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リスクマネジメントに関する考え方

第三者保証報告書

70

当社グループは、事業のグローバル化などに伴い、グループにおける税務上の論点がより複雑かつ多岐にわたる傾向にあ

当社グループの事業活動に関わるさまざまなリスクを未然に認知・評価し、リスクに応じた適切な対応を講じることで、経

ることから、グループとしての組織化された対処がより一層重要になるものと認識しています。これらを背景に、当社グループ

営の安定を図ります。当社グループでは、事業活動に関わるリスクを「業務リスク」
「経営リスク」の2つに分類して対策を推進

では、グループ税務の方針や具体的な取り扱いについて、
「グループ税務規程」および「グループ税務実務指針」などの関連

しています。
「業務リスク」は、事故、災害、コンプライアンス違反、業務ミス、製品の瑕疵、クレーム、環境汚染、システムダ

規程を制定し、以下の「グループ基本税務方針」の下で、各国の税務関連法令を順守して適正な納税を行い、企業の社会的

ウン、テロ、労務問題などに代表される業務遂行を阻害して損失のみを生じさせるリスクです。また、
「経営リスク」は、事業活

責任を果たしていくことに努めています。

動に関わるリスクのうち、業務リスクを除く利益または損失を生じさせるリスクです。投資や財務をはじめとする現在の事業戦
略におけるリスクに加え、将来想定される事業環境のリスクもこれに含みます。

●

グループ基本税務方針

① 税務コンプライアンスの遵守
税法などの法令に従い、グループが行う取引及び申告・納税業務を適正に行うことが基本であり、法令に反する行為（租
税回避行為）を行ってはならない。
② 税金費用の適切な管理
各種税制に留意し、税務リスクの発生を防ぐとともに、法律上認められた措置を十分に活用し、グループ税務の最適化
に努めなければならない。

■
■
■
■
■
■
■
■
■

●

国際情勢や経済環境などの変化によるリスク

事業を取り巻く外部環境の変化によるリスク（商品市況、調達、カントリー、為替）
気候変動・環境規制に関するリスク
事業投資に関するリスク

コンプライアンスに関するリスク
知的財産に関するリスク

自然災害・事故などによるリスク
個人情報管理に関するリスク

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）感染拡大に関するリスク

税務推進体制
税務主管部署を経理部が務め、
「グループ税務規程」にのっとり、当社の取引を遂行する各部門やグループ会社への情報・

助言提供、社内教育、税務調査などへの対応、コンプライアンス順守および税金費用管理の観点からの必要な対応策の検討・
実施を行っています。当社グループの従業員は、規程に従って適切に税務を遂行するとともに、税務主管部署からの要請があ
る場合には、遅滞なく報告、事前相談および関連書類の提出を行っています。
●

税務当局との関係
当社グループは、税務当局には誠意を持って協力し、虚偽または隠ぺいなどによる不適切な応答を禁止しています。また、

リスクマネジメント推進体制
リスク経営委員会
取締役会が監督する「リスク経営委員会」が経営リスクを所管し、グループ経営に関わるリスクマネジメント方針の決定とマ
ネジメント状況のモニタリングなどを実施しています。社長が委員長を務め、執行役員、関係部門長などで構成され、原則と

税務当局からの質問、指摘などに対しては、当社グループの見解や立場について理解が得られるよう、最大限の努力を持っ

して半期ごとに開催しています。他の委員会などに対し重要な業務リスクおよび経営リスクに関する報告を随時求めるほか、

て説明に努めています。さらに、当社グループは、適正な納税に資する手段として税務当局への事前照会手続きを利用するな

本委員会の実施状況について、原則として年1回、取締役会に報告しています。

ど、税務当局への自主的な開示を通じて、税務リスクの発生を未然に防止または極小化することに努めています。
●

税務コンプライアンス違反への対応
税務コンプライアンス違反が発生した場合は厳正に対処し、かつ、当社グループが定める規程類に沿って再発防止策を講

じてまいります。

リスクマネジメント委員会
当社グループは、業務リスクへの対応を担当する「リスクマネジメント委員会」を設置し、適時、迅速に必要な対策を取るこ
とを通して、業務リスクに関する全社リスクマネジメントを推進しています。経営委員会で選任した取締役または執行役員を委
員長として、総務部門担当役員、総務部長、安全環境（HSSE）
・品質保証部長、財務部長、法務部長、経営企画部長、人事
部長、広報部長、内部統制推進室長などで構成され、定期委員会は四半期ごとに開催しています。当社グループ全体の重要
リスクの選定と対策、重要リスク顕在化の兆候や新たなリスクの把握、およびその他業務リスク管理に関する事項を審議、そ
の対策の協議や進捗管理を実施し、リスク経営委員会へ上程する役割と責任を有しています。
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リスクマネジメント
総合防災訓練の実施

リスクマネジメントの取り組み

「総合防災訓練」
2007年から、BCPの実効性を高めることを目的に、

危機対応力のさらなる強化
当社グループは危機対応に関する最上位の規程として「危機発生時の対応規程」を策定し、対応方針や危機レベルの捉え

る訓練を実施しました。訓練は、新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、リモート環境で開催し、本社対策本部を含む 約200名がオンライン

方、連絡系統、対策本部の設置方法などについてまとめています。
グループ内のリスク関連情報は、発生当初から本規程に基づき発生現場の主管部門および総務部リスクマネジメント課に

で参加しました。関係各署が南海トラフ巨大地震（東側半割れケース）

速やかに共有され、それをリスクマネジメント委員と随時共有するとともに、社会的影響や被害を最小限にとどめるべく、コー

を想定したシナリオに基づき、リモート環境下での的確な情報の収集・

ポレート部門を含む関係部門が発生現場のリスク対応の支援または主導に当たります。

選別・報告に取り組みました。同時に、全社安否確認訓練も実施し、関

事業継続計画（BCP：Business Continuity Plan）の取り組み
当社グループは、首都直下地震版、南海トラフ巨大地震版、新型インフルエンザ版の BCP を策定しています。各種 BCP
に基づく総合防災訓練を毎年実施し、各拠点との連携や課題を確認し、実践的な対応力の強化に努めるとともに、BCP の改
定に反映しています。製油所・事業所・工場などにおいては、各種危機対応規程類に基づき、拠点全体で防災訓練を定期的
に実施しています。

係会社を含め約14,000名が速やかに安否報告を行いました。訓練で得
られた課題は、当該 BCP に反映させるとともに、リモートでのスムーズ
な本部運営にもつなげていきます。

日本政策投資銀行 BCM 格付で最高ランクを取得

2020年1月に、当社は（株）日本政策投資銀行（DBJ）の「BCM 格

また2015年度に、内閣府より指定公共機関に指定されたことを受け、
「防災業務計画」を作成、経営統合に伴う改訂版を

付融資」制度において、最高ランクである「ランク A」を石油元売企業と

2019年12月に提出しました。指定公共機関として、各都道府県でのタンクローリーの緊急車両登録を進めました。

して初めて取得しました。BCM 格付融資とは、DBJ が独自開発した評

内閣府

価システムにより、防災および事業継続対策の取り組みに優れた企業を

防災情報のページ

■ リモートによる総合防災訓練

を毎年実施しています。防災週間に合わせ、2020年9月に14回目とな

http://www.bousai.go.jp/taisaku/keikaku/gyomu_koukyou.html

■

陸上自衛隊北部方面隊および北海道経済産業局との
災害時燃料供給合同支援訓練の様子（2018年2月）

評価・選定し、その評価に応じて融資条件を設定する「BCM 格付」の

※ 当社の「防災業務計画」をご覧いただけます。

専門手法を導入した融資メニューです。格付は、最高区分である「ラン

新型コロナウイルス感染症対策

ク A」から「ランク C」までの3区分で認定されます。以下の3点が高く評

2020年2月に BCP（ 新型インフルエンザ版）にのっとり、社長を本部長とする対策本部を設置しました。経済および社会生

価され、当社は「ランク A：防災及び事業継続への取り組みが特に優れ

活に必要不可欠な石油製品や素材の安定供給に万全を期していくため、社会の状況に応じて、施策・対応の見直しを行うと

ている」との総合評価を頂きました。

ともに、従業員の安全確保とその感染拡大防止策の徹底に全力を挙げて取り組んできました。

① トップコミットメントの下、地政学やサイバーリスクなども踏まえた
オールハザードに対応したリスクマネジメント体制を構築し、事前投資によるリスクコントロールやリスク顕在化時の財務影

取り組み経緯

2020年1月

感染防止に対する注意喚起信（第1報）を発信

中国駐在家族の緊急一時帰国を勧奨

2月

社長を本部長とする対策本部を設置

4月

緊急事態宣言を受け、同日出社および出張の原則禁止などの実効性の高い感染防止対策を徹底

5月

同宣言の解除に伴い、感染防止対策の一部緩和
With・After コロナにおける、新しい働き方への移行について示唆

7月

感染第2波の到来に合わせ､ 出社率30% 未満を目安とした感染防止体制を再強化、
維持・継続中（2020年9月現在）

響度分析を踏まえた多様なリスクファイナンスを準備するなど、経営と一体となったレジリエンス強化に努めている点
② 石油供給の継続は人命に関わるとの社会的使命感の下、海外のリスクエンジニアサーベイを導入し国際水準での安全・防
災点検と対策など、業界内で先行した設備耐震化対策の徹底に加え、業界共助である「災害時石油供給連携計画」に基づ
き、日本全国の石油供給の継続に取り組む体制を構築している点
③ 自衛隊をはじめ、外部ステークホルダーも巻き込んだ多様な訓練の実施などを通じ、事業継続計画の不断の改善に取り組
むとともに、高度なリスクマネジメントを支える人材育成の体制を整備するなど、有事対応の実効性向上に努めている点
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知的財産

情報管理

知的財産の活用

情報管理の仕組み
当社グループでは、
「情報セキュリティ基本方針」の下、情報資産の機密性および情報システムやネットワークの可用性・保
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当社グループは、知的財産を統括する部門として知的財産部を設置しています。知的財産部は特許や商標など、知的財産
の出願・権利化、維持管理と活用を事業部門、研究開発部門と連携して行うことで、当社グループの事業発展やブランド価
値を高める活動を支えています。

全性を確保し、情報技術を利用してお客さまサービスの維持向上に努めています。また、お客さまに関する情報は、当社にお
いては「顧客情報管理基準」を定め、適切に収集・利用するとともに、安全かつ最新の状態で保存し、適切に廃棄します。
全ての IT システム利用者（従業員・派遣社員・外部委託先など）
を対象にした「IT システム利用に関するセキュリティ基準」
についての教育などを定期的に実施することで情報管理の徹底を図るとともに、各部門では情報管理自主点検を毎年行い、
併せて情報セキュリティの内部監査も定期的に実施しています。また、情報漏えい事故が発生した場合は「危機発生時の対応
規程」
「情報管理要綱」にのっとり対処します。
情報セキュリティ基本方針
① 出光グループは、情報資産の機密性および情報システムやネットワークの可用性・保全性を確保し、情報技術を利用したお客さま
サービスの維持向上に努めます。
② お客さまに関する情報は、適切な保護対策を講じて漏えい、改ざん、破壊などから守ります。
③ 情報システムやネットワークの可用性および保全性・機密性を確保し、お客さまおよび取引先などの関係者にご迷惑が掛からない
よう努めます。
④ 当社の従業員や派遣社員・外部委託先などに対し、教育・啓蒙活動などにより情報セキュリティの重要性を認識させ、情報および
情報システムを適正に利用するよう周知徹底を図ります。
⑤ 出光グループは、セキュリティポリシーの順守状況などを点検・評価するため、定期的に監査を実施し、セキュリティ確保に努めます。

社内教育
●

情報セキュリティに関する e ラーニング
「情報セキュリティに関する e ラーニング」
（日
毎年、全ての IT システム利用者が順守すべき規則を学習することを目的に、

知的財産活用の取り組み
知財活動計画の推進
当社では、各事業部長を責任者とする
「知財戦略会議」
を起点にPDCAサイクルで知財活動計画を策定し、事業部・研究所・
知的財産部が一体となって重点課題を推進しています。また、燃料油から高機能材までの幅広い事業分野において、各事業
の特性や戦略に合わせて効率的に課題解決を図る「ユニット体制」を導入しています。これにより、ユニットごとに特許情報の
調査・解析、特許出願の権利化、渉外、企画、管理などの知財活動を円滑に実行しています。
燃料油分野では、クロスライセンス契約を締結し、双方が相手方の特許を利用可能とすることによるコスト削減などにより
競争力の強化を図っています。また、潤滑油分野の中でも強みを持つ冷凍機油などでは全世界で高いシェアを誇っており、グ
ローバルな特許網を構築しています。
電子材料事業の主力分野である有機 EL 事業では、市場拡大が期待されるため、有機 EL 材料に関連する有用な特許を保
有する国内外の企業と特定領域の特許を相互に利用可能とする提携契約を締結するなど、開発可能な領域を拡大しながらビ
ジネスの創出・拡大を図っています。

知的財産権の活用
事業活動の多様化に伴い、アライアンス、ライセンス、M&A など、知的財産権を活用する場面が増加しています。当社で
は、知的財産部に専属の渉外チームを設置し、相手との交渉や技術契約の締結、デューデリジェンスを通じて事業部門を支援

本語、英語、中国語に対応）を実施しています。国内外のグループ全従業員を対象に、2020年は3 ～ 4月に実施し、14,545

しています。

名が受講、受講率は100% でした。

■ 特許公開件数の推移

●

特化型 e ラーニング

2019年度から、制御系システムを利用および管理している方に特化した制御系 e ラーニングを実施しています。 2020年
は2～3月に実施し、4,516名が受講、受講率は100％でした。

（件）
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情報セキュリティの注意点を、月次で啓発メール「サイバーセキュリティレター」として配信しています。
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