
先進マテリアル
次世代モビリティ＆コミュニティ

エネルギー・マテリアルトランジション
化石燃料・基礎化学品 再生可能エネルギー、バイオマス

合成燃料、水素、アンモニア、バイオケミカル
リサイクル/サーキュラー

自社操業に伴うCO2排出量
（Scope1+2）ネットゼロ

バリューチェーン全体での
CO2排出量削減

外部環境の変化
■  低炭素・脱炭素社会 　■  高齢化の加速 　■  エネルギー需要構造の変化　
■  技術の進展 　■  ライフスタイルの変化

「真に働く」を追い求め、
会社のカタチを変え、2050年カーボンニュートラルへ挑戦します。

2020年
セグメント

燃料油
基礎化学品
高機能材
電力・再生可能エネルギー
資源

（在庫影響除き）
億円928

営業+持分利益 ROIC

%3

経営指標

2030年
2030年度経営目標

※2017年度比・グループ製油所含む

（在庫影響除き）
億円2,500

営業+持分利益 ROIC

%7

 ▲400万 t

Scope1+2のCO2削減量

ポートフォリオ転換

カーボンニュートラルへの挑戦

2030年に向けた基本方針

2030年ビジョン

ROIC経営の実践

ビジネスプラットフォーム
の進化

Open・Flat・ Agileな
企業風土醸成

地球と暮らしを守る責任
地域のつながりを支える責任
技術の力で社会実装する責任

責任ある変革者

2050年

企業理念 真に働く価値創造を
支える基盤 経営の原点

2050年への道筋

中長期的に目指す姿（ビジョン）
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人々の暮らしを支える使命を果たしながら、
未来につなぐべき持続可能な社会を実現

Outcome

外部環境
ライフスタイルの変化 エネルギー需要構造の変化

低炭素・脱炭素社会 技術の進展 高齢化の加速

先進マテリアル
次世代モビリティ＆コミュニティ
エネルギー・マテリアルトランジション

将来に向けたポートフォリオ転換 P.20

ROIC経営の実践 ビジネスプラットフォームの進化 Open・Flat・Agileな企業風土醸成
価値創造を加速するための取り組み P.18

2030年ビジョン 責任ある変革者 P.17～18

燃料油セグメント　　　　　　　　基礎化学品セグメント　　　　　　　　高機能材セグメント 

電力・再生可能エネルギーセグメント　　　　　　　　資源セグメント

5つの事業
P.39～42

P.19,37～38

P.49～50 P.51～52

P.43～44 P.45～48

人的資本 事業を通じた人の成長
多様性に富む人材

知的資本 先進マテリアル
脱炭素ソリューションの技術開発

自然資本 再生可能エネルギー発電の拡大、
CO2削減・資源化　

2030年再生可能エネルギー総電源開発量
      4.0GW

2030年度CO2削減量（2017年度比）：
▲400万 t

2050年までに、自社操業に伴う排出量の
カーボンニュートラル（CO2排出量 ネットゼロ）

お客さまのCO2排出量低減に貢献

財務資本 2030年度の定量目標

営業＋持分利益（在庫影響除き）：
2,500億円
ROIC： 7%

製造資本 製造事業所の「CNXセンター」化

社会・
関係資本

販売ネットワークの「スマートよろずや」化
地域社会や社外エコシステムとの価値共創

P.75～78 P.53～54

P.29～32

P.20

P.26

P.20
P.25～28
P.50
P.67～72 （累計）

Input 2021年3月末概要

財務資本 株主資本
自己資本比率 
営業＋持分利益（在庫影響除き）
ROIC

11,509億円
29.1％

928億円
3％

自然資本 多様な再生可能エネルギー
（太陽光、地熱、バイオマス、風力）
再生可能エネルギー総電源開発量（累計） 0.5GW

人的資本
連結従業員数
平均勤続年数（出光単体）

人が中心の経営
1.4万名

19年4カ月

多様な顧客ニーズに応える技術力知的資本
特許保有件数（国内＋海外）
研究開発費

5,527件
205億円

製造資本 グローバルな事業展開
製造事業所アセットとサプライチェーン

グループ製油所

グループ石油化学工場

（国内）6カ所
（海外）1カ所
（国内）2カ所
（海外）2カ所

社会・
関係資本

長年の事業展開で培った顧客基盤
強固な信頼でつながるビジネスパートナー

SS拠点　　　　
出光グループ（2021年9月末）

約6,300カ所
（国内）118社
（海外）138社

重要課題（マテリアリティ）P.22～23

企業理念 真に働く価値創造を
支える基盤 経営の原点

■  気候変動問題への対応 ■  地域創生 ■  エネルギー安定供給
■  新たな産業の創出 ■  地域・環境と調和したエネルギー・資源利用  

当社グループが
取り組むべき社会課題

関連する主なSDGs

■ 収益基盤事業の構造改革 ■ 成長事業の拡大 ■ 次世代事業の創出
■ 地球環境・社会との調和 ■ ガバナンスの進化 ■ デジタル変革の加速

Output

価値創造プロセス

中長期的に目指す姿（ビジョン）
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2025年
化石燃料需要ピークアウト

化石燃料需要
減少継続

2030年
化石燃料需要
３割減

2040年
化石燃料需要
６割減

2050年
化石燃料需要
８割減

2030年代に
急速なEVシフト2040年

電力需要5割増

2019年
非化石電源比率29%
(内、分散電源比率6%）

2040年
非化石電源比率80%
（内、分散電源比率20%）

長期エネルギー需要見通し（アジア太平洋地域） 長期エネルギー需要見通し（日本）

2020 2030 2040 2050（年） 2020 2030 2040 2050（年）

化石燃料需要
電力需要

化
石
燃
料
需
要

化
石
燃
料
需
要

電
力
需
要

電
力
需
要

2050年までの事業環境

化石燃料ビジネスを主体とする当社が、こうした環境変化に対
し高いレジリエンスを発揮し、将来にわたってサステナブルな企業
であり続けるために、中期経営計画の見直しを実施しました。前
回の2019年の中期経営計画策定時には、計画の前提を「虹」シ
ナリオとしました。しかしながら、「虹」シナリオは、パリ協定の2℃
目標を満たすものではありません。このため、現在の脱炭素化の
潮流が世界的に著しく加速しようとしている様相を踏まえると、当
社は、今回、パリ協定の2℃目標を満たす「碧天」シナリオの可能
性を強く認識し、事業を行っていくことにしました。「碧天」シナリ
オは、世界各国が連帯して行動を開始し、足元からエネルギーシ
ステムの構造転換が進み始めることで、今世紀末の温度上昇を
2℃未満に抑えることができるシナリオです。「碧天」シナリオで
は、例えば、アジア太平洋域内の化石燃料は2025年にピークア
ウトし、国内化石燃料需要は2019年比で、2030年に3割減、
2040年に6割減、2050年に8割減と見込んでいます。

社会課題の解決に貢献することが当社の責務と認識し、2030年
ビジョンとして「責任ある変革者」を掲げました。事業の脱炭素化、
地域創生、デジタル変革（DX）などを推進し、2050年に向けて
ポートフォリオ転換を進めていきます。

しかしながら、各国の中央年齢の予測では、各国・各地域でタイ
ミングに差はあるものの、いずれの地域においても高齢化が進む
ことが予想されています。

現在、コロナ禍により、当社の主力である燃料油事業は需要減
少に見舞われています。2020年の世界の石油需要は、前年比
マイナス900万バレル/日の記録的な減少となりました。また、資
源価格は、景気回復を企図した世界的な金融緩和策により、余剰
となった金融資産の受け皿となり、変動幅が拡大しています。
一方、グローバルで脱炭素化の動きが大きく進んでいます。例

えば、欧州連合（EU）は“グリーンリカバリー”として、コロナ禍
からの経済復興とクリーンエネルギーへの構造転換を組み合わせ
た取り組みを志向しています。米国においても、政権交代によっ
て気候変動対策への取り組み方針が大きく転換され、パリ協定に
復帰するとともに、2030年時点のCO2削減目標を、2005年
比で50%～52%削減へ引き上げました。日本においても、
2050年カーボンニュートラル宣言、2030年時点の削減目標引
き上げ（26%→46%削減）がなされています。

以上より、不透明な将来見通しの中でも、脱炭素化および高齢
化のグローバルトレンドは着実に進展することが想定されます。
こうしたことから当社が重きを置くことは、企業体のレジリエンス
を高めながら、将来顕在化する社会課題に向け着実に取り組み
を進めていくことです。そのため、エネルギーの安定供給とともに

（出典：国連World Population Prospects）

また、長期事業環境想定として、マクロトレンドの一つである人
口動態に着目すると、アジアの人口は予測モデルによって大きな
バラつきがあります。足元では景気悪化による世界的な出生率の
低下が見込まれるなど、長期的には不確実な変数が多くあります。

2050年に向けた長期事業環境想定

2050年に向けた長期エネルギー事業環境シナリオ

現在 2050年頃2030年頃

アジア太平洋地域
石油需要

各国政府がコロナ禍からのグリーンリカバリーを志向
脱炭素化と経済復興を推進

“Azure”シナリオ4

“Prism”シナリオ3

“Cloud”シナリオ2

“Squall”シナリオ1

より強い環境問題対応への機運に政府・企業が応える

アジア経済減速下
地球環境問題解決が棚上げされてしまう

アジア経済高成長
石油需要増大ペースがCO2削減努力を上回ってしまう

劇的な需要減少

需要横ばい

需要増大

需要減少

20

30

40

50

60

70

80

2020 2040 2060 2080 2100
20

30

40

50

60

2020 2040 2060 2080 2100（年） （年）

世界

日本

中国

インド

東南アジア

高位推計

中位推計

低位推計

（億人） （歳）

アジアの人口予測 各国の中央年齢予測（中位推計）

事業環境４シナリオは当社独自のシナリオですが、各シナリオに類似する他機関のシナリオとしては、以下が挙げられます。
● にわか雨： IEA（国際エネルギー機関） Current Policies Scenario（現行政策シナリオ）
● むら雲： IEA Stated Policies Scenario（公表政策シナリオ）
● 虹： IEA Stated Policies ScenarioとSustainable Development Scenarioの中間 
● 碧天： IEA Sustainable Development Scenario（持続可能な開発シナリオ）

中長期的に目指す姿（ビジョン）
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「Open・Flat・Agile
な企業風土醸成」に向け、
2021年7月、36名の部
室長が集まり、2021年
度の第１回ワークショップ“Jungle”を開催しました。
部室長が相互交流を深め、他部門の理解により視野を

拡大し、業務の円滑化・スピードアップ、各部室における
取り組みについて相互研鑽を図りました。

部室長ワークショップ“Jungle”
Open・Flat・Agileな企業風土を醸成へ

中長期的に目指す姿（ビジョン）

2030年に向けた基本方針

そこで当社は、「責任ある変革者」を2030年ビジョンとして掲
げ、カーボンニュートラル・循環型社会へのエネルギー・マテリア
ルトランジション、高齢化社会を見据えた次世代モビリティ＆コ
ミュニティ、これらの課題解決を可能にする先進マテリアル、以上
の事業ドメインで以下の3つの責任を果たしていきます。

2050年に向けては現時点で不確実な変数が多く、いずれか
のシナリオに決め打ちすることは困難であり、むしろ危険ですらあ
ります。
一方で、化石燃料をベースに100年以上にわたって産業や暮

らしに不可欠なエネルギーの安定供給という社会的使命を果た
し、地域と共に成長を遂げてきた当社にとって、世界的な気候変
動問題、高齢化社会の進展は、必ずや解決しなければならない社
会課題です。

企業体質を筋肉質なものとするために、ROIC（Return On 
Invested Capital：投下資本利益率）を指標として用い、資本効
率性をより重視していきます。ポートフォリオのマネジメントはもち
ろん、ROICを各事業のKPIへ適切に落とし込み、パフォーマン
スマネジメントの手段としても活用します。また投資判断において
はインターナルカーボンプライシングも活用し、GHG排出量の
もたらす経済的インパクトを考慮し、投資判断を行います。

当社はデジタルトランスフォーメーションを積極的に進めていま
す。2021年４月に経済産業省「DX認定」を取得し、当社が「デ
ジタルによって自らのビジネスを変革する準備ができている状態」 
というレベルに達していることが認められました。また同年６月に
は、既存事業の効率化を追求しつつ、業務転換や新規事業創出
に積極的に取り組んでいることが評価され、経済産業省と東京証
券取引所が選定する「デジタルトランスフォーメーション銘柄
2021」（以下「DX銘柄」）に、初選出されました。 
　

ガバナンスに関しては、取締役会のメンバーを少数かつ経営課
題に即した構成とするとともに、重要課題の議論に重きを置いた
運営を行っています。指名報酬の検討プロセスにおいては、社外
取締役を、指名・報酬諮問委員会の議長に据え、一層の公正さ、
透明さを追求しています。また、海外現地法人を含むグローバル
ガバナンスの高度化にも努めています。 

当社の経営の原点は「人間尊重」にあり、何にも代えがたい当
社の経営資源は「人」です。多様な価値観を持った従業員一人ひ
とりが、最大限多彩な力を発揮するとともに、共創による化学反
応を引き起こすことのできる企業風土をつくり上げていきます。こ
の実現のため、「理念・ビジョンの浸透」「組織改革」「働き方改革」
の取り組みを進めています。

当社は、中長期的な経営環境が極めて不透明な中において、
いかなる環境変化に対しても柔軟に対応できるレジリエントな企
業を目指します。

2030年ビジョンを実現するため、「ROIC経営の実践」「ビジネ
スプラットフォームの進化」「Open・Flat・Agileな企業風土醸成」、
この基本方針を3本柱として取り組んでいきます。

２０３０年ビジョン

ROIC経営の実践

ビジネスプラットフォームの進化

Open・Flat・Agileな企業風土醸成

2030年に向けた基本方針

エネルギーの安定供給とともに社会課題の解決に貢献することが当社の責務と認識。

責任ある変革者
Your Reliable Partner for a Brighter Future

私たちは、

を2030年ビジョンとして掲げ、

3つの責任を事業活動を通じて果たしていく。

地球と暮らしを守る責任：
カーボンニュートラル・循環型社会へのエネルギー・マテリアルトランジション

地域のつながりを支える責任：
高齢化社会を見据えた次世代モビリティ＆コミュニティ

技術の力で社会実装する責任：
これらの課題解決を可能にする先進マテリアル

■    資本効率性を高め、筋肉質な企業体質を実現することで、リスク許容
度を向上

■    ポートフォリオマネジメントに加え、成果を的確に測定するパフォーマ
ンスマネジメントの手段としても活用

■      投資判断においては、ICP（インターナルカーボンプライシング）を
活用

2030年に向けた基本方針

中長期的な経営環境が極めて不透明な中で、
いかなる環境変化にも柔軟に対応できるレジリエントな企業を目指す

ROIC経営の実践

ビジネスプラットフォーム
の進化

Open・Flat・ Agileな
企業風土醸成

2030年に向けた基本方針

ビジネスプラットフォームの進化

■    Digital for Idemitsu（業務改革）から 
for Customer・for Ecosystem（顧客・ネットワーク
価値提供）へ 
※  2021/4/1 DX認定取得（DX-Ready） 

2021/6/7 DX銘柄 2021 取得

DXの加速

■    少数かつ経営課題に即した取締役会メンバー構成、討
議中心の運営

■    社外役員が主導する公正透明な指名報酬検討プロセ
スの更なる充実

■      海外現地法人含むグループ内部統制成熟度の向上

ガバナンスの
高度化

ROIC経営の実践

事業戦略

ポートフォリオマネジメント パフォーマンスマネジメント

2030年に向けた基本方針

Open・Flat・Agileな企業風土醸成

■    インナーブランディング展開、社会課題解決挑戦に対
する共感の醸成

■    環境変化に迅速かつ柔軟に対応するための基軸の確立

理念・
ビジョンの
浸透

■    階層簡素化による意思決定の迅速化、間接部門スリム
化による生産性向上

■    積極的な権限移譲による成長機会の充実
■      スパンオブコントロールの最適化によるマネジメント
の質向上

組織改革

■    多様な価値観・ライフスタイルに応じた就労環境の整
備、機会均等の実現

■    既存業務改革による知の探索の促進、高付加価値業
務へのシフト

■      脱 100点主義による業務のスピード・質向上、共創
促進

働き方改革
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2050年2030年

先進マテリアル

2020年

収
益
規
模

リチウム固体電解質・ 電子材料 ・ 機能化学品
潤滑油・ グリース ・機能舗装材 ・アグリバイオ

次世代モビリティ&コミュニティ

エネルギー・マテリアルトランジション

超小型 EV ・ライフサポート

再生可能エネルギー・バイオマス・合成燃料
水素・アンモニア・ バイオケミカル

リサイクル /サーキュラー
化石燃料・基礎化学品

中長期的に目指す姿（ビジョン）

2030年に向けた基本方針

2030年度の経営目標は、在庫影響を除いた営業+持分利益
は2,500億円とし、ポートフォリオマネジメントとパフォーマンスマ
ネジメントを通じてROICを7％に引き上げることで、企業価値の
向上を目指します。

2030年に向けた基本方針・事業戦略に取り組み、2030年ビ
ジョンを実現し、2050年に向けて事業ポートフォリオ転換を実現
していきます。エネルギー・マテリアルトランジションにより、化石
燃料・基礎化学品事業は、次世代燃料・マテリアル、サーキュラー
ビジネスに置き換わっていきます。現在取り組んでいる超小型

また、2050年カーボンニュートラルの中間目標として、2017
年度比でCO2の400万 t（Scope1+2）の削減を目指します。

EVやライフサポートビジネスが、apollostationのスマートよろ
ずやへの業態転換につながり、次世代モビリティ＆コミュニティと
して成長します。更に、先進マテリアルの開発を鋭意進めていき
ます。

2030年度の経営目標
2020年度 2030年度

※ 2017年度比・グループ製油所含む

営業＋持分利益
（在庫影響除き） 928 億円 2,500 億円

ROIC ３％ 7％

CO2削減量※
（Scope1+2） 400 万 t136万 t

■  apollostationの「スマートよろずや」化
■  製油所・事業所体制の見直し、コンビナート全体での「CNX※センター」化
■  需要減に先んじた固定費圧縮
■  精製 /化学のインテグレーション深化
■  ニソン製油所の収益貢献化

燃料油
基礎化学品

■  リチウム固体電解質の事業化
■   電子材料・機能化学品・潤滑油・グリース・機能舗装材・アグリバイオ等 
先進マテリアルの開発加速

高機能材

■  太陽光・風力・バイオマスの再生可能エネルギー電源開発拡大
■  再生可能エネルギーを核とした分散型エネルギー事業の展開
■  ソーラーフロンティアのシステムインテグレーターへの業態転換

電力・再生可能
エネルギー

■  石油開発 :東南アジアガス開発へのシフト、開発技術を活用したCCSへの取り組み
■  石炭 :鉱山生産規模縮小、低炭素ソリューション事業へのシフト（ブラックペレット・アンモニア）
■  国内外での地熱事業拡大

資源

電力・再生可能エネルギーセグメントにおいては、再生可能エ
ネルギー電源開発拡大に取り組むとともに、ソーラーフロンティア
のシステムインテグレーターへの業態転換を進めます。これらを
生かしながら分散型エネルギー事業の展開につなげていきます。
資源セグメントにおいては、石油開発事業は東南アジアガス開

発へシフトしていくとともに、これまで培った開発技術を活用して
CCSの取り組みも検討していきます。石炭事業においては鉱山
生産規模を縮小し、ブラックペレット・アンモニア混焼といった低
炭素ソリューション事業へのシフトを推し進め、エネルギーのトラ
ンジションに貢献するとともに、国内外での地熱事業拡大にも取
り組んでいきます。

2030年を念頭に置いた各セグメントの事業戦略は、以下の通
りです。
燃料油・基礎化学品セグメントにおいては、5項目を重点的に

進めていきます。apollostationの「スマートよろずや」化は、次
世代モビリティ＆コミュニティにつながる取り組みです。また、こ
の先見込まれる需要減に先んじた製油所・事業所体制の見直し、
精製 /化学のインテグレーション深化、固定費の圧縮を進めると
ともに、コンビナート全体での「CNXセンター」化を推進し、エネ
ルギー・マテリアルトランジションに取り組みます。そして、引き
続きニソン製油所の収益貢献化に努めていきます。
高機能材セグメントにおいては、リチウム固体電解質の早期事

業化に取り組み、また、先進マテリアルの開発を加速していきます。

事業戦略

※ CNX： Carbon Neutral Transformation

将来に向けた事業ポートフォリオ転換
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