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「税務方針」の制定について（お知らせ） 

 

 国際石油開発帝石株式会社（以下、当社）は、このたび「税務方針」を制定しましたので、お知ら

せいたします。 

 

グローバルで事業を展開する当社グループは、クロスボーダー取引に係る税務リスク等に対して

適切に対応して行くため、税務ガバナンス体制の強化に取り組んでおります。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アンス意識を涵養することを目的として、今般、「税

務方針」を制定いたしました。 

 

「税務方針」に基づき、税務の透明性を確保し、各国・地域の法令に基づく適正な納税に努めてま

いります。 

 

添付 

・税務方針（和・英） 

以下の URLからもご覧いただけます： 

https://www.inpex.co.jp/csr/governance/index.html 

以上 

https://www.inpex.co.jp/csr/governance/index.html


税務方針

1. 基本方針

• 当社グループは、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掲げております。税務においても、

当社グループの役員・従業員は、税務の透明性を確保し、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

任のひとつと認識しております。

2. 税務リスクマネジメント及びガバナンス

• グローバルで事業を展開する当社グループにおいて、税務を担当する部門は、各国・地域の税務

に関する知見を深め、税務リスクの低減に努めます。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。

• 税務リスクの低減にあたっては、外部専門家の助言を有効活用します。

3. タックスプランニング

• 基本方針を前提としたうえで、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ます。

• 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ません。

4. 税務当局との関係

• 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

頼関係構築に努めます。

添付



Tax Policy 

1. General Policy
• The INPEX Group (hereinafter referred to as “we” or “our group”)’s Corporate Social

Responsibilities Principles state that guided by the leadership of top management, we are
committed to fulfilling our corporate social responsibilities through compliance with laws,
rules and regulations and adhere to ethical business conduct in accordance with the social
norms at our international and domestic operating locations. With respect to tax affairs, the
directors and employees of our group acknowledge that it is one of our important social
responsibilities to contribute to the socioeconomic development of various countries and
regions we operate in, through ensuring the proper payment of tax in accordance with the
applicable laws and regulations and being committed to conducting our tax affairs in a
transparent manner.

2. Tax Risk Management and Governance

• Within our group operating a global business, departments in charge of tax affairs are
responsible for understanding tax laws and practices within their respective countries and
regions and in striving to mitigate taxation risks. The Senior Vice President of Finance &
Accounting will execute operations as the person in charge of such initiatives.

• We make effective use of our external advisors’ expertise in relation to mitigating tax risks.

3. Tax Planning

• Based on the premises outlined in this General Policy, and from the standpoint of ensuring
protection of shareholder value, we strive to ensure appropriate tax payments through
utilizing tax incentives to the extent that such incentives are applicable for our normal
business activities or would eliminate double taxation.

• Tax planning that does not follow the commercial drivers of the business and is intended for
avoiding taxation is prohibited under this policy.

4. Relationship with Tax Authorities

• We seek to cultivate trustful relationships with tax authorities through various means, by
using available methods to obtain certainty from tax authorities such as rulings or the use of
advanced pricing arrangement programs (for international transactions).




