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出光サステナビリティレポート  2021

社外取締役メッセージ

カーボンニュートラル・循環型社会実現に向けた一番手の企業を目指す
2015年の国連サミットで採択された2030年に向けてのSDGs（持続可能な開発目標）は、17項目のうち7番目の目標でエ

ネルギーについて取り上げています。そこには「エネルギーをみんなに　そしてクリーンに」と書かれていますが、これは、なか
なか難しい課題です。前段の「みんなに」を実現するためには現状では化石燃料を使用せざるをえませんが、後段の「クリーン
に」を達成するためには化石燃料の使用を抑制しなければならないからです。
当社は、この難しい課題を解決する一番手になりうる会社です。
まず、当社は、暮らしと経済を支える上で必要不可欠な石油製品や石炭の供給に責任を持ちます。何事も、生きていかなけ

れば始まらないからです。
一方で当社は、自社操業に伴って排出する温室効果ガスを2050年までに「実質ゼロ」にすること、つまり「カーボンニュート

ラル化」に取り組むとともに、当社製品を使用されるお客さまの排出量低減にも貢献していきます。二酸化炭素と水素からカー
ボンフリーの合成液体燃料（e-fuel）の生産および供給や、燃料を転換することによって現在の石炭火力発電所をアンモニア
火力発電所やブラックペレット火力発電所に変身させることを目指しているのです。
当社は、2021年5月に、2020～22年度の中期経営計画を見直しました。そこで打ち出した製油所を含むコンビナート全体

の「CNXセンター」化やapollostationの「スマートよろずや」化、リチウム固体電解質の事業化、太陽光・風力・バイオマス・
地熱などの再生可能エネルギー電源の拡大などの方針は、カーボンニュートラルへの道を切り開くものです。
このように多くの打ち手を持つことが、当社の大きな特徴であり、当社が「エネルギーをみんなに　そしてクリーンに」を実

現する一番手になりうる根拠は、ここにあります。

「真に働く」を率先して実践する取締役会運営に取り組む
社外の関係者として初めて取締役会議長に就任することになり、身が引き締まる思いです。前々議長、前議長のお仕事を

受け継いで、活発で明るい取締役会運営に努めてまいります。
現在、石油業界は、燃料油国内需要の長期的な減退、およびカーボンニュートラルを目指す動きの高まりという、二つの大

きな構造変化に直面しています。当社も、先ごろ見直した中期経営計画の遂行を足掛かりにして、これらの難題に正面から取
り組んでいかなければなりません。
そのプロセスで最高意思決定機関である取締役会が果たす役割は、極めて重要です。経営統合から２年。統合の内実を固

める「内向きの時代」は終焉し、統合の成果を武器にして広く社会に打って出る「外向きの時代」が始まろうとしています。
2050年のあるべき姿から現在なすべきことを逆照射するバックキャストの視角と、足元の現実を直視してやるべきことを一つ
一つやり遂げるフォアキャストの視角とを、前向きに融合することも求められています。
そのためには、取締役会での活発で建設的な議論が必要不可欠です。取締役会は、「真に働く」を率先して実践する場とな

り、「責任ある変革者」たちを牽引する機能を果たさなければなりません。議長としてそれを実現するために全力を尽くすととも
に、一社外取締役としてもこれまでにも増して積極的に発言していく所存です。

カーボンニュートラル・循環型社会実現に向けた
一番手の企業に
社外取締役　橘川　武郎
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出光サステナビリティレポート  2021

社外取締役メッセージ

事業ポートフォリオ転換に向けて、果敢に新しい可能性に挑戦する時
地球温暖化に関する問題意識は世界で急速に高まりました。また、米国のバイデン政権の誕生は地球温暖化対策、特に

2050年までにカーボンニュートラルを達成するという野心的な目標を達成するための方策を立案・実行する大きな起爆剤と
なりました。このような世界が早晩来ることは予測できていましたが、当社を含む日本の企業はカーボンニュートラルの目標の
達成のみならず、2030年の地球温暖化ガス排出のほぼ半減目標に向けて事業ポートフォリオ転換に苦労しているのが実情で
す。一方、日本のエネルギーを支える当社が先陣を切ってカーボンニュートラル達成の宣言をしたことは、取締役会として高く
評価しています。
このような高い目標を達成するには各事業会社の「技術力」が鍵となります。さらには従来の事業戦略に囚われない高い視

座と勇気ある事業変革を実行する、経営陣のコミットメントとリーダーシップが重要となります。当社の先進マテリアル開発や
組織のデジタル変革（DX）推進、また、自社の全国に広がるサービスステーションを活用した、地方創生につながる次世代モ
ビリティ事業への挑戦などの地球温暖化問題に取り組む姿勢は高く評価できます。経営資源は限られており、事業ポートフォ
リオの転換および新事業分野の選別が早晩必要となるでしょうが、今は高い目標達成に向けて果敢に新しい可能性に挑戦す
る時ではないかと思います。

透明性と実効性の高い指名・報酬諮問委員会を目指して
今般、当社の指名・報酬諮問委員会の委員長を拝命することになりました。当社は今年度から指名および報酬諮問委員会

を統合し、委員は社外取締役のみで構成されるように改編しました（従来は社外監査役も委員）。改編の目的は、経営トップの
選解任を含めた経営層のパフォーマンスの評価、および継承を含む重要な経営課題について整合性のある議論ができるよう
にすることです。委員会は多様性のある社外取締役メンバーで構成されていますが、代表取締役社長が提案者として諮問委
員会に加わることで、執行側の意見がしっかりと諮問委員会の議論に反映されるように設計されています。経営トップの選解
任および業績評価については諮問委員会メンバーのみで議論する機会を設け、その答申を取締役会に上程し、決議するプロ
セスで透明性と実効性を担保します。

2020年代の企業経営を俯瞰すると、世界情勢や市場環境の変化は今までにないほど不確実性とボラタリティーが高まり、
企業経営者の評価は、単なる短期的な業績のみならず持続性（Sustainability）や強靭性（Resilience）を確保できているか
が問われる時代となります。従って、社外取締役で構成される諮問委員会は、経営環境が激変する中、構成メンバーの経験を
生かして当社経営層のパフォーマンスを客観的かつ公平に評価し、株主の皆さまに納得いただける諮問を取締役会に上程し
ていきます。

社外取締役　小柴　満信

事業ポートフォリオ転換に向けて、
果敢に新しい可能性に挑戦する時
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出光サステナビリティレポート  2021

役員一覧 （2021年 6月30日時点）

① 木藤　俊一　　　③ 26,215株
② 代表取締役社長　④ 16回中16回 
　社長執行役員　　⑤ ― 

経歴
 1980年 4月
 2005年 4月
 2008年 7月
 2011年 6月
 2013年 6月
 2014年 6月
 2017年 6月
 2018年 4月
 2019年 4月

当社入社
当社人事部次長
当社経理部次長
当社執行役員経理部長
当社取締役（兼）常務執行役員経理部長
当社常務取締役
当社取締役副社長
当社代表取締役社長
当社代表取締役社長　社長執行役員（現）

※ 取締役会・監査役会出席状況は2020年度実績
※ 保有株式数は2021年3月31日時点 ① 氏名　② 役職　③ 保有株式数　④ 取締役会への出席状況　⑤ 監査役会への出席状況

取締役

① 松下　敬　　　　　③ 26,398株　　　 
② 代表取締役副社長 　④ 16回中16回
　　副社長執行役員　　⑤ ― 

経歴
 1979年 4月
 2004年 10月
 2007年 4月
 2010年 4月
 2013年 4月
 2013年 6月
 2014年 6月
 2017年 6月
 2018年 4月
 2019年 4月
 2020年 5月
 2020年 6月

当社入社
当社北海道製油所副所長
当社製造部次長
当社執行役員徳山製油所長（兼）徳山工場長
当社執行役員製造技術部長
当社取締役（兼）常務執行役員製造技術部長
当社常務取締役
当社取締役副社長
当社代表取締役副社長
当社取締役　副社長執行役員
公益社団法人石油学会会長（現）
当社代表取締役副社長　副社長執行役員（現）
現在の担当：社長補佐（製造技術、石油化学、高機能材、知財・研究、
ベトナムプロジェクト）

① 丹生谷　晋　　　　③ 20,161株　
② 代表取締役副社長　④ 16回中16回
　　副社長執行役員　　⑤ ― 

経歴
 1982年 4月
 2008年 6月
 2011年 4月
 2013年 4月
 2015年 6月
 2017年 6月
 2019年 4月
 2020年 6月

当社入社
出光エンジニアリング株式会社常務取締役
当社内部監査室長
当社執行役員経営企画部長
当社取締役（兼）経営企画部長
当社常務取締役
当社副社長執行役員
当社代表取締役副社長　副社長執行役員（現）
現在の担当：社長補佐（資源、企画・渉外・広報、ESG、DX、特命事
項）、Nextフォーラム事務局管掌

① 酒井　則明　　③ 11,670株
② 取締役　　　　④ ―
　　常務執行役員　⑤ ―

経歴
 1985年 4月
 2010年 7月
 2012年 7月
 2015年 7月
 2017年 6月
 2018年 7月
 2019年 4月
 2020年 7月
 2021年 6月

当社入社
当社徳山製油所副所長（兼）徳山工場副工場長
当社人事部次長（兼）健康保険組合理事長（兼）企業年金基金理事長
当社経理部次長
当社経理部長
当社執行役員経理部長
当社執行役員財務部長
当社上席執行役員　最高財務責任者
当社取締役常務執行役員　CFO（現）
現在の担当：CFO（経理財務部）、調達管掌（調達部）、 
安全環境本部長・品質保証本部長

① 平野　敦彦　　③ 2,786株
② 取締役　　　　④ 16回中16回
　　常務執行役員　⑤ ―

経歴
 1985年 4月
 2002年 9月
 2004年 9月
 2005年 3月
 2006年 3月
 2009年 3月
 2013年 3月
 2014年 7月
 2019年 4月
 2020年 6月

昭和シェル石油株式会社入社
同社静岡エリアマネジャー
同社本社営業企画部長
同社執行役員本社営業企画部長（兼）リテール販売部長
同社取締役
同社常務執行役員
同社専務執行役員
ソーラーフロンティア株式会社代表取締役社長
当社常務執行役員
当社取締役常務執行役員（現）
現在の担当： 社長補佐（燃料油、電力・再生可能エネルギー）

① 出光　正和　　　③ 3,411,900株　
② 取締役（非常勤）　④ 16回中16回 
　　　　　　　　　　　　　　　⑤ ―

経歴
 2010年 4月
  
 2015年 12月
 2016年 4月
 2019年 4月
  
 2020年 10月
 2021年 4月

公益財団法人出光美術館評議員（現）
公益財団法人出光文化福祉財団評議員
日章興産株式会社取締役副社長
同社代表取締役社長（現）
当社取締役（現）
正和興産株式会社代表取締役（現）
一般社団法人出光理念研究所代表理事（現）
一般社団法人出光興産社史・理念研究所代表理事（現）

① 久保原　和也　　③ ― 　
② 取締役（非常勤）　④ 16回中16回
　　　　　　　　　　　　　　⑤ ―

経歴
 2008年 12月
 2010年 4月
 2011年 4月
 2015年 9月
 2016年 6月
 2017年 7月
 2018年 3月
 2018年 4月
 2019年 4月

弁護士登録、九帆堂法律事務所設立
総務省年金記録確認東京地方第三者委員会委員
第一東京弁護士会常議員
一般社団法人抗認知症薬の適量処方を実現する会監事
株式会社クラステクノロジー社外監査役
医療法人社団博英会　三宅歯科医院監事（現）
日本弁護士連合会代議員
第一東京弁護士会弁護士業務妨害対策委員会副委員長
当社取締役（現）

① 谷田　俊之　　④ 16回中16回　
② 常勤監査役　　⑤ 17回中17回 
③ 7,075株 

経歴
 1984年 4月
 2009年 7月
 2010年 7月
 2013年 7月
 2018年 6月

当社入社
当社需給部次長
当社需給部物流センター所長
当社執行役員物流部長
当社監査役（現）

監査役

① 吉岡　勉　　④ ―
② 常勤監査役　⑤ ―
③ 8,064株

経歴
 1984年 4月
 2002年 9月
 2005年 4月
 2008年 7月
 2011年 3月
 2015年 4月
 2017年 3月
 2019年 4月
 2021年 6月

シェル石油株式会社入社
同社北海道支社長
昭石ガス株式会社代表取締役社長
株式会社エネサンスホールディングス代表取締役社長
昭和シェル石油株式会社執行役員経理財務・債権管理部門担当
同社執行役員石油事業本部首都圏支店長
同社監査役
当社上席執行役員 
当社監査役（現）
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出光サステナビリティレポート  2021

役員一覧 （2021年 6月30日時点）

※ 取締役会・監査役会出席状況は2020年度実績
※ 保有株式数は2021年3月31日時点 ① 氏名　② 役職　③ 保有株式数　④ 取締役会への出席状況　⑤ 監査役会への出席状況

独立社外取締役

独立社外監査役

① 伊藤　大義　　③ 6,453株　　　⑤ 17回中17回
② 社外監査役　　④ 16回中16回　　

経歴
 1970年 1月
 1973年 5月
 1989年 2月
 2004年 7月
 2006年 5月
 2007年 8月
 2009年 4月
 2009年 6月

監査法人辻監査事務所入所
公認会計士登録（登録番号5095）
みすず監査法人代表社員
日本公認会計士協会副会長
みすず監査法人理事
公認会計士伊藤事務所開設（現）
早稲田大学大学院会計研究科教授
一般社団法人投資信託協会監事

 2010年 10月
 2012年 1月
 2012年 6月

 2014年 6月
  
 2015年 6月
 2018年 9月

公益財団法人日弁連法務研究財団監事
日本公認会計士協会綱紀審査会会長
当社社外監査役（現）
ITホールディングス株式会社（現：TIS株式会社）社外監査役
株式会社三菱ケミカルホールディングス社外監査役
三菱化学株式会社社外監査役
株式会社三菱ケミカルホールディングス社外取締役
コーア商事ホールディングス株式会社社外取締役（現）

選任理由
公認会計士および大学教授としての
経験および専門性、人格、見識等を
総合的に判断して選任しています。
一般株主と利益相反の生じるおそれ
のない独立性を有しています。

① 山岸　憲司　③ ―　　　　　　⑤ 17回中17回
② 社外監査役　④ 16回中16回　

経歴
 1973年 4月
 1997年 4月
 2004年 4月
 2007年 7月
 2008年 3月
 2009年 4月
 2012年 5月
 2019年 4月

弁護士登録
東京弁護士会副会長
日本弁護士連合会事務総長
総務省年金記録確認中央第三者委員会委員
昭和シェル石油株式会社社外監査役
東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長
日本弁護士連合会会長
当社社外監査役（現）

選任理由
弁護士としての経験および専門性、
人格、見識等を総合的に判断して選
任しています。一般株主と利益相反
の生じるおそれのない独立性を有し
ています。

① 橘川　武郎　　④ 16回中16回 
② 社外取締役　　⑤ ― 
③ ―

経歴
 1987年 4月
 1993年 10月
 1996年 4月
 2007年 4月
 2013年 1月
 2013年 6月
 2015年 4月

 2017年 6月
 2020年 4月
 2021年 4月

青山学院大学経営学部助教授
東京大学社会科学研究所助教授
東京大学社会科学研究所教授
一橋大学大学院商学研究科教授
経営史学会会長
株式会社三菱ケミカルホールディングス社外取締役
東京理科大学大学院イノベーション研究科
（現・東京理科大学大学院経営学研究科）教授
当社取締役（現）
国際大学大学院国際経営学研究科教授
国際大学副学長兼大学院国際経営学研究科教授（現）

選任理由
橘川武郎氏は、過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与された経験は
ありませんが、大学教授としての豊富な経験、幅広い知見および経営学、特にエネル
ギー産業論の専門家として企業経営に関する充分な見識を有し、当社の「社外役員の独
立性基準」を満たしていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただける
ものと判断しております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として当社の役員候補者
の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただきます。

① 小柴　満信　　④ 16回中16回 
② 社外取締役　　⑤ ― 
③ ―

経歴
 1981年 10月
 2002年 6月
 2003年 6月
 2004年 6月
 2005年 6月
 2006年 6月
 2007年 6月
 2008年 6月
 2009年 4月
 2019年 6月 

 2020年 6月
 2021年 3月
 2021年 6月

日本合成ゴム株式会社（現：JSR株式会社）入社
JSR株式会社理事　電子材料事業部電子材料第一部長
同社理事　電子材料事業部長兼電子材料部長
同社取締役　電子材料事業部長
同社上席執行役員　電子材料事業部長　兼ファイン系事業担当補佐
同社常務取締役　電子材料事業部長
同社常務取締役
同社専務取締役
同社代表取締役社長
同社代表取締役会長　 
当社取締役（現）
JSR株式会社取締役会長
Aホールディングス株式会社社外取締役（現）
JSR株式会社名誉会長（現）

選任理由
小柴満信氏は、JSR株式会社にて研究部門、電子材料事業部門に長く携わり、電子材
料事業部長を経て、2009年から同社代表取締役社長および会長を歴任しました。同氏
は、技術分野における高い専門性並びに経営者としての豊富な経験および幅広い見識
を有しており、当社の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外取締役と
しての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。また、指名・報酬諮問委
員会の委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立
的立場で関与いただきます。

① 荷堂　真紀　　④ ― 
② 社外取締役　　⑤ ― 
③ ―

経歴
 1992年 4月
 1996年 4月
 2000年 5月

 2004年 4月
 2013年 7月
 2014年 4月
 2014年 12月
 2015年 1月

 2015年 3月
 2015年 8月
 2016年 6月

 2017年 4月
 2019年 2月
 2019年 6月
 2019年 11月
 2020年 1月
 2020年 4月

 2021年 6月

日本電気株式会社入社
United Feature Syndicate Inc.日本支社
Microsoft Product Development Inc.
（現：日本マイクロソフト株式会社）
Microsoft Corporation Inc.（米国本社）
株式会社セールスフォース・ドットコム購買部長
コカ･コーライーストジャパン株式会社ビジネスマネージャー
コカ･コーラビジネスサービス株式会社取締役
Coca-Cola Cross Enterprise Procurement Group　
Operating Committee member（役員）（現）
コカ･コーラビジネスサービス株式会社　代表取締役社長
コカ･コーラビジネスソーシング株式会社　代表取締役社長
Coca-Cola Cross Enterprise Procurement Group Budget 
Committee Chair（CFO財務責任者）（現）
コカ･コーラボトラーズジャパン株式会社　執行役員調達統括部長
同社執行役員調達本部長
同社執行役員調達本部長兼エグゼクティブビジネスマネジメント本部長
同社執行役員経営改革本部長兼調達本部長
同社執行役員経営改革本部長（現）
コカ･コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社　
執行役員社長補佐（現）
当社取締役（現）

選任理由
荷堂真紀氏は、国内外でシステム開発やマーケティングに従事し、コカ･コーラビジネス
ソーシング株式会社代表取締役社長等を経て、2017年よりコカ･コーラボトラーズジャ
パン株式会社執行役員を務めております。同氏は国際ビジネス、リテールマーケティン
グ、DXの知見、豊富な経験および幅広い見識を有しており、当社の「社外役員の独立
性基準」を満たしていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるもの
と判断しております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として当社の役員候補者の選
定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただきます。

① 野田　由美子　　④ ― 
② 社外取締役　　　⑤ ― 
③ ―

経歴
 1982年 4月
 1996年 3月

 2000年 1月
  

 2007年 6月
 2011年 1月

 2017年 10月
 2019年 4月
 2020年 6月

 2021年 6月

バンク・オブ・アメリカ東京支店入社
株式会社日本長期信用銀行ロンドン支店次長
（ストラクチャード・ファイナンス部門統括）
PwCフィナンシャル・アドバイザリー・サービス株式会社
（現：PwCアドバイザリー合同会社）
パートナー（PPP（パブリック・プライベート・パートナーシップ）・
民営化部門統括）
横浜市副市長
PwCアドバイザリー株式会社（現：PwCアドバイザリー合同会社）
パートナー（インフラ・PPP部門アジア太平洋地区統括）
ヴェオリア・ジャパン株式会社代表取締役社長
公益社団法人経済同友会行政改革委員会委員長
一般社団法人日本経済団体連合会審議員会副議長・
環境安全委員会委員長（現）
ヴェオリア・ジャパン株式会社代表取締役会長（現）　
当社取締役（現）

選任理由
野田由美子氏は、国内外の金融機関、横浜市副市長、PwCアドバイザリーパートナー
等を経て、2017年よりヴェオリア・ジャパン株式会社代表取締役社長、2020年より同
社代表取締役会長として経営を担っています。同氏は、ファイナンス、グローバル経営、
地方創生に関し、また企業経営者としての豊富な経験および幅広い見識を有しており、
当社の「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、社外取締役としての職務を
適切に遂行いただけるものと判断しております。また、指名・報酬諮問委員会の委員と
して当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与
いただきます。
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コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンスの基本的な考え方
当社は、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しています。そこで、「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という事業ドメインにお
いて、「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」という3つの責任を果たし
ていきます。
そのために、企業としての社会的責任を果たし、経営の透明性を向上させ、健全で持続的な成長を図ることにより、お客さま

をはじめ、株主、ビジネスパートナー、地域社会、従業員などのステークホルダーと良好な関係を構築することを重視しています。
コーポレートガバナンス・コードは、株主との対話を通じた会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目的としてい

ます。当社は、広く社会で期待され信頼される企業を目指しており、コーポレートガバナンス・コードを基本的に順守すべきも
のと考えています。
当社は、2030年ビジョンに基づき、自ら律し、自ら考え、判断することを大切にしています。同時に、多様な知見やバックグ

ラウンドを持つ独立社外取締役や独立社外監査役と当社の経営の実態や経営を巡る環境を率直に議論し、闊達な意見を真摯
に取り入れ、これからも透明かつ公正な経営を目指します。

コーポレートガバナンス体制の概要
当社は、取締役会において経営の重要な意思決定および業務執行の監督を行うとともに、監査役会設置会社として、取締

役会から独立した監査役と監査役会により、職務執行を監査します。取締役会は、法令、定款、その他当社の規程の定めると
ころにより、経営戦略、経営計画その他当社の経営の重要な意思決定および業務執行の監督を行います。また、取締役会議
長を社長が務める旨規定していた定款を2019年4月に変更し、取締役会で議長を決定することで、議長と社長の役割を分離
し、取締役会の客観性を高めています。なお、今期議長は社外取締役が務めています。
その他の事項については、業務執行に関する権限を、社長および部室長に委譲することで、迅速な意思決定を図ってい

ます。

取締役会概要

議長 橘川武郎（社外取締役）

取締役人数 11名

うち独立社外取締役（比率） 4名（36%）

うち女性（比率） 2名（18%）

任期 1年

2020年度開催数 16回

監査役会概要

監査役人数 4名

うち社外監査役（比率） 2名（50%）

任期 4年

2020年度開催数 17回

各委員会の概要

①指名・報酬諮問委員会

指名・報酬に関わる機能の透明性・客観性を高めるため、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役のみで構成される
「指名・報酬諮問委員会」を設置しています。2021年7月より、指名・報酬にかかる課題について一貫性を持った議論を行う
ため、指名諮問委員会と報酬諮問委員会を一本化しました。
役員の指名については、社長が提案した取締役・監査役の選任・解任に関する株主総会議案、役付執行役員の選任・解

任並びにそれらの役位等について、答申します（取締役・監査役候補の指名を行う際の方針についてはP.84に掲載）。
報酬に関する事項については、取締役会の諮問に応じて、取締役・執行役員報酬の基本方針を踏まえた多面的な検討を

行ったうえ、答申します（役員報酬についてはP.86に掲載）。

指名・報酬諮問委員会の構成

委員長 社外取締役 小柴　満信

社外取締役 橘川　武郎

社外取締役 野田　由美子

社外取締役 荷堂　真紀

■ コーポレートガバナンス体制推移
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■ コーポレートガバナンス体制図

選任／解任 選任／解任 選任／解任

監督・選任／解任 監査監査付議・報告 連携

監査諮問

諮問

答申

答申

連携

連携

業務執行

監査

監督
指示

監督
指示 報告

報告

グループ従業員

⑤経営委員会・⑥リスク経営委員会

⑫リスクマネジメント委員会

⑦投融資委員会
⑭情報開示委員会

⑧デリバティブ委員会

⑬コンプライアンス委員会

⑩与信委員会
⑨プロキュアメント委員会

⑪研究開発委員会

指示

報告

報告

⑮財務報告に係る
内部統制評価委員会

安全環境本部
品質保証本部

社長 内部監査室

答申・報告など諮問

答申・支援諮問

通報

株　主　総　会

監査役会／監査役取締役会 会計監査人

③
アドバイ
ザリー
ボード
④人事
委員会

各部室 ・関係会社

コンプライアンス窓口
ハラスメント窓口

①指名・報酬諮問委員会
②安全保安諮問委員会
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コーポレートガバナンス

④人事委員会

当社は、執行役員等の適材適所の配置と公平公正な評価の実現および決定プロセスの透明性強化のため、社長の諮問機
関として人事委員会を設置しています。人事委員会は社長、副社長、人事管掌役員および社長が指名する役員をメンバーと
して、執行役員の選解任、経営委員会メンバーの選任等について協議し、答申します。

⑤～⑮経営委員会・リスク経営委員会および各委員会

グループ全体および各執行部門の経営戦略および経営課題の協議・検討の場として「⑤経営委員会」と「⑥リスク経営委
員会」を設置しています。
「⑤経営委員会」は、グループ経営に関わる戦略を立案・検討するとともに、重要な業務執行の意思決定を円滑かつ適正に
行うための審議機関です。下部には業務執行上の専門的リスクを審議するための機関として、「⑦投融資委員会」「⑧デリバ
ティブ委員会」「⑨プロキュアメント委員会」「⑩与信委員会」「⑪研究開発委員会」の5つの専門委員会を設置しています。
「⑥リスク経営委員会」は、グループ経営に関わるリスクマネジメントの事案を審議・決定し、必要に応じ、これをモニタリン
グするための機関です。下部には「⑫リスクマネジメント委員会」や「⑬コンプライアンス委員会」を設置することで、業務リス
ク事案への対応強化とリスクの管理方針の検討・立案体制の整備をしています。⑤経営委員会および⑥リスク経営委員会の
委員長は社長が務めるものとし、その委員については、専門分野や管掌領域の多様性を重視した構成とすることで、部門横
断的な課題やリスクについて、網羅的かつ実効性のある議論を行う体制としています。
その他、グループの情報開示方針に基づいた適時適切な情報開示を行うための「⑭情報開示委員会」を設置するほか、

J-SOX対応強化のための「⑮財務報告に係る内部統制評価委員会」を内部監査室内に設置しています。

経営監視の仕組み
当社は、経営監視の仕組みとして、取締役会による監督、監査役監査、会計監査のほか、専属スタッフからなる各執行部門

から独立した社長直轄の「内部監査室」を設置し、「内部監査規程」に基づく内部監査および「財務報告に係る内部統制評価
規程」に基づく内部統制評価を行っています。内部監査室は国内外の事業所、関係会社の内部監査を実施しています。監査
結果は社長、対象執行部門の関係取締役および監査役に報告し、必要に応じ社長などは当該執行部門へ指示などを行ってい
ます。内部監査により改善点の助言・提案を受けた執行部門は、改善実行計画書を作成し、内部監査室長へ提出するととも
に改善を行います。また、内部監査室が必要に応じてフォローアップ監査を実施しています。

委員会名 委員長 委員 開催 役割

⑤経営委員会 社長
委員長が人事委員
会の審議を経たうえ
で任命する委員

原則3回／月 グループ全体ならびに各執行部門の経営戦略お
よび経営課題の協議・検討、業務執行の審議

⑥リスク経営委員会 社長 委員長が任命する
委員 原則2回／年

グループ全体ならびに各執行部門の経営戦略お
よび経営課題の協議・検討。リスクマネジメント
方針の決定とモニタリング

⑦投融資委員会 経営企画部長 関係部室長 必要に応じて開催 投資に係る事項の審議・上申および投資基準な
どの策定

⑧デリバティブ委員会 取締役または
執行役員 関係部室長 原則1回／年

グループ全体のデリバティブに関する基本方針の
審議・検討、および取引管理状況などのモニタリ
ング

⑨プロキュアメント
　委員会

取締役または
執行役員 関係部室長 必要に応じて開催 資材、工事、サービスの発注に係る事項の審議・

検討

⑩与信委員会 取締役または
執行役員 関係部室長 原則1回／月 不良債権の回収対策等および債権管理に関する

基本方針の制定等

⑪研究開発委員会 取締役または
執行役員 関係部室長 原則4回／年 全社研究開発の方向性、戦略および課題に関する

事項の検討
⑫リスクマネジメント
　委員会

取締役または
執行役員 関係部室長 原則4回／年 業務リスクマネジメント推進のための重要方針の

審議、立案
⑬コンプライアンス
　委員会

取締役または
執行役員 関係部室長 原則2回／年 コンプライアンス懸念事例の対応や、コンプライ

アンス推進活動計画。活動状況のモニタリング

⑭情報開示委員会 取締役または
執行役員 関係部室長 必要に応じて開催 制度開示情報等の開示の決定

⑮財務報告に係る
　内部統制評価委員会

取締役または
執行役員

関係取締役または
執行役員 原則2回／年 年度整備・運用方針および評価計画に関する事項、

評価範囲の決定に関する事項等の審議・検討

②安全保安諮問委員会・③アドバイザリーボード

経営の透明性・健全性を維持するため、取締役会または社長の諮問機関として、社外の有識者を委員とする「安全保安諮
問委員会」「アドバイザリーボード」を設置しています。両委員会では、当社に対する第三者の視点から忌憚のない意見を傾聴
し、経営の改善に反映しています。
「安全保安諮問委員会」は、取締役会および社長の諮問機関であり、グループ全体の安全と保安維持のため、保安の強化
課題、特に技術的な課題に対する諮問機関として設置しているものです。昨今の経営環境の変化により、事業拡大、新規事
業、海外展開等の安全保安の確保の重要性が高まりつつあります。そこで、事業展開に則したテーマを選択し、都度、有識者
から提言がいただけるよう安全環境本部内に担当ワーキンググループを設け、進めています。
「アドバイザリーボード」は、経営諮問委員会に代わり2021年4月に設置しました。メンバーを社外取締役を含む社外有識
者で構成し、社長の諮問機関とすることで、経営課題に対し社外取締役などからの提言機会を拡充しました。2021年4月の
開催時は中期経営計画の見直し内容について提言し、今後も必要に応じ年に数回の開催を予定しています。
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コーポレートガバナンス

取締役・監査役候補の指名を行う際の方針

取締役候補者の指名について

当社は、取締役会の構成を踏まえた取締役の人材基準について、これを定めています。
当社は、取締役会がその役割・責務を果たし、当社グループの戦略的な方向付けを行うために、取締役会の一員として当

社の事業やその課題を熟知する者が一定数必要であること、取締役会の独立性・客観性を担保すること、取締役の知識・経験・
能力における多様性を確保することが重要と考え、スキル・キャリアマトリックスを作成し、選考の基準の一つとしています。
それらを踏まえて、取締役会は指名・報酬諮問委員会の答申を受け、当社の事業やその課題を熟知し、当社の経営を的確、

公正かつ効率的に遂行できる者を一定数、候補者として指名します。
取締役候補者の選任に当たっては、社内外を問わず、各候補者の能力や知見、パフォーマンスを十分評価した原案を社長

が指名・報酬諮問委員会に上程し、取締役会が指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて決定しています。
また、指名・報酬諮問委員会は必要と認めた場合、取締役の解任につき審議し、結果を取締役会に答申します。代表取締

役後継者の選解任プロセスの詳細については、引き続き審議を重ねています。

スキル・キャリアマトリックス 在任期間

当社が取締役候補者に特に期待する分野

コーポレート
フィロソフィー・
経営戦略

ガバナンス・
法務

財務・
会計・
税務 

国際
ビジネス・
多様性

デジタル
変革・

テクノロジー 

環境・社会・
資源循環・
地域創生・
エネルギー
政策

人材開発 
営業・販売・
リテールマー
ケティング

製造・
供給

木藤　俊一 8年 ● ● ● ● ●

松下　敬 8年 ● ● ● ●

丹生谷　晋 1年 ● ● ● ●

平野　敦彦 1年 ● ● ● ●

酒井　則明 ― ● ● ● ●

出光　正和 2年 ● ●

久保原　和也 2年 ● ● ●

橘川　武郎 4年 ● ● ●

小柴　満信 2年 ● ● ● ●

野田　由美子 ― ● ● ● ●

荷堂　真紀 ― ● ● ● ●

※ 社外取締役比率36%
※ ●は、対象取締役に、特に活躍を期待する分野を示します。対象者の素養・経験の全てを表すものではありません。

社外 独立

再任

新任

再任

再任

再任

新任

再任

再任

新任

再任

再任

社外 独立

社外 独立

社外 独立

社外役員の独立性基準について

当社は取締役会が監督機能を発揮するため、当社の「社外役員の独立性基準」を満たす者の中から多様な知見やバックグ
ラウンドも考慮して、当社の経営に有益な助言を行い得る知識と経験を有する独立社外取締役および独立社外監査役が、そ
れぞれ取締役の3分の1以上、監査役の半数以上となるよう、候補者として指名することを基本方針としています。

トレーニング

当社は、取締役・監査役の就任時に、上場会社の取締役・監査役として期待される役割・責務・コンプライアンスに関す
る知識習得を目的とする研修を実施しています。
また、当社の独立社外取締役・独立社外監査役に新たに就任する者に対しては、当社の事業・財務・組織などを説明すること

とし、その役割・責務を果たせるよう環境の整備に努めています。さらに当社は各取締役・監査役による自己研鑽を奨励し、個々
の取締役・監査役に適合したトレーニングの機会を提供・斡旋するとともに、必要経費について広く支援を行うこととしています。

監査役候補者の指名について

監査役候補者については、適切な経験・能力および必要な財務、会計または法務に関する知識を有することを前提に、常
勤監査役候補者については当社の事業やその課題を熟知し、当社の監査・監督を的確、公正かつ効率的に遂行することがで
きる者を選任します。監査役候補者の選任に当たっては、社長が代表取締役全員と議論したうえで、常勤・社外を問わず、各
候補者の能力・知見・パフォーマンスを十分評価した原案を、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえ監査役会の同意を得て、
取締役会に上程します。

監査役監査
監査役（4名）は、取締役会への出席と定時株主総会に提出する事業報告、計算書類および連結計算書類の監査を実施す

るほか、日常的に取締役などの業務執行状況の監査を実施しています。常勤監査役は、経営委員会などの社内の重要会議に
出席するとともに、部門長、海外店長および子会社社長との面談を通じて、社外監査役は、主要部門の往査などを通じて、監
査の充実を図っています。代表取締役とは、原則として四半期に1回ミーティングを開催し、課題の討議の場としています。
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コーポレートガバナンス

取締役会の実効性評価

評価方法

全取締役および監査役を対象としたアンケートを2020年11月に実施し、このアンケートの結果に基づき、取締役会で3回
にわたって討議する方法で評価するとともに、課題を抽出し、今後の取り組みを議論しました。
アンケートについては、コーポレートガバナンス・コードへの適合確認の観点に加え、質的充足を目指す観点も踏まえて実

施しました。項目の設計および回答分析は、外部専門機関の助言を得て行いました。

■  実効性評価プロセス

全取締役・監査役に対し
アンケート実施 結果を取締役会で討議（全3回） 課題の抽出と改善に向けた

取り組み実施

■  評価結果：総じて、取締役会は機能しているとの評価

実効性評価に基づいて当社の取締役会の在り方を議論し、企業価値向上に一層つながる取締役会を目指すことを再確認しまし
た。取締役会は、経営戦略上の中長期の重要な課題について、これまで以上に社外役員を交えた率直な意見交換および討議を行
い、将来の意思決定の質の向上に努めます。そのために、以下の課題に取り組んでいきます。

① 議題の見直し 実効性評価に基づき抽出した取締役会で討議すべき議題について、優先順位をつけて取締役会に
て討議します。

② 社外役員への議論の
　 場拡充・情報提供等の
　 充実

社外役員ミーティング等を活用して、中期経営計画の見直しに向けた情報交換や、社外役員と事業
部室との議論の場を増やし、情報・判断材料の提供を一層充実します。

③ 運営方法改善による
　 議論活性化

取締役会へ上程される議案のうち、事前に十分に取締役・監査役へ説明が実施されているものに
ついては、取締役会での説明を簡素化する等、取締役会の運営方法を改善し、企業価値向上につ
ながる議論が一層できるよう、時間を確保します。

④ 役員の指名・報酬に
　 かかる審議の充実

役員の指名、報酬について取締役会で十分な審議を行うべく、指名・報酬諮問委員会の審議結果
に加え、審議の重要な論点等も取締役会で共有する等の取り組みを開始しました。

■  抽出された課題と今後の取り組み

取締役会等の審議事項の概況
2020年度は、中期経営計画の見直しに関して特に重点的に議論しました。具体的には、企業理念の成文化、2030年ビジョ

ン・基本方針の策定、事業ポートフォリオの転換などの戦略、さらには2050年カーボンニュートラルへの挑戦などを社外役員
との情報共有の場である社外役員ミーティングも活用しながら、複数回にわたり、活発に討議を行いました。最終的には、
2021年5月の取締役会での決議を経て、中期経営計画の見直しを公表しました。また、2019年度取締役会実効性評価で抽
出された戦略課題についても討議しました。

取締役会での主な審議事項の一覧

経営・事業戦略

・企業理念の成文化・継承の取り組み P.4
・ 2050年に向けた長期エネルギー事業環境シナリオの検討 P.7
・将来に向けた事業ポートフォリオの転換 P.9
・SS新ブランド「apollostation」の展開 P.41
・ニソン製油所の収益貢献化に向けた取り組み
・新型コロナウイルス感染症の拡大による環境変化、経営計画への影響
・上場子会社の今後の在り方
・次年度基本計画（収支・投資・資金）

ガバナンス

・取締役会実効性評価の実施方法
・取締役会の実効性評価結果討議（取締役会の在り方・一層充実した議論実現の方策など）
・執行役員の選任プロセスの見直し
・内部統制システムの基本方針
・内部統制システム改善に対する中期的取り組み
・海外子会社のガバナンス強化
・代表取締役報酬に係るKPIの見直し（非財務要素の反映）
・監査役監査方針

IR・株主還元・株主総会

・株主還元方針
・株主との対話向上に向けた株主総会の事前質問制度の導入
・コロナ禍に対応したオンライン参加型の株主総会の導入
・株主総会の総括と今後の方向性
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役員報酬

役員報酬の基本方針

当社の取締役および執行役員の報酬は、理念・ビジョンの実現に向けて、会社業績ならびに中長期にわたる企業価値向上
につながるものとすること、お客さまをはじめ、社会・環境、株主、ビジネスパートナー、社員などのステークホルダーに対し
説明責任が果たせるよう、透明性・合理性・公正性を備えた報酬体系、決定プロセスとすること、この2つを基本方針として
います。当該基本方針に基づき、当社の役員報酬制度は、以下の内容としています。

2020年度報酬について

2020年度における会社業績指標の目標および実績については、業績連動報酬の目標値を検討する当該年度開始時点に
おいて、コロナ禍の不透明な外部環境の中、保守的な目標値設定を判断せざるを得ない状況にあったため、結果として当該
目標値に対する実績は超過達成となりました。そのため、2020年度の業績連動報酬の算定においては、期初に設定した目標
値（連結営業利益600億円、当期純利益50億円）は参考値と捉え、指名・報酬諮問委員会における議論を経て支給額を決定
しています。

開催時期 主な審議事項

2020年  4月 代表取締役以外の取締役兼務執行役員の担当分野ごとに掲げる目標の評価

2020年  6月 新設した役位の報酬、役員報酬における中長期課題

2020年  8月 代表取締役の業績連動賞与への非財務目標導入、取締役の目標設定

2020年11月 取締役および執行役員の期中退任時の業績連動報酬取り扱い

2021年  2月 役員報酬水準の確認

役員区分ごとの報酬などの総額

2020年度の取締役の報酬の総額、報酬などの種類別の総額および対象となる役員の員数は以下の通りです。

区分 人数
（名）

固定報酬
（百万円）

業績連動報酬（百万円） 報酬などの総額
（百万円）現金報酬 株式報酬

取締役（社外取締役を除く） 10 360 43 127 531

監査役（社外監査役を除く） 2 62 － － 62

社外取締役・社外監査役 7 101 － － 101

合計 19 524 43 127 695

※上表には、2020年6月25日開催の第105回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名を含んでいます。

コーポレートガバナンス

報酬水準・報酬構成

取締役および執行役員の報酬は①固定報酬、②業績連動賞与、③業績連動型株式報酬により構成することとしています。
標準支給時ベースにおける割合は、概ね①70％：②15％：③15％となるよう設定しています。役員報酬の決定に際しては、
当社と独立した関係にあるコンサルティング会社のデータを活用し、報酬の妥当性を検討しています。また、報酬水準は経営
環境の変化や外部調査データなどを踏まえて、適宜・適切に見直すものとしています。
社外取締役の報酬については、客観的な立場から業務執行の妥当性を判断するという監督機能を適正に確保する観点か

ら、固定報酬のみの構成としています。
なお、役員の保有する株式について、保有数などの条件設定は設けていません。また、クローバック条項も適用していま

せん。

① 固定報酬 役割に応じて定められた報酬額を月次で支給

② 業績連動賞与
　（短期インセンティブ）

役割や会社業績（当期純利益・連結営業利益）等の達成度に応じて0～200%の範囲で変動する設計。
代表取締役については中長期的な企業価値向上に資する非財務目標（中長期的全社戦略課題、ESG、人材育
成や組織風土改革など）、代表取締役以外の取締役兼務執行役員および執行役員については、担当分野ごとに
掲げる目標（中長期課題への取り組み、人材育成等）の達成度も含めて評価を行ったうえで、毎年6月に支給。

③ 業績連動型株式報酬
　（中長期インセンティブ）

役員共通で全社業績（当期純利益・連結営業利益）の達成度に応じて0～200%の範囲で変動する設計。
株式が交付される時期は退任後であり、在任期間中の株価により資産価値が変動。

当期純利益・連結営業利益　ウェイト
取締役および上席以上執行役員 60％： 40％
上席未満執行役員 40％： 60%

■ 取締役（社外取締役を除く）および執行役員の報酬体系

下限時 上限時

①固定報酬

基本報酬約70％ 約70％

②業績連動賞与 約30％

③業績連動型株式報酬※
約30％

①固定報酬

基本報酬

②業績連動賞与

③業績連動型株式報酬※

標準時
（計画達成100%時）

①固定報酬

基本報酬
約70％

約15％

約15％

※ 株式が交付される時期は退任後であり、在任期間中の株価変動により、資産価値が変動する中長期的なインセンティブ

指名・報酬諮問委員会の主な審議事項
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コーポレートガバナンス

政策保有上場株式

政策保有上場株式の保有方針

当社は、中長期的な取引の維持、拡大のために必要と判断した政策保有株式を保有していますが、年1回、次の方法で政策
保有株式の保有の適否を検証し、縮減を進めています。すなわち、株式保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか
の定量評価および事業安定性向上などの定性評価の両面で精査し、取締役会で審議のうえ、売却の適否を判断します。なお、
売却と判断した銘柄については、取引先と十分な対話をし、理解を得た後、株価への影響を考慮して売却を進めています。
なお、2020年度末時点の政策保有上場株式保有数は、2019年度末比4銘柄減少し18銘柄となりました（コーポレートガバ

ナンス・コード適用前の2014年度末比※では47銘柄減少）。
※ 統合前両社単純合算ベースでの比較

政策保有上場株式に係る議決権の行使に関する基準

当社は、政策保有上場株式に係る議決権について、当社と政策保有先双方の企業価値を持続的に向上させるかどうかを基
準に行使することを方針としています。政策保有先が持続的に企業価値を向上できるか否かについては、政策保有先の経営
戦略、業績などを考慮して判断するものとし、議案の内容によっては、説明を受けたうえで議決権を行使します。政策保有先
の議案と当社の利益が相反する恐れがある場合において、当社は、独立社外取締役、社外の専門家の意見を踏まえて必要に
応じて議決権を行使します。

コンプライアンスに関する考え方
当社グループにおけるコンプライアンスとは、「法令遵守」「社内規程・契約の遵守」はもちろんのこと、法令には違反しな

い場合でも、倫理的、社会的に許されない行為を行わないこと、つまり高い倫理観の下、謙虚な態度で自らを律し、誠実に行
動することを意味します。
海外・国内を包含する全世界で働く従業員を対象に、一人ひとりが持つべきコンプライアンスマインドの浸透と、それに基

づいた行動の実践のため、コンプライアンスの順守とはどのような行動を指すかを、より具体的に、かつシンプルに分かりや
すく示すものとして、2019年に「コンプライアンス行動規範」を制定しました。行動指針に掲げられた「高潔」にのっとった「コ
ンプライアンス行動規範」を共通概念とし、コンプライアンスファーストの姿勢で行動していきます。

コンプライアンス

コンプライアンス行動規範
行動指針に掲げられた「高潔」にのっとり、海外・国内を包含する全世界で働く従業員を対象として、具体的なコンプライア

ンス行動規範として以下の項目について定めています。

出光グループ　コンプライアンス行動規範 https://sustainability.idemitsu.com/ja/themes/201

1. 法令、ルール・モラルの遵守
私たちは、国内外の法令、社会倫理、社内規程、契約を遵守し、良き企業市民として誠実に行動します。

2. 人権の尊重
私たちは、いかなる人権侵害も許さず、人種、国籍、性別等の多様性を受け入れ、ハラスメントのない、健全で快適な職場を作り
ます。

3. 安全・品質・環境保全
私たちは、製品・サービスの適正な品質を確保し、事故の発生防止と災害による損失抑制に最大限努力するとともに、地球環境
の保全に十分配慮して行動します。

4. 公正・自由な競争
私たちは、公正かつ自由な競争に基づく取引を行います。

5. 腐敗防止
私たちは、事業活動を実施するにあたり、国内・国外を問わず、公務員や行政等との健全かつ透明な関係を保ちます。

6. 情報開示と情報管理
私たちは、広く社会に適切な情報開示を行い、経営の透明性と健全性を確保し、会社が保有する情報の適正管理を行います。
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コンプライアンス推進体制
コンプライアンス活動を支援・指導するために、リスク経営委員会の下に「コンプライアンス委員会」を設置し、各部室、

関係会社には「コンプライアンス推進責任者」等を設置しています。

コンプライアンス委員会

当社グループはリスク経営委員会の下、「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンス懸念事例への対応や、コン
プライアンス推進活動計画、活動状況のモニタリングなどを通じて、コンプライアンスの徹底に努めています。委員長は、経
営委員会で協議のうえ社長により選任されます。
委員は総務管掌執行役員、総務部長、法務部長、人事部長、内部監査室長、経営企画部長および委員長が指名する者で

構成され、定期委員会は半期に一度、開催しています。

部室・関係会社のコンプライアンス推進担当者の配置

当社グループの部室長および関係会社の社長は責任者として、コンプライアンス推進担当役職者を任命し、責任を持って
自部室・自社のコンプライアンスを推進しています。

■  コンプライアンス推進体制

リスク経営委員会

コンプライアンス推進責任者

コンプライアンス推進担当役職者

コンプライアンス推進担当者

コンプライアンス委員会

販売部

支店 製油所 事業所

各部室 関係会社

　コンプライアンス相談窓口

委員長：経営委員会で協議のうえ、社長が選任
委　員：総務管掌執行役員、総務部長、法務部長、人事部長、内部監査室長、
　　　　経営企画部長および委員長が指名する者

総務部
内部統制推進課

各部室長および関係会社社長

コンプライアンス推進責任者が任命する者

コンプライアンス活動の実務担当

各執行部門

事務局

製造技術部

国内通報窓口

社内相談窓口として、コンプライアンスに関する相談や内部通報を受け付ける「コンプライアンス相談窓口」（総務部受付）
と、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントなどのハラスメント全般の相談を受け付ける「ハラスメント相談窓口」（人事
部受付）を設置しています。
また社外相談窓口として、第三者（産業カウンセラー）が受付窓口となる「社外第三者窓口（職場のヘルプライン）」を設け

ています。多岐にわたる相談内容について、プロのアドバイスを受けられる機会を提供しています。
各相談窓口は、社内ポータルサイトの全社掲示板に設置するとともにポスターでも掲示をし、その存在が誰でも分かるよう

になっています。なお、相談内容の秘密厳守はもちろん、通報・相談したことによる相談者への不利益な取り扱いの禁止につ
いても定め、相談者の保護を図っています。

相談窓口の設置
国内、海外共にコンプライアンス相談窓口で受け付けた事案は、全てコンプライアンス委員会へ報告されます。
コンプライアンス委員会は相談者の秘密保護と不利益防止を大前提に、必要に応じて調査担当者を指名し、事実関係の調

査を行ったうえで対応策、処分案を検討します。また、相談者へのフィードバックを行うとともに、コンプライアンス推進体制
にのっとり、再発防止の取り組みを行っています。

海外通報窓口

海外事業所からの通報に対応するため、「出光グローバルホットライン（IGHL）」を開設して運用しています。中国、アジア・
オセアニア、中東、ヨーロッパ、ロシア、北米、南米の約40拠点を対象とし、海外事業所のほぼ全てをカバーしており、現地
法人所在国の全ての言語に対応しています。

2020年度の海外通報窓口の受付実績

窓口名称 対象者 相談事例の対象範囲 相談方法 2020年度受付件数

出光グローバルホッ
トライン（IGHL）

当社グループの海外事業所の
従業員（ナショナルスタッフ、
当社からの出向者を含む）

不正行為、ハラスメント、
労働安全・安全環境・品
質保証に関する違法行為

メール 4件

社内／社外 窓口名称 対象者 相談事例の対象範囲 相談方法 2020年度受付件数

社内

コンプライアンス
相談窓口

当社および当
社関係会社な
どの従業員（ア
ルバイト・パー
トタイマー、嘱
託社員、出向
者および派遣
社員を含む）

不正、不祥事、その他
コンプライアンス全般

原則、実名相談
メール、書簡 21件

ハラスメント相談窓口
セクシュアルハラスメント、
パワーハラスメント、その他
ハラスメント全般

原則、実名相談
メール、書簡 9件

社外 社外第三者窓口
「職場のヘルプライン」

コンプライアンス全般、
ハラスメント全般

匿名相談可
メール、電話 10件

2020年度の国内社内外相談窓口の受付実績

コンプライアンス
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従業員への意識啓発
コンプライアンスの部屋

社内ポータルサイトに、コンプライアンス意識向上を図ることを目的とした「コンプライアンスの
部屋」ページを設け、違反事例や4コマ漫画を掲載し、最新の社内外の事例をアップデートして、
グループ内に広く発信しています。

グループ報での周知

ハラスメントのない職場づくりに向け、コミュニケーションのヒントとなる情報をグループ報にて発信しています。

コンプライアンス教育

「コンプライアンスWebラーニング」を、年1回、定期的に実施しています。2020年11月には、コンプライアンス知識の習
得支援と職場における課題抽出などを目的として、当社グループ従業員を対象に実施しました。また、新入社員や新任役職者
向け研修なども実施しています。

コンプライアンスブック

「コンプライアンス行動規範」にのっとり、コンプライアンスに係る具体的な行動基準を記したコ
ンプライアンスブックを2020年1月末に発刊しました。併せて、コンプライアンスブックの理解浸
透を促進すべく、コンプライアンスブック掲載テーマの具体事例を音声とスライドで紹介するコン
プライアンス研修動画も作成し、周知しています。なお、コンプライアンスブックは日本語版だけ
でなく、英語版、中国語版も発刊し、国内外のグループ従業員への周知徹底に努めています。

■  コンプライアンスブック

コンプライアンス

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、
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
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
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。

税務推進体制

税務主管部署を経理財務部が務め、「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室や関係会社への情報・
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。

コンプライアンス推進活動

2020年度の重大なコンプライアンス違反実績

2020年度の重大なコンプライアンス違反実績　0件　　　　　　　　　　 ※ グループ経営に重大な影響を与えるとして開示した違反事例

贈収賄・腐敗防止

当社グループでは、コンプライアンス行動規範において、国内外のあらゆる形式の腐敗を防止する旨を定めています。さら
に、贈収賄防止について順守すべき基本的な事項と必要な体制を定め、OECD条約、FCPA（Foreign Corrupt 

Practices Act）、不正競争防止およびその他贈収賄を禁止する各国法令への違反を未然に防ぐことを目的に、「贈収賄防止
規程」を定め、運用しています。腐敗防止は特に海外拠点におけるコンプライアンスの重要課題と位置付けており、具体的な
予防措置の重要性を啓発します。また、コンプライアンスブックにおいて、贈収賄の禁止（公務員への贈賄の禁止）、贈答・接
待の 制限について掲載し、従業員への啓発をしています。

贈収賄・腐敗防止の行動ルール（コンプライアンスブックより）

私たちは、国内・国外を問わず、公務員またはそれに準じる者に対して、不正に金品等の経済的利益を供与する、申し出る、約束
する行為は行いません。政治家および行政とは、健全かつ透明な関係を保ちます。不当な金銭要求には、確固たる姿勢で臨みます。

反競争的行為の防止 

当社グループは「独占禁止法遵守規程」にて、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、各国競争法およびその
他関連法令に関して順守するべき基本的な事項と必要な体制を定めています。代表取締役社長は、本規程の適切な運用と禁
止行為の未然防止を図るための統括責任を負い、当社の部門長および関係会社の社長は事業内容・組織体制・各国情勢・
独占禁止法などのリスクなどを慎重に考慮し、本規程を具体化する適切な自己管理の措置などを講じています。

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および申告・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。

グループ基本税務方針

当社の税務方針・税務コンプライアンス

当社グループは、税の透明性の確保が、企業が果たすべき重要な社会的責任の一つであると認識しています。また、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活動が複雑かつ多岐にわたる傾向にあることから、グループとして組
織化された対処がより重要であることを認識しています。
これらを背景に、当社グループでは、CFOを務める取締役常務執行役員が税務ガバナンスの責任を担い、以下の「グルー

プ基本税務方針」を定めるとともに、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
関連規程を定め、各国の税務関連法令を遵守して適正かつ公正な納税を実施し、適切な開示による税の透明性を高めること
で、企業の社会的責任を果たしてまいります。
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リスクマネジメント

■  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の感染拡大に関するリスク

リスクマネジメントに関する考え方
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

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
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
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
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。

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
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、
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。

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・品質保証部長、経理財務部長、法務部長、経営企画部長、人事部長、
広報部長などで構成され、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。

リスクマネジメントの取り組み

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
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

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
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。また消防、警察などの関係官庁や自治
体、お客さまなどの社外ステークホルダーとの連携を図ります。

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。
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

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。
内閣府 防災情報のページ  http://www.bousai.go.jp/taisaku/keikaku/gyomu_koukyou.html

※ 当社の「防災業務計画」をご覧いただけます。

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 同宣言解除に伴い、感染防止対策の一部緩和

7月以降 国内感染拡大状況や政府の緊急事態宣言等を受けて、適宜、緩急を付けた社内方針を発出し、感染拡大の
防止策を徹底。感染拡大状況に合わせ、出社率30％未満を目安とした感染防止体制を強化、維持を継続中

2021年7月 新型コロナウイルスワクチンの職域接種を実施

新型コロナウイルス感染症対策

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
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
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。
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総合防災訓練の実施

2007年から、BCPの実効性を高めることを目的に「総合防災訓練」
を毎年実施しています。2021年度は9月に15回目となる訓練を実施し
ました。今回は新社屋への移転を踏まえ、本社機能の確認のためのリア
ル対策本部の設置とコロナ禍でのリモート環境を併用するハイブリッド
訓練に取り組みました。同時に全社安否確認訓練も実施し、関係会社
を含め約14,000名が速やかに安否報告を行いました。訓練で得た課題
や気付きをBCPに反映させ、当社の危機対応力を向上させていきます。

■ ハイブリッド訓練

リスクマネジメント

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
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
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
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
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
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
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
価され、当社は「ランクA：防災および事業継続への取り組みが特に優
れている」との総合評価を頂きました。

■  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）

情報管理

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
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。
「ITシステム利用に関するセキュリティ基準」についての教育として、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「情報セキュリティに関するeラーニング」を毎年実施しています。これによりITシステム利用者に
情報管理の徹底を図るとともに、各部室では情報管理自主点検を行い、情報セキュリティの内部監査を毎年定期的に実施して
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。

■ 推進体制

管理部室
情報管理の推進、規程類制定、部室・関係会社の情報管理への助言、指導

部室 関係会社

情報システム部

部室長
情報管理統括責任者、情報管理責任者の任命

管理部室
情報管理の推進、規程類制定

情報管理責任者
部室内の情報管理業務の企画・推進
情報の取り扱い全般にわたる監督

（規程・要領類の周知、情報管理教育）

従業員
規程・要領類の順守、情報管理教育の受講

情報管理責任者
部室内の情報管理業務の企画・推進
情報の取り扱い全般にわたる監督

（規程・要領類の周知、情報管理教育）

従業員
規程・要領類の順守、情報管理教育の受講

総務部
グループ全体にわたる情報管理業務の

企画・推進
知的財産部

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



サステナビリティ 環境 ガバナンス ESGデータ集社会 対照表 第三者保証報告書 92

出光サステナビリティレポート  2021

リスクマネジメント

2020年度の重大な情報セキュリティ違反実績

2020年度の重大な情報セキュリティ違反：0件

社内教育
情報セキュリティに関するeラーニング

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、「情報セキュリティに関するeラーニング」（日
本語、英語、中国語に対応）を実施しています。全ての ITシステム利用者を対象に、2020年度は1～3月に実施し、15,755名
が受講、受講率は100%でした。

特化型eラーニング

2019年度から、制御系システムの利用者および管理者を対象に制御系eラーニングを実施しています。2020年度は1～
3月に実施し、5,297名が受講、受講率は100％でした。

メール訓練

標的型攻撃メールからのコンピューターウイルス感染リスクなどの低減および啓発のため、四半期に1回、標的型攻撃メー
ル訓練を実施しています。

啓発メール

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。

1. 法令等の遵守
 当社グループは、「個人情報の保護に関する法律」、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」
およびその他の関係法令、関連する政省令、並びにガイドライン等を遵守します。

2. 取得に関する事項
 当社グループは、適正かつ公正な手段により個人情報等を取得するものとし、法令により認められている場合を除き、ご本人に対
して、利用目的を予め明示または公表し、または取得後速やかに通知もしくは公表いたします。また、要配慮個人情報を取得する
場合は、法令により認められている場合を除き、予めご本人の同意を得るものとします。

3. 利用に関する事項
 当社グループは、法令により認められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報等を利用します。
4. 提供・開示に関する事項
 当社グループは、法令により認められている場合を除き、個人情報をご本人の同意なく、業務委託先、共同利用会社、事業承継先
以外の第三者に開示・提供いたしません。

5. 安全管理措置に関する事項
 当社グループは、個人情報等への不当なアクセス、または紛失、破壊、改ざん 、漏えい等を防止するために必要かつ適切な安全
管理措置を行い、個人情報の保護および個人情報管理体制の継続的な改善に努めます。組織ごとに責任者を明確にし、個人情報
等を取り扱う従業者や委託先に対して、必要かつ適切な教育訓練および監督を行います。

 また、個人情報等は正確かつ最新の内容に保ち、利用目的が達成された場合で、かつ所管法令において定められている保存期間
を経過した場合は、速やかに破棄・消去いたします。

 万一、漏えい等が発生した場合は、事案に応じて、速やかな是正措置を実施いたします。
6. 個人情報等の開示等に関する事項
 当社グループは、保有個人データおよび特定個人情報ファイルの開示、訂正等（訂正、追加、削除、利用停止、消去または第三者
への提供の停止をいいます。）のお申し出に対し、法令の定めに従い対応させていただきます。

 なお、開示しない場合又は当該データおよびファイルが存在しない場合は、その旨を回答します。

個人情報保護

基本方針

当社グループは、特定個人情報※1を含む個人情報および匿名加工情報※2（以下総称して「個人情報等」）の取り扱いに関し、
次の通り基本方針を定め、これを遵守するとともに、取り扱う全ての個人情報等をより安全かつ適切に管理します。
※1　個人番号および個人番号をその他内容に含む個人情報
※2　特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報で、当該個人情報を復元することができないようにしたもの

2020年度の重大な個人情報保護違反実績

2020年度の重大な個人情報保護違反： 0件
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知的財産

知的財産活用の取り組み

知的財産活動の推進

当社では、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迅速かつ効率的に課題解決を図るべく、各事業部に知
財担当部門を設置する体制をとっています。これら知財担当部門と知的財産部が連携することで、知的財産情報の調査・解析、
出願・権利化、あるいは渉外業務といったさまざまな知的財産活動を円滑に実行しています。
燃料油分野では、2021年リニューアルされたapollostationに関する商標出願や意匠登録出願を行い、ブランド価値を守るこ

とに貢献しています。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。

■特許保有件数の推移
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出光興産
昭和シェル石油

■特許公開件数の推移
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昭和シェル石油

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、
知的財産部に渉外担当を設置し、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しています。

知的財産教育の推進

当社では、知財マインド※を醸成するため、知的財産に関する社内教育や啓発活動を実施しています。社内教育では、新入
社員向け、1年目研究職向け、中堅研究職向けといった階層別に研修を用意しています。
※ 知財マインド：他社の知的財産権を尊重しつつ、自社の知的財産権の取得と活用を通じ、公正な競争力により事業を展開する意識、姿勢

特許事務所や行政機関との協働

国内はもとより、海外主要国の特許事務所との協働を通じ、事業展開に必須の知的財産権取得に注力しています。海外特
許事務所の特許弁護士との直接コミュニケーションなどによって連携を強化し、各国特許庁の審査官との面談や交渉、技術説
明会の実施などを通じ、強い特許権の確保を目指しています。また、JETRO（日本貿易振興機構）の協力を得ながら、新興国
を中心に発生している模倣品の実態把握と対策、各国政府機関へのロビー活動にも取り組んでいます。

各国特許法への対応

特許法は国ごとに制定されているため、特許の出願・権利化、維持管理などには、各国法に則した対応が必要です。近年
は、各国が権利取得の迅速化に向けて特許審査の国際的調和（法律・制度、審査実務の運用差異の緩和）を進めており、各
国での法改正や整備の情報から目が離せません。知的財産部ではビジネスのグローバル化に合わせ、米国、欧州、中国、韓
国、台湾など国・地域ごとに法制度や審査実務の変化を的確に把握し、日々の知的財産活動に反映しています。

情報解析

事業でグローバル競争に打ち勝つには、業界内における当社グループの知的財産権の強みと弱みを把握するとともに、競
合企業との競争力を比較分析することが必要です。強みを生かした当社独自の戦略を描くには、世界中の特許情報というビッ
グデータ、さらには企業情報・業界動向等を対象に調査、解析を行うことが重要となります。当社では専属の情報チームを設
置し、関係部署と共に「IPランドスケープ」手法の活用に取り組んでいます。

知的財産の活用
当社グループでは、各事業部と知的財産部とが一体となって知財活動を行っています。事業部門、研究開発部門および知

的財産部が連携して特許や商標などの知的財産の出願・権利化、維持管理とその活用を行い、当社グループの事業発展や
ブランド価値の向上に貢献しています。
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