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「INPEX グループ グローバル贈収賄・汚職防止方針」の策定について（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、
「INPEX グループ グローバル贈収賄・
汚職防止方針」
（以下、本方針）を策定しましたので、お知らせいたします。
近年、贈収賄・汚職防止に関する法規制が全世界で著しく強化されている中、グローバルに事
業を展開する当社グループ全体として贈収賄・汚職防止に関する法令遵守を特に重要視しており
ます。
本方針は、当社グループを取り巻くステークホルダーに対して、贈収賄・汚職防止に取り組む
当社グループの姿勢を包括的に明示するために策定され、国内外で働く全ての当社グループ役職
員に適用されます。
当社グループは、本方針を贈収賄・汚職防止に関する既存の規程類と合わせて適切に運用し、
引き続き贈収賄・汚職防止を始めとするコンプライアンス体制の一層の強化に努めてまいります。

以上
添付

INPEX グループ グローバル贈収賄・汚職防止方針（和・英）
以下の URL からもご覧いただけます：
https://www.inpex.co.jp/company/policies.html

添付
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INPEX グループ グローバル贈収賄・汚職防止方針
はじめに
当社グループは、日本をはじめとする世界のエネルギー需要に応えていくことで、社会にとってかけがえのないリーディ
ングエネルギーカンパニーとなることを目指しており、グローバルに事業を展開する中で、贈収賄・汚職防止に関する法
令遵守を特に重視しております。
以下は、贈収賄・汚職を一切許容しない方針を貫くための当社グループの基本的な遵守事項を定めたものであり、国内外
で働く全ての当社グループ役職員に適用されます。

遵守事項
当社グループは、適用される贈収賄・汚職防止に関する関係各国の諸法令（日本の不正競争防止法、米国の The Foreign
Corrupt Practices Act、英国の Bribery Act、豪州の Criminal Code、インドネシアの Law on Eradication of Criminal Acts
of Corruption を含みますが、これらに限られません。
）を遵守します。
2. 事業の結果に不当な影響を与えるため又は事業上の不当な便宜を得るために、関係各国の公務員及びそれに準ずる者
（以下「公務員等」といいます。）、政府機関、民間部門の会社、共同事業パートナー、エージェント又は私人との間
で、直接又は間接を問わず、金銭、贈り物、接待その他の経済的利益の支払い、申出、約束、承認、要求又は受領は
行いません。
3. ファシリテーションペイメント（通常の行政手続の円滑化のための少額の支払い）は、適用される関係諸法令におい
て許容される例外等を除き、行いません。
4. 関係諸法令に基づき許容される場合を除いて、公務員等又は政党その他関係団体に献金をするために当社グループの
資金又は資産を利用しません。
5. 贈答及び接待については、法令に適合し、かつ、社会通念の範囲にある場合を除いて、その授受は行いません。
6. 当社グループの資金又は資産を利用した寄付、後援、社会的投資等の社会貢献については、当社グループに有利とな
る決定を不当に引き出すこと又は事業上の利益を不当に得ることを目的としては、行いません。
7. 雇用に当たっては、業務に見合った基準と資質を満たしていることを前提に、所定の雇用手続を遵守します。候補者
又はその親族が公務員等であった場合、特に当社グループの事業に影響を及ぼす立場にあったときは、適切かつ必要
な対応を取ります。
8. 新規のビジネスパートナーに対しては、贈収賄・汚職リスクに関する適切かつ必要なデューデリジェンスを実施しま
す。
9. 賄賂又はその他の不正な支出を防止するため、適正かつ正確な会計記録の作成及び適切な内部統制を確保します。
10. 贈収賄・汚職防止に係る役職員の責務について意識の浸透と理解の徹底を図るべく、定期的に研修を実施します。
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INPEX Group Global Anti-Bribery and Anti-Corruption (ABC) Policy
INTRODUCTION
INPEX Group aims to become a leading energy company serving an essential role in global society by meeting the energy
needs of Japan and countries around the world. It is of utmost importance that INPEX Group, which conducts business
globally complies with all applicable laws prohibiting bribery and corruption.
This Policy reflects INPEX Group’s zero tolerance policy towards bribery and corruption, and prescribes the Group’s basic
commitments aimed at preventing all forms of bribery and corruption in relation to the conduct of its business. This Policy
applies globally to all personnel of the INPEX Group.

COMMITMENTS
We comply with relevant countries’ applicable laws and regulations on bribery and corruption (including, but not limited
to, the Japan Unfair Competition Prevention Act, the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, the U.K. Bribery Act, the
Australian Commonwealth Criminal Code, and the Indonesian Law on Eradication of Criminal Acts of Corruption).
2. We do not pay, offer, promise, authorize, seek or accept any benefit, including money or anything of value, directly or
indirectly, to or from public officials, government organizations, private sector companies, joint ventures, agents or
individuals, in order to improperly influence a business outcome or to gain any improper business advantage.
3. We do not provide facilitation payments (small payments to expedite a routine government action) to public officials,
except where permitted under applicable laws or regulations.
4. We do not use INPEX Group funds or resources to make political contributions of any kind to any public official, political
party or related organization, except where permitted under applicable laws or regulations.
5. We do not give or receive gifts and entertainment to or from public officials, private sector companies or individuals,
except in compliance with applicable laws and regulations on bribery and corruption, and in accordance with societal
norms.
6. We do not use INPEX Group funds or resources to make social contributions, whether in the form of donations,
sponsorships or social investments, in order to improperly influence a business outcome or to gain any improper
business advantage.
7. We follow established hiring procedures for all candidates and all hiring decisions are based on standards and
qualifications applicable to all candidates for similar roles. We also take appropriate and necessary measures when a
candidate is identified as a current or former public official or as a close relative of a public official, especially where
such candidate or public official is or has been in a position to influence a decision related to INPEX Group’s business.
8. We conduct appropriate and necessary due diligence on potential business partners for anti-bribery and anti-corruption
risk.
9. We maintain proper and accurate books and records and appropriate internal controls designed to prevent bribery and
other improper expenditures.
10. We conduct regular training and socialization to ensure our personnel are aware of and understand their obligations.
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