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じめとするステークホルダーとの協働により社会的責任を果たすとともに、透明・

どの諸課題について国内外の有識者から多面的かつ客観的な助言・提言を
得、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すことを目的として「経
営諮問委員会」を、それぞれ設置しています。2020年度に開催した各委員
会の委員出席率は毎回100%でした。

公正かつ迅速・果断な意思決定を行うことを目的として、コーポレートガバナン

当社では、資源国政府や同国の国営石油会社、国際石油会社などとの重

スの充実に取り組んでいます。また、主体的な情報発信を行うことで、意思決

要な交渉機会が多く、これには当社事業に関する知識・技術及び国際的な経

定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現するこ

験を有し、業務に精通した社内出身の取締役・執行役員が当たる必要がある

とを目的に、
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を制定し、開示して

と考えています。そのため社内出身の取締役は原則として執行役員を兼務す

います。併せて、コーポレートガバナンスの進展等に合わせ、適宜基本方針

ることで、取締役会が効率的に業務の執行を決定するとともに、実効的な経

の改定も行っています。

営の監督機能を発揮する体制を確保しています。
また、経営の透明性の向上と取締役会の実効的監督機能の強化を図る観

マネジメント体制

コーポレートガバナンスに関する基本方針

点に加え、独立した立場から、自らの知見に基づく助言、経営の監督、利益
相反取引の監督を行い、ステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映さ

当社では、取締役会の諮問機関として、①取締役の指名、報酬に係る取

せることで社内出身者とは異なる客観的な視点を経営に活用するため、取締

締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレートガバナン

役全14名中6名の社外取締役を選任しています。この社外取締役には、資

ス体制のより一層の向上に資することを目的として、委員の半数以上を、独

源・エネルギー業界や財務・法務その他の分野において、企業経営経験者、

立社外取締役を含む社外役員で構成する「指名・報酬諮問委員会」を、また、

学識経験者又はその他の専門家等として、豊富な経験と幅広い見識を有す

②経営に関連する国内外の政治経済、エネルギー情勢、サステナビリティな

る人材を選任することとしています。

コーポレートガバナンスに関する報告書
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当社の監査役は、2021年3月末時点で全5名中4名が社外監査役です。

会合」など、社外取締役、代表取締役、監査役、会計監査人等が出席する

また、監査役の独立性と監査の実効性を確保し、監査機能の強化を図るべく、

各種会合を定期的に開催し、経営上の重要な課題や、内部統制システムの

コーポレートガバナンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23

法令に基づき監査役会を設置するとともに、監査役の職務を補助するための

構築・運用状況、その他コーポレートガバナンスに係る事項等について幅広く

基本的な考え方

組織である監査役室に専任の監査役補助者を置いているほか、内部監査部

意見交換しています。

マネジメント体制

門
（監査ユニット）
や会計監査人との連携強化などの取組を行っています。

役員報酬
社外役員座談会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27

なお、当社マネジメントのダイバーシティについては、女性の社外取締役及
び社外監査役をそれぞれ1名選任しているほか、2020年3月には女性の執行

さらに、当社では、
「社外取締役・監査役と代表取締役の会合」
「社外取締

役員が1名就任するなど、ジェンダー面においても着実に進展しています。

役と監査役の会合（会計監査人を含む場合あり）」
「監査役と代表取締役の

リスクマネジメント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
基本的な考え方
リスクマネジメント体制

コーポレートガバナンス体制図

2021年3月25日現在

事業リスクの管理

株主総会

気候変動関連リスクへの対応
大規模自然災害及びパンデミック対策

税務戦略・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
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税務ガバナンス体制
税務リスク

選任・解任
報酬枠の設定

指名・報酬諮問委員会
経営諮問委員会
コンプライアンス委員会

答申

監査

取締役会

提言・助言・報告
報告

選任・
解任

選任・解任
報酬枠の設定

社外取締役

税務当局との関係
税務の透明性

監査役室

連携

報告

連携

監査役（会）

連携

監査

業務執行体制
CSR委員会
コーポレートHSE委員会
コーポレートガバナンス体制
1.
2.
3.
4.

経営体制
社外役員の選任理由及び独立性
役員報酬
内部統制システム

情報セキュリティ委員会
IVAS審査会

報告

経営会議

選定
解職
監督

代表取締役社長
執行役員

選任
解任
監督

会計監査人

会計監査

会計監査
連携
報告

監査ユニット

連携

内部監査

各部門及び子会社
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❶
P9、57
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2020年度 取締役会全体の実効性評価結果

取締役会は、原則として毎月1回開催することとしており、2020年度は14
❶

回開催しました。全取締役の取締役会への出席状況は以下のとおりです 。

マネジメント体制
役員報酬

地域社会

当社は、取締役会全体が適切に機能しているかを定期的に検証し、課題
の抽出と改善の取組を継続していくことを目的として、取締役会全体の実効
性の評価を毎年実施し、その結果の概要を開示することとしています。この方

全取締役の取締役会への出席状況（2020年度）

針に基づき、第6回となる2020年度の評価を実施しました。評価方法及び

役職

氏名

職掌

取締役会への出席状況

代表取締役会長

北村俊昭

―

100％
（14回 /14回）

代表取締役社長

上田隆之

―

100％
（14回 /14回）

取締役
副社長執行役員

伊藤成也

オセアニア事業本部
長、海外事業統括

100％
（14回 /14回）

取締役
副社長執行役員

池田隆彦

技術本部長、HSE 及
びコンプライアンス 100％
（14回 /14回）
担当

取締役
専務執行役員

矢嶋慈治

グローバルエネルギー
営業本部長

100％
（14回 /14回）

取締役
常務執行役員

橘高公久

経営企画本部長、
法務担当

100％
（14回 /14回）

取締役
常務執行役員

佐瀬信治

総務本部長

100％
（14回 /14回）

取締役
常務執行役員

山田大介

財務・経理本部長

100％
（11回 /11回※）

取締役（社外）

柳井 準

―

100％
（14回 /14回）

取締役（社外）

飯尾紀直

―

100％
（14回 /14回）

取締役（社外）

西村篤子

―

100％
（14回 /14回）

取締役（社外）

木村 康

―

100％
（14回 /14回）

分析手法及び改善案ドラフトの妥当性に関して第三者評価機関による確認・

取締役（社外）

荻野 清

―

100％
（14回 /14回）

指摘を受けた上で、2021年1月の社外取締役・監査役と代表取締役との会

取締役（社外）

西川知雄

―

100％
（11回 /11回 ）

合において、集計・分析結果及び今後の課題と取組について議論を行い、2

※2020年3月25日に就任後の状況を記載
※役職・職掌は2020年12月末時点のものを記載

※

結果の概要は以下のとおりです。

評価方法
2020年8月開催の社外取締役と監査役の会合において、前年度の実効
性評価結果より抽出された課題に対する進捗状況について中間振り返りを
行いました。併せて、第三者評価機関の起用を含む、2020年度の実効性評
価の具体的な実施方法について議論を行い、その結果、第三者評価機関と
して外部の大手法律事務所を起用して、アンケート内容・構成、取締役会事
務局の集計・分析手法及び改善案の妥当性の確認を行うこととしました。
その後、11月開催の取締役会において、2020年度の実施方針、第三
者評価機関からのレビューを受けた事務局作成のアンケート内容・構成など、
2020年度の評価項目について審議しました。
評価項目は、各取締役及び監査役の自己評価に加え、取締役会の構成、
運営、役割・責務、指名・報酬諮問委員会の運営、前回評価での課題の改
善状況などとし、12月に全ての取締役及び監査役に対して完全無記名のア
ンケート調査（WEB 形式）
を実施しました。より具体的な意見を吸い上げるた
めに、多くの質問に自由記述欄を設けました。
その後、事務局にてアンケート回答結果の集計及び分析を行い、その集計・

月の取締役会において、次のような評価結果を確認しました。
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基本報酬は、役位ごとの職務内容を踏まえて毎月固定額を支給し、賞与は、

評価結果の概要

中長期的な視点から会社業績等を踏まえて支給しています。株式報酬は、中

① 取 締役会全体の実効性は、全体として前年に引き続き十分に確保されて

長期的な当社の株式価値との連動性を明確にし、取締役の企業価値増大

いるという評価が得られました。
② 特に、取締役会に先立つ非常勤役員向け事前説明の充実や審議時間
の目安の事前提示など実質的な審議時間を確保するための取組の継続、

への貢献意識及び株主価値最大化への貢献意欲を一層高めることを目的に、
役位等に応じて当社株式
（及び一部金銭）
にて取締役の退任後に交付します。
取締役の報酬は、指名・報酬諮問委員会において審議し、同審議結果を踏ま

「審議事項」として中長期的視点等からの議論が必要なテーマに特化し

え、株主総会で承認された内容及び金額の枠内とし、個人別の各種類別報酬

た議論の実施、気候変動に関する社外専門家による取締役会向け講演・

の支給額等、報酬に関する具体的な事項については、取締役会決議により一

意見交換会の実施、新型コロナウイルス感染症拡大対応としてのオンライ

任を受けた代表取締役社長が、委員の半数以上を独立社外取締役を含む社外

ン開催等が評価され、取組の継続が求められました。

役員で構成する指名・報酬諮問委員会での審議内容に基づき決定しています。

③ 取 締役会の更なる実効性の確保に向け、継続的・短期的あるいは中期的

取締役の基本報酬、賞与及び株式報酬の決定に際し、指名・報酬諮問委

な取組として、以下の課題が設定されました。

員会において複数の外部報酬調査機関による本邦大手企業及びエネルギー

◦事業環境の変化を踏まえた経営戦略の議論の一層の充実

関連企業における役位ごとの報酬水準の調査結果を参照し、当社報酬水準

◦取締役会における議論の更なる活性化

の妥当性を検証しています。監査役の報酬は、基本報酬のみで構成しており、

◦取締役会の在り方に係る議論の深化

株主総会で承認された金額の枠内で監査役の協議にて決定しています。

◦グループガバナンスの在り方に関する議論の機会の確保
なお、第三者評価機関より、事務局による評価結果の集計・分析は適切に
行われており、それらにより導き出された上記課題設定は妥当であるとの評価
を得ています。
当社は、これらの評価結果を踏まえて、引き続き、取締役会の実効性の向
上を図っていきます。

役員報酬

 ーポレートガバナンス報告書
コ
P9-10

地域社会

なお、当社の役員で、これらの連結報酬等の総額が、金融庁「企業内容等
の開示に関する内閣府令」の定める開示基準である1億円以上である者が
存在しないため、役員ごとの連結報酬等の総額を開示していません。

業績連動報酬に係る指標、業績連動報酬の決定方針
業績連動報酬である賞与については、会社業績との連動性を高めるため、
最も主要な指標として親会社株主に帰属する当期純利益及び営業キャッシュ
フローを採用し、その他主要な指標としてネット生産量や主要プロジェクトの進
捗等の石油・ガスの探鉱・開発企業としての主要な事業運営の実績を加味し、

当社は、取締役の報酬に係る取締役会機能の独立性・客観性と説明責

これに、気候変動対応を含むESG 評価及び HSE パフォーマンスや複数の

任を強化するため、取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置

外部調査機関から入手したエネルギー関連企業における報酬水準のデータ

しており、同委員会の答申を受け、取締役会で取締役及び監査役の報酬の

等を総合的に勘案して算定しています。なお、個人別の賞与額の算定等、報

額又はその算定方法の決定方針を定めています。取締役
（社外取締役を除く）

酬に関する具体的な事項については、取締役会決議により一任を受けた代

の報酬の構成は、基本報酬、賞与
（業績連動報酬）
及び株式報酬の3種類と

表取締役社長が、委員の半数以上を独立社外取締役を含む社外役員で構

し、社外取締役の報酬は、基本報酬のみとしています。

成する指名・報酬諮問委員会での審議内容に基づき決定しています。
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特 集

目次・編集方針

トップメッセージ

今後の事業展開

ガバナンス

M AT ER IAL I T Y

COVID-19への
対応

CSRマネジメント

ガバナンス

コンプライアンス

HSE

（健康・安全・環境）

地域社会

気候変動対応

従業員

ESGデータ集

第三者保証報告書
外部評価

社外役員座談会

コーポレートガバナンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
基本的な考え方
マネジメント体制
役員報酬
社外役員座談会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27

リスクマネジメント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
基本的な考え方
リスクマネジメント体制
事業リスクの管理
気候変動関連リスクへの対応
大規模自然災害及びパンデミック対策

税務戦略・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
基本的な考え方
税務ガバナンス体制

木村 康

税務リスク
税務当局との関係
税務の透明性

社外取締役

木場 弘子

社外監査役

飯尾 紀直

社外取締役

INPEXでは2015年から継続的に取締役会の実効性評価を実施し、抽出された課題への対処を通じて実効性の向上を図ってまいりました。
また、2021年1月には「今後の事業展開」として、2050年ネットゼロカーボン社会の実現に向けた積極的な取組みを公表いたしました。
これらを踏まえて、INPEX のガバナンスの特徴・課題や「今後の事業展開」等をテーマに座談会を開催いたしました。
（ファシリテーター：取締役常務執行役員総務本部長

テーマ

1

佐瀬取締役

佐瀬信治）

飯尾取締役

当社の取締役会は社内取締役8名に対し社外取締役６名、

取締役会の実効性に関する
今後の課題について

さらに監査役も5名中4名が社外監査役であり、社内外のバランスが取れ

当社役員に就任されて飯尾取締役は4年、木村取締役、木

幅広い視点からの議論もできていると思います。

た構成になっているという印象です。多様性が確保されていることにより、

場監査役は2年が経過しましたが、INPEX の取締役会について、どのよう
な印象をお持ちでしょうか。
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特 集

目次・編集方針

トップメッセージ

今後の事業展開

ガバナンス
コーポレートガバナンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23

M AT ER IAL I T Y

COVID-19への
対応

木村取締役

CSRマネジメント

ガバナンス

コンプライアンス

HSE

（健康・安全・環境）

取締役会の運営についても、議長や事務局が全体の議論

の流れや雰囲気づくりに努力している姿勢が見られます。出席者からも各々
の立場・経験に基づく発言がなされており、建設的な議論につながっています。

地域社会

木村取締役

気候変動対応

従業員

ESGデータ集

第三者保証報告書
外部評価

執行側との業務の線引きというのを強く意識しています。

また、リスクをとることが経営の基本ですが、社外役員は情報の質・量の
面で執行側との差を埋めるべく、
しっかり質疑を行い、時にリスクをとること

基本的な考え方

の後押しをすることが重要でしょう。社外役員と社内役員は、お互いを尊重

マネジメント体制

し合う気持ちと緊張感とのバランスが大切です。常に対立軸ではなく、良い

役員報酬
社外役員座談会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27

リスクマネジメント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
基本的な考え方

木場監査役

当社では個々の役員がそれぞれの立場から自由に発言し、全

体として闊達な議論ができていると思います。議論が白熱し予定時間どおり

会社にしていくためには一蓮托生との思いです。

には終わらないこともありますね。
また、社外役員からのリクエストや意見を真摯に受け止め、迅速に対応し
ている点は評価できると思います。

リスクマネジメント体制
事業リスクの管理

佐瀬取締役

取締役会の実効性をさらに高めていくための課題や、その

気候変動関連リスクへの対応

ためにご自身が意識されていることはございますか。

大規模自然災害及びパンデミック対策

飯尾取締役
税務戦略・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
基本的な考え方
税務ガバナンス体制
税務リスク
税務当局との関係
税務の透明性

社外役員の役割は大筋の方向性をしっかり議論することであ

り、その後は執行側に委ねるということ。執行に関わる分野については過度
に立ち入ってはいけないと思います。
ただ、社外役員の判断は、執行側からの情報に依存しているため、特にネ
ガティブな事象が発生した場合はタイムリーに情報提供をしていただきたい。
会社を良くしていきたいという気持ちは社内役員も社外役員も同じなので、
これからも相互信頼を大切にしていきたいですね。

木場監査役

業務監査の一環として社内取締役に対する業務ヒアリング

等を実施しましたが、それらは INPEXを理解する上で非常に役立ちました。
また、ホームページ更新の際には、スピーディーな情報共有もお願いし、迅
速に対応いただきました。社外役員も会社についての理解を深めるための
努力が必要だと考えます。
佐瀬取締役

飯尾取締役は、他の方々より長く当社の社外役員を務めら

れておりますが、この4年間でお感じになる変化はございますか。
飯尾取締役

この4年間で取締役会の多様性についての進展が見られ、

それによって議論の厚みが増してきていると感じます。さらに監査役の皆さま
からのご発言も以前より増えたように思います。取締役会全体として議論が
活発化してきています。
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特 集

目次・編集方針

トップメッセージ

今後の事業展開

ガバナンス
コーポレートガバナンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23

M AT ER IAL I T Y

COVID-19への
対応

佐瀬取締役

CSRマネジメント

ガバナンス

コンプライアンス

HSE

（健康・安全・環境）

木村取締役は、エネルギー企業の経営者や、他の上場企業

役員報酬
社外役員座談会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27

リスクマネジメント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
基本的な考え方

気候変動対応

従業員

ESGデータ集

第三者保証報告書
外部評価

調に生産中で、アバディの開発も進み、ガスシフトが進展していく過程で、

における社外取締役としての取締役会議長のご経験から何かお気づきの

CCUS、カーボンニュートラル LNG などに積極的に取り組んでいくこと。そ

点はございますか。

の意味でも、今後の INPEX の方向性に沿った新分野事業を強力に推進し

基本的な考え方
マネジメント体制

地域社会

ていくことは、理にかなっていると思います。
木村取締役

取締役会はそれぞれの会社の歴史を背負っているわけで、そ
この100年間、人類は石油で豊かさを享受してきましたが、

れらに優劣をつけることはできません。その観点で、当社はいわゆる歴史あ

木村取締役

る手堅い会社であるとの印象です。評価できる点は多いので、自信を持って

CO 2排出量等の負の部分が顕在化してきたということだと思います。今後も

ほしいと思います。

エネルギーは絶対に使い続けるのですから、負の部分を何とかしなければな

この1～2年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、懇談会等

らない。つまり、
「誰が」
「何を使って」、CO 2フリーのエネルギーの供給をす

リスクマネジメント体制

の開催が制限され、どうしても取締役会など公式な場だけが主たるコミュニケー

事業リスクの管理

ションの場となりましたが、それ以外のコミュニケーションによって相互理解

どのエネルギーを利用するのか？は、最終的にはサプライヤーではなく、消

気候変動関連リスクへの対応

が深まることもありますので、感染症収束後はそうした機会を積極的に企画

費者が決めるわけです。当社は様々な供給手段を提案して、消費者をはじ

大規模自然災害及びパンデミック対策

してほしいと思います。

め世の中に認められる必要があるでしょう。今の段階では、新分野事業など

税務戦略・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35

佐瀬取締役

をやれる体質を整えていくことが重要だと思います。

るのか、という競争の時代が来ています。

様々な分野に手を出していくしかありません。決め打ちせずにいろいろなこと
基本的な考え方
税務ガバナンス体制
税務リスク

新型コロナウイルス感染症拡大前は、新任社外役員の方

向けに当社現場見学を開催するなどの取組みを行ってまいりましたが、懇
談会なども含め感染症収束後は再び実施したいと考えております。

私は、20年近く前からエネルギーの仕事に携わってまいりま

した。エネルギーインフラ施設の取材をライフワークの１つとしておりますので、

税務当局との関係
税務の透明性

木場監査役

テーマ

2

佐瀬取締役

「今後の事業展開～2050ネットゼロカーボン
社会に向けて～」について

日本で最も多くヘルメットを被っている女性アナウンサーではないでしょうか。

2021年1月末に公表した「今後の事業展開～2050ネットゼ

ロカーボン社会に向けて～」について、改めてご意見をお聞かせください。
飯尾取締役

世の中の動きを見ると、INPEXも含め、ESG の課題がます

ます大事になってきていると思います。その中で、ビジネスポートフォリオの
組み換えと新分野事業については、多様性・専門性を持った社外役員の提
言がますます重要になります。
将来、20～30年後に間違っても座礁資産を抱えることになってはいけ
ません。そのためには今が 大 切な時 期です。具 体 的には、イクシスが 順
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特 集

目次・編集方針

トップメッセージ

今後の事業展開

ガバナンス

M AT ER IAL I T Y

COVID-19への
対応

CSRマネジメント

ガバナンス

コンプライアンス

HSE

（健康・安全・環境）

ます。これまで自社で操業現場を持ち、堅実に経営を進めてきたINPEXは、今
まさに、
どう変わっていくのかを問われる重要な転換期に入ったと認識しています。

社外役員座談会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27

リスクマネジメント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
基本的な考え方

従業員

ESGデータ集

第三者保証報告書
外部評価

ルギー自主開発比率の向上などこの国のエネルギーセキュリティに貢献してい

基本的な考え方

役員報酬

気候変動対応

INPEX の魅力は、大きな社会的使命を託されていることです。たとえば、エネ

コーポレートガバナンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23

マネジメント体制

地域社会

その点で、取締役会で何度か意見を述べましたが、このタイミングで社名
をINPEX に変更したことは時宜を得た決断だったと思います。変化すべき
ところと、変化してはいけないところを見極めて進めていくことが必要です。
また変化という意味では、若い人に活き活きと働いてもらうための施策に、
会社が本腰を入れて、じっくりと取り組んでくれることに期待しております。

リスクマネジメント体制
事業リスクの管理

佐瀬取締役

木場監査役の知見から、社会的価値向上や社外への PRな

気候変動関連リスクへの対応

どの観点で、当社に足りないところや気を付けるべきポイントはありますか？
木場監査役 まずリクルートの面で、会社の魅力を伝えることは非常に大事

税務戦略・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
基本的な考え方
税務ガバナンス体制
税務リスク
税務当局との関係
税務の透明性

こんな時こそ、
トップが社員に対して会社の理念を熱く語りかけ、目的や目
標を浸透させるということが、不安な時代を乗り越える一つの糧になるものと

大規模自然災害及びパンデミック対策

思います。

だと思っております。B to B の会社なので社会一般に向けた広報活動はそ
う多くないと認識しているものの、やはり優秀な人材の獲得が必須で、今後

木村取締役 コロナによってすべての会社が何らかの影響を受けています。

の新分野事業も考えると、INPEX の事業のポテンシャルが伝わるような広報

当社の場合、国内外において勤務体制の変更等の各種感染対策をしなが

が必要です。当社の広報はやや控えめな印象も受けるのですが、手近なツー

ら、全体としてよく対応してきていると評価しています。

ルとして会社のホームページで分かりやすくINPEX の等身大の魅力を発信
してほしいと思います。外部に「伝わる」広報をより意識するべきだと思います。

危機の時には原点に立ち返り、
トップから社内外のステークホルダーに対
して基本的な会社のスタンスをメッセージとして発信することが大事だと思い
ます。

テーマ

3

佐瀬取締役

新型コロナウイルス感染症拡大下の
INPEXの取組みについて
新型コロナ影響下の当社の取組みについてお感じのところ

木場監査役 コロナの感染拡大による勤務体制の変更等もあり、社員のメ
ンタル面が気になっています。トップがビジョン、考え、そして従業員への気
遣いをメッセージとしてきめ細やかに発信することが益々重要になると思います。

をお聞かせください。
佐瀬取締役

本日は、貴重なご指摘・ご意見をいただき、ありがとうござい

今般のパンデミックや、化石燃料への逆風の中で新事業戦

ました。ご指摘いただいた点も念頭に、更なる取締役会の実効性の向上

略を公表したこと等によって社員の中には大きな変化に不安を抱えている方

に努めていくとともに、
「今後の事業展開」への取組みを強力に推進して

もいると思います。

まいります。

飯尾取締役
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CSRマネジメント
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地域社会

気候変動対応

従業員

ESGデータ集

第三者保証報告書
外部評価

リスクマネジメント

コーポレートガバナンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
基本的な考え方
マネジメント体制
役員報酬
社外役員座談会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27

リスクマネジメント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
基本的な考え方
リスクマネジメント体制

基本的な考え方

日常業務に係るリスク管理体制の運営状況については、各担当部門に
おける継続的モニタリング及びコーポレート部門等との連携に加え、社

当社は、事業環境に潜在する複雑かつ多様なリスクの特定・評価を的確に

長直属の独立した内部監査組織による監査、あるいは社外専門家による

行い、必要な予防措置及びリスク最小化に資する体制を整えることに力を注

監査を通じ、定期的に検証・評価しています。これを各担当部門にフィー

いでいます。具体的には大規模な自然災害や疫病の流行などへの備えに加

ドバックすることで、状況の変化に応じた日常業務に係るリスク管理の

え、経済・社会情勢、法規制などの経営環境変化のリスク、探鉱・生産・輸送・

見直しを行っています。

販売など事業の各工程に存在するリスクへの対処などが挙げられます。なお、
❷

また、中期経営計画等を実現するため、全社並びに各担当部門の中期

事業リスクの管理

当社は、COSO の枠組みをベースとした日本版 SOX 法における内部統制を

及び短期の目標である取組方針・年度計画に、特定した重要なリスクと

気候変動関連リスクへの対応

整備するとともに、各事業本部では労働安全衛生と環境保全に関するリスク

その対処方針を含めた上で経営会議において決議し、取締役会に報告し

大規模自然災害及びパンデミック対策

❸

管理をHSE マネジメントシステムで運用しています。また、原油価格、為替

ています。各部署は係るリスクとその対処方針に留意しつつ、目標達成

の変動による影響を分析し、決算説明資料で開示しています。

へ向けた取組を推進し、各年度の中間期及び期末にはその進捗状況のレ

税務戦略・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
基本的な考え方
税務ガバナンス体制
税務リスク
税務当局との関係
税務の透明性

❷ The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway
Commission

ビューを実施しています。

リスクマネジメント体制

に基づき、当社グループ各社の相互の連携の下、当社グループ全体のリ

当社は、事業運営に伴うリスクを適切に把握・管理するリスクマネジ

スク管理を行っています。具体的には、子会社に対して当社の社長直属

メント体制の継続的な改善に努めています。損害の発生・拡大を未然に

の内部監査組織による監査や、その他社内担当部署あるいは社外専門家

防止する体制を確立し、顧客、取引先、投資家などステークホルダーから

による監査などを通じ、子会社の日常業務に係るリスク管理の運営状況

の信頼の維持・強化を図り、企業価値の最大化を目指します。

等を検証・評価するとともに、こうした検証・評価の結果を踏まえて、子

当社は、業務の効率的運営及び責任体制確立のため、取締役等を本部

会社に対して環境の変化に応じて見直しを求めています。当社は「監査

長とする本部制を採用しています。従って、まず本部等の各担当部門が、

法人の評価及び選定に関する基準」を制定しており、本基準では、監査役

社内規程・ガイドラインなどに基づき緊密に連携した上で、リスクの特定・

会が監査法人の品質管理、独立性、監査報酬などについて評価すること

分析・評価を実施しています。このうち主要リスクは経営会議あるいは

を定めています。監査役会はこの基準に基づき毎年監査法人の評価を実

取締役会に報告され、当該リスクへの対処方針を総合的に検討・決定し

施しています。

ています。例えば、上流事業における権益取得や開発計画策定などの場

米国トレッドウェイ委員会組織委員会

合においては、期待埋蔵量、生産量予測、原油価格などについて様々なシ

❸ HSE

ナリオを作成した上で、リスクの特定・分析・評価をしています。

Health, Safety and Environment
健康・安全・環境

また、子会社におけるリスク管理については、グループ経営管理規程
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リスクマネジメント体制図

コーポレートガバナンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23

取締役会

基本的な考え方

十分な監督機能の発揮及び
経営の公正性・透明性の確保

マネジメント体制

ガバナンス

経営理念
目指す企業像
今後の事業展開
〜ネットゼロカーボン社会に向けて〜

役員報酬

中期経営計画 2018-2022

基本的な考え方
リスクマネジメント体制
事業リスクの管理

大規模自然災害及びパンデミック対策

税務戦略・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
基本的な考え方
税務ガバナンス体制

経営会議
事業上の主要リスクの

全社取組方針

統合的管理・対処方針の
討議・決定など

承認

気候変動関連リスクへの対応

報告

フィード
バック

リスクマネジメント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31

指名・報酬諮問委員会
経営諮問委員会
コンプライアンス委員会

承認

社外役員座談会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27

各部署の取組方針・年度計画など

CSR委員会
コーポレートHSE委員会
情報セキュリティ委員会
IVAS審査会

１ 石油・天然ガス開発事業の特徴及びリスク

税務リスク

税務の透明性

各部署・子会社

計画

税務当局との関係

リスクの分析・評価

文書の整備など
実行

リスクの対処・管理

確認

リスクのモニタリング・報告

改善

リスク管理体制・

リスクの特定・識別

（1）災害・事故・システム障害等のリスク
（2）探鉱・開発・生産に成功しないリスク
（3）生産量の特定地域及び鉱区への依存度
（4）契約期限等に関するリスク
（5）原油、
コンデンセート、LPG及び天然ガスの埋蔵量
（6）オペレーターシップに関するリスク
（7）共同事業に関するリスク
（8）石油・天然ガス開発事業には巨額の資金が必要となり
資金回収までの期間が長いことに起因するリスク
（9）将来の廃鉱に関するリスク

２ 原油価格（油価）、天然ガス価格、外国為替、及び
金利の変動が業績に与える影響
（1）油価、天然ガス価格の変動が業績に与える影響
（2）外国為替の変動が与える業績への影響
（3）金利の変動が与える業績への影響

3 気候変動に関するリスク
（1）政策・法規制リスク
（2）技術リスク
（3）市場リスク
（4）物理的リスク

4 海外事業におけるカントリーリスク
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社外役員座談会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
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ガバナンス
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事業リスクの管理

地域社会

気候変動対応

従業員

ESGデータ集

第三者保証報告書
外部評価

管理に係るガイドラインを制定し、
リスクの高い国には累積投資残高の目標限
度額を設定する等の管理を行っています。このほか、
リーガルリスクについては、

事業に関連する様々なリスクに対処するため、個別のプロジェクトにおける
対応として、経済性評価及びリスク評価に係るガイドラインを導入し、主要リス

重要な契約や訴訟等について、事業部門及び経営陣へ適切に法的助言が
できる体制を整備しています。

クを認識した上で、新規プロジェクトの取得に際して採否の分析・検討を行うと
ともに、
リスク対応を行っています。既存プロジェクトについても、探鉱、評価、
開発等の各フェーズにおける技術的な評価等を組織横断的に行うための仕

気候変動関連リスクへの対応

組みとして「INPEX Value Assurance System（IVAS）審査会」を運営す

気候変動関連リスクの評価・管理については、TCFD ❺ 提言に対応した取

るとともに、原則最低年1回は経済性評価とリスク評価を実施し、そのうち、主

組を推進しています。リスク及び機会の評価・管理については77ページをご

リスクマネジメント体制

要プロジェクトについては毎年取締役会にリスク評価結果の概要を報告して

参照ください❻。

事業リスクの管理

います。

リスクマネジメント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
基本的な考え方

気候変動関連リスクへの対応
大規模自然災害及びパンデミック対策

税務戦略・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
基本的な考え方
税務ガバナンス体制
税務リスク
税務当局との関係
税務の透明性

❹ ALARP

As Low As Reasonably Practicable
合理的に実行可能な限りできるだけ低減すること

❺ TCFD

Task Force on Climate-related Financial
Disclosures

❻ 気候変動関連リスク及び機会の
評価・管理
「気候変動対応の基本方針」及び
「INPEX の取組」

移行リスクについては、政策及び法規制の移行、技術及び市場の移行並

当社事業全般に係るリスク対応として、大規模な事故や災害等による緊急
事態に対応できる能力を高めるため、緊急時・危機対応計画書を作成するとと

びにレピュテーションの各リスクを、物理的リスクについては、急性リスク及び
慢性リスクを対象にしています。また、各々のリスク区分について短期・中期・

もに、平時より緊急時対応訓練を定期的に実施する等、積極的にリスク管理

長期の期間区分を適用しています。経営企画ユニット気候変動対応推進グ

に努めています。また、重要な業務を停止させないために事業継続計画
（BCP）

ループが事務局となり、これらのリスク評価・管理を年次サイクルで実施してい

を策定し、適宜見直しを行っています。

ます。リスク評価及び予防措置・低減措置の策定については、そのプロセス

また、情報セキュリティ委員会を定期的及び随時に開催し、組織的・体系的

の重要性に鑑み、社長を委員長とするCSR 委員会の諮問機関である「気候

な情報セキュリティ対策を講じるとともに、情報漏えい防止を含む教育・訓練を

変動対応推進ワーキンググループ」のメンバーによるワークショップで、各部門

実施しています。

における協議・検討・提案を踏まえて全社的に議論する体制としています。

HSEリスクに関しては、当社の事業活動における継続的な労働安全衛生

気候変動関連リスクの財務的評価については、以下2つの手法で取り組

管理と環境保全に努めるため、HSEマネジメントシステムで定めるリスク管理

んでいます。一つ目は、インターナルカーボンプライスによる当社の各プロジェ

要領に基づき、事業所ごとに重大事故災害につながるリスク及びトップ10リ

クトの経済性評価です。2021年度より従来の感応度分析に代え、ベースケー

スクの特定・分析・評価を行っています。また、リスク対応策を策定、実行する

スとして適用した経済性評価を実施しています。二つ目は、当社の事業ポー

❹

とともに、
リスク管理状況を定期的に本社に報告させてリスクが ALARP であ

トフォリオの 財 務 的 評 価です。IEA WEOのSustainable Development

ることを確認し、四半期ごとに経営会議で報告しています。また開発中・操業

Scenario（SDS：世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べ2℃より十

中の設備の健全性を保証するために定期的なレビューを実施しており、2020

分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求するパリ協定目標と整合的な

年度はコーポレートから合計で6件の HSE レビューに参加しました。

シナリオ）
の油価・カーボンプライスが、当社ポートフォリオ全体に与える市場リ

原油・天然ガス価格、為替、金利、及び有価証券価格に関しては、各変動

スクの財務的評価を実施しています。

リスクを特定し、それらの管理・ヘッジ方法を定めることで財務リスク管理を行っ

一方、物理的リスクの評価については、2019年度に当社のオペレーター

ています。カントリーリスクに関しては、事業を行う国や地域のカントリーリスク

施設を対象とした物理的リスク評価の試行として、国内及びオーストラリアの
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主要施設のリスクの特定を行いました。慢性リスクは、運転効率の低下など

対応する体制を整えています。これに上記の BCP 準用することで、2020

の影響が考えられますが、現状で施設の修繕などの必要性はないと評価して

年4月の政府による緊急事態宣言の発令等の大きな状況の変化にも円滑

コーポレートガバナンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23

います。一方、急性リスクは、国内で増大並びに激甚化する自然災害について、

に対応し、業務を継続しつつ出社を極端に制限することを可能とするなど、

基本的な考え方

国レベルで適応が進められる中、当社でも従前のリスク管理の枠組みの中で

原油・天然ガス供給を堅持しています。また、COVID-19の状況・影響が

マネジメント体制

検討しており、具体的にはパイプラインのリスク評価、対応策の検討などを進

変化していくことに対応するため、従来の BCPを感染症全般に対応可能

めています。2021年度は、ノンオペレータープロジェクトにおける気候変動の

な計画にアップデートし、実効性を高めています。

役員報酬
社外役員座談会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27

リスクマネジメント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
基本的な考え方
リスクマネジメント体制
事業リスクの管理
気候変動関連リスクへの対応
大規模自然災害及びパンデミック対策

物理的リスク評価実施状況を検証していきます。

① 本 社管理部門を対象に在宅勤務制度を開始

大規模自然災害及びパンデミック対策
大規模自然災害対策

基本的な考え方
税務ガバナンス体制
税務リスク
税務当局との関係
税務の透明性

   （その後全社管理部門に適用）
② コアタイムのないフレックスタイム制勤務制度の導入
③ 生 産現場等の勤務シフトを柔軟に、感染者発生時の生産停止リスクを

❼

当社では、首都直下地震想定の BCP 及び初動対応マニュアルを、内
閣府中央防災会議による被害想定などを踏まえ、整備しています。当社
における事業継続の方針として、人命の安全確保・環境保全を前提とした、

税務戦略・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35

主な具体的感染リスク対策としては以下を進めています。

回避
④ 執 務時の社内ソーシャルディスタンス確保、来訪者の制限、消毒、体温
測定及びマスク着用等の徹底

エネルギー供給の維持などを優先する全社共通の価値観を明確にすると
ともに、BCP などにおいて、代行拠点の設定や休日・夜間時に被災した際
の対応、会社からの帰宅ルールなどを規定しています。

新型ウイルス及びパンデミック
（世界的大流行）の
リスク対策
当社は、新型インフルエンザ
（強毒型）のパンデミックに対応するため、か
ねてより感染予防マニュアルを策定しており、従業員の安全を確保するとと
もに、パンデミック発生時の危機に対応する BCPを策定し、危機的状況
においても原油・天然ガスの供給を続けるインフラ企業としての責任を果た
すべく準備を整えていました。
2020年の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大局面におい
ては、代表取締役社長を統括責任者とするコーポレート危機対策本部を設

❼ Business Continuity Plan
（事業継続計画）

災害時においても重要な事業を停止させないために、継続
すべき業務を選定し、当該業務の継続を可能にする体制を
整えるための計画

置し、毎週2回の対策会議を開催し、当社全体での対策方針の徹底と情
報共有体制を確立するとともに、国内外の拠点や事業所等に、現地責任
者を本部長とする現地対策本部を設置し、各地特有の状況にきめ細かく
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税務戦略

コーポレートガバナンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
基本的な考え方
マネジメント体制
役員報酬
社外役員座談会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27

基本的な考え方
当社は、企業行動憲章において、経営トップの率先垂範の下、法令の遵守

税務リスク
当社は、税務リスクは経営上の重要な課題の一つであると認識してい

はもとより、各種の国際規範や社会的規範に沿った良識ある行動をとることを

ます。
「税務方針」に基づき、当社の税務を担当する部門は、各国の税法、

掲げています。税務においても、当社グループの役員及び従業員は、税務の

及び移転価格税制等の国際的な税法並びに OECD が公表している租税

透明性を確保し、適用される関係諸法令に基づく適正な納税を通じて、事業

に関するガイドラインへの知見を深めること、及び担当事業部門と緊密

リスクマネジメント体制

を行うあらゆる国・地域の経済社会の発展に貢献することが重要な社会的責

に連携し情報共有することで、税務リスクの低減に努めます。税務リス

事業リスクの管理

任の一つと認識しています。

クの低減に当たっては、外部専門家の助言を有効活用します。

リスクマネジメント・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
基本的な考え方

気候変動関連リスクへの対応
大規模自然災害及びパンデミック対策

また、株主価値の最大化の観点から、通常の事業活動の中での利用可能
な優遇税制の活用や、二重課税の排除により、税金費用の適正化に努める
一方、事業実態を伴わない、租税回避を意図したタックスプランニングは行い

税務戦略・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
基本的な考え方
税務ガバナンス体制
税務リスク
税務当局との関係
税務の透明性

ません。

税務当局に対する事前確認制度の利用を通じた事前合意を図るなど、
税務当局との建設的な信頼関係を構築し、適切な納税に努めます。

税務ガバナンス体制
グローバルに事業展開する当社は、海外子会社やクロスボーダー取引
が増加しています。また、2015年10月に OECD・G20による BEPS プロ
❽

❽B
 EPS（Base Erosion and Profit
Shifting）
プロジェクト
グローバル企業による、国際的な税制の隙間や抜け穴を利
用した過度な租税回避行為を防止するため、国際課税ルー
ル全体を見直すプロジェクト

❾ 税務方針
❿豪
 州税制審議会（Board of Taxation）が
公表したVoluntary Tax Transparency Code
⓫“INPEX Australia 2019 Tax
Transparency Report”

税務当局との関係

税務の透明性
税に関する企業活動の透明性向上や情報開示を求める動きが世界的に

ジェクト の最終報告書が公表された後、その内容を踏まえ我が国を含

広がる中、当社事業のコアエリアの一つであるオーストラリアでも、大企業が

む各国で法制化が進められており、国際課税を巡る環境は大きく変化し

自主的に開示すべき税務情報を定めた原則が同国政府により公表されてい

続けています。これらを背景とした、国際取引に関する税務リスクなど

ます❿。このような動きを受け、オーストラリアにおける税務ガバナンス・クロスボー

に適切に対応していくため、税務ガバナンスの強化に取り組んでいます。

ダー取引の概要・納税額等の税務情報を一元化したレポートを作成し、ウェブ

この取組の一環として、当社グループの役員・従業員の税務コンプライ

サイト上で公表しています⓫。加えて、当社はEITI 参加国について税を含めた

アンス意識を涵養することを目的とする「税務方針」を制定し、ウェブサ

政府への納付金額を毎年公表しています⓬。

イト上で公表しています❾。財務・経理本部長はこれらの取組の責任者と
して、業務を執行します。

グローバル企業として今後とも国際課税の潮流と各国法制の動向を注視し、
適時適切な対応に努めます。

⓬ ESGデータ集
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