回利払期日の翌日から、その利払期日までの分を徴収するものとする。 

２ 利息の計算方法は、備蓄石油・石油ガス購入資金貸付事務取扱要領に定める。 

 
 

(損害金) 

第１６条 元利金の延滞により損害金を徴する場合は、年利１４.５パーセントとする。 

 
 

（弁済充当の順序） 

第１７条 元利金の弁済充当の順序は、原則として、損害金、利息、元本の順とする。 

 
 

(担保及び保証人) 

第１８条 機構は、資金の貸付けを行うに当たり、担保を徴するものとする。ただし、法

人保証を徴している場合又は担保を徴することが著しく困難若しくは不適当と認めら

れる場合は、その一部又は全部を徴しないことができる。 

２ 機構は、資金の貸付けを行うに当たり、貸付先の親会社又は貸付先の財務及び営業の

方針に対して重要な影響を与えることができると認められる（出資、人事、資金、技

術及び取引等の関係を勘案）取引会社を連帯保証人として徴するものとする。ただ

し、担保を徴していること等により、特に必要がないと認められる場合は、この限り

でない。 

 
(基準備蓄量を維持し得なかった場合の措置) 

第１９条 機構は、貸付けをした石油精製業者等又は石油ガス輸入業者等について貸付け

をした年度(以下「貸付年度」という。)以降において、次の第１号から第４号の事 



 

態が発生したと認めた場合、次の第５号若しくは第６号に係る勧告があった場合、次

の第７号若しくは第８号に係る命令があった場合又は次の第９号に係る罰則が課され

た場合は、次の各号に定める措置をとるものとし、様式第１５により、当該石油精製

業者等又は石油ガス輸入業者等に対し、その旨通知するものとする。 

(１)  単位期間(機構から貸付けを受けた石油精製業者等ごとに最も古い貸付けに対す

る直前の利払日の翌日(直前の利払日がない場合は貸付日とする。)から、翌利払日

までの期間をいう。)において、当該石油精製業者等の各月の基準備蓄量並びに単位

期間の最終月の３か月前の月を最終月とする１か年の保有量平均及び基準備蓄量平

均を用いて算出した平均保有日数を用いて第８条第３項本文に基づき算出して得ら

れた額(この場合において、「貸付けを受ける年度の」とあるのは「各月の基準備蓄

量を用いて、第３条第２項又は同条第４項に基づき算出して得られた」と、 

「貸付けを受ける前々年度の１２月から前年度の１１月」とあるのは「貸付年度の

前々年度の１２月から前年度の１１月（４月にあっては、前々前年度の１２月から

前々年度の１１月）」と、「基準保有日数」とあるのは「平均保有日数」とす

る。)の平均が、貸付限度額の平均を下回った場合 

当該各月の基準備蓄量並びに単位期間の最終月の３か月前の月を最終月とする 

１か年の保有量平均及び基準備蓄量平均を用いて算出した平均保有日数を用いて算

出して得られた額と貸付限度額の平均との差額（貸付残高を限度とする。）につい

て、政府の行う利子補給対象貸付額からの減額 

(２）単位期間(機構から貸付けを受けた石油ガス輸入業者等ごとに最も古い貸付けに対

する直前の利払日の翌日（直前の利払日がない場合は貸付日とする。）から、翌利

払日までの期間をいう。)における当該石油ガス輸入業者等の各月の基準備蓄量を用

いて、第８条第３項本文の算式により算出して得た額(この場合において、「貸付け

を受ける年度の貸付基準量」とあるのは「各月の基準備蓄量（法第１１条第２ 項に

おいて準用する法第８条第１項の規定に基づく承認を受けた場合においては、その

承認後の各月の基準備蓄量）」と、「貸付けを受ける年度の前々年度の１２月から

前年度の１１月」とあるのは「貸付年度の前々年度の１２月から前年度の１１月

（４月にあっては、前々前年度の１２月から前々年度の１１月）」とする。)の平均

が、貸付限度額の平均を下回った場合 

当該各月の基準備蓄量を用いて算出して得られた額と貸付限度額の平均との差額

（貸付残高を限度とする｡）について､政府の行う利子補給対象貸付額からの減額 

(３) 保有量平均(第７条第２項に規定された様式第６による「石油保有状況報告書」

に記載された石油保有量平均をいう。)が基準備蓄量平均(第７条第２項に規定され

た様式第６による「石油保有状況報告書」に記載された基準備蓄量平均をいう。) 

を下回った場合 

当該保有量平均と当該基準備蓄量平均との差の２倍に相当する額（貸付残高を限 



 

度とする。）について、月単位で政府の行う利子補給対象貸付額からの減額 

(４) 保有量平均(第７条第４項に規定された様式第９による「石油ガス保有状況報告

書」に記載された石油ガス保有量平均をいう。)が基準備蓄量平均(第７条第４項に

規定された様式第９による「石油ガス保有状況報告書」に記載された基準備蓄量平

均をいう。)を下回った場合 

当該保有量平均と当該基準備蓄量平均との差の２倍に相当する額（貸付残高を限

度とする。）について、月単位で政府の行う利子補給対象貸付額からの減額 

(５) 石油精製業者等が法第９条第１項の規定に基づく勧告を受けた場合 

基準備蓄量と同項に規定する石油保有量との差に相当する元本（当該元本に付さ

れている貸付期間満了時までの利息相当額を含む。）の返済 

(６) 石油ガス輸入業者等が法第１２条第１項の規定に基づく勧告を受けた場合 

基準備蓄量と同項に規定する石油ガス保有量との差に相当する元本（当該元本に

付されている貸付期間満了時までの利息相当額を含む。）の返済 

(７) 石油精製業者等が法第９条第２項の規定に基づく命令を受けた場合 

基準備蓄量と令第３５条第２項に規定する平均石油保有量又は法第９条第１項に

規定する石油保有量との差の２倍に相当する元本（当該元本に付されている貸付期

間満了時までの利息相当額を含む。）の返済 

(８) 石油ガス輸入業者等が法第１２条第２項の規定に基づく命令を受けた場合 

基準備蓄量と令第４２条第３項において準用する同条第１項の規定による平均石

油ガス保有量又は法第１２条に規定する石油ガス保有量との差の２倍に相当する元

本（当該元本に付されている貸付期間満了時までの利息相当額を含む｡)の返済 

(９） 石油精製業者等又は石油ガス輸入業者等が法第４５条の規定に基づき罰則を課

された場合 

元本全額（当該元本に付されている貸付期間満了時までの利息相当額を含む。）

の返済 

２ 前項第１号及び第２号の規定にかかわらず、法第７条第１項若しくは同条第３項、又

は法第１１条第２項において準用する法第７条第１項若しくは同条第３項の規定に基

づき、備蓄減少期間及び備蓄停止期間における政府の行う利子補給対象貸付額からの

減額及び元本の返済について、機構は、別に定めることができる。 

３ 機構は、前項の規定により政府の行う利子補給対象貸付額からの減額及び元本の返済

について定めた場合は、経済産業大臣及び当該石油精製業者等又は石油ガス輸入業者

等に通知するものとする。 

４ 第１項第５号から第８号若しくは第９号、又は第２項の規定に基づき、石油精製業者

等又は石油ガス輸入業者等が元本の一部又は全部を返済する場合には、機構が金融機

関からの借入れにより調達した資金に係る貸付金の元本、機構が債券の発行により調

達した資金に係る貸付金の元本の順に充当する。 



 

（帳簿の保存） 

第２０条 機構から貸付けを受けた石油精製業者等及び石油ガス輸入業者等は、法第 

３９条の規定に基づく帳簿を貸付年度終了の日から２年間保存するものとする。 

 
 

（監査） 

第２１条 機構は、必要があると認めたときは、貸付先に対し帳簿書類及び事業の状況を

調査することができるものとする。 

 
附 則 

第１条 この業務細則は、平成１６年３月１日から施行し、平成１６年４月３０日に行う

貸付けから適用する。 

第２条 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第４条第１項に基づ

き、平成１６年２月２９日に機構が承継した、平成１５年４月３０日に石油公団が行

った石油・石油ガス購入資金貸付金の取扱いについては、基準備蓄量の届出及び石

油・石油ガス保有状況の報告、償還方法（貸付金の全部又は一部を繰上償還させる場

合の当該元本に付されている貸付期間満了時までの利息相当額を含む規定を除

く。）、利息の徴収方法、損害金、弁済充当の順序、帳簿の保存並びに監査について

この業務細則の規定を適用し、基準備蓄量を維持し得なかった場合の措置について次

の各号に掲げる規定を適用する。 

(１) 機構は、貸付けをした石油精製業者等又は石油ガス輸入業者等について、貸付

けをした年度（以下「貸付年度」という。）以降において、次のア乃至エの事態が

発生したと認めた場合、次のオ若しくはカに係る勧告があった場合、次のキ若しく

はクに係る命令があった場合又は次のケに係る罰則が課された場合は、次のアから

ケに定める措置（「特別措置」という。）をとるものとし、様式第１６により当該

石油精製業者等又は石油ガス輸入業者等に対し、その旨通知するものとする。 

ア 単位期間(機構から貸付けを受けた石油精製業者等毎に最も古い貸付けに対する直

前の利払日の翌日(直前の利払日がない場合は、貸付日とする。)から、翌利払日ま

での期間をいう。)において、当該石油精製業者等の各月の基準備蓄量(法第６条第

１項に規定する基準備蓄量をいう。以下同じ。)並びに単位期間の最終月の３か月

前の月を最終月とする１か年の保有量平均及び基準備蓄量平均を用いて算出した平

均保有日数を用いて第８条第３項に基づき算出して得られた額(この場合におい

て、「貸付けを受ける年度の」とあるのは「各月の基準備蓄量を用いて、第３条第

２項又は同条第４項に基づき算出して得られた」と、「貸付けを受ける前々年度」

とあるのは「貸付年度の前々年度」と、「基準保有日数」とあるのは「平均保有日

数」とする。)の平均が、貸付限度額の平均を下回った場合 



 

当該各月の基準備蓄量並びに単位期間の最終月の３か月前の月を最終月とする 

１か年の保有量平均及び基準備蓄量平均を用いて算出した平均保有日数を用いて算

出して得られた額と貸付限度額の平均との差額に対し、貸付残高を限度として、政

府の行う利子補給対象貸付額からの減額 

イ 単位期間(機構から貸付けを受けた石油ガス輸入業者等毎に最も古い貸付けに対す

る直前の利払日の翌日(直前の利払日がない場合は、貸付日とする。)から、翌利払

日までの期間をいう。)において、当該石油ガス輸入業者等の各月の基準備蓄量 

(法第１１条に規定する基準備蓄量をいう。以下同じ。)を用いて第８条第３項本文

に基づき算出して得られた額(この場合において、「貸付けを受ける年度の貸付基

準量」とあるのは「各月の基準備蓄量」と、「貸付けを受ける年度の前々年度」と

あるのは「貸付年度の前々年度」とする。)の平均が、貸付限度額の平均を下回っ

た場合 

当該各月の基準備蓄量を用いて算出して得られた額と貸付限度額の平均との差額

に対し、貸付残高を限度として、政府の行う利子補給対象貸付額からの減額 

ウ 保有量平均(第７条第２項に規定された様式第６による石油保有状況報告書に記載

された石油保有量平均をいう。)が基準備蓄量平均(第７条第２項に規定された様式

第６による石油保有状況報告書に記載された基準備蓄量平均をいう。)を下回った

場合 

当該保有量平均と当該基準備蓄量平均との差の２倍に相当する元本に対し、貸付

残高を限度として、月単位で政府の行う利子補給対象貸付額からの減額 

エ 保有量平均(第７条第４項に規定された様式第８による石油ガス保有状況報告書に

記載された石油ガス保有量平均をいう。)が基準備蓄量平均(第７条第４項に規定さ

れた様式第８による石油ガス保有状況報告書に記載された基準備蓄量平均をい

う。)を下回った場合 

当該保有量平均と当該基準備蓄量平均との差の２倍に相当する元本に対し、貸付

残高を限度として、月単位で政府の行う利子補給対象貸付額からの減額 

オ 石油精製業者等が法第９条第１項の規定に基づく勧告を受けた場合 

基準備蓄量と同項に規定する石油保有量との差に相当する元本の返済及び当該差

の２倍に相当する元本に対し、政府の行う利子補給対象貸付額からの減額 

カ 石油ガス輸入業者等が法第１２条第１項の規定に基づく勧告を受けた場合 

基準備蓄量と同項に規定する石油ガス保有量との差に相当する元本の返済及び当

該差の２倍に相当する元本に対し、政府の行う利子補給対象貸付額からの減額 

キ 石油精製業者等が法第９条第２項の規定に基づく命令を受けた場合 

基準備蓄量と令第３５条第２項に規定する平均石油保有量又は法第９条第１項に

規定する石油保有量との差の２倍に相当する元本の返済 

ク 石油ガス輸入業者等が法第１２条第２項の規定に基づく命令を受けた場合 



 

基準備蓄量と令第４２条第３項において準用する同条第１項の規定による平均石

油ガス保有量又は法第１２条に規定する石油ガス保有量との差の２倍に相当する元

本の返済 

ケ  石油精製業者等又は石油ガス輸入業者等が法第３６条の規定に基づき罰則を課さ

れた場合 

元本全額の返済 

（２） 前号ア及びイの規定にかかわらず、法第７条第１項又は同条第３項の規定に基づ

き、備蓄減少期間及び備蓄停止期間における政府の行う利子補給対象貸付額からの

減額及び元本の返済について、機構は、別に定めることができる。 

（３） 機構は、前号の規定により政府の行う利子補給対象貸付額からの減額及び元本の

返済について定めた場合は、経済産業大臣及び当該石油精製業者等又は石油ガス輸

入業者等に通知するものとする。 

（４） 機構は、第８条第１項の規定により貸付けの決定を通知した場合であって、石油

精製業者等の当該貸付限度額が貸付基準量若しくは平均保有日数変更前の貸付残高

を下回る場合には、当該石油精製業者等に対し貸付基準量若しくは平均保有日数変

更前の貸付残高と当該貸付限度額との差額を償還させるほか、当該償還額に対し貸

付基準量若しくは平均保有日数変更の初日から返済日までの期間において政府の行

う利子補給対象貸付額から減額する。 

（５） 機構は、第８条第１項の規定により貸付けの決定を通知した場合であって、石油ガ

ス輸入業者等の当該貸付限度額が貸付基準量変更前の貸付残高を下回る場合には、当

該石油ガス輸入業者等に対し貸付基準量変更前の貸付残高と当該貸付限度額との 差額

を償還させるほか、当該償還額に対し貸付基準量変更の初日から返済日までの 期間に

おいて政府の行う利子補給対象貸付額から減額する。 

（６）機構は、貸付けをしている石油精製業者等又は石油ガス輸入業者等が、貸付年度

に第６条第１項又は同条第２項に基づく貸付申請書の提出を行わない場合は、貸付

年度の次年度において貸付残高全額を償還させるほか、当該償還金額に対し貸付年

度の次年度初日から返済日までの期間において政府の行う利子補給対象貸付額から

減額する。 

 

 

附 則 

  この業務細則は、平成１６年３月１日から施行し、平成１６年２月２９日から適用する。 

 

 

附 則 

この業務細則は、平成１８年３月２３日から施行し、平成１８年４月２８日貸付けか

ら適用する。 

附 則 

この業務細則は、平成２０年１月２２日から施行する。

附 則 

この業務細則は、平成２１年２月４日から施行する。 



 

附 則 

この業務細則は、平成２４年９月１８日から施行する。

附 則 

この業務細則は、平成２７年４月１日から施行する。

附 則 

この業務細則は、平成２８年３月２８日から施行する。

附 則 

この業務細則は、平成２９年２月２７日から施行し、平成２９年４月２８日貸付けか

ら適用する。 

附 則 

この業務細則は、平成３０年２月２１日から施行する。ただし、第８条の規定は、平

成３０年４月２７日貸付けから適用する。 

附 則 

この業務細則は、平成３０年４月４日から施行する。 

 

附 則 

  この業務細則は、令和２年６月２４日から施行し、令和２年６月１２日から適用する。 

 

附 則 

この業務細則は、令和２年１０月１日から施行する。 

 

附 則 

この業務細則は、令和３年４月７日から施行する。 

 

附 則 

この業務細則は、令和４年１１月１４日から施行する。 

 

 


