
出光グループのサステナビリティ
重要課題（マテリアリティ）

当社グループは、事業を通じて社会に貢献することを大切にし
ています。社会発展に貢献しながら、人々のライフラインを支える
エネルギーを供給し続けることが使命です。昨今、エネルギー利
用における環境負荷が大きな社会課題となっており、当社グルー
プにとって、地球環境・社会との調和は重要かつ喫緊のテーマと

認識しています。そこで、長期的視野の下、当社グループが中期
経営計画期間中に優先的に取り組むべき重要課題（マテリアリ
ティ）を特定しました。グループ一丸となって、地球環境・社会と
当社グループの持続的発展を目指していきます。

サステナビリティ方針

2021年、サステナビリティの取り組みを推進させるために、サ
ステナビリティ方針を策定しました。当社グループは、一丸とな

り、地球環境と国際社会の重要課題解決に貢献し、次世代により
良い未来をつないでいくことを目指していきます。

マテリアリティ 主要な取り組み 関連する主なSDGs

収益基盤事業の構造改革
燃料油、化学品を中心とする収益基盤
事業にて、パートナーと協働して強固な
サプライチェーンを構築し、更なる安定
性と競争力の強化を実現

■燃料油事業の収益追求（統合シナジーの最大化、製油所信頼性の向上） 
P.39～42

■ニソン製油所の事業基盤強化 P.42
■ 環太平洋サプライチェーンを生かした成長するアジア需要の取り込み 

P.40
■ 東南アジアガス開発 P.51～52

成長事業の拡大
世の中での必要性が高まる高機能材、
再生可能エネルギーなど成長分野にお
ける研究開発を強化し、事業規模・領
域を拡大

■事業規模・領域拡大（中計期間のM&A 1,000億円規模） P.35～36 
■ 高機能材事業営業利益比率　2030年30％へ P.45～48
■ 海外再生可能エネルギーなどの総電源開発量　2030年5GWへ 
（うち4GWは再生可能エネルギー） P.50
■ソーラー事業の業態転換 P.49～50
■ブラックペレット（バイオマス燃料）の開発 P.52
■オープンイノベーションを活用した高機能材の開発強化 P.53～54

次世代事業の創出
組織の枠組みを超えた技術革新・イノ
ベーションを加速し、将来を見据えた新
たな事業を創出

■社会の変化、顧客ニーズの多様化、環境負荷低減などを見据えた新たな
事業の創出 P.25～34

■ SSの次世代業態開発 P.41～42
■ 分散型エネルギー事業開発 P.49～50
■サーキュラービジネス P.44、50、71

地球環境・社会との調和
気候変動リスクなどを踏まえ、低炭素社
会・循環型社会の実現に向けた方策を
推進、かつビジネスパートナー、地域、
従業員とのパートナーシップの下でダイ
バーシティ＆インクルージョンも推進

■ GHG削減の取り組み（2030年： 2017年比 ▲400万 t-CO2） 
P.20、67～70

■ 当社グループが事業を展開するエリアへの貢献 P.25～32
■ ダイバーシティ＆インクルージョンの実践 P.75～78
■ 従業員の働きがい向上 P.78
■ SDGsの啓発活動 P.23

ガバナンスの進化
ガバナンス機能の強化を進め、株主を
はじめ全てのステークホルダーの信頼
を保持

■取締役会の役割機能強化 P.59～64

デジタル変革の加速
進化するデジタル技術を駆使し、これまでの
事業プロセスおよび経営を変革し、事業環
境や顧客のニーズに即応

■デジタル技術の活用による新たな価値創造 P.18、33～34

サステナビリティ推進体制

当社は、サステナビリティの視点を踏まえた経営を実践するた
め、専任組織であるサステナビリティ戦略室を設置しています。サ
ステナビリティ戦略室は、気候変動や人権などのESGの課題に
対して部門横断的に関与し、総括を行っています。

ESGの各課題は主管部門が推進し、その進捗状況は、ESG
管掌取締役を通じ、経営委員会で報告されます。経営委員会で
はサステナビリティに関連する重要な方針や施策について議論
し、その内容は社長に報告され、必要に応じ取締役会に報告され
ています。
このマネジメント体制の下、環境課題、社会課題の解決に貢献
するとともに、企業の持続的成長に取り組んでいます。
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国連グローバル・コンパクトへの署名と取り組み

当社は2019年7月、人権、労働、環境、腐敗防止に関する「国
連グローバル・コンパクト（UNGC）」の10原則への支持を表明
しました。併せてグローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン
（GCNJ）に加入しました。当社はUNGCが提唱する「人権の保
護」「不当な労働の排除」「環境への対応」「腐敗防止」に関わる

10の原則を支持し、社員一人ひとりの社会
課題解決に対する意識向上を図るとともに、
グローバルに展開するエネルギー共創企業
として、事業を通じた持続可能な社会づくり
に、より一層の貢献をしていきます。

価値創造のアプローチ

サステナビリティ方針

私たちは、「責任ある変革者」として、「地球と暮らしを守る」 「地域のつながりを支える」 「技術の力で社会実装する」という３つの責任を、事
業活動を通じて果たしていく所存です。
当社グループは、適切に情報開示を行い、ステークホルダーとの真摯な対話・協働に努め、以下の重点方針のもと、企業価値向上と持続可
能な企業体を目指してまいります。

環境
■  エネルギーと素材の安定供給という社会的使命を果たしつつ、自社のみならず社会のカーボンニュートラル実現に向けて挑み続けます。
■  革新的技術開発を進め、事業活動による環境リスクを予め低減し、自然環境の保全と循環型社会の実現に貢献します。

社会
■  すべての判断や行動において人権の尊重を最優先し、事業活動における人権への負の影響の防止と軽減に努めます。
■  ダイバーシティ＆インクルージョン施策の推進により、多彩な能力を生かし企業としての成長を図るとともに、包摂的な社会の実現に貢献します。
■  パートナーの皆様と一体となって、サプライチェーン全体で持続可能な社会の実現に貢献します。
■  自社の経営資源を最大限に活用し、地域社会に寄り添ったソリューションの共創に取り組みます。

ガバナンス
■  取締役会における審議の充実を図り、継続的に実効性向上に取り組みます。
■  環境・人権・労働・安全・腐敗防止等に関する国際規範を遵守します。
■  公正かつ誠実な経営を行い、当社にとっての重要なリスクを特定した上で、適切なリスクマネジメントを実施します。
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テリアリティ）を特定しました。マテリアリティは、全社戦略・部門
戦略に結び付いており、中期経営計画における重要課題へつな
がっています。

当社では、多様なステークホルダーの皆さまと共に新たな価値
創造に挑戦し続けるために、優先的に取り組むべきことを長期的
な視野で環境・社会の課題も踏まえて検討し、6つの重要課題（マ

重要課題（マテリアリティ）特定プロセス

①収益基盤事業の構造改革

②成長事業の拡大

③次世代事業の創出

④地球環境・社会との調和

⑤ガバナンスの進化

⑥デジタル変革の加速

社
会
に
お
け
る
重
要
度

高

当社における重要度

課題の抽出Step 1
GRIスタンダードなど国際的なガイドライン、SDGsやESG
評価機関の評価項目を参照し、当社の事業活動およびそれを
通じて関係し得る環境・社会の課題を抽出

ステークホルダーにおける重要度の確認Step 2
多様なステークホルダーにアンケート調査を実施、各課題に対
する社内外ステークホルダーにとっての重要度を評価

全社戦略との整合化Step 3
中期経営計画と整合を図り、課題の優先順位や妥当性を検証

経営層での議論と決定Step 4
社長を委員長とする経営委員会における協議を経て最終決定

社内外のステークホルダーにとっ
て重要度が高いとされた課題に、
社会および当社経営への影響など
を加味し、以下6つに整理しました

高

価値創造のアプローチ

当社グループでは、マテリアリティおよびマテリアリティに結び
付く主な取り組みの推進を通じたSDGsへの影響を検討しまし
た。17ゴールが相互に関連し合うSDGsに対し、当社グループ
は程度の大小はあるものの、全てのゴールに影響すると認識して
います。その中でも特に、事業活動を通じてゴール達成に寄与で
きる領域は、以下の3つと考えています。

重要課題（マテリアリティ）とSDGsの関連性

特にゴール達成に寄与できる領域
当社グループでは、これらの社会課題に与え得る負荷を最小

化、または打ち消すための取り組みを検討していきます。具体的
には、石油資源の利用や気候変動リスクにつながるGHG排出量
に対し、削減目標を設定し達成に向けた施策検討を進めていきま
す。また、プラスチックなどの石油化学製品、ソーラーパネルの再
資源化に向けた検討もグループ一丸となって進めていきます。

しては、負荷を与え得る可能性を考慮し、対応策を検討するなど
真摯に取り組んでいく必要があると認識しています。

ゴール達成に取り組む一方で、達成への推進が資源利用や
GHG排出量の増加などにつながる面もあるため、右の5つに対

負荷を与え得る可能性があるため対応が必要な領域

当社グループのSDGs理解促進の取り組み

従業員一人ひとりがSDGsを通じた社会課題に対する意識を
醸成することで、事業活動と社会課題のつながりをおのずと意識
し、今後の全社戦略および具体的な施策を検討していく際に、
SDGsの考え方も反映されるよう理解浸透を進めています。当社
グループの従業員一人ひとりが、SDGsを基に、社会課題を自

分事化し積極的に解決に取り組むための啓発活動を行っていま
す。2020年度は、社内向け情報媒体などを通じて、SDGsの
考え方、SDGsの目的、SDGsと自社事業の関わりなどを周知
し、SDGsの本質的な理解促進を進めています。

サステナビリティ・ESGに関する社外からの評価　　　

社外からの評価　　　
当社は、サステナビリティ・ESG（環境、社会、ガバナンス）へ

の取り組みを経営の重要課題と認識し、ESGの情報開示やエン
ゲージメントを進めています。その結果、2020年度は以下のよ

うな評価を取得しています。今後もサステナビリティ・ESGへの
取り組みに力を入れ、企業価値向上につなげていきます。

出光グループのサステナビリティ

日経SDGs経営調査
本調査は、SDGs達成に向けた企業の
取り組みを「SDGs戦略」「社会価値」「環
境価値」「ガバナンス」の観点から企業を総
合的に評価するものです。当社は2020年
度の調査で★4.0の格付けを取得してい
ます。

日経「スマートワーク経営」調査
本調査は、日経グループが新たな時代

に競争力を発揮するための企業経営として
提案する「Smart Work経営」について、
「人材活用力」「イノベーション力」「市場開
拓力」の観点から企業を総合的に評価する
ものです。当社は2020年度の調査で★
3.5の格付けを取得しています。

CDP
CDPは英国に本部を置く非政府組織

（NGO）です。環境影響を管理するための
グローバルな情報開示システムを運営し、
環境課題に関する働きかけを行っていま
す。世界9,500社以上を対象に、３種類
（気候変動、水、森林）の質問書に対する企
業の回答に基づきA～D－の８段階での格
付けを行っています。当社は2020年度の
調査で「気候変動A－」「水B」の格付けを
獲得しています。

MSCI
MSCIは世界の投資機関向けに投資判

断のためのサービスを提供する米国の企業
です。MSCIが各企業のESGリスクの度
合いと、これらのリスクをどの程度適切に
管理しているかを基準に、企業を「AAAか
らCCC」の９段階で格付けを行っています。
当社は2020年度の調査で「AA」の格付
けを獲得しています。

SOMPOサステナビリティ・
インデックス
当社は、ESGへの取り組みが評価され、

SOMPOアセットマネジメント（株）の
「SOMPOサステナビリティ・インデックス」
の構成銘柄に、2012年から10年連続で
選定されています。

くるみん
当社は課題の分析および具体策の検討

を行い、仕事と家庭の両立を目指す社員
の活躍支援に向けた行動計画を策定して
います。2012年、2015年には、厚生労
働省から子育てサポート企業に認定され、
次世代認定マーク「くるみん」を取得してい
ます。

健康経営優良法人2021
当社の「制度・施策の実行状況」や「組
織体制」などが評価され、経済産業省が特
に優良な健康経営を実践している企業を顕
彰する「健康経営優良法人2021」の大規
模法人部門に認定されました。

DX認定 / デジタルトランスフォーメーション銘柄
当社は2021年４月１日付でDX認定（経済産業大臣による認定）を取得

しました。当社の取り組みが、DX－Readyの状態、つまり、「企業がデジ
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2021年６月には、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」（「DX銘柄」）に、初選出されました。
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