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目的と適用範囲

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「X-Elio」または「当
社」）は、高い法令遵守の意識と倫理基準に基づいて、あらゆる事業を遂行することに尽力しており、

全従業員ならびに当社の代理を務める第三者が、この責任を果たすことを求めています。この取り組

みの一環として、当社は本腐敗行為防止に関する方針（以下、「本方針」）を策定しました。本方針は、

当社のすべての取締役、役員、従業員、仲介人、代理人およびその他の関係者（以下、総称して「当

社従業員」）に適用されます。

簡潔に述べると、当社は、本方針または法により明示的に禁止されているか否かにかかわら

ず、直接または第三者を介した賄賂、キックバック、便宜を図ってもらうための支払等、いかなる種類

の汚職も一切容認しません。当社従業員は、いかなる者に対しても、ビジネスで不正に競争上の優位

性を獲得または維持する目的で、利益（贈答品、歓待、接待を含みます）の供与や、その申し出をして

はなりません。同様に、当社従業員は、このような不正な利益供与を要求したり、受領したりしてはな

りません。

本方針および本方針における内部統制は、贈収賄を含むあらゆる種類の腐敗行為の発生を

防止し、不正行為が行われることを回避し、当社がその事業活動に関する問い合わせに迅速かつ効

果的に対応できるように策定されています。本方針に違反した当社の従業員は、適用法または関連す

る企業ポリシーに従い、解雇を含む懲戒処分の対象となる場合があります。以下のページでは、腐敗

行為防止コンプライアンスに関する一般的なガイドを定めていますが、本方針遵守にあたって、問題と

なる可能性のある状況をすべて網羅するものではありません。したがって、本方針の要件について疑

問がある場合は、コンプライアンス委員会に相談してください。以下の b) の通報窓口を介した場合に
は匿名で、質問やコンプライアンス上問題となり得る潜在的な事例を以下の3つの連絡手段のいずれ
かを利用して報告することができます。

電子メールにて：compliance@x-elio.comまたはcanaletico@x-elio.com
ウェブ経由にて：

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

郵送にて：Compliance Committee 
X-Elio Energy S.L. 
C/Poeta Joan Maragall 1, 5th floor 28020 Madrid, Spain 

当社の方針

当社従業員による賄賂の申し出供与または受領の不許可

当社従業員は、本方針、欧州連合の法、および適用されるすべての腐敗行為防止法（各加盟

国の規制、スペイン刑法、英国贈収賄防止法、米国海外腐敗行為防止法（「FCPA」）を含みます）を適
切に遵守して業務を遂行する必要があります。

本方針に基づき、当社従業員は、ビジネスで不正に競争上の優位性を獲得または維持
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する目的で、直接または間接的に、政府関係者1または民間の第三者（以下、総称して「第三

者」）に対して利益供与やその申し出を行うことはできません。

また、いかなる地位にある政府関係者に対しても、その職権や公務のみを考慮した上で、直

接または間接的にあらゆる利益の供与や、申し出をすることも禁じられています。「あらゆる利益」とは、

現金、現金同等物、家族への贈答品、債務の免除、融資、個人的に便宜を図ること、接待、食事や旅

行、政治献金および慈善寄付、ビジネスチャンス、ならびに医療を含むと広義に解釈します。つまり、

賄賂、キックバック、便宜を図ってもらうための支払いやそれに類する支払いは、政府関係者、または

顧客、投資家、クライアント等の民間人に対して行われるかを問わず、決して許可されません。同様に、

当社従業員は、このような支払いや対価を要求し、受領してはなりません。

不正な支払いの要求や要請を受け、本方針に違反するその他の事例に直面した場合、その

ような要求や要請は直ちに拒否したうえで、当社のコンプライアンス委員会に報告しなければなりませ

ん。しかしながら、当社従業員および本方針が適用されるすべての人の健康と身の安全が優先事項

であるため、こうした要請または要求を拒否することで、個人の健康および／または身の安全を危険

にさらしかねないと合理的に考えられる特殊な状況下において、このような要求または要請に応じるこ

とは、健康および身の安全を守るために例外的に許容されます。この場合、健康と身の安全に危険を

及ぼす状況から逃れられたら直ぐに、コンプライアンス委員会に報告し、適切に記録するものとします。

さらに、当社従業員は、不正な金銭の授受が行われたこと、または行われ得ることを知った場

合やその疑いを抱いている場合にも、そのような事例を当社のコンプライアンス委員会に報告しなけ

ればなりません。当社の方針として、腐敗行為防止法または本方針の違反もしくは違反の疑いについ

て、正直かつ誠実に報告した結果、報告した従業員が雇用上不利益な取り扱いを受けることはありま

せん。

贈答品、食事、接待、旅行および宿泊

本方針は、贈答品、食事、接待、旅行、宿泊および雇用に関する様々な規則を定めたもので

す。上記に関連する出費はすべて、下記のセクションIVに従い、当社の帳簿および記録に正確に記録
する必要があります。

贈答品

総じて、当社は、贅沢な贈答品や接待によらず、当社従業員の人材、製品、サービスの質で

競争し、事業を獲得しています。

X-Elioブランドを付した少額の品2である限り、政府関係者に対して贈答品として提供す

1

2 少額の贈答品とは、金銭的価値が「少ない」または「低い」物（当社ブランドを付したペン、ノート、カレンダー、マグカップ、
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ることができます（例：X-Elioブランドを付したペンやノートなど）。 

当社の事業活動にかかる決定権またはこれに影響を与える権限を有する民間の第三者への

贈答品は、当社ブランドを付した少額の品目である場合または以下のすべての条件が満たされる場

合を除き、全般的に禁止されています。

贈答品に現金または現金同等物（例：商品券、店舗カード、ギャンブル用チップなど）

が含まれていない。

贈答品が現地法および受領者の勤務先のガイドラインの両方に基づき許可されてい

る。

贈答品の提供が公明正大に行われる。

贈答品が個人名ではなく、X-Elioの名前で贈られる。

贈答品が当社の帳簿および記録に適切に記録される。

贈答品が敬意や礼儀を示すため、またはもてなしを受けた際の返礼として贈られ、現地の

慣習に従っている。

また、当社従業員が同一年度内に既に2回贈答品を提供している第三者に対して、さらなる贈
答品の提供などを検討している場合、当社従業員はその約束、申し出または提供をする前に、コンプ

ライアンス委員会に承認を求める必要があります。この義務は、各贈答品の価値にかかわらず適用さ

れます。

なお、本方針に定める贈答品の提供および報告にかかる規定は、当社従業員が当社にたい

して経費精算を請求しない場合にも適用されます（すなわち、贈答品を自費で購入したとしても、本規

定を回避することはできません）。

当社従業員は、当社と取引中または取引を求める顧客、サプライヤーその他の第三者から、

少額の品を除き、贈答品、謝礼、その他の便宜を受けたり、近親者に受け取らせたりしてはなりません。

高価な贈答品は直ちに返還し、上司またはコンプライアンス委員会に電子メール（compliance@x-
elio.com）で報告する必要があります。即時返還が現実的でない場合、贈答品は、 寄りの当社施設

（例：オフィス、プロジェクトサイトの仮事務所など）に預け、適切な時期に慈善目的の寄贈を行う等の

対応を行い、当社の帳簿および記録に正確に記載するためにコンプライアンス委員会に報告する必

要があります。

食事、接待、旅行および宿泊

当社の業務の一環として行われるビジネス会食や接待、出張時の旅費や宿泊費にかかる経

費は、常識と節度をもって支出されなければなりません。当社従業員が、ビジネス会食や接待、交通

費や宿泊費の支払いを当社の取引先に対して提供、または取引先から提供を受けることができるの

は、通常、同じような経費が頻繁に発生しておらず、良識の範囲内であり、事業目標のために合理的

に役立つ場合に限られます。

小さな植物など）をいいます。
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食事、接待、旅行および宿泊をいずれかの者のビジネス上の意思決定に影響を与える手段と

して、提供、受諾することは決して許されません。これらの提供または受諾が認められるのは、事業活

動の促進のために合理的に必要であると判断され、通常のビジネス上の交流の過程で、提供や受諾

がなされ、その主たる目的がビジネスである場合に限られます。特定の食事、接待、旅行および宿泊

の適切性は、その支出が良識の範囲内であるか、関与する個人の立場に相応しいものであるかを基

準に判断されます。性的な接待は固く禁じられています。

当社の事業活動にかかる決定権またはこれに影響を与える権限を有する政府関係者に対す

る食事、接待、旅行および宿泊にかかる経費を、コンプライアンス委員会の事前承認を得ずに負担し

てはなりません。

当社の事業活動にかかる決定権またはこれに影響を与える権限を有する民間の第三者に対

する食事、接待、旅行および宿泊の経費は、以下の条件が満たされていない限り、コンプライアンス

委員会の事前承認を得ずに負担してはなりません。

その支出が善意によるものであり、正当な事業目的に関連しており、支出にかかるイ

ベントに当社の適切な代表者が出席している。

その支出の一人当たりの支出額（および経費の内容ごとの総額）が、以下の金額未満

である。

オーストラリア 日本 ヨーロッパ 中南米 米国

≤ AUD$250 ≤JPY20300 ≤€100 ≤ US$100 ≤ US$250 

また、受領者の勤務先の規則で許容されている（該当する場合）。

すべての食事、接待、旅行および宿泊にかかる、経費精算申請は、全出席者の人数、その氏

名、勤務先及び役職（可能であれば）を明記する必要があります。経費精算には領収書が必要であり、

経費にかかる支出およびその承認は、当社の記録に正確かつ完全に記入される必要があります。全

ての事例において、当社従業員は、食事、宿泊、旅行または接待に該当する経費の記録に、支出の

内容や目的を明確に記載する必要があります。

なお、本方針に定める食事、接待、旅行および宿泊の提供、ならびに報告にかかる規定は、

当社従業員が経費精算を請求しない場合にも適用されます（すなわち、経費を自費で支払ったとして

も、これらの規定を回避することはできません）。

支払いは、当社からサービス提供者に対して行われ、立替払いによる払い戻しは行わないも

のとします。理由を問わず、当社の事業活動にかかる決定権もしくはこれに影響を与える権限を有す

る政府関係者、またはその他の（民間または公共機関を問わず）個人に対し、日当を支払うことはでき

ません。

第三者に対しに提供する、または第三者から受ける食事、接待、旅行または宿泊に関連して

発生する経費が、上記の要件を満たしていない場合は、コンプライアンス委員会による事前承認を得

る必要があります。

当社従業員が、承認申請をする場合には、付録Aの承諾依頼書をコンプライアンス委員会宛
に提出する必要があります（電子メールアドレス：compliance@x-elio.com）。
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また、当社従業員が同一年度内に既に2回の食事、接待、旅行または宿泊を提供している第
三者に対して、さらなる食事、接待、旅行、宿泊の提供など検討している場合、当社従業員は、その約

束、申し出、提供をする前にコンプライアンス委員会に報告する必要があります。この義務は、提供さ

れる食事、接待、旅行または宿泊の金額にかかわらず適用されます。

従来の贈答品に加えて、当社従業員が不在の場で、ビジネス関係者に対して提供される食事、

接待、旅行は、贈答品とみなされ、絶対的に例外なものであり、具体的かつ明示的にコンプライアンス

委員会の承認と本方針に定める贈答品に関する規定に従う必要があることに留意してください。

上記のいずれかの要件について疑問がある場合、当社従業員は、コンプライアンス委員

会にメールで相談するものとします（電子メールアドレス：compliance@x-elio.com）。

贈答品、食事、接待、旅行および宿泊の記録

X-Elioのコンプライアンス委員会は、同委員会の承認を必要とした当社従業員が第三者から
受けた、または第三者に対して申し出もしくは提供した贈答品、食事、接待、旅行および宿泊の全事

例について、記録を作成し、管理します。

当社従業員は、コンプライアンス委員会の承認が不要な場合でも、当社のすべての支出が当

社の帳簿および記録に適切に記載されるようにします。当社は、本方針の遵守状況を監視するため、

帳簿および記録の定期的な監査を実施します。

雇用／インターンシップ

当社は、政府関係者または当社のビジネスパートナーから、ある特定の個人に当社でのイン

ターンシップまたは雇用を提供するよう要請を受けることがあります。政府関係者、当社のビジネスパ

ートナー、またはその親族にインターンシップや雇用を提供することは、政府関係者またはビジネスパ

ートナーに対する利益の供与であるとみなされる場合があります。本方針は、不正にビジネス上の優

位性や見返りを得るため、または当社に有利な決定を促す影響を与える目的で、政府関係者、当社

のビジネスパートナー、またはその親族を雇用することを禁じています。

本方針は、政府関係者または当社のビジネスパートナーからこのような依頼および照会を受

けた場合の対応についての指針を定めています。候補者が、通常の採用プロセスの内外でインターン

シップまたは採用面接を行う場合、その候補者と政府関係者または当社のビジネスパートナーとの関

係についてコンプライアンス委員会に通知する必要があり、また、同候補者に対してインターンシップ

または採用をオファーする場合には、コンプライアンス委員会の書面による事前承認を得ることを要し

ます。コンプライアンス委員会は、以下の基準を考慮して候補者を評価し、その判断基準を書面化しま

す。

当該候補者の雇用に至る状況に、不適切なところはない。

当該候補者は、現在の公務または義務に抵触する業務を遂行するために雇用されるのでは

ない。

当該候補者が採用された職務を遂行するにあたり、学歴、経歴、実務経験の面で客観的に判

断して疑いの余地のない資格を有している。
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政府への不当な働きかけやビジネス上の優位性を得ることの引き換え（見返り）を期待して、

当該候補者が当社に雇用されるわけではない。

当社は、当該候補者が採用候補者となった時から正式に採用されるまでの間に、当該候補者

本人またはその紹介者が所属するビジネスパートナー、政府関係者、政府省庁または部局で

正式な決定が保留されている事案がない。

給与または報酬が、従事する業務および有する専門的資格に相応して適切な額である。

適切な倫理的障壁（ethical wall）を設定し、監督することで、当該候補者が、当社のビジネス
に影響を及ぼす可能性のある事項について当該候補者を紹介したビジネスパートナーまたは

政府関係者とやり取りをすることのないよう対策を実施する。

政治献金および慈善寄付

当社従業員は、事業を獲得もしくは維持するため、または不正にビジネス上の優位性を得る

ために、自身の名義または当社の名義であるかを問わず、政治献金または慈善寄付を行ってはなり

ません。X-Elioは、政治家候補者または政党、政党の代表者や職員に対する献金を含む、いかなる政
治献金も行いません。従業員個人または当社の代理人が、当社またはその関連会社を代理して政治

献金を行うこともできません。

当社による慈善寄付は、法で許可された内容で、実際の慈善団体に対して本方針に従って行

われる必要があります。また、政府関係者または政府機関に関わりのある慈善寄付を行う場合は、コ

ンプライアンス委員会の事前承認を得る必要があります。腐敗行為のリスクが高い事例では、コンプラ

イアンス委員会がデューデリジェンスの実施を要請することがあります。

政府関係者が、当社またはその関連会社に対する政府の措置に関連して、政治献金または

慈善寄付を求めてきた場合、コンプライアンス委員会に通知する必要があります。

第三者との関係

腐敗行為防止法は、第三者を介した間接的な政府関係者への不適切な利益供与を禁止して

おり、これには、支払いまたはその一部が政府関係者に供与されることを知りながら、またはそう信じ

る理由がありながら第三者に対して支払いを行う場合も含まれます。したがって、当社従業員は、本

方針の違反につながる可能性のある、第三者が関与する状況を避ける必要があります。

第三者と取引を行う当社従業員は、第三者が倫理感をもち、本方針を遵守した上で業務を遂

行することを確実にするために合理的に必要と思われる予防策を講じる責任があります。これには、

取引候補先である第三者（特に当社を代理して政府関係者と接する第三者）に対し、X-Elioが導入し
ている社内規則に従ってデューデリジェンスを実施することが含まれます。必要に応じて、第三者との

契約書に適切な腐敗行為防止コンプライアンス条項を設け、当社とビジネスを行うにあたって本方針

および適用される腐敗行為防止法に違反しておらず、今後も違反しないことの表明保証を第三者に要

求し、契約期間中、第三者が提供するサービスおよび第三者に支払われる報酬の合理性および正当

性を監視することが適切な場合もあります。

政府関係者とのやり取りにおいて当社を代理する立場となる第三者を雇用する当社従業員

は、当社が導入している該当する社内規則を遵守し、該当する契約または契約関係の検証および承
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認を受けるためにする必要があります。適切なデューデリジェンスの対象の範囲について疑問がある

場合は、コンプライアンス委員会に相談し、解決します。

また、業務に従事するようになってからも、その第三者を採用した当社従業員は、潜在的な危

険信号に常に注意する必要があります。危険信号とは、第三者による不適切な行為が行われている

可能性が高いことを会社に警告すべき特定の行為または事実をいいます。危険信号は、違法行為が

なされたことを意味するのではなく、さらなる調査が必要であることを意味します。危険信号は事実に

大きく依拠していますが、次のような事例は危険信号とみなされます。

過剰請求、前払請求、不明瞭な請求、直前の支払い請求、成功報酬、通常と異なる手数料や

中間報酬の支払いの要求など、通常と異なるまたは過度な支払いの要求

第三者の居住国または当社にサービスを提供している国以外の国にある口座への支払いの

要求

他の第三者への支払いまたは無記名口座への支払い、もしくは現金またはその他追跡不能

な資金による支払いの要求

政治献金または慈善寄付の要求

第三者が政府関係者と縁戚関係がある、または政府関係者と個人的に密接な関係もしくは取

引関係がある。

第三者がその所有者、パートナー、または代表者の開示を拒否、もしくは躊躇している。

第三者が、持株会社またはその他の方法を利用して、事業上の正当性を欠いて、その所有者不明瞭

にしている。

第三者が、当社を代理すること、またはその代理期間を秘密にすることを望んでいる旨の意

思表示をしている。

第三者が業界における経験が浅いにもかかわらず、「適任者を知っている」と主張する。

第三者が不適切な行為に関与している可能性を疑う理由がある場合、当社従業員は上記の

セクションIに記載されているいずれかの連絡先を通じて、直ちにコンプライアンス委員会にその事例
を報告する必要があります。

記録管理と内部統制

本方針では、当社のすべての支出が当社の財務記録に正確に記録されていること、および当

社の資金で、または当社を代理して行われたすべての支払いが適切に承認されていることが求めら

れます。当社従業員は、会計および財務報告に関して適用されるすべての基準、原則、法および慣行

に従わなければなりません。当社従業員は、経営陣が必要とするすべての報告書および記録を、適

時かつ完全に作成する必要があります。特に、当社従業員は、当社の帳簿および記録に完全かつ正

確に記載されている目的外にあたる支払いがたとえ一部であろうとも行われないようにする必要があ

ります。当社従業員は、当社の資金または資産に関わるすべての取引、処分および支払いが、当社

の財務記録に適切かつ正確に記録されるよう最善の努力をします。目的を問わず無記名または帳簿

外口座を開設してはなりません。理由を問わず、当社の帳簿および記録に虚偽または人為的な記帳
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をしてはなりません。最後に、本方針で禁止されている事項を個人の資金を使用して実行してはなりま

せん。コンプライアンス委員会は、本方針の監督と執行に主たる責任を負います。当社は、本方針の

遵守状況を監視するため、帳簿および記録の定期的な監査を実施します。

コンプライアンス手順と研修

腐敗行為防止コンプライアンスに対する当社の継続的な取り組みの一環として、すべての従

業員は本方針のコピーを受領し、その内容を確認する必要があります。また、従業員は、その後、(1) 
本方針をレビューし、(2) 本方針を遵守することに同意し、(3) 本方針または適用される腐敗行為防止
法に違反する可能性のあるすべての事例をコンプライアンス委員会に報告することに同意することを

書面にて証明する必要があります。証明書は本書に添付されています。

なお、当社は、腐敗行為防止法および本方針の要件と義務かかる従業員教育のため、定期

的な腐敗行為防止コンプライアンス研修プログラムを実施します。当社の全従業員に、同研修への参

加が義務付けられており、コンプライアンス委員会は、遵守状況を確認するため、出席記録を保管す

る必要があります。

報告要件と内部告発者の保護

当社は、腐敗行為防止コンプライアンスへの取り組みを非常に真摯に受け止めており、すべ

ての当社従業員がこうした取り組みを共有することを期待しています。そのため、当社は、本方針また

は適用される腐敗行為防止法の違反について知ることとなった、または違反を疑う理由がある当社従

業員に対して、直ちにコンプライアンス委員会に連絡することを求めています。報告は匿名で行うこと

ができます。当社従業員が、違反を知りながらまたは違反の疑いを持ちながら報告しなかった場合、

当該従業員は、解雇を含む懲戒処分の対象となる場合があります。

当社の方針により、腐敗行為防止法または本方針の違反を知り得た場合または違反が疑わ

れる場合に正直かつ誠実に通報を行った当社従業員に対して、違反もしくは違反の疑いを報告した結

果として、雇用上不利益な取り扱いを受けることはありません。

本方針に関する質問はすべて、上記セクションIに定めるいずれかの連絡先を通じて、コンプラ
イアンス委員会に問い合わせてください。
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付属書A
贈答品、食事、歓待、旅行または宿泊に関する承認依頼書

X-Elio申請者の氏名： 部署：

日付： 連絡先：

XXXX年XX月XX日
住所：

電話番号：

電子メール：

贈答品または招待の受領／提供

贈答品／招待：

贈答品や招待を受ける立場ですか、または提供する立場ですか。

受領 提供

贈答品または招待の授受の相手： 相手は政府関係者ですか。

氏名：

役職：

会社：

はい いいえ

贈答品または招待の授受の理由

贈答品／招待の内容

内容と価格

それは会社の贈り物ですか。

はい いいえ

価格：
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内容：

贈答品または招待の受領日：

XXXX年XX月XX日


