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CEOからのメッセージ

倫理的かつ誠実に、そして法律を厳守して行動することが、X-Elioでのあらゆる活動の基盤です。

X-Elioの継続的な発展に努めることは、私の責務であると同時に、X-Elioを組織する皆さんの責務でもあり
ます。

X-Elioでは2016年7月から倫理規範を定めていますが、世界は変化し続けており、その変化に適応していく
必要があります。現在、当社は、かつてない最悪のパンデミックに見舞われ、気候変動や生物多様性の緊

急事態に直面している中で、過去にない速さで成長を続けています。すなわち、倫理規範の基準を再検討

し、改めて皆さんにお伝えする必要があります。

私は、X-Elioの取締役会とともに、倫理・行動規範の見直しと承認を行いました。この倫理・行動規範は私
たちの文化と行動の基盤となるものです。

X-Elioでは、従業員の皆さんが最高のパフォーマンスを発揮し、正しい方法で目的を達成するためのツール
の提供に多大な努力を注いでいます。なぜなら、それが私たちにとって唯一の方法だからです。

当社の事業の保護を極めて重視しているからこそ、私たち全員は、非倫理的な行動や倫理・行動規範の違

反を知った場合やそうした疑いがある場合に、倫理通報窓口を通じて速やかに報告する責任と義務を共通

して負っています。通報窓口は安全と秘密性が保たれており、従業員やビジネスパートナーは希望すれば

匿名で報告を行うことができます。報告された内容は、X-Elioのコンプライアンス委員会が審査し対処します。
誠実に報告を行った者が懲罰や報復を受けることはありません。

全ての従業員が、この倫理・行動規範を読んで厳守する義務を負っています。質問がある場合は上司かコ

ンプライアンス委員会に問い合わせてください。

X-Elioの全従業員は、新しい倫理・行動規範をしっかりと入念に読んで理解した上で、これを遵守することに
合意していただく必要があります。

皆さんのX-Elioへの継続的な献身と、この倫理・行動規範に定める基準への取組みに感謝いたします。

敬具

Lluis Noguera 
最高経営責任者
X-Elio Energy, S.L. 



倫理・行動規範
2021年7月6日

社外秘・内部資料 © X-Elio Energy, S.L.                                                       4  

1 目的と適用範囲

この倫理・行動規範（以下、「本規範」）は、X-Elio Energy, S.L.およびその支配下にある関連会社
（以下、総称して「当社」または「X-Elio」）のすべての取締役、役員、および従業員（以下、総称して「従業
員」）、ならびにX-Elioが事業を展開する各市場におけるX-Elioのすべての事業活動に適用されます。本規
範は、倫理的行動とコンプライアンスに関する企業レベルの指針を定めるとともに、コーポレートガバナンス、

企業倫理、ならびにすべての適用法、規則、および規制（以下、総称して「適用法」）について、最高レベル

の国際基準、規則、グッドプラクティスを遵守するというX-Elioのコミットメントを確立するものです。

本規範はX-Elioの取締役会によって承認されており、定期的に見直され、必要に応じて取締役会の
承認の下で改定されます。コンプライアンス委員会は、関連する適用法の改正があった場合や、当社の事

業内容の変化に応じた調整が必要と思われる場合、本規範の改定を提案することができます。

組織における立場、役割、勤務地にかかわらず、すべての従業員は、本規範に定める行動規範の

源にある価値観を把握して備えること、そして、そうした価値観とX-Elioのコンプライアンスに関する諸方針
（以下、「コンプライアンス方針」）に含まれる犯罪防止のためのプロフェッショナルとしての基準と規則を遵

守することを、責任および義務として負っています。コンプライアンス方針は本規範の付録Iに列挙されてお
り、当社のイントラネットやウェブサイトで確認することができます。

全従業員は、X-Elioでの就業にあたり、本規範とX-Elioのコンプライアンス方針の写しの提供を受
け、合意書への署名が求められます。年に一度、各従業員は本規範の遵守状況を証明する必要がありま

す。さらに、本規範が改定された場合、コンプライアンス委員会がそれを従業員に通知します。その場合、

各従業員は、イントラネットやウェブサイトで公開されている本規範の最新版を閲覧し、理解する義務を負い

ます。すなわち、本規範とコンプライアンス方針を遵守することはX-Elioの雇用条件の一つであり、これに違
反した場合は、解雇を含む懲戒処分が課される可能性があります。

さらに、本規範に定める価値観、行動指針、およびプロフェッショナルとしての基準は、必要に応じて、

第三者、サプライヤー、顧客、代理業者、仲介業者、下請業者など（以下、「ビジネスパートナー」または「第

三者」）にも適用されます。

本規範は、従業員が遭遇しうる最も一般的な事柄につき取り扱うことを目指しますが、発生し得るす

べての問題を網羅することはできません。どう行動すべきか不確かなときは、常に当社の最善の利益のた

めに行動し、次のことを自問してください。

• これは違法か？
• 不適切なまたは誤った行為と感じるか？
• 自分の行為が公に知られるとなった場合、居心地悪く感じるか？
• 自分または会社に対してマイナスなイメージを生む可能性はあるか？
• 個人の利益が会社の利益と相反する可能性はあるか？
上記への回答に「はい」が1つでもある場合、あなたが取ろうとしている行動が本規範に違反する可
能性があります。コンプライアンス委員会に助言を求めてください。
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2 価値観

責任

X-Elioでは、建設的な社会的及び経済的価値を創出するという共通の目的を共有しながら、職業上
相応しい、持続可能、かつ卓越性に重点を置いた事業活動を市場で展開していきます。

ダイバーシティとチームワーク

X-Elioでは、安全で柔軟性のあるダイバーシティとインクルージョンを備えた労働環境の構築に努
めています。各チームが健康や安全に不安を感じることなく業務を遂行し、知識の交換により建設的に協力

することで、共通の目的の達成に向けて団結して取り組むことができるからです。

誠実性

X-Elioでは、ビジネスにおける誠実性と倫理に関する最高レベルの国際基準を適用するとともに、
当社が事業活動を展開するすべての市場における適用法を遵守します。

コミュニケーション

X-Elioでは、X-Elioの情報と第三者の情報を保護し、責任をもってこれらの情報を使用します。私た
ちは、適切なデジタル資源を活用した安全で協力しやすい労働環境を整備することによって、従業員同士

やビジネスパートナーとの間で、当社の目的達成のために必要な責任を喚起し、効果的なコミュニケーショ

ンが促進されると考えています。

柔軟性

X-Elioでは、未知の事態にも積極的に取り組み、ビジネスパートナーの関心の理解に努め、市場の
変化や新しい課題を学習や進化の機会として捉えています。

3 倫理および行動指針

3.1 法令遵守、安全性、誠実性

適用法の遵守 – どの従業員も、すべての適用法を把握し、遵守することが求められます。したがっ
て、各従業員は、いかなる違法行為や不正行為も拒否し、そうした行為があれば直ちにコンプライアンス委

員会か倫理通報窓口に報告すること、契約に基づく職務上の義務と適用法をすべて遵守する必要があるこ

とを理解している必要があります。

腐敗行為防止と贈収賄防止 – X-Elioは公正かつ誠実に事業を実施します。また、事業を展開して
いる国であるかどうかにかかわらず、非倫理的な行為を通じて不当な利益や便宜を得るために個人の意思

に影響を与えようと試みることは厳格に禁止されています。従業員やビジネスパートナーによる腐敗行為は、

どのような状況でも許容されるものではありません。特に公務員とのやり取りが行われている場で不適切な

行為や、第三者に対して不当な影響を及ぼす疑いをもたれるよう行為は腐敗行為とみなされます。どの従

業員も、第三者とのやり取りにおける腐敗行為の発生を防止するため、社内規定や各ポリシーに定められ

たすべての規定を遵守することが求められます。

人権擁護 – X-Elioは、世界人権宣言や同様の主旨を持つ主要な国際協定で認められている人権と
基本的自由の尊重と保護に取り組み、これらの協定で採択されている原則を当社の全ての方針と事業活

動の発展に確実に反映させます。業務の遂行にあたり、全従業員は、この取組みを実践し、人権と基本的

自由を全面的に尊重し、保証しなければなりません。
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利益相反 – X-Elioでの業務、職務の遂行、意思決定にあたり、どの従業員も公平な立場を保ち、こ
れを保証しなければなりません。したがって、従業員は、個人的、経済的、またはその他の自身の利益がX-
Elioの利益と相反する状況やそのようにみなされる可能性がある状況に直面する事態を避けなければなり
ません。潜在的利益相反が生じたことに気付いた場合は、可能な限り迅速にコンプライアンス委員会に報

告しなければならず、意思決定プロセスにおいては、どのような状況においても常にX-Elioの利益を優先し
なければなりません。利益相反の種類、必要な報告の方法や取るべき行動については、X-Elioの社内規定
や各ポリシーに規定されています。

競争の保護 – X-Elioは、事業を展開するすべての市場における自由競争に関する規則と原則を遵
守し、アームズ・レングスの原則に従い市場での効果的な競争を妨げる事態の発生防止に努めています。

そのため、いかなる場合も、各従業員は、何らかの方法で競争を制限したり歪めたりする目的や効果を生じ

させる行為や行動を避けなければなりません。

秘密情報 – X-Elioが保有している独占情報や非公開情報は当社の貴重な資産であり、部外秘とみ
なされます。したがって、どの従業員も、十分な注意を払ってすべての情報と記録を取り扱い、職務を遂行

するにあたって取り扱う情報の機密性を厳格に保持しなければなりません。生データ、報告書、取引資料、

貸借対照表、業界情報や財務情報、戦略計画、その他の企業活動に関するすべての情報を秘密情報とし

て取り扱い、電子メールシステムなど当社が提供するシステムの中でのみ、秘密情報にアクセスする必要

があります。

知的財産と産業財産 – X-Elioから事前に書面で許可を得ることなく、X-Elioや第三者が所有するあ
らゆる成果物（あらゆる製品、サービス、ノウハウ、商品名、商標、特許、その他同当の価値のある成果物

を含む）の全部または一部を複製、コピー、盗用、頒布、改変、譲渡、または情報を伝えることは、厳格に禁

止されています。

マネーロンダリングとテロへの資金提供 – X-Elioは、マネーロンダリング、テロへの資金提供、その
他の犯罪行為に当社の事業が利用されることを防ぐため、適用されるすべての国内法と国際法の遵守に

真摯に取り組んでいます。これに関連して、各従業員は、第三者との関係の中でもマネーロンダリングやテ

ロへの資金提供といった違法行為庫への関与を避けるようにしなければなりません。第三者と業務上の関

わりを持つ場合は、事前にcompliance@x-elio.com宛にメールを送信してコンプライアンス委員会から承
認を得なければなりません。

国際的通商制裁 – X-Elioは、事業を展開するすべての市場において、各国や国際機関が実施して
いる第三者に対する国際的通商制裁制度の遵守に取り組んでいます。

税務上のグッドプラクティス – X-Elioは、事業活動を実施しているすべての法域において納税義務
を遵守しています。税に関する業務を担う従業員またはその責任を負う従業員は、税法、社内規定と各ポリ

シーに従って業務を遂行しなければなりません。

差別と嫌がらせに対するゼロトレランス - X-Elioは、機会均等、ダイバーシティ、および他者に対す
る尊敬、寛容、公正さを基盤として築かれる人間関係を擁護します。したがって、当社は、いかなる状況に

おいても、性別、バックグラウンド、出自、宗教、年齢、身体障害、性同一性、政治的思想に基づくいかなる

種類の差別、脅迫、嫌がらせも容認しません。どの従業員も、機会均等、ダイバーシティの尊重、および非

差別の原則を基盤とする職業上相応しい関係を構築し、発展させ、保証しなければなりません。

個人情報の保護 - X-Elioは、すべての従業員とビジネスパートナーのプライバシーを保護します。
X-Elioは、適用法で容認されている場合に限り、不正使用を防ぐために必要な安全対策を講じた上で、個
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人情報を使用します。

安全衛生 - X-Elioは、予防の文化を推進することにより、従業員、資産、当社施設に出入りするす
べての者、および環境の保護に努めています。X-Elioは、労働災害を防止するため、すべての職場で安全
衛生を促進するために必要な対策を実施するとともに、企業リスクや事業リスクを効率的に管理するために

効果的な仕組みを備えています。こうした原則に準拠して安全を管理することは共同責任であり、X-Elioの
全従業員がその対象となります。

労働法 - X-Elioは、全従業員の採用、報酬、研修および育成にあたり、事業を展開するすべての国
で適用される労働法を遵守し、促進します。

財務上の誠実さ - X-Elioは、資産の責任のある管理と、正確かつ瑕疵のない財務記録と事業記録
の保持に取り組んでいます。どのような状況下でも、不正確または誤解を招くような財務情報が第三者に伝

わるようなことがあってはなりません。また、契約の締結や支出を伴う取決めに従事する従業員は、当社の

承認手続きに従って適切な承認を得て行なう必要がありません。

3.2 社会的責任

経済問題、社会問題、環境問題に関して、X-Elioは、持続可能な成長と事業活動を行う社会環境の
発展への貢献を両立させうる、好ましい影響をもたらすビジネスモデルの構築に取り組んでいます。具体的

に記すと、当社が事業を展開する様々な地域社会のニーズに応じた投資、慈善寄付、事業の実施が含ま

れます。

3.3 持続可能性と環境

X-Elioは、環境の保全と保護に取り組んでおり、配慮のある持続可能な方法で事業活動を進め、当
社の施設や事業による環境への影響を最小限に抑える取り組みをしています。当社は、将来世代の資源を

保護するため、事業活動で消費する資源の効率的かつ責任ある使用を徹底するよう努めています。

3.4 ビジネスパートナーや第三者との関係

デューデリジェンス – 必要かつ適切と思われる場合、X-Elioは、ビジネスパートナーと第三者に対し、
事業を実施している国の適用法に加えて本規範と関連するコンプライアンス方針を確認し、遵守することを

求めます。X-Elioでは、リスク、各法域で適用されている規制、および関連するポリシーに基づき、第三者と
契約する前にリスク評価やデューデリジェンスプロセスを実施します。

政府当局 – 公的機関、行政機関、政府機関および各機関の担当者との取引はすべて透明性、公
正さ、および敬意をもって実施されなければなりません。X-Elioは、政治的思想について中立的な立場を示
しており、政党や政党員、候補者らに対して直接又は間接的に資金提供を行わず、今後も行いません。

コミュニケーションとソーシャルメディア – X-Elioは、自社の印象と評判を守るため、関わりを持つ第
三者と安全で責任のあるコミュニケーションを奨励しています。これに関連して、X-Elioを代理してメディアや
ソーシャルメディアで意見の発信や発表を行ったり、私的な場で情報を交換したりすることは厳格に禁止さ

れており、また不快な言葉を使用したり、X-Elioの商業ブランドやプロジェクト、従業員、または第三者につ
いて話したりすることも同様に禁止されています。また、ソーシャルメディア上に会社のページやアカウントを

作成することはX-Elioの単独の責務であり、承認を得ない限り、従業員や第三者がX-Elioのページやアカ
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ウントを作成、使用、宣伝を行うことはできません。各従業員は、ソーシャルメディアの利用にあたっては慎

重を期し、秘密情報を開示しないようにしなければならず、いかなる場合も、個人の意見がX-Elioの意見で
あるように示唆したり、X-Elioの名称を使って個人の意見を述べたりしてはなりません。

4 倫理通報窓口

本規範の違反や非倫理的な行動の報告

X-Elioは倫理通報窓口を設置しています。この倫理通報窓口は、全従業員と第三者が本規範、コン
プライアンス方針、適用法、その他の社内規定や各ポリシーの違反する行為を含めた非倫理的な行動やそ

の疑いがもたれる行動を報告するため利用できるよう、すべての社内言語（英語、スペイン語、イタリア語、

日本語）に対応しており、X-Elioのイントラネットやウェブサイトから利用することができます。
X-Elioの全従業員は、非倫理的な行動や本規範、コンプライアンス方針、または適用法の違反につ

いて知った場合やそうした疑いがある場合には、速やかにコンプライアンス委員会か倫理通報窓口に報告

することが義務付けられています。この報告義務に違反した場合は、当社による懲戒処分や制裁措置が課

される可能性があります。

コンプライアンス委員会は、倫理通報窓口を介して行われたすべての報告を受理し、これに対応し、

必要に応じて措置を講じる責任を有する社内機関です。

付録Iには、各言語による倫理通報窓口へのリンクが記載されています。

安全と秘密

倫理通報窓口は、報告者と調査対象者の両者に対する、安全と秘密保持を徹底しています。倫理

通報窓口へは、従業員の場合はイントラネットから、第三者の場合はX-Elioの外部ウェブサイトから、コンプ
ライアンスセクションにアクセスすることで利用することができます。

報告者が希望する場合は、倫理通報窓口を介してコンプライアンス委員会に匿名で報告することが

できます。なお、報告者が匿名の事案について調査する場合、コンプライアンス委員会の取り得る調査方法

に制限が科される可能性があること、また、可能な限り詳細な情報を提供することがコンプライアンス委員

会による最終報告書の作成に役立つことに留意してください。重要な情報が不足しているためにコンプライ

アンス委員会が合理的な方法で調査を実施できない場合、報告内容が処理できない可能性があります。

報告者の保護 – 報復禁止の原則

従業員や第三者による非倫理的な行動や本規範、コンプライアンス方針、適用法、またはその他の

社内規定や各ポリシーの違反について、合理的で誠実な信念に基づき報告を行った従業員や第三者が懲

戒処分や不利な取り扱いを受けることはありません。しかしながら、当社は、虚偽の通報や告発を行った者

に対して懲戒処分を課す権利は、留保します。

5 違反に対する処分

懲戒処分

X-Elioは、本規範、コンプライアンス方針、または適用法の違反に関与した従業員に対し、違反の
性質や事実に応じて、公正で一貫性のある方法で懲戒処分を課します。懲戒処分の内容には解雇も含ま

れており、どのような懲戒処分も雇用に関する適用法と規則に準拠して行われます。
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第三者が違反行為や侵害行為に関与していた場合、X-Elioは、明らかになった侵害行為、契約条
項、および適用法を考慮した上で、その第三者との契約関係に対する適切な措置を講じます。

本規範の違反行為の中には適用法に抵触するものがあるため、本規範に違反した個人に対して罰

金、過料、収監などの刑事罰が個人に科される可能性があります。

6 詳細情報の問い合わせ

本規範の解釈や適用について疑問や質問がある場合は、上司やコンプライアンス委員会のメンバ

ーに問い合わせることができます。コンプライアンス委員会は、本規範の解釈と適用について責任を有する

社内機関です。

該当する連絡先は、付録Iに記載されています。
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付録I 

連絡先とコンプライアンス方針

倫理・行動規範 2021年 7月 6日

関係連絡先

コンプライアンス委員会

電子メール：compliance@x-elio.com
郵送：

宛先：X-Elio Compliance Committee（X-Elioコンプライアンス委員会）
X-Elio Energy S.L. 
Calle del Poeta Joan Maragall 1, 5th floor 
28020 Madrid, Spain 

倫理通報窓口（イントラネットやウェブサイトから利用可能）

スペイン語：https://canaletico.es/es/xelio
英語：https://canaletico.es/en/xelio
日本語：https://canaletico.es/ja/xelio
イタリア語：https://canaletico.es/it/xelio

不正腐敗防止に関するポリシー

利益相反ポリシー

貿易制裁に関するポリシー

独占禁止に関するポリシー


