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コーポレートガバナンスの基本的な考え方
当社は、ダイバーシティ＆インクルージョンをもとに、環境・社会と調和を図りながら、お客様・ステークホルダーとともに、新
たな価値創造に挑戦し続ける日本発のエネルギー共創企業となることを目指しています。
そのため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、経営ビジョンに基づき、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の下で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。取締役会の客観性を高めるために、取締役会議長は、社長が務めるよう定款で規定し
ていましたが、取締役会で選任するよう変更し、議長と社長の役割を分離できるようにしました。　
これ以外の事項に関しては、業務執行に関する意思決定を迅速に行うため、業務執行に関する権限を社長、経営会議、執行
役員を兼ねる取締役、執行役員および部門長に委任します。経営会議は、代表取締役や一部の執行役員を構成員とし、決裁
権限規程に基づき業務執行について決定します。

各委員会
経営諮問委員会・安全保安諮問委員会
当社は経営の透明性・健全性を維持するため、取締役会の諮問機関として社外の有識者を委員とする「経営諮問委員会」と「安
全保安諮問委員会」の２つの委員会を設置しています。両委員会において、第三者の視点から当社に対する忌憚のない意見
を受け、それを経営の改善に反映しています。

「経営諮問委員会」は、経営全般の変革に向けた課題を諮問する機関として位置付けられ、原則として半期に１回開催し2名の
社外の諮問委員から提言を受けています。

「安全保安諮問委員会」は、製油所・事業所の大規模災害防止のために保安の強化課題、特に技術的な課題について諮問し
てきました。昨今の経営環境の変化により、事業拡大や新規事業、海外展開などにおける安全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、社外有識者から提言を受けられるように安全環境本部内に担当
ワーキンググループを設けています。

指名諮問委員会・報酬諮問委員会
当社は指名・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、独立社外取締役と独立社外監査
役で構成され、独立社外取締役が委員長を務める「指名諮問委員会」と「報酬諮問委員会」を設置しています。

「指名諮問委員会」は社長が提案した株主総会に提出する取締役および監査役候補者の選任に関する事項と、社長や執行役員
などの選任について答申します。また、「報酬諮問委員会」は取締役や執行役員の報酬に関する事項について答申します。

経営委員会・リスク経営委員会および各委員会
グループの戦略やガバナンスのあり方などの経営課題を検討するとともに、業務執行上の重要案件を審議するための機関と
して「経営委員会」を設置しています。また、グループのリスクマネジメントに関わる事案を審議・決定し、必要に応じ、これを
モニタリングするための機関として「リスク経営委員会」を設置しています。

「経営委員会」の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、「投融資委員会」「デリバティブ委員会」「プ
ロキュアメント委員会」「与信委員会」「研究開発委員会」の５つの専門委員会を設置しています。また、「リスク経営委員会」の
下部に「リスクマネジメント委員会」や「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。その他、J-SOX対応強化のための「財務報告に係る内部統制評価委員会」
や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「情報開示委員会」を設置しています。
各委員会の概要については次ページの通りです。

コーポレートガバナンス

■  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 監査監査報告 連携

監査諮問

答申

連携

連携

業務執行

監督・指示

監督・指示

報告

報告

監査

報告
報告

通報

監督・指示

監督
指示

報告

リスク経営委員会

各部門・関係会社
グループ従業員

経営委員会・経営会議

コンプライアンス委員会

投融資委員会
情報開示委員会

デリバティブ委員会

リスクマネジメント委員会

与信委員会
プロキュアメント委員会

研究開発委員会

指示

報告
財務報告に係る

内部統制評価委員会

コンプライアンス窓口
ハラスメント窓口

安全環境本部
品質保証本部

社長 内部監査室

指名諮問委員会
報酬諮問委員会
経営諮問委員会
安全保安諮問委員会

株　主　総　会

監査役会
監査役取締役会 会計監査人



サステナビリティ 環境 ガバナンス ESGデータ集社会

出光サステナビリティレポート  2019

対照表 第三者保証報告書 53

コーポレートガバナンス体制の推移
取締役は13名、そのうち５名は、女性・外国人を含む多様なバックグラウンドを持つ独立社外取締役です。取締役の任期は
定款の定めるところにより、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなり
ます。2018年度は、取締役会を15回開催しました。
監査役は4名、そのうち2名が独立社外監査役であり、外部からの経営監視機能が十分に果たせる体制を整えています。監査
役会は、監査役相互の課題や情報の共有を図るとともに、必要に応じて取締役や各部門に情報の提供を求め、監査レベルの
向上を図っています。2018年度は、監査役会を16回開催しました。

取締役会が取締役・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、これを決定しています。
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、スキルマトリックスを作成し、選考の基準の1つとしています。
それらを踏まえて、取締役会は指名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
代表取締役全員と議論した上で指名諮問委員会に上程し、取締役会が指名諮問委員会の答申を踏まえて決定しています。
また、指名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。

監査役候補者の指名について
当社は、監査役会の構成を踏まえた監査役の人材基準について、監査役会の事前の同意を得た上で、これを決定しています。
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、社内
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、監査役会の事前の同意を得た上で選任します。
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上で、社内外を問わず、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。

コーポレートガバナンス

社外役員の独立性基準について
当社は取締役が監督機能を発揮するため、「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。
社外役員の独立性基準
① 現在または過去において当社またはその子会社の業務執行者になっていないこと
② 当社の最新の株主名簿において持株比率10％以上の大株主または大株主である団体に現に所属している者でないこと
③ 直近の３事業年度において、年間のグループ間の取引総額が連結売上高の２％以上の取引先およびその連結子会社に現

に所属している者でないこと
④　直近の３事業年度において、当社から役員報酬以外に平均して年1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサル

タント、会計専門家、法律専門家、会計監査人もしくは顧問契約先（それらが法人、組合などの団体である場合は、その団
体に現に所属している者）でないこと

⑤ 直近３事業年度において、総収入または経常収益の２％以上の寄付を当社から受けている非営利団体に現に所属している
者でないこと

⑥ ②～⑤の団体または取引先に過去に所属していた場合、その団体または取引先を退職後５年経過していること
⑦　当社または当社の特定関係事業者の業務執行者（ただし、重要でないものを除く）の配偶者または三親等以内の親族でないこと

委員会名 委員長 委員 開催 役割

経営委員会 社長 委員長が任命する
委員 原則3回／月 グループ全体並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

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 グループ経営に関わるリスクマネジメント方針の

決定と、モニタリング

投融資委員会 担当役員
（経営会議で決定） 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

デリバティブ委員会 担当役員
（経営会議で決定） 関係部室長 原則１回／月 デリバティブ監査およびグループ全体のリスク管

理状況の確認・報告
プロキュアメント
委員会

担当役員
（経営会議で決定） 関係部室長 原則１回／月 サービス・原材料などの発注に係る事項の

審議・検討

与信委員会 担当役員
（経営会議で決定） 関係部室長 原則１回／月 不良債権の回収対策などおよび債権管理に関する

基本方針の制定など

研究開発委員会 担当役員
（経営会議で決定） 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
リスクマネジメント
委員会

担当役員
（経営会議で決定） 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
コンプライアンス
委員会

担当役員
（経営会議で決定） 関係部室長 原則2回／年 コンプライアンス懸念事項の適正対応およびコン

プライアンス活動の推進
財務報告に係る内部
統制評価委員会 経理部門担当役員 関係取締役または

執行役員 原則2回／年 財務報告に係る内部統制に関する事項の審議・
検討

情報開示委員会 担当役員
（経営会議で決定）

関係取締役、執行役
員および部室長 必要に応じて開催 制度開示情報などの開示の決定

年度 組織形態 取締役人数 うち、社外取締役人数 監査役人数 うち、社外監査役人数

2015年度 監査役会設置会社 10名 2名（女性1名）    5名 3名

2016年度 監査役会設置会社 10名 2名（女性1名） 5名 3名

2017年度 監査役会設置会社 12名 4名（女性1名、外国人1名） 4名 2名

2018年度 監査役会設置会社 11名 4名（女性1名、外国人1名） 4名 2名

2019年度 監査役会設置会社 13名 5名（女性1名、外国人1名） 4名 2名
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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の提供・斡
旋をするとともに、必要経費について広く支援を行うこととしています。

取締役会の実効性評価
当社は年に１回以上取締役および監査役全員で取締役会全体の実効性を評価し、その結果の概要を開示します。2019年４
月に発足した統合新社としての最初の実効性評価は、2019年度下期に実施します。

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（以下、取締役など）の報酬は、経営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。

報酬水準
取締役などの報酬水準は、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ます。

報酬構成
当社は、2019年４月１日をもって昭和シェル石油（株）との経営統合を行いました。2019年度以降の取締役（社外取締役を除く）
および執行役員の報酬体系は新たな体制の下で、シナジー創出の最大化や事業ポートフォリオの組み替え、環境・社会・ガ
バナンスへの取り組み強化などに貢献し、さらなる企業価値向上につなげることを重視し、①固定報酬、②業績連動賞与（イ
ンセンティブ構成の明確化を目的に、これまでの業績連動型金銭報酬（定期同額給与）を業績連動賞与に移行）、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。
なお、標準支給時ベースにおける固定報酬・業績連動賞与・業績連動型株式報酬の割合は、おおむね70％・15％・15％とな
るように設定しています。また、社外取締役の報酬は、客観的な立場から業務執行の妥当性を判断し、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。

業績連動の算定指標について、当期純利益・連結営業利益を指標としているのは、株主・投資家との価値共有を図るためで
あり、当社の企業価値向上に向けた収益力の強化のための適切な指標であるとの考えに基づいています。
また、当該各指標のウェイトは、各取締役などの職責に鑑み設定しています。

① 固定報酬
固定報酬は、役割に応じて定められた報酬額を月次で支給するものとします。

②業績連動賞与
業績連動賞与は、役割や会社業績（親会社株主に帰属する当期純利益（以下、当期純利益）・連結営業利益）などの達成
度に応じて0～200％の範囲で変動する設計です。

③業績連動型株式報酬
業績連動型株式報酬は、株主との価値共有の観点から、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です。また、取締役などに対して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です。

役員の報酬などに関する株主総会の決議年月日および当該決議の内容

役員の報酬などについては、2006年6月27日開催の第91回定時株主総会において、取締役については年額12億円以内、監
査役については年額1億2千万円以内と定められており、当該決議時における取締役数は12名、監査役数は5名です。
なお、2019年6月27日開催の第104回定時株主総会において、上記の報酬枠とは別に、連続する3事業年度を取締役などに
対する業績連動型株式報酬制度の対象期間として設定する信託に対して、合計19億円（ただし、2018年度から既に開始する
信託については、2018年度から2021年度までの４事業年度を対象期間として合計23億円）を上限とする金員を拠出し、当該
信託を通じて取締役などに当社株式の交付を行うことを決議しました。当該決議時において本制度の対象となる取締役（社外
取締役を除く）の数は6名、取締役を兼務しない執行役員数は31名です。
取締役の個別の報酬などは、取締役会が独立社外取締役および独立社外監査役で構成される指名・報酬諮問委員会の答申
を踏まえて決定し、監査役の個別の報酬などは、監査役の協議で決定しています。なお、指名・報酬諮問委員会について、
2018年度は役員報酬に関する審議を含めて計11回開催しました。

役員区分ごとの報酬などの総額

2018年度の取締役の報酬などは総額11億9千万円、監査役の報酬などは総額１億円です。

コーポレートガバナンス

区分 人数
（名）

固定報酬
（百万円）

業績連動報酬（百万円） その他報酬
（新社制度移行対応）

（百万円）

報酬などの
総額

（百万円）
現金報酬

（定期同額給与支給） 株式報酬

取締役
（社外取締役を除く） 7 393 136 132 472 1,135

監査役
（社外監査役を除く） 3 59 4 - 12 77

社外取締役・社外監査役 6 69 - - 9 78

合計 16 522 141 132 494 1,290

※ 当社の現行の役員報酬制度は、固定報酬ならびに業績連動型現金報酬（定期同額支給）および業績連動型株式報酬により構成されています。2019年度からインセンティブ構
成の明確化を目的として、業績連動型現金報酬（定期同額支給）を賞与払いに移行しました。「その他報酬」とは、賞与払いへの移行対応分および経営統合に伴う役員報酬の
調整分について臨時支給したものです。
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コーポレートガバナンス

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、執行（社長以下）の指揮の下、3つ
のディフェンスラインがそれぞれ有効に役割を果たすことで内部統制を機能させています。① 各部門が日常のオペレーション
に自己管理を組み込んでリスク管理し、業務の適法性などを徹底しています。② 管理部門が専門分野ごとに部門の支援や自
己管理状況のモニタリングをしています。③ 社長直轄の「内部監査室」を設置し、その専属スタッフが独立的・客観的な立場
で「内部監査」と「財務報告に係る内部統制（J-SOX）評価」を実施しています。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。こうして、各部門における内部統制の有効性を評価し、結果は、社長、監査役、部門長および関
係役員に報告します。改善の助言・提案を受けた部門は、計画的に改善に取り組むとともに、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。

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、非常勤監査役は、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。

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、取締役会で審議の上、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。2018年度は6銘柄合計で887百万円分の株式を売却しました。

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、説明を受けた上で議決権を行使します。
政策保有先の議案が当社と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。
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