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TCFD提言セミナー

概観編

リクロマ株式会社
2021年

お時間まで少々お待ち下さい。
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本セミナーの目的

明日から「TCFD提言への対応」が出来るように、

「なぜ今TCFD提言への対応が求められているのか」

「TCFD提言にどのように対応するのか」

「何から着手するべきか」

を理解していただく。
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世界の機関投資家に代わり企業に気候変動に関する質問書を送付し、結果を公表する非営利組織。

イギリスに本部を置く。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ESG格付に対する投資家の評価

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　(CDP:67％)

大学卒業後、PwC Mexico International Business Centreにて日系企業への

法人営業 / アドバイザリー業務に携わる。帰国後、一般社団法人CDP 
Worldwide-Japanを経て、リクロマ株式会社（旧：株式会社ウィズアクア）を創

業。慶應義塾大学経済学部卒業。

代表取締役 加藤 貴大

4

Copyright ©ReChroma Corporation 2021 All right reserved

《CDP Worldwide-Japanとは》

代表紹介
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会社紹介

社名 リクロマ株式会社

設立 2018年5月

代表者 加藤 貴大

本社
東京都渋谷区渋谷2-24-12
渋谷スクランブルスクエア 15階

主要株主
加藤 貴大
Reapra Ventures 
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気候変動情報

個
人

投
資
家

企
業

企業理念 気候変動時代に求められる情報を提供することで社会に貢献する

ESG投資や脱炭素社会への取組に対応する全法人に対して、専門知識と、
オペレーションの支援を提供する。

Vision2025



Copyright ©ReChroma Corporation 2021 All right reserved

サービスの紹介

格付けの向上を目指したり、お客様からのご要望でCSR調達アンケートを送る

企業様の支援をしています。

お取引先様に対して当社が第三者の視点でCSRの改善点などをお伝えするこ

とを強みとしています。

サプライケア / CSR調達アンケート業務支援

ESG対応や炭素税への対応のために温室効果ガスを算出する企業のご支援を

しています。

海外関連会社含む組織全体の温室効果ガス算定コンサルティング、社内オペ

レーションの構築、排出削減の施策だしが強みです。

エコナル / 温室効果ガス排出量の測定支援

ESG格付け組織にいた者がTCFD対応に関するアドバイス / TCFD対応のロー

ドマップをご提示する勉強会も開催しており、お客様に「次の行動を見つけてい

ただく」ことを強みとしています。

TCFDアドバイス / 研修 
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研修サービス概要
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気候変動に関する必要十分なインプットとワークによるアウトプット
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①関係者

IR / CSR部門･事業部長など

➁社員 ③経営陣

研修のご対象者様

研修内容例
・カーボンニュートラル
・TCFD概観
・TCFD戦略を作成するための総合的なインプット
・事業部に対する
    リスクと機会 / シナリオ分析ワークショップ

研修内容例
・カーボンニュートラル
・ESG,SDGs,CSV,CSR,TCFDの関係性
・TCFD概観



開示支援
ガバナンス
リスク管理

戦略 指標と目標コンサルティングサービス概要
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コンサルティングご支援内容
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以下コンサルティングを組み合わせることでTCFD対応が完了します

<支援内容>
①Scope1,2算定

②Scope3算定

③Scope1,2目標と施策設定

④Scope3目標と施策設定

⑤その他の指標目標設定

<支援内容>
①リスク/機会特定

シナリオ分析 (定性)
②リスク/機会特定

シナリオ分析 (定量)

開示支援

<支援内容>
①委員会など組成支援

②ガバナンス改善項目

③リスク管理改善項目

ガバナンス /リスク管理 戦略 指標と目標
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カーボンニュートラル
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出来事

詳細

PRI発足

PRI：責任投資原則

国連が公表したもの

PRIが投資家に対して、

「長期的なサステナビリティを重

視した投資行動」を取るように

求めるイニシアチブ

TCFD発足 TCFD提言

2008年
リーマンショック

2006年 2015年4月 2017年

2015年9月
GPIFのPRI署名

ブラックロック
気候変動重視

TCFD：気候関連財務情報開示

タスクフォース

民間の金融や格付け機関、

NGO、政治家などが参加

企業の財務報告で、気候関連

情報の開示を行うためのガイダ

ンス作成に着手

TCFDが作成したガイダンス

このように開示をするべきという

提言が記されている

開示内容の定期的な見直しが

求められる

TCFD：背景
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機関投資家がESG投資をする上で、重視している国際的なイニシアチブは？

令和元年12月：経済産業省「ESG投資に関する運用機関向けアンケート調査」より当社作成

TCFD：投資家が重視する国際的なイニシアチブ
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Climate
Action100+

温室効果ガスを多く出す産業に対
して対話などを行う機関投資家が

加盟するイニシアチブ

グローバル・
コンパクト

国連が提唱した人権・労働権・環境
・腐敗防止に関する10原則を遵守

することを要請する
イニシアチブ

30％クラブ
企業の意思決定機関に占める
女性割合の向上を目的する

イニシアチブ
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コーポレートガバナンス・コード

補充原則３－１③
上場企業は経営戦略の開示にあたって、自社のサステ
ナビリティについての取組みを適切に開示すべきであ
る。また、人的資本や知的財産への投資等についても、
自社の経営戦略・経営課題との整合性を意識しつつわ
かりやすく具体的に情報を開示すべきである。
特にプライム市場上場会社は、気候変動にかかるリスク
及び収益機会が自社の事業活動や収益に与える影響
について、必要なデータの収集と分析を行い、国際的に
確立された開示の枠組みである TCFDまたはそれと同等
の枠組みに基づく開示の質と量の充実を進めるべきで
ある。

東証と金融庁が示した「上場企業としてのあるべきガバナンス」

量

質 ・精緻な表現や計算かどうか

・11の開示要求項目  

・開示対象範囲 (連結子会社 /単社/事業部)

《当社の理解》
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プライム市場区分の会社はTCFDと同様な開示の質と量の充実が求められる
明確にどのような量と質の開示が求められているのかは現段階で不明。
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格付け機関の評価基準に従うことでTCFD提言の「質」に対応している

(現状、多くの会社がCDP基準を重視)

TCFD：対応の質

投資家の ESG 格付に対する評価
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収入

支出

リスク

慢性

急性

政策と法律

技術

市場

評判

資源効率性

エネルギー源

製品/サービス

市場

レジリエンス

機会

物理的リスク

貸借対照表

移行リスク

財務的インパクト

戦略的計画 
リスク管理

キャッシュフロー計算
書

損益計算書

 

出典：長村政明、「気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）最終報告書の概要」、2017年8月、金融庁説明資料

TCFD（タスクフォース）の目指す方向性 = 財務諸表に気候変動に関する財務影響を反映させる

資本　資金調達

資産　負債

TCFD提言
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出典：長村政明、「気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）最終報告書の概要」、2017年8月、金融庁説明資料

現状求められている
TCFDへの対応
＝TCFD提言と呼ばれる

今後求められると考えら
れる

TCFD（タスクフォース）の目指す方向性 = 財務諸表に気候変動に関する財務影響を反映させる

TCFD提言
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戦略 リスク管理 指標と目標 ガバナンス

気候関連のリスクと機会が事
業、戦略、財務計画にどのよう
な潜在的な影響があるかを開
示

気候関連のリスクについて、ど
のように認識、評価、管理して
いるのかを開示

気候関連のリスクと機会を評
価、及び管理する指標と目標
を開示

気候関連のリスクと機会のガ
バナンスの開示

a. 当該組織が識別した、短期・中期・
長期の気候関連のリスクと機会を説
明する

b. 気候関連のリスクと機会が当該組
織のビジネス、戦略及び財務計画に
及ぼす影響を説明する

c. 2℃以下のシナリオを含む様々な気
候関連シナリオに基づく検討を踏ま
え、組織の戦略のレジリエンスについ
て説明する

a. 当該組織が気候関連リスクを識別
及び評価するプロセスを説明する。

b. 当該組織が気候関連リスクを管理
するプロセスを説 明する。

c. 当該組織が気候関連リスクを識別・
評価及び管理のプロセスが、当該組
織の総合的リスク管理にどのよう に
統合されているかについ て説明する。

a. 当該組織が、自らの戦略 とリスク
管理プロセスに即 して、気候関連のリ
スクと 機会を評価するために用い る
指標を開示する。

b. Scope 1、Scope 2及び、 当該組
織に当てはまる場合 はScope 3の温
室効果ガス （GHG）排出量と関連リス
クについて説明する。

c. 当該組織が気候関連リス クと機会
を管理するために 用いる目標、及び
目標に対 する実績を開示する。

a. 気候関連のリスクと機会について
の、当該組織や取締役会による監視
体制を説明する。

b. 気候関連のリスクと機会を評価・管
理する上での経営の役割を説明する

TCFD提言

TCFD提言は以下の 4要素/11の質問 で構成される

指標と目
標

リスク管
理

ガバナン
ス

戦略
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TCFD提言4要素：関係性

戦略 リスク管理 指標と目標

ガバナンス

気候変動のリスク・機会の
洗い出し

気候変動のリスク・機会の
対応を行う

どのようなKPIで進捗を
管理するのか

一連のプロセスを会社としてどのような組織で実行するのか？

戦略
リスク管

理
指標と目

標
ガバナン

ス
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戦略 ガバナンス リスク管理 指標と目標

気候関連のリスクと機会が事
業、戦略、財務計画にどのよう
な潜在的な影響があるかを開
示

気候関連のリスクと機会のガバ
ナンスの開示

気候関連のリスクについて、ど
のように認識、評価、管理して
いるのかを開示

気候関連のリスクと機会を評
価、及び管理する指標と目標を
開示

a. 当該組織が識別した、短期・中期・
長期の気候関連 のリスクと機会を説
明する

b. 気候関連のリスクと機会が当該組
織のビジネス、戦略及び財務計画に及
ぼす影響を説明する

c. 2℃以下のシナリオを含む様々な気
候関連シナリオに基づく検討を踏まえ、
組織の戦略のレジリエンスについて説
明する

a. 気候関連のリスクと機会 について
の、当該組織取締役会による監視体制
を説明する。

b. 気候関連のリスクと機会 を評価・管
理する上での経営の役割を説明する

a. 当該組織が気候関連リス クを識別
及び評価するプロ セスを説明する。

b. 当該組織が気候関連リス クを管理
するプロセスを説 明する。

c. 当該組織が気候関連リス クを識別・
評価及び管理の プロセスが、当該組
織の総 合的リスク管理にどのよう に
統合されているかについ て説明する。

a. 当該組織が、自らの戦略 とリスク管
理プロセスに即 して、気候関連のリス
クと 機会を評価するために用い る指
標を開示する。

b. Scope 1、Scope 2及び、 当該組織
に当てはまる場合 はScope 3の温室
効果ガス （GHG）排出量と関連リ スク
について説明する。

c. 当該組織が気候関連リス クと機会
を管理するために 用いる目標、及び目
標に対 する実績を開示する。

気候関連のリスクとは？

・排出した温室効果ガスに課税されてしまう可能性があるリスク

・お取引先から温室効果ガス削減を求められるリスク

・気候変動による台風増加のリスク　等

気候関連の機会とは？

・再エネが世界・日本で増えることによる再エネ会社への部品の提供

・温室効果ガス排出量が少ない部品を作ることで販路拡大

・環境規制が今後も増えることでリサイクル需要の増加　等

シナリオ分析とは？

・気温が上がった後の世界ではどのようなビジネスが求められるのか？

TCFD提言4要素

TCFD提言：戦略

戦略
リスク管

理
指標と目

標
ガバナン

ス
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リスク管理 戦略 リスク管理 指標と目標

気候関連のリスクについて、ど
のように認識、評価、管理して
いるのかを開示

気候関連のリスクと機会が事
業、戦略、財務計画にどのよう
な潜在的な影響があるかを開
示

気候関連のリスクについて、ど
のように認識、評価、管理して
いるのかを開示

気候関連のリスクと機会を評
価、及び管理する指標と目標を
開示

a. 当該組織が気候関連リス クを識別
及び評価するプロ セスを説明する。

b. 当該組織が気候関連リス クを管理
するプロセスを説 明する。

c. 当該組織が気候関連リス クを識別・
評価及び管理の プロセスが、当該組
織の総 合的リスク管理にどのよう に
統合されているかについ て説明する。

a. 当該組織が識別した、短期・中期・
長期の気候関連 のリスクと機会を説
明する

b. 気候関連のリスクと機会が当該組
織のビジネス、戦略及び財務計画（ファ
イナ ンシャルプランニング）に及ぼす影
響を説明する。

c. ビジネス、戦略及び財務 計画に対
する2℃シナリオ などのさまざまなシナ
リオ 下の影響を説明する。

a. 当該組織が気候関連リス クを識別
及び評価するプロ セスを説明する。

b. 当該組織が気候関連リス クを管理
するプロセスを説 明する。

c. 当該組織が気候関連リス クを識別・
評価及び管理の プロセスが、当該組
織の総 合的リスク管理にどのよう に
統合されているかについ て説明する。

a. 当該組織が、自らの戦略 とリスク管
理プロセスに即 して、気候関連のリス
クと 機会を評価するために用い る指
標を開示する。

b. Scope 1、Scope 2及び、 当該組織
に当てはまる場合 はScope 3の温室
効果ガス （GHG）排出量と関連リ スク
について説明する。

c. 当該組織が気候関連リス クと機会
を管理するために 用いる目標、及び目
標に対 する実績を開示する。

TCFD提言4要素

気候変動のリスクの認識と評価とは？

・リスクに対する対応プロセス

例）各事業部から環境対策本部にリスク事例とその影響度合いが報告　　　さ

れ、環境対策本部でリスク評価が行われ、 CEOが最終責任を持つ

気候変動のリスクと会社のリスク管理

・会社のリスク管理の中に気候変動リスクが組み込まれているか？

TCFD提言：リスク管理

戦略
リスク管

理
指標と目

標
ガバナン

ス
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指標と目標 戦略 リスク管理 指標と目標

気候関連のリスクと機会を評
価、及び管理する指標と目標を
開示

気候関連のリスクと機会が事
業、戦略、財務計画にどのよう
な潜在的な影響があるかを開
示

気候関連のリスクについて、ど
のように認識、評価、管理して
いるのかを開示

気候関連のリスクと機会を評
価、及び管理する指標と目標を
開示

a. 当該組織が、自らの戦略 とリスク管
理プロセスに即 して、気候関連のリス
クと 機会を評価するために用い る指
標を開示する。

b. Scope 1、Scope 2及び、 当該組織
に当てはまる場合 はScope 3の温室
効果ガス （GHG）排出量と関連リ スク
について説明する。

c. 当該組織が気候関連リス クと機会
を管理するために 用いる目標、及び目
標に対 する実績を開示する。

a. 当該組織が識別した、短期・中期・
長期の気候関連 のリスクと機会を説
明する

b. 気候関連のリスクと機会が当該組
織のビジネス、戦略及び財務計画（ファ
イナ ンシャルプランニング）に及ぼす影
響を説明する。

c. ビジネス、戦略及び財務 計画に対
する2℃シナリオ などのさまざまなシナ
リオ 下の影響を説明する。

a. 当該組織が気候関連リス クを識別
及び評価するプロ セスを説明する。

b. 当該組織が気候関連リス クを管理
するプロセスを説 明する。

c. 当該組織が気候関連リス クを識別・
評価及び管理の プロセスが、当該組
織の総 合的リスク管理にどのよう に
統合されているかについ て説明する。

a. 当該組織が、自らの戦略 とリスク管
理プロセスに即 して、気候関連のリス
クと 機会を評価するために用い る指
標を開示する。

b. Scope 1、Scope 2及び、 当該組織
に当てはまる場合 はScope 3の温室
効果ガス （GHG）排出量と関連リ スク
について説明する。

c. 当該組織が気候関連リス クと機会
を管理するために 用いる目標、及び目
標に対 する実績を開示する。

TCFD提言4要素

気候変動のリスクへの対策と機会の進捗チェック

・リスクへの対策の進捗をみる数字の開示

・気候変動の機会の進捗をみる数字の開示

温室効果ガス排出量の開示

・自社の温室効果ガス排出量（ Scope1,2）
・サプライチェーンの温室効果ガス排出量（ Scope3）

温室効果ガス排出量の削減目標

・排出総量か排出源単位

・お取引先を含む排出削減目標

TCFD提言：指標と目標

戦略
リスク管

理
指標と目

標
ガバナン

ス
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ガバナンス 戦略 リスク管理 指標と目標

気候関連のリスクと機会のガバ
ナンスの開示

気候関連のリスクと機会が事
業、戦略、財務計画にどのよう
な潜在的な影響があるかを開
示

気候関連のリスクについて、ど
のように認識、評価、管理して
いるのかを開示

気候関連のリスクと機会を評
価、及び管理する指標と目標を
開示

a. 気候関連のリスクと機会 について
の、当該組織取締役会による監視体制
を説明する。

b. 気候関連のリスクと機会 を評価・管
理する上での経営の役割を説明する

a. 当該組織が識別した、短期・中期・
長期の気候関連 のリスクと機会を説
明する

b. 気候関連のリスクと機会が当該組
織のビジネス、戦略及び財務計画（ファ
イナ ンシャルプランニング）に及ぼす影
響を説明する。

c. ビジネス、戦略及び財務 計画に対
する2℃シナリオ などのさまざまなシナ
リオ 下の影響を説明する。

a. 当該組織が気候関連リス クを識別
及び評価するプロ セスを説明する。

b. 当該組織が気候関連リス クを管理
するプロセスを説 明する。

c. 当該組織が気候関連リス クを識別・
評価及び管理の プロセスが、当該組
織の総 合的リスク管理にどのよう に
統合されているかについ て説明する。

a. 当該組織が、自らの戦略 とリスク管
理プロセスに即 して、気候関連のリス
クと 機会を評価するために用い る指
標を開示する。

b. Scope 1、Scope 2及び、 当該組織
に当てはまる場合 はScope 3の温室
効果ガス （GHG）排出量と関連リ スク
について説明する。

c. 当該組織が気候関連リス クと機会
を管理するために 用いる目標、及び目
標に対 する実績を開示する。

TCFD提言4要素

気候関連のリスクと機会の最終責任者

例)・取締役会で年に何回議論されるか？

　 ・会社の気候変動に関する組織体制は整っていますか？　等

気候関連のリスクと機会の経営の役割

例)・気候変動のリスクと機会の KPIが話されているか？

　 ・温室効果ガス削減目標が話されているか？　等　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

TCFD提言：ガバナンス

戦略
リスク管

理
指標と目

標
ガバナン

ス
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セミナー目次

1. 会社紹介

2. TCFDとは？

3. TCFDがなぜ今重視されているのか？

4. 「TCFD提言に即した情報開示」とは？

5. 実際にどう着手していけばよいのか？

6. 戦略項目の詳細、具体例
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TCFD提言4要素：関係性

戦略 リスク管理 指標と目標

ガバナンス

気候変動のリスク・機会の
洗い出し

気候変動のリスク・機会の
対応を行う

どのようなKPIで進捗を
管理するのか

一連のプロセスを会社としてどのような組織で実行するのか？

25
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TCFD提言4要素 進め方ポイント

「戦略」
「指標と目標」

「リスク管理」
「ガバナンス」

①まずは戦略から（3ヶ月ほど）
　1.自社が抱える気候変動によるリスクの洗い出し
　2.次に自社がもつ気候変動による機会の洗い出し
　3. シナリオ分析に洗い出したリスクと機会を当てはめる
　4. シナリオ分析を参考に影響を定性的・定量的に評価する

②並行して指標と目標
　1.①と並行して自社の温室効果ガス（ Scope1,2）を把握する（3ヶ月ほど）
　2.①で算出したリスクを低減させる目標などを立てる（温室効果ガス削減目標）
　（※Scope3をゼロから全て計る際には 4から5ヶ月ほど）

③リスク管理とガバナンスの対応
（質の充実を一気に計るのは少し現実的ではない  ・半年はかかる）
　1.まずは気候変動関連のリスクと機会を扱う部署や役職を決定

(ESG推進委員会やCSR推進チーム等 )
　2.その後、自社のリスク管理プロセスに入れ込む

※TCFDの開示対象は最終的には連結子会社まで。まずは単社から。
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セミナー目次

1. 会社紹介

2. TCFDとは？

3. TCFDがなぜ今重視されているのか？

4. 「TCFD提言に即した情報開示」とは？

5. 実際にどう着手していけばよいのか？

6. 戦略項目の詳細、具体例
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TCFD-戦略：進め方プロセス

「戦略」部分への対応 進め方 (3か月ほど)

①気候変動によるリ
スク洗い出し

②気候変動による機
会洗い出し

④リスクと機会の影
響額算出

③シナリオ分析に当
てはめる

自社が抱える気候変動による「リスク」の洗い出し
（次ページの8項目を参考）

自社がもつ気候変動が起こることによる「機会」の洗い出し

洗い出したリスクと機会を当ては
める

シナリオ分析を参考に影
響を定性的・定量的に評
価する
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現在の規制

新たな規制

法的リスク

技術リスク

市場リスク

評判リスク

緊急性の物理リスク

慢性の物理リスク

TCFDで開示が求められているリスクの分析は
主に左記のリスクで分析することが望ましいとされています

1. 貴社内のリスクを左記 8項目に照らしてリストアップ
2. その中で特にリスクであるものから、財務的評価に基づき重

要かどうかを評価
3. 評価した上で、そのリスクの管理（ =対応）ができており、

諸々の数字が開示できるものを開示する

TCFD-戦略：全体像
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現在 新 法 技術 市場 評判 緊急 慢性

現在の規制

・日本の多くの企業様が「省エネ法の強化」「温対法の強化」

をお答え頂いています。

省エネ法の強化以外で、

・容器包装リサイクル法

・商品調達時にの森林資源の原産地へのアクセスに対する規制

・印刷時の化学物質の規制強化

などが考えられるのではないでしょうか？

①カーボンプライシングメカニズム

②排出量報告義務の強化

③既存の製品およびサービスに対する

命令および規制

コメント

リスク例
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新たな規制

・日本の多くの企業様が「炭素税」と考えています。

・EU並みのカーボンプライシングが導入された際の財務影響の算

出が容易であるためと想定されます。

①カーボンプライシングメカニズム

②排出量報告義務の強化

③既存の製品およびサービスに対する

命令および規制

リスク例 慢性現在 新 法 技術 市場 評判 緊急

31
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法的リスク

▼住友林業株式会社

インドネシアでは気候変動により乾季が長引き、森林火災が起き

た際に鎮火に時間がかかり被害が広がるという問題が起きてい

る。当社はインドネシアに植林地をもっている。当社管理区域から

の火災が、他事業所の管理地に延焼した場合には損害賠償請求

というリスクがある。

▼小野薬品工業株式会社

当社の事業は医薬品の製造のみであり、気候変動に影響を及ぼ

す製品を販売していない。また、医薬品製造業は気候変動への影

響が比較的小さいセクターであることから、環境委員会で当社の

気候変動による訴訟リスクは小さいと評価したため、関連しないと

判断した 。

金融機関以外だと一択

①訴訟リスク

リスク例 慢性現在 新 法 技術 市場 評判 緊急

32CDP気候変動質問書2018年より
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技術リスク

▼小野薬品工業株式会社

低炭素エネルギーに関する新技術の導入には、導入した新技術

が他のシステムに影響を及ぼし事業活動が停止するリスクがあ

る。

▼ナブテスコ株式会社

ナブテスコの主要製品は、モーションコントロールをコア技術にし

ている。化石燃料による内燃機関等に直接関与する製品は製造し

ていないため、低炭素でエネルギー効率の高い経済システムへの

移行を支援する技術革新や技術革新に関連するすべてのリスク

による事業への影響はない。

①既存の製品・サービスを排出量の少な

いものに置換

②新技術への投資失敗

③低排出技術への移行

リスク例 慢性現在 新 法 技術 市場 評判 緊急

33CDP気候変動質問書2018年より
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市場リスク

①顧客の環境志向が高まっており、環境に優しいものを選択する

という現状に添えていないリスク

②電力市場の価格に関して。日本だと再エネの比率を高める必要

があり、再エネは金額が高かったり、販売量が不安定であることの

リスク

③原材料が届かないことや高騰するなどのリスク

金融マーケット以外だと

①変化する顧客行動

②市場動向の不確実性

③原材料のコスト増

リスク例 慢性現在 新 法 技術 市場 評判 緊急
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評判リスク

①消費者がSNSなどで環境に悪い商品だとネガティブキャンペー

ンをすることのリスク

②NGOや、ビジネスのお取引先からの評判リスク

③投資家からの懸念（ESGに対する取り組みが不十分で FTSE
などからの評価が下がることによるリスク）

①消費者の嗜好の移り変わり

②セクターの非難

③ステークホルダーの懸念または否定的

なステークホルダーからのフィードバック

リスク例 慢性現在 新 法 技術 市場 評判 緊急
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緊急性の物理リスク

日本だと①がほとんどです。

▼アスクル株式会社

アスクルはBtoB・BtoC（事業者向け・個人向け）の通信販売／ EC
事業を展開している。アスクルの各物流センター周辺地域、あるい

は、サプライヤーと物流センター間において、豪雨・洪水などの水

害などの異常気象・災害の発生により、商品および原材料調達な

どのサプライチェーンにおいて、工場や倉庫、物流センターにおけ

る被害、調達・配送ルートが断絶し機能しない、といった影響が発

生するリスクが考えられる。

▼ナブテスコ株式会社

ナブテスコの主要工場は、河川や森林等から離れており、工場の

浸水による稼働停止や設備の損壊などのリスクはない。豪雨等に

備え、老朽化した排水設備を段階的に改修している。

①台風や洪水などの異常気象の重大性

と頻度の上昇

②山火事の可能性と重大性の上昇

リスク例

CDP気候変動質問書2018年より

慢性現在 新 法 技術 市場 評判 緊急
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慢性の物理リスク

①と②と③全てご記載頂けますが、リスク間の被りを考え、

②や③をお書き頂くことが多いです。

②は平均気温が上昇することにおけるオフィスや工場での空調費

の上昇リスク

③事業特性上、工場が海沿いの場合にはリスク

②例

▼アサヒグループホールディングス株式会社

慢性的な物理的リスクの一例として、アサヒビール名古屋工場や

アサヒ飲料群馬工場など、国内でも有数の酷暑地域にある工場で

は、猛暑日が増加することにより、家庭での電力消費量が増え、

工場の電力の使用が制限されることにより、操業ができなくなると

いった重大な影響が生じると考えている。

以下3つは確実にお答え頂けます

①降水パターンの変化や気象パターンの

極端な変動

②平均気温上昇

③海面上昇

リスク例 慢性現在 新 法 技術 市場 評判 緊急

37CDP気候変動質問書2018年より
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戦略 リスク管理 指標と目標 ガバナンス

気候関連のリスクと機会が事
業、戦略、財務計画にどのよう
な潜在的な影響があるかを開
示

気候関連のリスクについて、ど
のように認識、評価、管理して
いるのかを開示

気候関連のリスクと機会を評
価、及び管理する指標と目標
を開示

気候関連のリスクと機会のガ
バナンスの開示

a. 当該組織が識別した、短期・中期・
長期の気候関連 のリスクと機会を説
明する

b. 気候関連のリスクと機会が当該組
織のビジネス、戦略及び財務計画に
及ぼす影響を説明する

c. 2℃以下のシナリオを含む様々な気
候関連シナリオに基づく検討を踏ま
え、組織の戦略のレジリエンスについ
て説明する

a. 当該組織が気候関連リスクを識別
及び評価するプロ セスを説明する。

b. 当該組織が気候関連リス クを管理
するプロセスを説 明する。

c. 当該組織が気候関連リスクを識別・
評価及び管理の プロセスが、当該組
織の総 合的リスク管理にどのよう に
統合されているかについ て説明する。

a. 当該組織が、自らの戦略 とリスク
管理プロセスに即 して、気候関連のリ
スクと 機会を評価するために用い る
指標を開示する。

b. Scope 1、Scope 2及び、 当該組
織に当てはまる場合 はScope 3の温
室効果ガス （GHG）排出量と関連リ 
スクについて説明する。

c. 当該組織が気候関連リス クと機会
を管理するために 用いる目標、及び
目標に対 する実績を開示する。

a. 気候関連のリスクと機会 について
の、当該組織取締役会による監視体
制を説明する。

b. 気候関連のリスクと機会 を評価・管
理する上での経営の役割を説明する

Review：TCFD提言

TCFD提言は以下の 4要素/11の質問 で構成される
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「戦略部分」

「リスク管理」
「ガバナンス」

「指標と目標」

①まずは戦略から（3ヶ月ほど）
　1.自社が抱える気候変動によるリスクの洗い出し
　2.次に自社がもつ気候変動による機会の洗い出し
　3. シナリオ分析に洗い出したリスクと機会を当てはめる
　4. シナリオ分析を参考に影響を定性的・定量的に評価する

②並行して指標と目標
　1.①と並行して自社の温室効果ガス（ Scope1,2）を把握する（3ヶ月ほど）
　2.①で算出したリスクを低減させる目標などを立てる（温室効果ガス削減目標）
　（※Scope3をゼロから全て計る際には 4から5ヶ月ほど）

③リスク管理とガバナンスの対応
（質の充実を一気に計るのは少し現実的ではない  ・半年はかかる）
　1.まずは気候変動関連のリスクと機会を扱う部署や役職を決定
　2.その後、自社のリスク管理プロセスに入れ込む

TCFDの影響対象を決める必要がある。最終的には連結子会社まで。まずは単社から。

Review：TCFD提言4要素　進め方
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現在の規制

新たな規制

法的リスク

技術リスク

市場リスク

評判リスク

緊急性の物理リスク

慢性の物理リスク

TCFDで開示が求められているリスクの分析は
主に左記のリスクで分析することが望ましいとされています

1. 貴社内のリスクを左記 8項目に照らしてリストアップ
2. その中で特にリスクであるものから、財務的評価に基づき重

要かどうかを評価
3. 評価した上で、そのリスクの管理（ =対応）ができており、

諸々の数字が開示できるものを開示する

Review：TCFD提言-「戦略」 リスク8観点
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研修サービス概要
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気候変動に関する必要十分なインプットとワークによるアウトプット
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①関係者

IR / CSR部門･事業部長など

➁社員 ③経営陣

研修のご対象者様

研修内容例
・カーボンニュートラル
・TCFD概観
・TCFD戦略を作成するための総合的なインプット
・事業部に対する
    リスクと機会 / シナリオ分析ワークショップ

研修内容例
・カーボンニュートラル
・ESG,SDGs,CSV,CSR,TCFDの関係性
・TCFD概観



開示支援
ガバナンス
リスク管理

戦略 指標と目標コンサルティングサービス概要

42

コンサルティングご支援内容
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以下コンサルティングを組み合わせることでTCFD対応が完了します

<支援内容>
①Scope1,2算定

②Scope3算定

③Scope1,2目標と施策設定

④Scope3目標と施策設定

⑤その他の指標目標設定

<支援内容>
①リスク/機会特定

シナリオ分析 (定性)
②リスク/機会特定

シナリオ分析 (定量)

開示支援

<支援内容>
①委員会など組成支援

②ガバナンス改善項目

③リスク管理改善項目

ガバナンス /リスク管理 戦略 指標と目標
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密なコミュニケーション

気候変動の専門性

実務を熟知したサポート

- お打合せアジェンダやファシリテーションの実施

- 2週間に1回ほどのお打合せアジェンダは当社作成

- ご契約期間のお打合せのファシリテーションを行います

- 投資家、格付け機関、企業に関する動向を熟知しています

- 担当の当社代表は気候変動特化の格付け機関出身

- 累計約300社の気候変動対応を見てきた実績

- 豊富な経験 /知識で、実務の実情を考慮したサービスを提供します

- 当社は気候変動対応の実務サポートも行っております

- 気候変動に関しての質問は随時お受けしております

リクロマの3つの特徴
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Q&A time

本日はお忙しい中ご参加いただき、

ありがとうございました。

セミナーアンケートへのご回答、

よろしくお願いします。

(※アンケート回答後、本セミナー資料を

ダウンロードしていただけます。

皆様のお力になれれば幸いです。)

44

セミナーアンケートのQRコード
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TCFDセミナー
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セミナー資料イメージセミナーアンケートのQRコード

本日はお忙しい中ご参加いただきありがとうございました
アンケート回答後、セミナー資料をダウンロード出来ます。社内共有等に是非ご活用ください
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基礎編セミナー
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セミナー資料イメージセミナーアンケートのQRコード

本日はお忙しい中ご参加いただきありがとうございました
アンケート回答後、セミナー資料をダウンロード出来ます。社内共有等に是非ご活用ください
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シナリオ分析セミナー
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セミナー資料イメージセミナーアンケートのQRコード

本日はお忙しい中ご参加いただきありがとうございました
アンケート回答後、セミナー資料をダウンロード出来ます。社内共有等に是非ご活用ください


