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環境方針
全ての事業・業務・行動において環境保全を優先し、以下の方針を定めます。
1. 汚染の予防に努め、環境保全に貢献
2. 環境関連の法規制、協定および業界規範等の順守
3. 環境目標の設定と達成
4. 環境技術・環境商品の開発・普及
5. エネルギー利用の効率化・資源の有効活用
6. 生物多様性への影響の低減
7. 環境パフォーマンス向上のため、環境マネジメントシステムの継続的な改善
GHGの削減
1.再生可能エネルギー事業の拡大
2.化石燃料の低炭素利用・高効率利用の研究

ステークホルダーとのかかわり　基本方針
「経営の原点」と「経営方針」に掲げたステークホルダーの皆さまとの約束を実現するために、社員一人
ひとりが行動指針にのっとって自分の役割を果たします。
健康に関する方針
出光は、従業員一人ひとりが尊重される人間を目指し、真に「自由に働いて、仕事を楽しむ」ことを目
標としています。このため、わが社では、60歳代まで心身ともに健康で活き活きと働くための健康づ
くりを「経営上の課題」と位置づけ、従業員一人ひとりが「自律的な健康管理」ができるよう促すとと
もに、「活力ある職場づくり」に取り組んでいきます。
社会に関する取り組み
1. ダイバーシティ・マネジメントの推進
2.サプライチェーンへの取り組み
3. 地域貢献活動の実施
4. 文化活動を通しての社会貢献

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および監査役会により、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。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、担当・統括取締役、担当・統括執行役員お
よび部門長に委任しています。
リスクマネジメント　基本方針
出光グループの事業活動にかかわるリスクを未然に認知・評価し、可能な限り排除・軽減して経営の
安定を図る。
コンプライアンス　基本方針
経営理念に基づき、コンプライアンスを自らの社会的責任と考え、社内にコンプライアンスを徹底 
する。
安全・保安　基本方針
すべての事業・業務・行動において保安の確保を優先し、以下の事項に取り組みます。
1.人の安全の確保
2.設備・プロセスの保安の確保
3.仕事の仕組み・進め方における保安の確保
4.経営資源の適正な配分・活用
5.安全文化・マネジメントの確立
品質保証　基本方針
お客さまに安心、活力、満足を感じていただける新しい価値の創造を目指し、お客さまの要求に応じ
た安全で良質な商品を、安定的かつ経済的に供給し、社会に貢献する。

出光の経営理念
　創業者出光佐三（1885～1981）が多くの文章に残した自らの考えを近年、経営理念として簡潔にまとめたものが、
「経営の原点」「経営方針」「行動指針」です。当社グループは、「経営の原点」に基づいて「経営方針」に示した皆さま
との約束を果たし、社員一人ひとりが「行動方針」にのっとって自分の役割を果たしていくことを目指しています。

経営の原点
出光は、創業以来、『人間尊重』という考えを事業を通じて実践し、広く社会で期待され信頼される企業となることを 
目指しています。
●  わたしたちは、お互いに信頼し一致協力し、「人の力」の大きな可能性の追求を事業で実践することで、 
世の中に役立ちたい。

●  わたしたちは、常に高い理想と志を持ち、仕事を通じてお互いに切磋琢磨することで、一人ひとりが世の中で 
尊重される人間として成長していきたい。

●  わたしたちは、お客さまとの約束を大切にし、何よりも実行を重んじることで、信頼に応えていきたい。

経営方針
● 新しい価値の創出と提供（お客さまへの約束）
  お客さまに安心・活力・満足を感じていただける商品・技術・サービスを提案、提供します。 
そして、新しい価値の創出に努めます。

● 社会への貢献（社会・環境への約束）
  安全を基盤とし、自然環境の維持・向上に努めます。 
そして、地域・文化・社会に貢献します。

● 確かな成果の還元（株主への約束）
  企業としての社会的責任を果たし、健全で持続的な成長を図ります。 
そして、株主に確かな成果の還元に努めます。

● パートナーとの協働（ビジネスパートナーへの約束）
  販売店はじめ、共に事業に携わっている方々とお互いに協力し、お客さまの安心・活力・満足を実現します。 
そして、成果と成功の共有を目指します。

● 自己成長・自己実現の追求（社員への約束）
  社員一人ひとりが、自己成長と自己実現を追求することができる環境をつくります。 
そして、各人が尊重される人間となるべく努力します。

行動指針
● 顧客第一  どうすればお客さまに満足していただけるのかを考え、行動する。
● 倫理観 高い倫理観を持ち、誠実・公正に行動する。
● チャレンジ  柔軟な視点と発想で創意工夫し、スピードをもって革新に挑戦する。
● 一致協働  論議を尽くし、その結論に対しては一致協力して取り組む。
● 自己完結  任された仕事は、自らの責任と誇りにおいてやり遂げる。
● 自由闊達・人を育てる 自由闊達で、互いに成長し合う風土をつくる。
● 地域との融和 地域の一員として、地域の発展に貢献する。

　当社グループは、「人を中心とした事業経営を実践し、事業を通じて持続可能な社会の発展に貢献すること」が使命で
あり、 社会的責任であると考えています。すなわち、経営理念そのものが当社のサステナビリティです。 環境・社会・ガ
バナンスなどサステナビリティの課題とされている項目については、委員会や本部の方針に沿って、各主管部門が自律的
に推進しています。社会・環境パフォーマンスデータなど詳細は、当社ウェブサイトでご覧いただけます。
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経営方針　コーポレート・ガバナンス

ガバナンス

コーポレート・ガバナンス

当社は、創業以来「人間尊重」という考え方を事業を通じて実践し、広く社会で期待され信頼される企業となることを目指
しています。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し、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、社員などステークホルダーとの良好な関係を構築していく
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て会社の持続的成長と中長期的な企業
価値を向上させようというもので、「広く社会で期待され信頼される企業」を目指す当社としては、基本的には順守すべき
ものだと考えています。
ガバナンスを向上すべく、社外の有識者による取締役会の諮問機関として、2003年に経営諮問委員会と安全保安諮問委員
会の2つを設置し、専門的な見地からの意見を経営に生かしてきました。その後、独立社外監査役を選任し、さらに2014

年以降は、独立社外取締役を複数名選任し、継続した改善に取り組んできました。多様な知見やバックグラウンドを持つ社
外取締役、社外監査役と当社の経営の実態や経営をめぐる環境を率直に議論し、闊達な意見を真摯に取り入れることによ
り、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および監査役会により、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。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、担当・統括取締役、担当・統括執行役員および部門長に委任しています。
2018年5月15日開催の取締役会において、2017年度の内部統制システムの運用状況を確認し、さらに実効性あるものと
すべく、2018年度の内部統制システムの基本方針を決議しました。この基本方針に従い、リスクマネジメントの強化を目
的に、2018年7月から、社長を委員長とする「リスク経営委員会」を設置するとともに、従来のリスクマネジメント委員会
とコンプライアンス委員会は統合して「業務リスク・コンプライアンス委員会」とする体制に見直しました。

取締役は、11名となっています。2017年に社外取締役が2名増員となり、取締役の員数の3分の1が、女性・外国人を含む
多様なバックグラウンドを持つ社外取締役で構成されています。取締役の任期は1年であり、毎年、株主総会で選任されて
います。2017年度は、取締役会を16回開催しました。
監査役は4名のうち、2名を社外監査役とし、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、
監査役相互の課題および情報の共有化を図るとともに、必要に応じ取締役および各部門に対し、情報の提供を求め、監査レ
ベルの向上を図っています。2017年度は、監査役会を18回開催しました。

コーポレート・ガバナンス体制の状況

組織形態 監査役会設置会社

定款上の取締役の員数 20名以内

定款上の取締役の任期 1年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 11名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4名

社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 4名

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 6名

監査役の人数 4名

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2名

社外監査役のうち独立役員に指定されている人数 2名

役員一覧

http://www.idemitsu.co.jp/ir/manage/message/governance.html
http://www.idemitsu.co.jp/ir/manage/director/index.html
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取締役会の実効性評価

当社は年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ています。
2017年度の評価は、全取締役および監査役を対象としたアンケート（全26問）に基づき、取締役会で討議する方法で実施
しました。アンケートは、設問の設計および回答の分析に外部専門機関の助言を得ながら実施しました。
2017年度は独立社外取締役が2名増員され、社内と社外の比率（社内取締役・監査役9名、独立社外取締役・監査役6名）、
メンバーの多様性（女性、外国籍）などバランスの取れた取締役会において、重要情報を共有化のうえ、深く多面的な議論を
行ってきました。アンケート・討議を通じ、取締役会としての役割・責務は果たされ、実効性は確保されていると評価して
います。

昨年度の評価において課題と認識された「社外取締役への事前説明の充実」については、豪州、米国をはじめとする国内外
の事業所の訪問、技術・研究部門の発表会への出席など、取締役会以外の場で審議の前提となる事業内容、経営戦略の理解
を深めるよう努めました。また、社外取締役・社外監査役により3ヵ月に1回行われる社外役員ミーティングにおける自由
な討議を通じて事業への理解を深めました。取締役会事前説明では、議案の説明のほか、事業の紹介を実施しました。
また、「企業戦略、中期計画、年度計画などについて取締役会としての議論を一層深めていくこと」については、第5次連結
中期経営計画の策定過程において、社外取締役への事前説明の機会に検討状況を都度共有の上、取締役会における意見交
換を実施し、将来の環境想定等への指摘事項を、計画案に反映させました。

「指名・報酬諮問委員会の役割・責務および審議事項等の取締役会への共有」という課題については、新社長候補および定時
株主総会に提案する取締役・監査役候補の選定に際し、指名・報酬諮問委員会が多面的な評価を実施の上、答申しました。ま
た、取締役の報酬に関して業界水準等客観的なデータを基に答申しました。これらにより、プロセスの透明化を図りました。
2018年度は、取締役会に先立ち開催される経営委員会における論点を十分に共有化することを引続き徹底することによ
り、独立社外取締役が議案への理解を一層深めた上で取締役会に臨めるようにします。また、中期経営計画の進捗につい
て、取締役会でフォローしていきます。
指名・報酬諮問委員会は指名諮問委員会および報酬諮問委員会に改組し、6名の独立社外取締役・監査役はいずれかの委員
を務めます。それぞれの委員会でなされた議論を、互選により選定された委員長が代表して取締役会で報告します。
このほか、評価を通じて認識されたサステナビリティ、女性の活躍の促進、リスクマネジメント体制、取締役会の機能強化
の各課題についても、体制の見直しも含めて取組んでいきます。

コーポレート・ガバナンス体制

コーポレート・ガバナンス体制

コーポレート・ガバナンス報告書【2018.6.29提出】（PDF：4,670 KB）
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役員報酬等

報酬諮問委員会は、独立社外取締役2名と社外監査役1名の3名で構成されます。取締役の現金報酬については、2006年6

月27日開催の第91回定時株主総会で、年額12億円以内と定められており、個別の額は取締役会が報酬諮問委員会の答申
を踏まえて決定しています。2017年度の報酬等は、合計15名（社外取締役を含む）で680百万円でした。基本報酬以外に、
ストックオプション、賞与、使用人給与、退職慰労金等の報酬等はありません。
2018年6月28日開催の第103回定時株主総会の決議により、取締役（社外取締役および国内非居住者を除く）および執行
役員（国内非居住者を除く）（以下、併せて「取締役等」）を対象に、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献
意識を高めることを目的に、当社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度として、業績連動型株式
報酬制度を導入しました。本制度は「役員報酬BIP（Board Incentive Plan）信託」と称される仕組みで、当社が拠出する取
締役等の報酬額を原資として、信託が当社株式を取得し、当該信託を通じて取締役等に当社株式および当社株式の換価処
分金相当額の金銭の交付および給付を行う株式報酬制度です。
連続する3事業年度を対象として、各事業年度の業績等に応じた当社株式等について、取締役等の退任後に役員報酬として
交付等を行います。なお、本信託に拠出される信託金の合計上限額は9.8億円、本信託が取得する株式の上限は381,000株
と定められています（いずれも3年分）。

http://www.idemitsu.co.jp/content/100135042.pdf
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会
計
監
査
人

部門（長）
自己管理

子会社

取締役（会）

管理部（長）
※総務、人事、経理、 
情報システム等
モニタリング

（専門・横串の視点）

執行（社長以下）

連携

監
査
役
監
査

内部監査室
（社長直轄）

内部統制システムの 
有効性をモニタリング

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。まず、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、業務の適法性等を徹底しています。次に、総務、人事、経理、情報システム、安
全・環境等の管理部門が、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。
最後に、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「財務報告に関わ
る内部統制（J-SOX）評価」を実施しています。　内部監査は国内外の事業所、子会社の内部監査を実施しています。2017

年度は国内12部署、海外７部署、合計19部署（関係会社15社を含む）を対象に内部監査を実施しました。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、関係役員、監査役、部門長にも報告します。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。

経営監視の仕組み

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、部店長、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、主要部店の往査等を通じて、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。

監査役監査
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委員会名 委員長 委員 開催頻度 役割

経営委員会 社長 委員長が任命する委員 原則2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、業務執行の決定

リスク経営委員会 社長 委員長が任命する委員 原則4回／年 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、リスクマネジメント
方針の決定とモニタリング

業務リスク・ 
コンプライアンス
委員会

取締役または 
執行役員

関係部門長 原則4回／年 業務リスクマネジメントの推進とコンプライア
ンスの徹底のための重要方針の審議、立案およ
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

取締役、執行役員 
または内部監査室長

関係部門長 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 取締役または 
執行役員

業務リスク・コンプラ
イアンス委員長、関係
部門長

必要に応じて開催 制度開示情報等の開示の決定

投資委員会 経営企画部長 委員長および経理部長
が指名する委員

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等
の策定

デリバティブ 
委員会

取締役または 
執行役員

委員長が指名する委員 原則4回／年 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

経営企画部長 関係部門長 原則1回／月 サービス・原材料等の発注に係る事項の審議・ 
検討

与信委員会 経理部長 関係部門長 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

研究開発委員会 取締役または 
執行役員

関係部門長 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

各委員会

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次の2つの委員会を
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。
「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、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いただいています。
「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、保安の強化課題、特に技術的な課題に対して諮問し
てきました。昨今の経営環境の変化により、事業拡大、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、事業展開に即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。
「指名諮問委員会」および「報酬諮問委員会」は独立社外取締役および独立社外監査役で構成される委員会です。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について、答申します。ま
た、報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の報酬に関する事項について答申します。

経営委員会およびリスク経営委員会ならびに各委員会

「経営委員会」は業務執行の決定、「リスク経営委員会」はリスクマネジメント方針の決定とモニタリングを役割としてい
ます。リスクマネジメントにおいては、下部組織として「業務リスク・コンプライアンス委員会」を設置し、その他必要に
応じて各委員会を設置しています。
また、「財務報告に係る内部統制評価委員会」を設置し、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
定に関する事項等を審議・検討しています。
「経営委員会」および「リスク経営委員会」以外の委員長は、原則として社長以外の取締役または執行役員とし、内部統制
の一貫として部門横断的な機能を担い、実効性のある委員会運営を行うこととしています。
各委員会の概要については次表のとおりです。
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項目 委員会など 主管部門

CSR全体推進 経営委員会 サステナビリティ戦略室

リスクマネジメント
リスク経営委員会
業務リスク・コンプライアンス委員会

経営企画部
総務部

コンプライアンス

保安・労働安全
安全環境本部

安全環境・品質保証部環境保全

品質保証・製品安全 品質保証本部

雇用・労働慣行 ̶ 人事部

地域文化の保護・尊重 ̶ 総務部／3製油所・2石油化学工場

情報開示／
社会的コミュニケーション 情報開示委員会 広報室／経理部

情報管理（個人情報保護を含む） ̶ 総務部／情報システム部／知的財産部

コンプライアンス
リスクマネジメント

安全・保安
環境マネジメント

製品提供にあたっての責任（品質保証）
働きがいのある職場づくり

地域とのかかわり
4つの取り組み　地域との取り組み

理念

当社グループは、「人を中心とした事業経営を実践し、事業を通じて持続可能な社会の発展に貢献すること」が使命であり、
社会的責任であると考えています。すなわち、経営理念そのものが当社のCSRです。
環境・社会・企業統治などCSRの課題とされている項目については、委員会や本部の方針に沿って、各主管部門は自律的
に推進しています。委員会、本部の事務局となる主管部門は事業所の推進を支援し、必要に応じて監査・改善指導を行いま
す。サステナビリティ戦略室は、国内外のCSR動向およびステークホルダーの要請を把握し、環境変化に応じた対応を主
管部門と連携しながら進めるとともに、「出光レポート」を通して当社の経営現状を財務・非財務情報の両面からステーク
ホルダーに発信しています。

CSRの推進体制
業務リスク・コンプライアンス委員会

安全環境本部

委員長 取締役または執行役員

委員 広報室長、経営企画部長、安全環境・品質保証部長、総務部長、人事部長、経理部長、製造技
術部長、情報システム部長

事務局 総務部リスクマネジメントグループ

基本方針 経営理念に基づき、コンプライアンスを自らの社会責任と考え、社内にコンプライアンス
を徹底する。

活動
・ 重要リスクの選定と対策に関する事項
・ 重大なリスクの顕在化の兆候や新たなリスクの把握と対応
・ その他業務リスクマネジメントの推進に関する事項

本部長 取締役会において選任された取締役（「保安担当役員」という）

副本部長 安全環境・品質保証部長

本部員 部門長

事務局 安全環境・品質保証部 安全環境室

基本方針

安全・保安の確保は経営努力の結果であり、事故・災害ゼロは最大の成果との認識に立ち、
人の安全と設備・プロセスの保安の確保を最優先に徹底して取り組む。
事業活動に伴う環境負荷低減に努めるとともに環境の保全に関する先進的な取組を行うこ
とにより、経済と環境の調和ある社会の形成に貢献する。

活動

・ 本部が当社グループの年度安全環境基本方針と重点課題を示し、各事業部門は方針に則
り自部門のPDCAサイクルを回します。原則として年1回開催する本部会議で、レビュー
と次年度方針の決定を実施しています。

・ 各部門には安全担当課長、環境担当課長を配置しています。
・ 製油所・石油化学工場に対しては、年1回、本部長の現場巡回による安全環境指導と事務
局による安全環境監査を実施します。他の事業所は3年に1回程度、安全環境監査を実施
します。

http://www.idemitsu.co.jp/csr/wp_csr/idea/index.html
http://www.idemitsu.co.jp/csr/idea/compliance.html
http://www.idemitsu.co.jp/csr/idea/index2.html
http://www.idemitsu.co.jp/csr/idea/index2.html
http://www.idemitsu.co.jp/csr/environment/environment.html
http://www.idemitsu.co.jp/csr/social/product.html
http://www.idemitsu.co.jp/csr/social/workplace/index.html
http://www.idemitsu.co.jp/csr/social/index.html
http://www.idemitsu.co.jp/factory/local/index.html


98 出光レポート　2018

社長メッセージ 各事業における5次中計の 
取り組みおよび事業説明

出光グループESGの詳細 企業データ、ほか

品質保証本部

2018年度　2018年７月31日現在情報開示委員会

本部長 取締役会で選任される取締役

副本部長 安全環境・品質保証部長

委員 品質に関係する事業部門の部門長

事務局 安全環境・品質保証部 品質保証室

基本方針 お客さまの要求に応じた安全で良質な商品・サービスをお届けするために、品質保証活動
の円滑なる推進と製品安全の確保を徹底する。

活動

・ 本部が当社グループの年度品質保証基本方針と重点課題を示し、各事業部門は方針に則
り自部門のPDCAサイクルを回します。原則として年1回開催する本部会議で、進捗管
理を実施しています。

・ 本部の下に、品質に関係する各事業部門の品質保証担当課長で組織する品質保証専門部
会を設置し、品質保証レベルの確保と継続的な改善に取り組んでいます。

委員会名 委員長  または  本部長 役職名 氏名

業務リスク・コンプライアンス
委員会 委員長 上席執行役員 原田　和久

安全環境本部 本部長 取締役
（保安担当役員） 鷺島　敏明

品質保証本部 本部長 取締役 鷺島　敏明

情報開示委員会 委員長 執行役員 寺上　美智代

委員長 広報部門管掌取締役、担当取締役または担当執行役員

委員 業務リスク・コンプライアンス委員長、総務部長、経理部長、経理部ＩＲ室長、 
経営企画部長、広報室長

事務局 広報室

基本方針
・誠実かつ公正・適時・公平な開示に取り組む。
・法令・規則・基準を順守した情報開示を徹底する。
・当社グループに対する理解を深めていただく情報の開示に努める。

活動

・情報開示に関する基本方針を策定します。
・開示する情報を決定し、それによる市場への影響を検討して、適切な開示内容・手段・時
期等を決定します。

・当社が発行する「IR通信」「アニュアルレポート（英文）」「出光レポート」の承認を行い
ます。

2017年度　2017年７月31日現在

委員会名 委員長  または  本部長 役職名 氏名

コンプライアンス委員会
リスクマネジメント委員会 委員長 取締役 鷺島　敏明

安全環境本部 本部長 副社長
（保安担当役員） 松下　敬

品質保証本部 本部長 副社長 松下　敬

情報開示委員会 委員長 常務取締役 丹生谷　晋
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