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CDP 気候変動質問書 2021 へようこそ 

C0. はじめに 

C0.1 

(C0.1) 御社の概要および紹介を記入してください。 

日本酸素ホールディングス株式会社(以降 NSHD)は、1910 年に設立された日本酸素合資会社を起源

とする企業です。 その後、1918 年に日本酸素株式会社に改称しました。 そして、2004 年に日本酸

素株式会社と大陽東洋酸素株式会社が合併し、大陽日酸株式会社(以下 TNSC)となりました。 また、

TNSC は、2014 年に株式会社三菱ケミカルホールディングスの連結子会社となりました。 一方、

2018 年には、Nippon Gases Euro-Holding S.L.U.等を通じて、Praxair 社の欧州事業の一部を運営す

る法人の株式を取得すると共に、2019 年に、Matheson Tri-Gas, Inc.を通じて Linde Gas North 

America LLC の HyCO 事業の一部並びに関連資産を買収しました。持株会社体制への移行を実現す

るため、当社は、2020 年 5 月 15 日付で当社の完全子会社である株式会社大陽日酸分割準備会社（以

下、「承継会社」といいます。）との間で締結し、第 16 回定時株主総会で承認された吸収分割契約

に基づき、2020 年 10 月 1 日を効力発生日として、当社が営む全事業に関して有する権利義務を承継

会社に承継させる吸収分割を実施いたしました。 なお、同日付で、当社は「日本酸素ホールディン

グス株式会社」に、承継会社は「大陽日酸株式会社」に、それぞれ商号を変更いたしました。2020

年 4 月～9 月に関しては大陽日酸としての回答を含んでいます。化学業界に分類されている NSHD の

主要事業は、代表的な産業ガスである酸素、窒素、アルゴンの製造、販売であり、その他の産業ガス

として二酸化炭素、水素、ヘリウム、LP ガス、半導体用特殊ガス等の製造、販売をしています。 

NSHD は、世界中で合計 19,357 名（2021 年 3 月 31 日現在）を雇用する、213 の連結会社で構成さ

れています。 NSHD は、4 年間 (2017 年 4 月～2021 年 3 月) の中期経営計画である Ortus Stage 2 の

最終年度を迎え、次期中期経営計画の策定を進めております。 

C0.2 

(C0.2) データ報告年の開始日と終了日を記入します。 

 開始日 終了日 過去の報告の排出量データを記入

する場合に表示されます 

排出量データを入力する過去の報

告年の番号を選択します 

報告

年 

4 月 1, 

2020 

3 月 31, 

2021 

はい 1 年 

C0.3 

(C0.3) データを提供する対象の国/地域を選択します。 

オーストラリア 

ベルギー 

カナダ 
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中国 

デンマーク 

フランス 

ドイツ 

インド 

インドネシア 

アイルランド 

イタリア 

日本 

マレーシア 

ミャンマー 

オランダ 

ノルウェー 

フィリピン 

ポルトガル 

大韓民国 

ルーマニア 

サウジアラビア 

シンガポール 

スペイン 

スウェーデン 

台湾 

グレート・ブリテンおよび北アイルランド連合王国(英国) 

米国 

ベトナム 

C0.4 

(C0.4) 今回の開示の中で、全ての財務情報に使用する通貨単位を選択してください。 

日本円(JPY) 

C0.5 

(C0.5) 御社が開示している事業に対する気候関連の影響の報告バウンダリ(境界)に該当する

ものを選択します。この選択肢は、御社の温室効果ガスインベントリを統合するために御

社が選択した手法と一致する必要があることにご注意ください。 

財務管理 

C-CH0.7 

(C-CH0.7) 御社は化学品のバリューチェーンのどの部分で事業を行っていますか? 

行 1 
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バルク有機化学品 

 

バルク無機化学品 

水素 

酸素 

その他の産業用ガス 

その他の化学品 

C1. ガバナンス 

C1.1 

(C1.1) 組織内に気候関連問題の取締役会レベルの監督機関はありますか? 

はい 

C1.1a 

(C1.1a) 取締役会における気候関連課題の責任者の職位をお答えください (個人の名前は含

めないでください)。 

個人の職

位 

説明してください 

最高経営

責任者

(CEO) 

当社は、取締役会の決議により日本酸素ホールデイングスグループ環境方針を制定し、

同方針で「トップマネジメントの指揮のもと事業活動において環境との調和を図り、環

境負荷の低減に努めることにより、資源循環型社会へ技術で貢献し、持続可能な社会の

発展に貢献します。」と定めています。 

 

C1.1b 

(C1.1b) 気候関連問題の取締役会の監督に関して詳細を記載してください。 

気候関連

課題が予

定議題項

目に挙げ

られる頻

度 

気候関連課題が組み

込まれるガバナンス

構造 

説明してください 

予定され

ている - 一

部の会議 

戦略の審議と指導 

主要な行動計画の審

議と指導 

グローバル戦略検討会議は、次年度の予算の策定に当たり、各事

業会社の戦略の確認を行うもので、年 1 回開催されます。同会議

では、事業会社からサステナビリティに関する戦略が報告されま
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リスク管理方針の審

議と指導 

年間予算の審議と指

導 

事業計画の審議と指

導 

目標の実施と業績の

モニタリング 

主要な資本支出、買

収、および売却の監

督 

気候関連課題への対

応に関する定性的目

標と定量的目標の進

捗モニタリングおよ

び監督 

すが、その中に気候変動問題も含まれています。会議の結果は予

算案の提出という形で取締役会に報告されます。 

グローバルリスクマネジメント会議は、当社グループの重要リス

クの選定及びその対応策を審議する機関で、年 1 回開催されま

す。気候変動リスクも同会議で検討すべきリスクに含まれおり、

会議の結果は取締役会に報告されています。 

経営会議は、中期経営計画(「中計」)の策定・モニタリングや投

資案件等について審議を行います。中画の策定に当たっては、中

計期間中の気候変動問題への当社グループとしての取組み、目標

設定が議論されます。また、個別の投資案件の審議では、投資案

件が気候変動問題に与える影響についても議論されます。 

中期経営計画および投資案件は経営会議での審議を経て取締役会

に提案されます。 

MOS指標では、毎年 1 回 GHG 排出量の削減目標およびその他の

環境負荷の低減目標ならびに品質・保安・安全に関して定めた来

期目標と前期実績を取締役会に報告し、取締役会ではその報告内

容について議論しています。 

 

C1.2 

(C1.2) 気候関連問題に責任を負う経営レベルにおける最高の職位または委員会をお答えく

ださい。 

職位または委員会 責任 気候関連問題に関して取締役会に対する

報告頻度 

最高経営責任者

(CEO) 

気候関連リスクと機会の評価と管理

の両方 

四半期に一回 

C1.2a 

(C1.2a) この職位または委員会が組織構造内のどこに位置するか、その責任の内容、およ

び、どのように気候関連課題のモニタリングを行っているかをお答えください (個人の名前

は含めないでください)。 

＜位置付け＞ 

ＣＥＯは当社グループの経営のトップに位置します。 

また、「日本酸素ホールデイングスグループ環境方針」では、環境問題についての最高責任者である

ことが明確にされています。 

ＣＥＯはグローバルリスクマネジメント会議、グローバル戦略検討会議および経営会議の議長を務め

ています。 

 

＜責任内容＞ 
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ＣＥＯは当社グループの経営すべてに責任を負います。また、日本酸素ホールデイングスグループ環

境方針では、事業活動において環境との調和を図り、環境負荷の低減に努めることにより、資源循環

型社会へ技術で貢献し、持続可能な社会の発展に貢献するためにグループを指揮すべきことが定めら

れています。 

 

＜モニタリングの方法＞ 

グローバル戦略検討会議においてモニタリングしております。また、ＧＨＧ排出量の削減状況等につ

いてＣＳＯから報告を受けています。 

C1.3 

(C1.3) 目標達成を含む気候関連問題の管理に対してインセンティブを提供していますか? 

 気候関連問題の管理に対してインセンティブを付与します コメント 

行 1 はい  

C1.3a 

(C1.3a) 気候関連問題の管理に対して提供されるインセンティブについて具体的にお答えく

ださい (ただし個人の名前は含めないでください)。 

インセンティブを

得る資格 

インセンティ

ブの種類 

インセンティブを受ける対

象活動 

コメント 

CSO 金銭的褒賞 Energy reduction 

project 

 

CSO の業績評価の対象に GHG 削減

目標が含まれている 

C2. リスクと機会 

C2.1 

(C2.1) あなたの組織は、気候関連リスクおよび機会を特定する、評価する、およびそれに

対応するプロセスを有していますか? 

はい 

C2.1a 

(C2.1a) あなたの組織は短期、中期、および長期の時間的視点をどのように定義しています

か? 

 開始(年) 終了(年) コメント 

短期 0 1 事業計画と連動している。 

中期 1 10 事業計画と連動している。 
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長期 10 30 独立した気候変動の目標になっている。 

C2.1b 

(C2.1b) あなたの組織では、事業に対する財務または戦略面での重大な影響を、どのように

定義していますか。 

 日本酸素ホールディングスでは、10 年を超える長期期間における事業目的の達成を妨げるリスク

の早期発見とその顕在化の防止、顕在化したときに迅速なる対応ができるように、ホールディングス

各社のリスク管理体制の充実を図っている。リスクの重要度としては、リスクの発生頻度×ホールデ

ィングスへの財務または戦略面での影響度により決められる。重要な影響度の定義として予想される

財務の影響額として 20 億円以上（年 1 回以上の発生頻度）を設けている。 

 事業に関する財務または戦略面での影響を決定するプロセスとしては、年 1 回以上の頻度で、

CEO を議長とし、国内・海外事業会社の代表者が出席するグローバル戦略検討会議でホールディン

グス全体での取り組みが必要な重要リスクを審議・特定の上、承認している。グローバル戦略検討会

議で決定された事項は、日本酸素ホールディングスとその地域代表会社にて個別に開催する技術リス

ク連絡会議にてリスクに対する対応策が検討される。 

 気候変動問題は、これらリスクの一つとして取り扱っており、気候変動問題に対処するため、

GHG 排出量削減計画等を地域代表会社で検討を行っている。 

 

  

 

C2.2 

(C2.2) 気候関連リスクおよび機会を特定、評価する、およびそれに対応するプロセスにつ

いて説明します。 

 

対象となるバリューチェーン上の段階 

直接操業 

リスク管理プロセス 

Integrated into multi-disciplinary company-wide risk management process 

評価の頻度 

年に複数回 

対象となる時間軸 

短期 

中期 

長期 
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プロセスの詳細  

グローバルリスクマネジメント会議は、当社グループの重要リスクの選定及びその対応策

を審議する機関であり、年 1 回開催される。気候変動リスクも同会議で検討すべきリスク

に含まれており、会議の結果は取締役会に報告される。 

 グローバル戦略検討会議は、次年度の予算の策定にあたり、各事業会社の戦略の確認を

行うもので、年 1 回開催される。同会議では、事業会社からサステナビリティに関する戦

略が報告されるが、その中に気候変動問題も含まれている。会議の結果は予算案の提出と

いう形で取締役会に報告される。 

 技術リスク連絡会議は、グローバル戦略検討会議の結果を受け、気候変動問題を含むリ

スクについて、日本酸素ホールディングスと各事業会社において個別にリスク解決に向け

た協議が行われる。この技術リスク連絡会議は、各事業会社毎に 2 回／年以上行われ、気

候変動問題を含むリスク対策が全社展開される。 

 

＜短期＞ 

【ケーススタディ：移行リスク】 

＜状況・課題＞工業ガス業界は多電力消費産業であり、Scope2 の GHG 排出量が多くな

っている。今後、日本、米国、欧州では、2050 年カーボンニュートラル実現に向けて、

カーボンプライシング制度の導入など、行政による規制強化されるリスクがある。＜行動

＞以上の背景・課題をふまえ、日本酸素ホールディングスでは、気候変動に関する規制の

国際的な動向、GHG 排出量の状況について情報収集するとともに、日本、米国、欧州な

どにおける気候変動に関わる政策や規制などの詳細情報を収集した。調査した結果は、グ

ローバル戦略検討会議において、例えばニッポンガシズ・ユーロ・ホールディングスにお

ける GHG 排出量の報告等が行われ、GHG 排出量の削減が議題となった。この協議結果

を受け、技術リスク連絡会議では、ニッポンガシズ・ユーロ・ホールディングスに対し

て、GHG 削減計画の立案を求めた。GHG 排出量を削減するためには、再生可能エネルギ

ーの活用、グリーン電力証書の購入による GHG 排出量の削減等が考えられるが、ニッポ

ンガシズ・ユーロ・ホールディングスでは、工業ガス業界では初めて、グリーン電力証書

を利用した 100％再生可能エネルギー由来の電力に切り替える施策を行った。この施策に

より、年間 16 万 ton-CO2e の排出抑制に貢献している。＜結果＞年間 16 万 ton-CO2e の

グリーン証書購入により、ニッポンガシズ・ユーロ・ホールディングスでは、GHG 排出

量総量の約 20％に相当する量を削減できた。 

 

＜中期＞ 

【ケーススタディ：物理リスク】 

＜状況・課題＞地球平均気温の上昇が深刻化した場合、空気分離装置における原料空気圧

縮機の動力が増加し、電力使用量が増加するリスクがある。地球平均気温上昇の緩和を実

現するためには、GHG 排出量の削減を実現して行かなければならない。＜行動＞以上の

背景・課題をふまえ、大陽日酸では、グローバル戦略検討会議の議案となった日本国内の

GHG 排出量の結果を受け、技術リスク連絡会議において GHG 削減計画の立案を行っ

た。大陽日酸では、主要製品である窒素･酸素･アルゴンの生産工場を日本国内に 35 ヶ所

有しているが、ガス生産工場が所有している空気分離装置の中には老朽化している設備も

含まれており、GHG 排出量削減にはこれらの設備のリプレースが不可欠となってくる。
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大陽日酸では、必要とされる製品量の予測値、設備の耐久年数、投資回収期間等を勘案

し、リプレースを行う計画を中期に立案し、取締役会に諮った。取締役会において、中期

的にリプレースを行う設備が決定され、計画的に実行に移されている。＜結果＞空気分離

装置のエネルギー原単位は、2005 年度比 2.3%削減できており、GHG 排出量の削減、す

なわち地球平均気温の緩和に取り組んでいる。 

 

C2.2a 

(C2.2a) 御社の気候関連リスク評価において、どのリスクの種類が検討されていますか? 

 関連性およ

び組み入れ 

説明してください 

現在

の規

制 

関連性がな

い。理由の

説明 

日本酸素ホールディングスが全世界で排出している GHG 排出量の 40%が日本

での排出量となるが、日本における現在の経済的規制は地球温暖化対策税が主

であり、規制レベルは当社の事業や財務に大きな影響を与えない。世界各国の

炭素税における現状を踏まえると現状の日本は非常に低いレベルに設定されて

いる。 

新た

な規

制 

関連性があ

り、常に評

価に含めて

いる 

パリ協定の実施により、GHG 排出の世界的な規制がさらに強化されることが

懸念されている。当社は、多電力消費産業であり、炭素税の導入や排出権取引

制度の導入により運用コストが直接上昇するだけでなく、製品価格の上昇に起

因する製品需要の減少が懸念される。当社では、環境省から発信されている情

報や環境情報誌などを参考にして、キャップアンドトレード型の排出権取引制

度の仕組みの動向等を調査している。 

技術 関連性があ

り、常に評

価に含めて

いる 

当社の主な技術は、工業ガスを用いたガスアプリケーション技術をコア技術と

している。ガスアプリケーション技術により、例えば電炉に導入する酸素バー

ナーなどは、電炉単独で操業するよりも電力使用量の削減が可能であり、GHG

排出量の削減に寄与できる。しかしながら、酸素バーナーの GHG 排出量の削

減貢献が、他社製品よりも効率的に劣った場合には酸素バーナー自体の販売に

影響を与え、さらには酸素自体の商権を失うリスクがある。従って、当社は環

境貢献商材の R&D への積極投資により酸素バーナー等の技術優位性を維持し

ている。 

法的 関連性があ

り、常に評

価に含めて

いる 

GHG ガスの大量の排出量を削減できないことは、過去に起きた有害物質によ

る環境問題と同様に、一般人からの新たな訴訟のリスクをもたらす。当社で

は、日本国内に 10 万 ton を超える単位で GHG を排出する 4 つの拠点があり、

そのようなリスクが存在することを認識することが適切である。 

市場 関連性があ

り、常に評

価に含めて

いる 

工業ガスの製造には多量の電力を使用するため、当社は電力多消費産業であ

る。電力の購買先は大手電力会社であり、安定供給を考えた場合、当社独自で

CO2 排出係数を低減させることは難しいのが現状である。市場が再生可能エネ

ルギーの比率が高い電力で製造された工業ガスを優先的に購入する流れになれ

ば、当社シェア低減のリスクがある。このため、リスク評価プロセスでこれら
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の市場の変化の財務影響を評価し、必要であれば再生可能エネルギー比率が高

い電力会社への移行の検討を進める。 

評判 関連性があ

り、常に評

価に含めて

いる 

当社は日本国内の電力需要の内、0.4%を消費している企業である。深刻な地球

環境問題としての気候変動の認識が高まっており、排出量の多い企業は気候に

マイナスの影響を与えていると見なされているため、投資家からの資金を集め

られないリスクが存在するのが一般的である。従って、工業ガス自体が如何に

環境貢献を行っているかを顧客並びに投資家に認識してもらうことが最大の課

題である。従って、当社の直接的な環境問題に関する取り組み、および顧客が

当社製品を使用することで得られる GHG 排出削減貢献など、当社の地球環境

貢献について開示を進めている。 

緊急

性の

物理

的リ

スク 

関連性がな

い。理由の

説明 

工業ガスの需要は全国各地にあり、タンクローリーで定期的な輸送を行ってい

る。地震、台風などの影響でガス生産工場が停止した場合でも、当社は全国各

地に生産拠点を有しており、他方よりタンクローリーにより顧客に配送するこ

とができるため、物理的な災害に強い企業であると考えられる。 

慢性

の物

理的

リス

ク 

関連性があ

り、常に評

価に含めて

いる 

世界の平均気温が上昇した場合、空気分離装置における原料空気圧縮機の動力

が増加し、電力使用量が増加するリスクがある。このため、平均気温の上昇に

伴って製品原価が上昇し、この価格上昇分を製品価格に反映できなかった場合

には当社収益に影響を与える。気温の上昇と電力使用量の相関関係は、プラン

トのオペレータが毎月実施しているモニタリングを通じてエネルギーコストを

把握している。当社は IPCC のシナリオ分析の結果に基づき、リスク評価プロ

セスでこれらの気温上昇による財務影響を評価する。 

C2.3 

(C2.3) 御社の事業に重大な財務的または戦略的な影響を及ぼす可能性がある潜在的な気候

関連リスクを特定しましたか? 

はい 

C2.3a 

(C2.3a) あなたの組織の事業に重大な財務的または戦略的な影響を及ぼす可能性があると特

定されたリスクを記入してください。 

 

ID 

リスク 1 

バリューチェーンのどこでリスク要因が生じますか? 

直接操業 

リスクの種類と主な気候関連リスク要因 



Nippon Sanso Holdings CDP気候変動質問書 2021 

 

 

10 
 

新たな規制 

カーボンプライシングメカニズム 

主要な財務上の潜在的影響 

直接費の増加 

企業固有の内容の説明 

 地球温暖化対策の国際的枠組み「パリ協定」が発効し、世界中が対応を始めている。 

日本でも、更に厳しいカーボンプライシング制度の導入が検討されており、 CO 2 排出

量について新しい規制が施行されることによって間接費用が増加するリスクがある。 

大陽日酸では空気分離装置を用いて酸素・窒素・アルゴン等のガスを主力事業として製

造している。これらの製造において消費される電力に伴う CO 2 排出量は大陽日酸グル

ープ全体の 98% を占めているため、税負担増加による直接費の増加リスクが想定さ

れ、全社に多大な影響を与える可能性がある。 

 大陽日酸の Scope1 と Scope2 の年間排出量の合計は約 200 万 t-CO2 である。1,000 

円 /t の炭素税を仮定すると 20 億円の税負担となり、日本国内収益の約 7%に相当す

る。今後、ガス生産量を増加させた場合、 Scope2 排出量が増加するため、更なる税負

担が発生することが問題として考えられる。加えて、排出量取引制度が導入される可能

性があり、排出枠買い取りの対象となるリスクも存在する。間接費 の増加は製品価格

の上昇となる恐れがあるため、市場競争力や製品需要の減少等による売り上げの低下が

懸念される。 

 

 

時間的視点 

長期 

可能性 

可能性が非常に高い 

影響の程度 

高い 

財務上の潜在的影響額をご回答いただくことは可能ですか？ 

はい、推定範囲 

財務上の潜在的影響額 (通貨) 

 

財務上の潜在的影響額 – 最小 (通貨) 

0 

財務上の潜在的影響額 – 最大 (通貨) 

  2,000,000,000 

財務上の影響額の説明 
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大陽日酸グループ全体の GHG 排出量は、約 200 万 ton となっている。仮に 1,000 円

/ton の炭素税を課せられると 20 億円規模の税負担増になり、日本国内ガス事業の収益

の約 7%に相当する。 

リスク対応費用 

333,000,000 

対応の内容と費用計算の説明 

[対応のケーススタディ] 

＜状況・課題＞世界各国、特に日本国におけるカーボンプライシングなどの環境規制の

強化は、GHG 排出量の多い当社にとって大きなリスクとなり得る。＜行動＞日本国内

の環境規制強化のリスクに対応するためには、大陽日酸の CO2 排出量を削減する必要

がある。大陽日酸の主要製品である窒素･酸素･アルゴンを製造するために使用される電

力は CO2 排出量の 98%以上を占めている。CO2 排出量を削減するため、例えば当社で

は製品窒素ガス約 10 万 Nm3/h クラスの空気分離装置にリプレースし、約 30,000ton-

CO2/年の CO2 を削減することができた。これは、炭素税を 1,000 円/ton-CO2 と仮定

すると、30,000ton-CO2/年×1,000 円/ton-CO2=3,000 万円／年の税負担が軽減される規

模である。省電力の最新鋭の空気分離装置の導入コストとしては、約 100 億円程度の

設備投資が必要になる。空気分離装置の導入コストとしては、蒸留塔、コールドボック

ス、エアコンプレッサーなど設備一式で約 100 億円である。この設備投資は投資計算

上 10 年償却となっていることから 1,000,000,000 円／年のコストが発生する。但し、

空気分離装置は通常 30 年間は継続して使用されることから、実質的なコストは、

333,000,000 円／年とみなしている。＜結果＞上記取り組みにより、日本国内の GHG

排出量は減少傾向にあり、環境規制への対応が進捗している。 

コメント 

空気分離装置の運転条件の最適化により、コストを発生させることなく、効率の向上と

エネルギー使用の最適化、GHG 排出量の削減につながったプロジェクトがある。 

 

ID 

リスク 2 

バリューチェーンのどこでリスク要因が生じますか? 

下流 

リスクの種類と主な気候関連リスク要因 

評判 

消費者の嗜好の移り変わり 

主要な財務上の潜在的影響 

Decreased access to capital 企業固有の内容の説明 
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 日本酸素ホールディングスの顧客、投資家は、環境問題と気候変動等に関心を深めて

いる。一方、当社の主要工場に設置されている空気分離装置は、空気を原料とし、電力

を使用し深冷分離することで窒素･酸素･アルゴンを製造しているため、大気汚染や水質

汚染物質を排出することはなく、SOx、NOx、ばいじんなどの大気汚染物質、COD、

窒素、りんといった水質汚染物質を排出しない。従って、工業ガス業界は極めてクリー

ンな産業と考えられる。しかしながら、ガスの製造には多量の電力を消費するため、

Scope2 として間接的に多量の CO2 を排出することとなる。今後、さらに工業ガスの

生産量が増加し当社の収益を向上させることで、逆に GHG 排出量が大幅に増加し、当

社の評判に悪影響を与える可能性がある。すなわち、当社は多くの GHG を多量に排出

していることから、気候変動問題に対して、積極的に取り組んでいない企業であるとの

認識を株主に持たれるリスクがある。 

 当社が Scope2 で多量の GHG を排出していることを理由に、投資家から当社株式の

売却が行われれば、当社の時価総額 9,112 億円(2021 年 3 月 31 日）が減少し、企業価

値の低下が懸念される。従って、産業ガスの有益性を投資家など利害関係者に広め、当

社が産業界において重要な役割を果たしていることを理解してもらうことが重要とな

る。 

時間的視点 

長期 

可能性 

可能性が低い 

影響の程度 

中程度～低い 

財務上の潜在的影響額をご回答いただくことは可能ですか？ 

はい、単一の推計値 

財務上の潜在的影響額 (通貨) 

 9,100,000,000 

財務上の潜在的影響額 – 最小 (通貨) 

 

財務上の潜在的影響額 – 最大 (通貨) 

 

財務上の影響額の説明 

仮に当社の株主から、当社が気候変動問題に後ろ向きの企業であるような認識を持た

れ、当社株式を売却されると、当然のことながら株価が下落し、当社の企業価値が大幅

に低下することになる。当社発行株式数：433,093 千株、2021 年 3 月終値 2,104 円で

計算すると、当社の時価総額は 9,112 億円になるが、評判リスクによって 1%でも株価

が下落すると約 91 億円の企業価値の喪失につながることが懸念される。 
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リスク対応費用 

 60,000,000 

対応の内容と費用計算の説明 

[対応のケーススタディ] 

＜状況・課題＞当社の GHG 排出量は多く、気候変動問題に消極的な企業であるという

誤解を投資家などに与えるリスクがある。＜行動＞当社は、投資家を初めとするステー

クホルダーとのエンゲージメントの実施と外部評価機関の ESG レーティング評価結果

による ESG 投資呼び込み額を参考に気候変動問題に関する評判リスクを評価してい

る。これらの評価結果を積極的に社外へ開示していくことが企業価値向上に繋がるとの

判断から、当社では統合報告書を 1 回／年で発行し、工業ガスの産業界での有用性、当

社の環境貢献商材による CO2 削減効果などの実績を積極的にアピールし、評判の低下

リスクを低減している。統合報告書および HP 等の作成・発行費用は約 6,000 万円（冊

子和文企画・制作 3,000 万円、冊子英文企画・制作 3,000 万円等）をかけている。具体

的には、統合報告書、HP において、ガスコントロール技術を応用した「環境貢献製

品」の紹介（SF6 回収技術：高電電気設備等に用いられる SF6 を回収する技術、MG

シールド：マグネシウム合金溶融のカバーガスであり SF6 の代替ガス、NOx の発生を

削減できる酸素富化燃焼技術等）を行い、GHG 排出削減問題に対して当社が如何に技

術力を有しているかアピールを行っている。また、当社の環境貢献性商品の販売によっ

て、どの程度 GHG 排出量の削減貢献があったかの開示も合わせて行っている。一方、

産業ガスの製造に関わるエネルギー使用量については、電力原単位指数を開示し、効率

的なガス製造を行っていることも報告している。＜結果＞統合報告書・HP などによる

情報開示により、現在のところ、評判リスクによる株価下落の兆候は見られない。 

コメント 

 

ID 

リスク 3 

バリューチェーンのどこでリスク要因が生じますか? 

 直接業務 

リスクの種類と主な気候関連リスク要因 

Acute physical 

Increased severity and frequency of extreme weather events such as cyclones and 

floods 

主要な財務上の潜在的影響 

設備投資の増加 

企業固有の内容の説明 
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 近年の多発する異常気象により、産業ガスを製造する空気分離装置が故障し、顧客に

対する連続供給が途絶えるリスクがある。但し、大陽日酸は仮に空気分離装置が停止し

ても、液化貯槽からのバックアップにより、製品供給を継続することが可能となってい

る。また、停止した空気分離装置は、バックアップによる製品供給を継続しつつ、再起

動し、顧客に対して供給を再開できる。また、メインの空気分離装置がトラブルにより

再起動できない場合は予備機を稼働させる。予備機が間に合わない程の緊急時は、近隣

工場より液製品を受け入れ、製品供給を継続するため最大限の対応を行う。従って、大

陽日酸は産業ガスの連続供給を異常気象により途絶えさせたことはない。 

 但し、空気分離装置には、空気圧縮機、コールドボックス、MS 吸着器、酸素圧縮器

等、複数の機器で構成されている。近年多発する異常気象：落雷、風災、雹災等によっ

て設備機器に故障が発生した場合には、大きな費用負担が発生する可能性がある。現

在、大陽日酸のガス生産工場は 35 工場あり、ガス生産工場には複数の空気分離装置が

設置されている。落雷で複数の空気分離装置で故障が発生した場合に想定される費用負

担は、数十億円に達する恐れがある。空気分離装置の構成機器の故障するリスクに対し

ての対応が必要となっている。 

 

時間的視点 

短期 

可能性 

Unlikely 

影響の程度 

中程度 

財務上の潜在的影響額をご回答いただくことは可能ですか？ 

はい、推定範囲 

財務上の潜在的影響額 (通貨) 

 

財務上の潜在的影響額 – 最小 (通貨) 

100,000,000 

財務上の潜在的影響額 – 最大 (通貨) 

3,000,000,000 

財務上の影響額の説明 

空気分離装置の設備故障による被害金額は、故障する設備によって大きく異なる。ま

た、空気分離装置の規模にも大きく依存する。仮に空気圧縮機が落雷で故障すると、1

基あたり 1 億円～数億円の費用が発生すると予想される。この費用は、機器設備費用お

よび対応人的費用から算出している。また、ガス生産工場には複数の空気分離装置が設

置されており、多数の空気分離装置の空気圧縮機が被災すると数十億円にも被害額が増

加する可能性ある。 
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リスク対応費用 

110,000,000 

対応の内容と費用計算の説明 

[対応のケーススタディ] 

＜状況・課題＞大陽日酸は、近年の異常気象により、産業ガスの顧客への連続供給につ

いては不安がないものの、設備機器の故障に対するリスクがある。＜行動＞大陽日酸で

は、空気分離装置等の製造設備の異常気象に起因した火災、事故等の復旧に関する財産

包括保険に加入している。補償の内容は、火災、落雷、破裂、爆発、風災、雹災、雪

災、盗難、電気的・機械的事故、その他偶発的な破損事故となる。当該財産包括保険で

保険会社に支払っている費用は、年間約 1.1 億円となる。従って、異常気象により空気

分離装置の構成機器に故障が生じた場合であっても、保険金額以上の損害が発生するこ

とはない。＜結果＞現在のところ、異常気象に起因した大きな損害が発生したことはな

い。 

 

コメント 

C2.4 

(C2.4) あなたの組織の事業に重大な財務上・戦略上の影響を及ぼす可能性がある気候関連

機会を特定したことがありますか? 

はい 

C2.4a 

(C2.4a) 御社の事業に重大な財務的または戦略的な影響を及ぼす可能性があると特定された

機会の詳細を記入してください。 

 

ID 

機会 1 

バリューチェーンのどこで機会が生じますか? 

下流 

機会の種類 

製品およびサービス 

主な気候関連機会要因 

R&D 及び技術革新を通じた新製品やサービスの開発 

主要な財務上の潜在的影響 
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商品とサービスに対する需要増加に起因する売上増加 

企業固有の内容の説明 

日本、欧州、米国の 2050 年カーボンニュートラル表明を契機に、産業界において低

GHG 排出製品の需要が高まっている。顧客からは、当社が納めている製品の製造時に

おける GHG 排出量の調査が行われてきており、今後製造時における GHG 排出量の多

い製品は顧客の納入対象から外されるリスクがある。逆に言えば、製造時における

CO2 フリーの工業ガスを製造していけば、多少割高であっても、顧客の購入対象にな

り得る機会があると考えられる。工業ガス製造時の GHG 排出量は、電力を使用するこ

とによる間接的な GHG 排出量のみであることから、製品製造時の電力を再生可能エネ

ルギーに置き換える、もしくはグリーン電力証書を購入することなどで、CO2 フリー

とすることができると考えられる。ガス生産工場全体の電力を賄える再生可能エネルギ

ーの調達は現状困難であっても、グリーン電力証書の購入であれば実現可能と考えられ

る。大陽日酸では、電力調達を取り扱う電力部を社内に新たに設置し、CO2 排出係数

の小さい電力会社からの電力調達、再生可能エネルギーの導入、グリーン電力証書購入

などの問題について検討を行っている。 

 この対応による CO2 フリーガスの増収効果として、現在のところ約 2 千万円を想定

しているが、脱炭素社会への移行は我々の予想を超えて広がる可能性がある。従って、

この数倍から数十倍への市場拡大も期待できる。 

 

時間的視点 

長期 

可能性 

可能性が高い 

影響の程度 

中程度 

財務上の潜在的影響額をご回答いただくことは可能ですか？ 

はい、単一の推計値 

財務上の潜在的影響額 (通貨) 

 21,820,000 

財務上の潜在的影響額 – 最小 (通貨) 

 

財務上の潜在的影響額 – 最大 (通貨) 

 

財務上の影響額の説明 

まずは中規模ガス生産工場のガスを CO2 フリーとし、CO2 フリーのプレミアムとして

1%利益をつけて販売することを考えている。CO2 フリーとするためには、グリーン電
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力証書を購入する予定である。グリーン電力証書であるが、現状 2 円/kWh～7 円/kWh

程度であり、7 円/kWh として算出した。 

 中規模ガス生産工場のガス生産量は約 8,000 万 Nm3 であり、これにガス料金 20 円

/Nm3、グリーン電力証書代 7 円/kWh、CO2 フリープレミアム 1%とすると、21 億

8160 万円の売上高が予想される。CO2 フリーによる利益としては、2,182 万円とな

る。 

 

機会を実現するための費用 

 560,000,000 

機会を実現するための戦略と費用計算の説明 

[対応のケーススタディ] 

＜状況・課題＞日本・米国・欧州の 2050 年カーボンニュートラル宣言を契機に、顧客

における低 GHG 製品の要求が高くなっている。そこで、CO2 フリー工業ガスを同業他

社よりも早く市場投入し、先行者利益を得る機会となり得る。＜行動＞中規模ガス生産

工場の消費電力量を賄えるグリーン電力証書の購入が必要である。中規模ガス生産工場

の電力使用量を 8,000 万 kWh とし、グリーン電力証書の値段を 7 円/kWh とすると 5 億

6 千万円の費用負担が発生してくる。現在のところ、7 円/kWh では価格競争力がなく早

期の投入は困難であるが、将来的にはグリーン電力証書の価格、販売量は増えていくこ

とは確実であり、また再生可能エネルギーから発電した電力を販売する電力供給会社か

らの購入も考えられる。現状では、再生可能エネルギーから発電した電力は高く、かつ

供給容量も小さいため、再生可能エネルギー電力供給会社からの購入は難しいが、将来

的には現実的な価格になってくるものと期待される。＜結果＞顧客の動向、及び電力供

給会社の動向をウォッチし、CO2 フリー工業ガス導入のタイミングを計っている。 

 

コメント 

 

ID 

機会 2 

バリューチェーンのどこで機会が生じますか? 

下流 

機会の種類 

エネルギー源 

主な気候関連機会要因 

新技術の使用 

主要な財務上の潜在的影響 

商品とサービスに対する需要増加に起因する売上増加 
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企業固有の内容の説明 

鉄鋼業界においても、2050 年カーボンニュートラル宣言に従って、GHG 排出量の削減

は、早急に対処しなければならない大きな課題である。鉄鋼業界では高炉を用いて銑鉄

を製造しているが、銑鉄の製造にはコークスが必要であり、コークスにより鉄鉱石を還

元している。この還元反応により多大な CO2 が排出されており、鉄鋼業界が高 GHG

排出産業となっている理由である。この問題を低減するために、鉄鋼業界ではコークス

ではなく H2 で還元できる方式を検討しており、これが実現できれば、還元しても CO2

ではなく、H2O が発生するのみであり、約 30%の高炉での CO2 削減に寄与することが

できる。当社では、高炉向けにオンサイトで O2 を連続供給しており、工業ガスを連続

的に供給するノウハウを持っている。また、水素製造に関しては、米国・EU において

HyCO と呼ばれる水素の製造装置の技術を有している。高炉に吹き付ける H2 の膨大な

供給量を考えた場合、HyCO でも供給できるか検討の余地があるが、H2 還元が可能な

時期には H2 供給方式も間に合うものと考えている。高炉への H2 供給のビジネスは当

社において大きな機会になり得るものと考えている。 

 

時間的視点 

長期 

可能性 

可能性が低い 

影響の程度 

高い 

財務上の潜在的影響額をご回答いただくことは可能ですか？ 

はい、単一の推計値 

財務上の潜在的影響額 (通貨) 

43,800,000,000 

財務上の潜在的影響額 – 最小 (通貨) 

 

財務上の潜在的影響額 – 最大 (通貨) 

 

財務上の影響額の説明 

現在、高炉に供給している酸素と同様に、高炉近郊に H2 製造プラントを設置して行く

ことで、確実な H2 ガス需要が見込めるため、財務的には大きな収益源にすることがで

きる。H2 ガス供給の規模としては、約 876 百万 Nm3/年の水素が必要という予測があ

る。従って、水素を仮に 50 円/Nm3 と仮定すると、876 百万 Nm3/年×50 円/Nm3＝438

億円の売上高の増加が見込める。 

機会を実現するための費用 
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 333,000,000 

機会を実現するための戦略と費用計算の説明 

 

[対応のケーススタディ] 

＜状況・課題＞日本・米国・欧州の 2050 年カーボンニュートラル宣言を契機に、鉄鋼

業界において高炉から排出される CO2 削減の検討が必要になってくる。高炉に H2 を

連続供給するプラントを同業他社よりも早く市場投入し、先行者利益を得る機会となり

得る。＜行動＞高炉への H2 プラントの製造についての検討が必要となる。現在最も大

流量の HyCO プラントをベースとして顧客から要求される流量の H2 供給が実現できる

かの検討が必要となる。H2 供給に対し必要な投資としては、製品窒素ガス約 10 万

Nm3/h クラスの空気分離装置を超える投資が必要となると思われる。導入コストとし

ては、リフォーマー、水素 PSA、ハイドロジェネレーターなど設備一式で約 100 億円

と考えられる。但し、これらの設備投資は投資計算上 10 年償却となっていることから

1,000,000,000 円／年のコストが発生する。また、通常 30 年間は継続して使用される

ことから、実質的なコストは、333,000,000 円／年とみなしている。＜結果＞高炉業界

の動向を注視し、オンサイト H2 プラントの検討を行っている。 

 

コメント 

 

ID 

機会 3 

バリューチェーンのどこで機会が生じますか? 

Direct Operation 

機会の種類 

Resource efficiency  

主な気候関連機会要因 

Use of more efficient production and distribution processes 

主要な財務上の潜在的影響 

直接費用の削減 

企業固有の内容の説明 

 工業ガスの原料は空気であり、原材料費は特に必要なく、電力を主としたエネルギー

のみが必要である。従って、エネルギー消費量の増減が収益に直結してくることから、

エネルギーの削減が当社にとって最大の課題である。また、エネルギー消費量を削減す

ることは、Scope1,Scope2 の低減につながり、気候変動問題に対しても有効に寄与す

ることとなる。 



Nippon Sanso Holdings CDP気候変動質問書 2021 

 

 

20 
 

 一方、近年ではコンピュータの性能は著しく向上し、複雑な計算でも比較的短時間に

計算を完了させることが可能となっている。バルブの開閉のタイミング、ベーン開度な

どをパラメータとした空気分離装置の運転最適化を行うことで、空気分離装置の電力使

用量の削減ができることがわかってきた。 

 コンピュータを用いた空気分離装置の運転最適化を行うことで、電力使用量を削減で

きることは、特別な投資を必要とせず、製造原価を低減し、GHG 排出量を削減できる

当社にとって非常に有効な機会であると考える。コンピュータ解析を日本酸素ホールデ

ィングスのガス生産工場全体に展開することで、GHG 排出量の削減につなげている。

この活動は、2017 年度にプロジェクトが発足し、2020 年度までに、新洋酸素（株）、

周南酸素（株）、新相模酸素（株）、富士酸素（株）など、日本国内 9 工場に展開し

た。機会実現に費やした費用は、研究員 1 名、年間 1600 工数／人、研究開発工数単価

1 万円／工数とした場合、人件費 1 人×1,600 工数／人×1 万円／工数  = 1,600 万円の

みである。また、さらなる最適化を行う新たなデジタルソリューション技術を用いたプ

ロジェクトを立ち上げ中である。上記の結果、676.4 万 kWh/年の電力使用量の削減と

なった。この成果は、排出係数を 0.470kg-CO2/kWh とすると、GHG 排出削減効効果

としては、3,179ton-CO2 となる。＜結果＞人件費の投入のみで、電力使用量の削減、

それに伴う GHG 排出量の削減が実現できた。 

 

時間的視点 

短期 

可能性 

可能性が非常に高い 

影響の程度 

小程度 

財務上の潜在的影響額をご回答いただくことは可能ですか？ 

はい、単一の推計値 

財務上の潜在的影響額 (通貨) 

 74,400,000 

財務上の潜在的影響額 – 最小 (通貨) 

 

財務上の潜在的影響額 – 最大 (通貨) 

 

財務上の影響額の説明 

コンピュータによる運転最適化による電力使用量の削減は、適用したガス生産工場によ

って効果が大きく異なっている。日本国内 9 工場に適用した結果、676.4 万 kWh/年の

削減を実現することができた。特高の電力金額を 11 円/kWh とした場合、現状、676.4
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万 kWh×11 円/kWh＝7,440 万円の効果をあげることができた。また、排出係数を

0.470kg-CO2/kWh とすると、GHG 削減の効果は、3,179ton-CO2 であった。 

 

機会を実現するための費用 

, 16,000,000 

機会を実現するための戦略と費用計算の説明 

＜状況・課題＞当社において、大きな投資を必要とせず、製造原価、GHG 排出量を低

減できるコンピュータ解析は大きな機会であると考えられる。＜行動＞日本国内 9 工場

に対してコンピュータ解析を行った結果、676.4 万 kWh/年の電力使用量を削減するこ

とができた。機会実現に費やした費用は、研究員 1 名、年間 1600 工数／人、研究開発

工数単価 1 万円／工数とした場合、人件費 1 人×1,600 工数／人×1 万円／工数 = 

1,600 万円のみである。＜結果＞人件費の投入のみで、電力使用量の削減、それに伴う

GHG 排出量の削減が実現できた。 

 

コメント 

 

C3. 事業戦略 

C3.1 

(C3.1) 気候関連リスクと機会は御社の戦略および/または財務計画に影響を及ぼしました

か? 

はい 

C3.1a 

 (C3.1a) 低炭素移行計画は、年次株主総会で予定している決議案ですか？（3.1 ではい、低

炭素移行計画を策定しましたと回答した場合） 

対象外 

 

C3.1b 

(C3.1b) 今後２年間で低炭素移行計画を発表する予定ですか？（3.1 ではいと回答した場

合） 

はい、２年以内に 
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Intention to include the transition plan as a scheduled resolution item at Annual General Meetings 

(AGMs)? 

無回答 

 

C3.2 

(C3.2) 事業戦略においてシナリオ分析を活用しているか回答してください。 

いいえ、しかし今後 2 年以内に定性および/または定量分析を使用する見込みである 

C3.2b 

(C3.2b) 御社は戦略を知らせるために、気候関連シナリオ分析をなぜ使用しないのですか? 

NSHD は金融安定理事会により設置された TCFD の最終提言への支持を 2019 年 11 月に表明

しました。当社グループは、これまで環境負荷削減や省エネルギー活動の推進、GHG 排出削

減に貢献する製品群の拡充に取り組んできましたが、TCFD の最終提言を踏まえ、これらの取

り組みのさらなる充実化とともに関連する情報開示を段階的に拡充している最中のため、現段

階ではシナリオ分析を実施しておりません。 しかし、当社は気候変動に伴う様々なリスク･機

会を事業戦略上の重要な観点のひとつと認識しています。当社は COVID-19 の影響により、中

期経営計画の策定を１年延期したため、2022 年 5 月までには低炭素社会への移行に貢献して

いくことを目的に、当社が推進する事業のうちシナリオ分析が必要となる対象の絞込みを行っ

ていきます。また、2022 年 9 月までにこれらの事業への影響分析に最も適している複数のシ

ナリオを選び出し、そのシナリオ下で高い競争力や新たな事業機会への取り組みを確認し、当

該事業戦略が中長期的にレジリエンスの高いものであることを TCFD 提言に基づき統合報告書

で開示し企業価値向上に努めていきます。 

C3.3 

(C3.3) 気候関連リスクと機会が御社の戦略に影響を及ぼしたかどうか、どのように及ぼし

たかを説明します。 

 気候関連リス

クと機会がこ

の分野の御社

の戦略に影響

を及ぼしまし

たか? 

影響の説明 

製品およ

びサービ

ス 

評価中 当社の事業戦略の一つとして、長期の持続的成長を目的に各国でバル

クガス（O2、N2、Ar）生産能力の拡大投資を推進しており、増強され

た生産能力とコスト競争力を背景に拡販活動を強化することがありま

す。このためにはバルクガスを製造する空気分離装置の省エネ対策に

よる製造電力原単位（Nm3/kWh）向上によるコストダウンが不可欠で

す。当社では気候変動リスクとしてグローバルで発生する気温上昇を
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最大のリスクと評価し、このことにより発生するバルクガス製造時の

電力使用量の増加が製品のコストアップに直結する大きな影響だと考

えています。リスクの評価プロセスについては定量的な評価プロセス

の精度を向上させ 2022 年の TCFD の対応開示と合わせて検討しており

ます。同時に、気温上昇のリスクに対しては、海水面上昇により起こ

る洪水によるガス生産工場の長期停止リスクを想定し、災害に対する

レジリエンスを改善するため護岸工事等の措置が国内の湾岸に位置し

ているガス生産工場で順次実施されており、空気分離装置を製造する

工場でも実施されています。 

 一方サービスでは、気候変動への関心の高まりにより GHG 排出量削

減の観点から、温暖化係数の高い六フッ化硫黄（SF6）回収サービス事

業は更にビジネスチャンスが広がるものと考えています。気候変動に

よる‘機会’となる GHG 排出削減貢献製品の拡販は、当社の重要な戦略

の一つであり、製品の貢献量の算定を進めているところです。この貢

献量は今後製品開発の評価項目に加えることを計画しています。な

お、本件においては第三者保証を受審しております。 

サプライ

チェーン

および/ま

たはバリ

ューチェ

ーン 

評価中 当社の主要製品であるバルクガスは、その原料が空気（大気）である

ことからサプライチェーンでの影響は極限られたものになると考えて

います。バリューチェーンでは、GHG 排出規制の強化と製品の省エネ

性能を重要視する顧客の増加により、既存の製品よりも GHG 排出量の

少ない GHG 排出量削減貢献製品の需要が年々高まっています。当社で

は、酸素燃焼バーナーや水素ステーションなどの製品開発を強化して

います。これら気候変動による‘機会’となる GHG 排出削減貢献製品の

拡販は、当社の重要な戦略の一つであり、製品の貢献量の算定を進め

ているところです。また、バリューチェーンでは気候変動に伴う世界

の平均気温と CO2 濃度の上昇から、電力使用量増加による生産コスト

上昇、設備投資の増加となり、これらのコスト上昇分を如何に自社で

吸収するかが重要な戦略になると認識しています。このようなリスク

想定に対して、日本事業会社では空気分離装置への設備投資を伴わず

に電力使用量増加が削減できるよう、装置の運転パラメータをコンピ

ュータ解析し運転条件の最適化をすることで数％の省エネ化を実現し

ています。この技術をグローバル展開していくことで、コスト上昇に

対応していきます。 

研究開発

への投資 

評価中 研究開発投資では、当社で特定されたリスクと機会についてリスクの

緩和と適応に対応する開発テーマの促進を図っています。NSHD グル

ープの R&D をトータルで担う日本事業会社における技術開発戦略会議

では、リスクと機会について各事業が生み出す環境貢献の指標設定に

着手しました。例えば工業炉向けにカーボンフリー燃焼技術の投資を

行っていきます。その結果、研究開発投資に占めるリスクと機会に対
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応する案件数及び投資金額はこの数年で増加するものと考えていま

す。 

運用 評価中 現在、電力調達においては再生可能エネルギー価格が買電価格を大き

く上回っている日本では、製造コストの上昇を抑えるため電力会社よ

り電力を購入することが一般的です。しかし、将来炭素税率が引き上

げられた場合、炭素価格が発電部門に課せられ電力価格が上昇するこ

とが予想されます。日本のバルクガス生産工場の 40％では、これら電

力会社からの買電ではなく、生産工場に電力を供給している隣接した

火力発電所において自家発のガスボイラータービン設備をコンバイン

ドガスタービンに置き換え、熱変換効率を約 20％向上させ燃料使用量

が減ることにより約 20％CO2 排出量が削減できる設備導入を進めてい

ます。日本国では火力発電所の新設等にあたり、プラント規模に応じ

て、経済的に利用可能な最良の技術（BAT）を活用すること等により、

2030 年までに最大削減ポテンシャルとして約約 1,100 万 t-CO₂の削減

を見込んでおり、これは当社日本のバルクガス生産工場で使用してい

る電力量の約 8％に相当します。これらに迅速に取り組むため、投資計

画に気候変動に関する非財務評価を組み込む予定です。これらの措置

を進めていくことで、グローバルで価格競争力のあるバルクガスの拡

販活動を強化していきます。 

C3.4 

 (C3.4) 気候関連リスクと機会が御社の財務計画に影響を及ぼしたかどうか、どのように及

ぼしたかを説明します。 

 影響を

受けた

財務計

画の要

素 

影響の説明 

行

1 

売上 

直接費 

間接費 

資本支

出 

資本配

分 

資本へ

のアク

セス 

負債 

＜ケーススタディ：資本支出＞ 

＜状況＞ 最大の気候変動リスクと捉えている気温上昇により、ここ数年日本では当

社の主要製品である N2,O2 を製造する空気分離装置の電力原単位の悪化が見込まれて

います。また、空気分離装置は沿岸部に設置されることが多く、海水面上昇対策が必

要となってきています。 

＜対応＞ 設備投資をする前に、空気分離装置の運転条件の最適化を実施しました。

これらの対応だけでは気温上昇による空気分離装置の電力原単位悪化に対応すること

が不十分との判断から、空気分離装置の空気取り込み量低下を防止する装置を取り付

けることとしました。最新の空気分離装置では 1 基あたり 1000 万円程度の費用が発

生します。また設備に対する高潮対策としては、装置が設置されている行政の高潮マ

ップとその事業所の基準を基に設備の設置高を高める工事を進めています。大型の装

置では 1000 万円程度の費用が発生します。 
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＜行動・監視＞ これらのリスク対応は今後継続して実施していく必要があるため、

グローバル戦略検討会議を年 1 回開催し、リスクへの対応状況を収集しています。こ

れらリスクは全社のリスクとして認識され CEO が責任を負います。 

＜結果＞ 気温上昇によるこのリスクは当社で重要課題と認識されており、有価証券

報告書でもその内容の一部を報告しています。今回の対応は今後世界中の地域の空気

分離装置に適用が見込まれるため、特許の出願も行いました。また、沿岸部の事業所

においては数年前から順次高潮対策が実施されている。 

C3.1f 

(C3.1f) 気候関連リスクと機会が御社の戦略と財務計画にどのように影響を及ぼしたかに関

する追加情報を記入します(任意)。 

 

C4. 目標と実績 

C4.1 

(C4.1) 報告対象年に適用した排出量目標はありましたか? 

総量目標＜Absolute target＞ 

(C4.1a) 

        目標参照番号 

               Abs1 

       目標設定年 

        2020 

       カバーレッジ 

   国／地域 

  スコープ 

       Scope 1+2 (market-based) 

  基準年 

   2018 

       基準年排出量 

            2,495,000 

  基準年の総排出量に占める排出量の割合（％） 

          100%  
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      目標年 

   2030 

 

Targeted reduction from base year (%) 

  15% 

      目標年の排出量 

  （自動算出）2,120,750     報告年排出量 

  2,010,410 

     達成率 

  （自動算出）129 

    状況 

  underway 

    SBT か？ 

     No, and we do not anticipate setting one in the next 2 years 

 

Please explain (including target coverage) 

 本目標は、日本国内の GHG 排出量絶対値の削減目標である。米国・欧州・豪州・

アジアについては、現在日本酸素ホールディングスの次期中長期目標で GHG 排出

量の削減目標を検討中であり、日本国内の大陽日酸グループの目標のみを先行して

設定した。大陽日酸グループでは、空気分離装置のリプレース計画、デジタルソリ

ューション技術を用いた空気分離装置の運転最適化などを通じて 10 年間で絶対量

15%の削減を達成することを目標として立案したが、鉄鋼不況、COVID-19 の影響

により空気分離装置の稼働率が低下し、既に 2030 年目標をクリアする結果となっ

た。 

 

C4.2 

(C4.2) 報告年に有効なその他の気候関連目標を設定しましたか? 

その他の気候関連目標 

C4.2b 

(C4.2b) メタン削減目標を含むその他の気候関連目標の詳細を記入します。 
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目標参照番号 

Oth 1 

目標を設定した年 

2014 

目標の対象範囲 

国/地域 

目標の種類: 絶対値または原単位 

原単位 

目標の種類: カテゴリーと指標(原単位目標を報告する場合は目標の分子) 

エネルギー消費または効率 

その他、具体的にお答えください 

メートルトンの製品 

目標分母(原単位目標のみ) 

生産単位 

基準年 

2005 

基準年の数値または比率 

0 

目標年 

2020 

目標年の数値または比率 

2.2 

報告年の数値または比率 

2.3  

目標達成度(%)[自動計算されます] 

(自動計算） 

報告年の目標の状況 

Achieved 

この目標は排出量目標の一部ですか? 

当社においては、エネルギー削減目標が気候関連の大きな目標である。 

この目標は包括的なイニシアチブの一部ですか? 

いいえ、包括的なイニシアチブの一部ではありません 

説明してください(目標の対象範囲を含む) 
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本目標は、大陽日酸グループの主要なガス生産工場のエネルギー原単位を 2.2%削減す

ることを目的とした目標である。この目標を達成することで約 5.2 万 ton-CO2/年の削

減を見込むことができる。 

C4.2c 

 (C4.2c) 貴社のネットゼロ目標の詳細を回答してください（C4.2 でネットゼロ目標を選択

した場合）対象外設問 

C4.3 

(C4.3) 報告年内に有効であった排出量削減イニシアチブがありましたか?計画段階または実

行段階のものを含みます。 

はい 

C4.3a 

(C4.3a) 各段階の排出削減活動の総数、実施段階の削減活動については推定排出削減量 

(CO2 換算)もお答えください。 

 イニシアチブ

の数 

CO2 換算トン単位での年間 CO2 換算の推定排出削減総量(*の付

いた行のみ) 

調査中 4  

実施予定* 0 0 

実施開始(部分

的)* 

2 20,294 

実施中* 1 3,179  

実施できず 0  

C4.3b 

(C4.3b) 報告年に実施された削減活動を以下の表に具体的にお答えください。 

 

イニシアチブのカテゴリーとイニシアチブの種類 

生産プロセスにおけるエネルギー効率 

プロセス最適化 

推定年間 CO2e 排出削減量(CO2 換算トン) 

3,179     

スコープ 

スコープ 2(ロケーション基準) 
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自発的/義務的 

自主的 

年間経費節減額 (単位通貨 – C0.4 で指定の通り) 

 74,400,000 

必要投資額 (単位通貨 –C0.4 で指定の通り) 

 16,000,000 

投資回収期間 

1 年未満 

イニシアチブの推定活動期間 

6～10 年 

コメント 

 

C4.3c 

(C4.3c) 排出量削減活動への投資を促進するために貴社はどのような方法を使用しますか? 

方法 コメント 

省エネの専

用予算 

ガス生産工場の様々な省エネプロジェクトを検討し、ビジネス環境と費用対効果の観

点から投資するプロジェクトを決定した。 

C4.5 

(C4.5) 御社の製品やサービスに関して低カーボン製品に分類されるものはありますか。も

しくは、御社の製品やサービスによって第三者が GHG 排出を削減できますか。 

はい 

C4.5a 

(C4.5a) 低炭素製品に分類している、あるいは第三者が温室効果ガス排出を回避できるよう

にする御社の製品および/またはサービスを具体的にお答えください。 

 

集合のレベル 

製品 

製品/製品群の内容 

溶融マグネシウムは，空気に触れると酸化する，すなわち，発火燃焼する。したがっ

て，溶解工程で溶湯表面と空気とを遮断するための保護ガスが必要である。当社では、

溶融マグネシウム合金カバーガスとして SF6 の代替ガスとなる MG シールドを販売し

ており、SF6 の大気放出削減に寄与している。 
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これらは低炭素製品ですか、あるいはこれらによって回避排出量が可能になります

か? 

回避排出量 

製品を低炭素として分類する、または削減貢献を算定するために使用した分類法、

プロジェクト、または方法 

Addressing the Avoided Emissions Challenge- Chemicals sector 

報告年における低炭素製品による収益が占めるの比率 (%) 

 1%（未満）※数値入力のみ 

コメント 

 

 

集合のレベル 

製品 

製品/製品群の内容 

電炉業界に対して、電気加熱を当社の酸素バーナーに置き換えることでユーザーの消費

電力削減に貢献する。また、酸素燃焼により燃料の削減にも貢献する。 

これらは低炭素製品ですか、あるいはこれらによって回避排出量が可能になります

か? 

回避排出量 

製品を低炭素として分類する、または削減貢献を算定するために使用した分類法、

プロジェクト、または方法 

Addressing the Avoided Emissions Challenge- Chemicals sector 

報告年における低炭素製品による収益が占めるの比率 (%) 

 1%（未満）※数値入力のみ 

コメント 

 

 

集合のレベル 

製品 

製品/製品群の内容 

半導体業界に対し、半導体製造装置から排出される排ガス中の GHG ガスを無害化する

燃焼式排ガス処理装置を提供する。 
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これらは低炭素製品ですか、あるいはこれらによって回避排出量が可能になります

か? 

回避排出量 

製品を低炭素として分類する、または削減貢献を算定するために使用した分類法、

プロジェクト、または方法 

Addressing the Avoided Emissions Challenge- Chemicals sector 

報告年における低炭素製品による収益が占めるの比率 (%) 

 1%（未満）※数値入力のみ 

コメント 

 

C5. 排出量算定方法 

C5.1 

(C5.1) 基準年と基準年の排出量（スコープ 1 および 2）を記入します。 

スコープ 1 

基準年開始 

4 月 1, 2013 

基準年終了 

3 月 31, 2014 

基準年排出量(CO2 換算トン) 

35,000 

コメント 

 

スコープ 2(ロケーション基準) 

基準年開始 

4 月 1, 2013 

基準年終了 

3 月 31, 2014 

基準年排出量(CO2 換算トン) 

2,580,000 

コメント 
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スコープ 2(マーケット基準) 

基準年開始 

4 月 1, 2013 

基準年終了 

3 月 31, 2014 

基準年排出量(CO2 換算トン) 

2,580,000 

コメント 

 

C5.2 

(C5.2) 活動データの収集や排出量の計算に使用した基準、プロトコル、または方法論の名

前を選択します。 

日本の環境省、地球温暖化対策の促進に関する法律の改定による、地球温暖化に対処する対策の

促進に関する法律(2005 年改訂) 

C6. 排出量データ 

C6.1 

(C6.1) 御社のスコープ 1 全世界総排出量はいくらでしたか。(単位: CO2 換算トン) 

報告年 

スコープ 1 世界合計総排出量(CO2 換算トン) 

983,000 

開始日 

4 月 1, 2020 

終了日 

3 月 31, 2021 

コメント 

 

C6.2 

 (C6.2) スコープ 2 排出量回答に関する御社の方針について回答してください。 
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行 1 

スコープ 2、ロケーション基準 

スコープ 2、ロケーション基準を報告しています 

スコープ 2、マーケット基準 

スコープ 2、マーケット基準の値を報告しています 

コメント 

 

C6.3 

 (C6.3) 御社のスコープ 2 全世界総排出量はいくらでしたか(単位: CO2 換算トン) 

報告年 

スコープ 2、ロケーション基準 

4,412,000 

スコープ 2、マーケット基準(該当する場合) 

4,412,000 

開始日 

4 月 1, 2020 

終了日 

3 月 31, 2021 

コメント 

 

C6.4 

(C6.4) 御社のスコープ 1 とスコープ 2 報告バウンダリ(境界)内で、開示に含まれない排出源

(例えば、特定の温室効果ガス、活動、地理的場所など)はありますか？ 

はい 

C6.4a 

(C6.4a) 報告バウンダリ(境界)内にあ流が、開示に含まれないスコープ 1 および 2 排出量の

発生源の詳細を記入します。 

 

発生源 

日本以外の子会社の一部 
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除外する排出源のスコープ 1 との関連性について 

排出量に関連性はない 

除外する排出源のスコープ 2(ロケーション基準)との関連性について 

排出量に関連性はない 

この発生源のマーケット基準スコープ 2 排出量の関連性(該当する場合) 

排出量に関連性はない 

この発生源が除外される理由を説明します 

排出量が非常に小さい日本以外の子会社は含まれていません。総排出量の 3%未満で

す。 

C6.5 

(C6.5) 除外項目を開示、説明するとともに、御社のスコープ 3 全世界総排出量を説明しま

す。 

購入した商品およびサービス 

評価状況 

関連性あり、計算済み 

CO2 換算トン 

883,000 

排出量計算方法 

評価は、「コーポレートバリューチェーン（スコープ 3）会計および報告基準」

（GHG プロトコルによる）および「化学セクターバリューチェーンにおける企業 GHG

排出の会計および報告に関するガイダンス」（WBCSD による）に基づいています。 

 算定方法は、自社が購入･取得した製品又はサービスの物量・金額ﾃﾞｰﾀに製品又はサ

ービスごとの資源採取段階から製造段階までの排出原単位をかけて産出する方法としま

した。ﾃﾞｰﾀは TNSC の購買ﾃﾞｰﾀ（300 万件／年）を「ガス関連」、「半導体関連」、

「エンジニアリング関連」に分類し、数量を把握しました。数量が把握できないものは

金額ベースで把握しました。 

 排出係数は、排出原単位データベース IDEAv2（サプライチェーン温室効果ガス排出

量算定用）より適切な係数を使用しました。 

 GHG 排出量は、購入製品及びサービスの量（量又は金額）に適切な排出係数を掛け

て算出しました。 

 

サプライヤーまたはバリューチェーン・パートナーから得たデータを用いて計算さ

れた排出量の割合 

0 
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説明してください 

2019 年度保証値を入力。2020 年度分の第三者保証は近日取得予定 

資本財 

評価状況 

関連性なし、計算済み 

CO2 換算トン 

43,188 

排出量計算方法 

2020 年度の設備投資総額は、有価証券報告書の国内ガス事業セグメント、国内共通、

15,820 百万円を使用しました。 

 排出係数は、排出原単位データベース IDEAv2（サプライチェーン温室効果ガス排出

量算定用）より資本財価格当たりの排出原単位として、化学製品(06-0000)を使用しま

した。 

 GHG 排出量は、上記設備投資総額に化学製品の排出係数を掛けて算出しました。 

サプライヤーまたはバリューチェーン・パートナーから得たデータを用いて計算さ

れた排出量の割合 

0 

説明してください 

2020 年度分の第三者保証は近日取得予定 

燃料およびエネルギー関連活動(スコープ 1 または 2 に含まれない) 

評価状況 

関連性あり、計算済み 

CO2 換算トン 

248,000 

排出量計算方法 

GHG プロトコルの「コーポレートバリューチェーン（スコープ３）会計及び報告基

準」を参照しています。排出原単位は、グリーン・バリューチェーンプラットホームで

公開されている排出原単位データベース Ver.3、IDEAv2（サプライチェーン温室効果ガ

ス排出量計算用）の情報を使用しました。 

日本で購入した燃料及び購入した電力や蒸気の生産に用いられる燃料の採取、生産、輸

送に伴って生じる GHG 排出量について、燃料は年間購入量に燃料別の排出原単位を、

電力、蒸気は 外部からの購入量に燃料調達時及び送配電損失が考慮された排出原単位

を乗じて算出しています 

サプライヤーまたはバリューチェーン・パートナーから得たデータを用いて計算さ

れた排出量の割合 
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0 

説明してください 

 

上流の輸送および物流 

評価状況 

関連性あり、計算済み 

CO2 換算トン 

37,000 

排出量計算方法 

販売した製品の輸送（下流側）にともなって生じる GHG 排出量のうち、日本国内の主

要グループ企業が地球温暖化対策推進法に基づいて報告した特定荷主としての CO2 排

出量から、Scope1 排出量に算入した物流子会社の CO2 排出量を控除して算出してい

ます。 

サプライヤーまたはバリューチェーン・パートナーから得たデータを用いて計算さ

れた排出量の割合 

0 

説明してください 

 

操業で発生した廃棄物 

評価状況 

関連性あり、計算済み 

CO2 換算トン 

4,000 

排出量計算方法 

GHG プロトコルの「コーポレートバリューチェーン（スコープ３）会計及び報告基

準」を参照しています。排出原単位は、グリーン・バリューチェーンプラットホームで

公開されている排出原単位データベース Ver.3 の情報を使用しました。産業廃棄物の種

類ごとの排出量に産業廃棄物の種類ごとの排出係数を乗じて算出しています。 

サプライヤーまたはバリューチェーン・パートナーから得たデータを用いて計算さ

れた排出量の割合 

0 

説明してください 
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出張 

評価状況 

関連性がない。理由の説明 

説明してください 

Scope3 全排出量に占める割合は 0.1%以下であり、本年度は関連性がないため計算し

ていません。 

雇用者の通勤 

評価状況 

関連性がない。理由の説明 

説明してください 

Scope3 全排出量に占める割合は 0.1%以下であり、本年度は関連性がないため計算し

ていません。 

上流のリース資産 

評価状況 

関連性がない。理由の説明 

説明してください 

リース資産への費用は当社の売上高の 0.1%未満であり、当社にとっては関係ありませ

ん。 

下流の輸送および物流 

評価状況 

関連性がない。理由の説明 

説明してください 

日本国内の川下輸送のほとんどはグループ会社によって行われ、カテゴリ 4 で報告して

います。 

販売製品の加工 

評価状況 

関連性がない。理由の説明 

説明してください 

WBCSD（化学セクターバリューチェーンにおける企業の GHG 排出量の会計および報

告に関するガイダンス）が発行した化学セクターのガイダンスで述べられているよう

に、化学会社は多様なアプリケーションと顧客構造のため、信頼できる数値を取得する

のが難しいため、スコープ 3、カテゴリー10 の排出量を報告する必要はありません。 
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販売製品の使用 

評価状況 

関連性あり、計算済み 

CO2 換算トン 

1,583,000 

排出量計算方法 

 化学セクターバリューチェーンにおける企業 GHG 排出の会計および報告に関するガ

イダンス」（WBCSD による）に基づいています。 

 1 つ目の算定方法は、プロパン（LPG）の燃料販売実績を重量に換算し、完全燃焼し

たときの係数を掛け排出量を計算しました。 

 2 つ目の算出方法は、液化炭酸ガスとドライアイスの販売量をそのまま排出量としま

した。 

 3 つ目の算出方法は、空気分離装置(プラント)による電力使用量を計算しました。こ

れは販売したプラントの定格電力量に年間稼働時間と耐用年数を掛け CO2 排出係数を

掛けて排出量を算出しました。 

 以上販売した主要 3 製品の合計値を販売した商品の使用による排出量としました。 

サプライヤーまたはバリューチェーン・パートナーから得たデータを用いて計算さ

れた排出量の割合 

0 

説明してください 

2019 年度保証値を入力。2020 年度分の第三者保証は近日取得予定 

販売製品の生産終了処理 

評価状況 

関連性がない。理由の説明 

説明してください 

当社の主要製品(酸素･窒素･アルゴン)は大気に戻るのみで非該当。燃料類や炭酸ガス･

ドライアイスはカテゴリー11 で回答。高圧ガス容器は貸与品で、客先では廃棄されな

い。温暖化係数の高い工業ガスは、使用後除害され、直接大気放出されない。空気分離

装置(プラント)本体も客先では廃棄されない。以上より、他カテゴリーに対して充分小

さいことから関連性なしとした。 

下流のリース資産 

評価状況 

関連性がない。理由の説明 

説明してください 
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総資産におけるリース資産の帰属は 0.2％未満であり、当社にとっては関係ありませ

ん。 

フランチャイズ 

評価状況 

関連性がない。理由の説明 

説明してください 

当社にはフランチャイズビジネスがないため、このカテゴリは適用されません。 

投資 

評価状況 

関連性あり、計算済み 

CO2 換算トン 

687,000 

排出量計算方法 

日本国内の主要関連会社 7 社の各 GHG 排出量に当社の株式保有率を乗じて算出してい

ます。なお、7 社の GHG 排出量は 2020 年度実績値を用いています。 

サプライヤーまたはバリューチェーン・パートナーから得たデータを用いて計算さ

れた排出量の割合 

0 

説明してください 

 

その他(上流) 

評価状況 

関連性を評価していない 

説明してください 

 

その他(下流) 

評価状況 

関連性を評価していない 

説明してください 
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C6.7 

(C6.7) 二酸化炭素排出は御社に関連する生体炭素からのものですか? 

いいえ 

C6.10 

(C6.10) 報告年のスコープ 1 と 2 の組みみ合わせ全世界総排出量について、単位通貨総売上

あたりの CO2 換算トン単位で詳細を説明し、御社事業に当てはまる追加の原単位指標を記

入します。 

 

原単位数値 

0.0000066 

指標分子(スコープ 1 および 2 の組み合わせ全世界総排出量、CO2 換算トン) 

5,395,000 

指標の分母 

売上額合計 

分母：総量 

818,238,000,000 

使用したスコープ 2 の値 

マーケット基準 

前年からの変化率 

4.3 

変化の増減 

減少 

変化の理由 

GHG 総排出量の約 8 割は ASU の電気の使用によるもので、電気の CO2 排出係数が平

均で 3.2%小さくなっていることが原単位の減少に寄与しています。 

 

C7. 排出量内訳 

C7.1 

(C7.1) 貴社では、温室効果ガスの種類別のスコープ 1 排出量の内訳を作成していますか？ 

はい 
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C7.1a 

(C7.1a) スコープ 1 総排出量の内訳を温室効果ガスの種類ごとに回答し、使用した地球温暖

化係数 (GWP) それぞれの出典も記入してください。 

温室効果ガス スコープ 1 排出量(CO2 換算トン) GWP 参照 

CO2 979,000 IPCC 第 2 次評価報告書(SAR – 100 年値) 

CH4 2 IPCC 第 2 次評価報告書(SAR – 100 年値) 

N2O 95 IPCC 第 2 次評価報告書(SAR – 100 年値) 

HFCs 1,784 IPCC 第 2 次評価報告書(SAR – 100 年値) 

PFCs 1,112 IPCC 第 2 次評価報告書(SAR – 100 年値) 

SF6 1,006 IPCC 第 2 次評価報告書(SAR – 100 年値) 

C7.2 

(C7.2) スコープ 1 総排出量の内訳を国別／地域別で回答してください。 

国/地域 スコープ 1 排出量(CO2 換算トン) 

米国 904,000 

欧州 47,000 

日本 12,000 

その他、具体的にお答えください 

アジアパシフィック、オーストラリア 

21,000 

C7.3 

(C7.3) スコープ 1 排出量の内訳として、その他に回答可能な分類方法があれば回答してく

ださい。 

事業部門別 

C7.3a 

(C7.3a) 事業部門別のスコープ１排出量の内訳を回答してください。 

事業部門 スコープ 1 排出量(CO2 換算トン) 

HyCO（水素・一酸化炭素製造装置） 940,000 

輸送 32,000 

ASU（空気分離装置） 5,000 

その他 6,000 
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C-CE7.4/C-CH7.4/C-CO7.4/C-EU7.4/C-MM7.4/C-OG7.4/C-

ST7.4/C-TO7.4/C-TS7.4 

(C-CE7.4/C-CH7.4/C-CO7.4/C-EU7.4/C-MM7.4/C-OG7.4/C-ST7.4/C-TO7.4/C-TS7.4) 御社

のグローバルでのスコープ１排出量の内訳をセクター生産活動別に CO2 換算トン単位で回

答してください。 

 スコープ１総排出量(単位: CO2 換算ト

ン) 

コメント 

化学品生産活

動 

983,000 Gross Scope 1 emissions, metric tons 

CO2e 

C7.5 

(C7.5) スコープ 2 排出量の内訳を国/地域別で回答してください。 

国/地域 スコープ 2、ロ

ケーション基準

(CO2 換算トン) 

スコープ 2、マ

ーケット基準

(CO2 換算トン) 

購入または消費し

た電力、熱、蒸

気、または冷却量

(MWh) 

スコープ 2 マーケット基準

の手法において考慮した、

低炭素電力/熱/蒸気/冷却の

購入量および消費量(MWh) 

日本 1,999,000 1,999,000 3,532,000 0 

米国 1,153,000 1,153,000 2,804,000 0 

欧州 759,000 759,000 2,518,000 0 

その他、具体

的にお答えく

ださい 

アジアパシ

フィック、

オーストラ

リア 

502,000 502,000 923,000 0 

C7.6 

(C7.6) スコープ 2 全世界総排出量の内訳のうちのどれを記入できるか示します。 

事業部門別 

C7.6a 

(C7.6a) 事業部門別のスコープ 2 全世界総排出量の内訳を示します。 

事業部

門 

スコープ 2、ロケーション基準(CO2 換算ト

ン) 

スコープ 2、マーケット基準(CO2 換算ト

ン) 

ASU 4,243,000 4,243,000 
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HyCO 68,000 68,000 

その他 101,000 101,000 

C-CE7.7/C-CH7.7/C-CO7.7/C-MM7.7/C-OG7.7/C-ST7.7/C-

TO7.7/C-TS7.7 

(C-CE7.7/C-CH7.7/C-CO7.7/C-MM7.7/C-OG7.7/C-ST7.7/C-TO7.7/C-TS7.7) 御社のスコープ

2 全世界総排出量の内訳をセクター生産活動別に回答してください(単位: CO2 換算トン)。 

 スコープ 2、ロケーション基準

(CO2 換算トン) 

スコープ 2、マーケット基準(該当する場

合)、CO2 換算トン 

コメン

ト 

化学品生産

活動 

4,412,000 4,412,000  

C-CH7.8 

(C-CH7.8) 御社のスコープ 3、カテゴリー1 排出量を購入化学原料別に開示してください。 

購入原料 スコープ 3、カテゴリ

ー1 の割合 購入原料に

よる tCO2e 

計算方法の説明 

プロパン ガ

ス 

32 排出係数は、排出原単位データベース IDEAv2（サプライチ

ェーン温室効果ガス排出量算定用）より適切な係数

（0.8156kg-CO2/kg）を使用しました。 

ブタン 3 排出係数は、排出原単位データベース IDEAv2（サプライチ

ェーン温室効果ガス排出量算定用）より適切な係数

（0.8156kg-CO2/kg）を使用しました。 

その他（詳

述してくだ

さい） 

半導体材

料ガス 

23 サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス等の算定のた

めの排出原単位データベース(Ver3.0)より適切な係数

（13.73t-CO2/百万円）を使用しました。 

C-CH7.8a 

(C-CH7.8a) 温室効果ガスである製品の販売量を回答してください。 

 販売量（単位：t） コメント 

二酸化炭素(CO2) 273  

メタン(CH4) 5  

亜酸化窒素(N2O) 640 医療用除く 

ハイドロフルオロカーボン(HFC) 38 CH2F2 
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ペルフルオロカーボン(PFC) 527 CF4、C2F6、C3F8、C4F8、CHF3 

六フッ化硫黄(SF6) 86  

三フッ化窒素(NF3) 761  

C7.9 

(C7.9) 報告年における排出量総量(スコープ 1+2)は前年と比較してどのように変化しました

か? 

減少 

C7.9a 

(C7.9a) 世界排出総量(スコープ 1 と 2 の合計)の変化の理由を特定し、理由ごとに前年と比

較して排出量がどのように変化したかを示します。 

 排出量の変

化(CO2 換算

トン) 

変

化

の

増

減 

排出量

（割

合） 

計算を説明してください 

再生可能

エネルギ

ー消費の

変化 

0 変

更

な

し 

0 変化なし 

その他の

排出量削

減活動 

 

3,179 

減

少 

 

0.1 

 

コンピュータによる空気分離装置の運転最適化により、

3,179ton の CO2 削減を達成しました。2019 年度のスコープ

1 および 2 の排出量は、合計 5,808,000 トンです。削減率

は、3,179/ 5,808,000 = 0.1%として計算しました。 

投資引き

上げ 

    

     

合併     

生産量の

変化 

    

方法論の

変更 

    

境界の変

更 
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物理的操

業条件の

変化 

    

特定して

いない 

    

その他 144,000 減

少 

2.5 購入した電気の CO2 排出係数は平均で 3.2%小さくなってい

ることにより、GHG 排出量が減少しました。 

2019 年度のスコープ 1 および 2 の排出量は、合計 5,808,000

トンです。削減率は、144,000 / 5,808,000 = 2.5%として計算

しました。 

C7.9b 

(C7.9b) C7.9 および C7.9a の回答の根拠となる排出量数値は、ロケーション基準手法のス

コープ２もしくはマーケット基準手法のスコープ２のどちらを使用していますか? 

マーケット基準 

 

C8. エネルギー 

C8.1 

(C8.1) 報告年の事業支出のうち何%がエネルギー使用によるものでしたか? 

15%超、20%以下 

C8.2 

(C8.2) 御社がどのエネルギー関連活動を行ったか選択してください。 

 御社が報告年に次のエネルギー関連活動を実践したかどうかを示

します。 

燃料の消費(原料を除く) はい 

購入または獲得した電力の消費 はい 

購入または獲得した熱の消費 はい 

購入または獲得した蒸気の消費 はい 

購入または獲得した冷却の消費 はい 

電力、熱、蒸気、または冷却の

生成 

いいえ 
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C8.2a 

(C8.2a) 御社のエネルギー消費量合計(原料を除く)を MWh 単位で報告してください。 

 発熱量 再生可能エネルギー源

からのエネルギー量

（単位：MWh） 

非再生可能エネルギー源か

らのエネルギー量（単位：

MWh） 

総エネルギー量(再生

可能と非再生可能) 

MWh 

燃料の消費

(原材料を除

く) 

HHV （高

位発熱

量） 

0 2,769,000 2,769,000 

購入または

獲得した電

力の消費 

 0 9,572,000 9,572,000 

購入または

獲得した熱

の消費 

 0 2,000 2,000 

購入または

獲得した蒸

気の消費 

 0 198,000 198,000 

購入または

獲得した冷

却の消費 

 0 4,000 4,000 

合計エネル

ギー消費量 

 0 12,546,000 12,546,000 

C-CH8.2a 

(C-CH8.2a) 化学品生産活動に関する御社のエネルギー消費量合計(原料を除く)を MWh 単

位で報告します。 

 発熱量 総エネルギー量（単位：MWh） 

燃料の消費(原材料を除く) HHV （高位発熱量） 2,769,000 

購入または獲得した電力の消費  9,572,000 

購入または獲得した熱の消費  2,000 

購入または獲得した蒸気の消費  198,000 

購入または獲得した冷却の消費  4,000 

 

合計エネルギー消費量  12,546,000 



Nippon Sanso Holdings CDP気候変動質問書 2021 

 

 

47 
 

C8.2b 

(C8.2b) あなたの組織の燃料消費の用途を選択します。 

 御社がこのエネルギー用途の活動を行うかどう

かを示してください 

発電のための燃料の消費量 いいえ 

熱生成のための燃料の消費量 はい 

蒸気生成のための燃料の消費量 はい 

冷却生成のための燃料の消費量 はい 

コジェネレーションまたはトリジェネレーション

のための燃料の消費 

いいえ 

C8.2c 

(C8.2c) 御社が消費した燃料の量(原料を除く)を燃料の種類別に MWh 単位で示します。 

 

燃料(原料を除く) 

天然ガス 

発熱量 

HHV （高位発熱量） 

組織によって消費された燃料合計(MWh) 

853,000 

熱の自家発生のために消費された燃料(MWh) 

853,000 

蒸気の自家発生のために消費された燃料(MWh) 

0 

冷却の自家発生のために消費された燃料(MWh) 

0 

排出係数 

0.00222 

単位 

CO2 トン/m<sup>3</sup> 

排出係数の情報源 

環境省、地球温暖化対策の推進に関する法律、地球温暖化対策の推進に関する法律の改

正（2005 年改正） 
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コメント 

 

燃料(原料を除く) 

その他の石油ガス 

発熱量 

HHV （高位発熱量） 

組織によって消費された燃料合計(MWh) 

193,000 

熱の自家発生のために消費された燃料(MWh) 

193,000 

蒸気の自家発生のために消費された燃料(MWh) 

0 

冷却の自家発生のために消費された燃料(MWh) 

0 

排出係数 

0.00234 

単位 

CO2 トン/m<sup>3</sup> 

排出係数の情報源 

環境省、地球温暖化対策の推進に関する法律、地球温暖化対策の推進に関する法律の改

正（2005 年改正） 

コメント 

 

燃料(原料を除く) 

その他、具体的にお答えください 

パージガス 

発熱量 

HHV （高位発熱量） 

組織によって消費された燃料合計(MWh) 

1,567,000 

熱の自家発生のために消費された燃料(MWh) 

1567,000 
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蒸気の自家発生のために消費された燃料(MWh) 

0 

冷却の自家発生のために消費された燃料(MWh) 

0 

排出係数 

0.133 

単位 

CO2 換算メートルトン/GJ 

排出係数の情報源 

プラントにより排出係数は違うため、加重平均を記載しています 

コメント 

 

燃料(原料を除く) 

液化石油ガス(LPG) 

発熱量 

HHV （高位発熱量） 

組織によって消費された燃料合計(MWh) 

14,000 

熱の自家発生のために消費された燃料(MWh) 

14,000 

蒸気の自家発生のために消費された燃料(MWh) 

0 

冷却の自家発生のために消費された燃料(MWh) 

0 

排出係数 

3 

単位 

CO2 トン/トン 

排出係数の情報源 

環境省、地球温暖化対策の推進に関する法律、地球温暖化対策の推進に関する法律の改

正（2005 年改正） 

コメント 



Nippon Sanso Holdings CDP気候変動質問書 2021 

 

 

50 
 

 

燃料(原料を除く) 

軽油 

発熱量 

HHV （高位発熱量） 

組織によって消費された燃料合計(MWh) 

128,000 

熱の自家発生のために消費された燃料(MWh) 

128,000 

蒸気の自家発生のために消費された燃料(MWh) 

0 

冷却の自家発生のために消費された燃料(MWh) 

0 

排出係数 

0.00258 

単位 

CO2 トン/L 

排出係数の情報源 

環境省、地球温暖化対策の推進に関する法律、地球温暖化対策の推進に関する法律の改

正（2005 年改正） 

コメント 

 

C8.2e 

(C8.2e) C6.3 で報告したマーケット基準スコープ 2 の数値におけるゼロ排出係数について

説明した電力、熱、蒸気、および/または冷却量に関する詳細を記入します。 

 

調達方法 

なし(低炭素電力、熱、蒸気、または冷却の購入なし) 

低炭素技術の種類 

 

低炭素電力、熱、蒸気、または冷却の消費の国/地域 
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ゼロ排出係数時の算定された消費エネルギー量(MWh) 

 

コメント 

 

C-CH8.3 

(C-CH8.3)御社は、化学品生産活動の原料として燃料を消費しますか? 

はい 

C-CH8.3a 

(C-CH8.3a) 化学品生産活動のための原料として燃料の御社の消費に関する詳細を開示しま

す。 

 

原料として使用される燃料 

天然ガス 

総消費量 

373,000,000 

総消費量単位 

立方メートル 

原料の固有二酸化炭素排出係数(単位: CO2 トン/消費量単位) 

0.00222 （入力は小数点第二位までのため 0.01） 

原料の発熱量、MWh/消費量単位 

0.01208（入力は小数点第二位までのため 0.01 ） 

 

発熱量 

HHV 

コメント 

 

C-CH8.3b 

(C-CH8.3b)御社の化学品原料に使用する一次資源の質量での割合を示します。 

 総化学品原料のうちの割合(%) 

石油 0 

天然ガス 100 
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石炭 0 

バイオマス 0 

廃棄物 （非バイオマス） 0 

化石燃料(石炭、ガス、石油を区別できない場合) 0 

供給源不明または細分類できない 0 

 

C9. 追加指標 

C9.1 

(C9.1) 御社事業に関連がある、その他の気候関連評価基準を回答してください。 

 

C-CH9.3a 

(C-CH9.3a) 御社の化学品製品を具体的にお答えください。 

 

生産製品 

その他、具体的にお答えください 

窒素ガス 

生産量(メートルトン) 

3,467,978,000 

能力(メートルトン) 

2,070,000 

直接排出量原単位(CO2 換算トン/製品重量(トン)) 

0 

電力原単位(MWh/製品重量(メートルトン)) 

0.31 

蒸気の原単位(MWh/製品重量(メートルトン)) 

0 

回収された蒸気/熱(MWh/製品重量(メートルトン)) 

0 

コメント 
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生産量：（Nm3）、生産能力：（Nm3/h）、電力原単位：LN の原単位を 1 とする相対

評価 

N2（ガス、国内、一部関連子会社以外含む）。CO2 排出原単位は戦略上の理由で開示

できないため、「0」と回答している。 

 

生産製品 

その他、具体的にお答えください 

液体窒素 

生産量(メートルトン) 

446,563,000 

能力(メートルトン) 

117,000 

直接排出量原単位(CO2 換算トン/製品重量(トン)) 

0 

電力原単位(MWh/製品重量(メートルトン)) 

1 

蒸気の原単位(MWh/製品重量(メートルトン)) 

0 

回収された蒸気/熱(MWh/製品重量(メートルトン)) 

0 

コメント 

生産量：（Nm3）、生産能力：（Nm3/h）、電力原単位：LN の原単位を 1 とする相対

評価 

N2（液体、国内、一部関連子会社以外含む）。CO2 排出原単位は戦略上の理由で開示

できないため、「0」と回答している。 

 

生産製品 

その他、具体的にお答えください 

酸素ガス 

生産量(メートルトン) 

2,812,010,000 

能力(メートルトン) 

1,260,000 
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直接排出量原単位(CO2 換算トン/製品重量(トン)) 

0 

電力原単位(MWh/製品重量(メートルトン)) 

0.34 

蒸気の原単位(MWh/製品重量(メートルトン)) 

0 

回収された蒸気/熱(MWh/製品重量(メートルトン)) 

0 

コメント 

生産量：（Nm3）、生産能力：（Nm3/h）、電力原単位：LN の原単位を 1 とする相対

評価 

O2（ガス、国内、一部関連子会社以外含む）。CO2 排出原単位は戦略上の理由で開示

できないため、「0」と回答している。 

 

 

生産製品 

その他、具体的にお答えください 

液体酸素  

生産量(メートルトン) 

130,224,000 

能力(メートルトン) 

48,700 

直接排出量原単位(CO2 換算トン/製品重量(トン)) 

0 

電力原単位(MWh/製品重量(メートルトン)) 

1.1 

蒸気の原単位(MWh/製品重量(メートルトン)) 

0 

回収された蒸気/熱(MWh/製品重量(メートルトン)) 

0 

コメント 

生産量：（Nm3）、生産能力：（Nm3/h）、電力原単位：LN の原単位を 1 とする相対

評価 
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O2（液体、国内、一部関連子会社以外含む）。CO2 排出原単位は戦略上の理由で開示

できないため、「0」と回答している。 

 

生産製品 

その他、具体的にお答えください 

ガスアルゴン＋液化アルゴン 

生産量(メートルトン) 

80,049,000 

能力(メートルトン) 

0 

直接排出量原単位(CO2 換算トン/製品重量(トン)) 

0 

電力原単位(MWh/製品重量(メートルトン)) 

1.98 

蒸気の原単位(MWh/製品重量(メートルトン)) 

0 

回収された蒸気/熱(MWh/製品重量(メートルトン)) 

0 

コメント 

生産量：（Nm3）、生産能力：（Nm3/h）、電力原単位：LN の原単位を 1 とする相対

評価 

Ar（液体、国内、一部関連子会社以外含む）。CO2 排出原単位は戦略上の理由で開示

できないため、「0」と回答している。 

 

C-CE9.6/C-CG9.6/C-CH9.6/C-CN9.6/C-CO9.6/C-EU9.6/C-

MM9.6/C-OG9.6/C-RE9.6/C-ST9.6/C-TO9.6/C-TS9.6 

(C-CE9.6/C-CG9.6/C-CH9.6/C-CN9.6/C-CO9.6/C-EU9.6/C-MM9.6/C-OG9.6/C-RE9.6/C-

ST9.6/C-TO9.6/C-TS9.6) 貴社は、セクター活動に関連した低炭素製品またはサービスの研

究開発(R＆D)に投資しますか? 

 低炭素 R& D への投資 コメント 

行 1 はい  環境保全に資する製品等の研究開発 
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C10. 検証 

C10.1 

(C10.1) 報告した排出量に対する検証/保証の状況を回答してください。 

 検証/保証状況 

スコープ 1 第三者検証/保証を受けている 

スコープ 2(ロケーション基準またはマーケット基準) 第三者検証/保証を受けている 

スコープ３ 第三者検証/保証を受けている 

C10.1a 

(C10.1a) スコープ 1 排出量に対して実施した検証/保証の詳細を記入し、それらの声明書を

添付します。 

 

検証/保証の実施サイクル 

年 1 回のプロセス 

報告年における検証/保証取得状況 

報告年の検証/保証を取得- 昨年の検証書類を添付 

検証/保証の種別 

限定的保証 

声明書を添付 

C12.4 03  NSHD データブック 

ページ/章 

2019 年度データ集 p1~4, 8~11 

関連する規格 

ISAE3000 

検証された報告排出量の割合(%) 

100 

C10.1b 

(C10.1b) スコープ 2 排出量に対して行われた検証/保証の詳細を記入し、関連する声明書を

添付します。 
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スコープ 2 の手法 

スコープ 2 マーケット基準 

検証/保証の実施サイクル 

年 1 回のプロセス 

報告年における検証/保証取得状況 

報告年の検証/保証を取得- 昨年の検証書類を添付 

検証/保証の種別 

限定的保証 

声明書を添付 

 C12.4 03  NSHD データブック.pdf 

ページ/章 

2019 年度データ集 p1~4, 8~11 

関連する規格 

ISAE3000 

検証された報告排出量の割合(%) 

100 

C10.1c 

(C10.1c) スコープ 3 排出量に対して行われた検証/保証の詳細を記入し、関連する声明書を

添付します。 

 

スコープ 3 カテゴリー 

スコープ 3(上流と下流) 

検証/保証の実施サイクル 

年 1 回のプロセス 

報告年における検証/保証取得状況 

報告年の検証/保証を取得- 昨年の検証書類を添付 

検証/保証の種別 

限定的保証 

声明書を添付 

 C12.4 03  NSHD データブック.pdf 

ページ/章 
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2019 年度データ集 p1~4, 8~11 

関連する規格 

ISAE3000 

検証された報告排出量の割合(%) 

100 

C10.2 

(C10.2) C6.1、C6.3、および C6.5 で報告した排出量値以外に、CDP 開示で報告する気候関

連情報を検証していますか? 

はい 

C10.2a 

(C10.2a) CDP 開示した情報のうち、どのデータポイントを検証しましたか、そしてそれは

どの検証基準を使用しましたか? 

関連する検証の開示モジ

ュール 

検証したデータ 検証基準 説明してください 

C5. 排出量実績 排出量(スコープ 1 および 2)の対

前年比変化 

ISAE3000 2019 年度データ集 

p1~4, 8~11 

1 

1 C12.4 03  NSHD データブック.pdf 

C11. カーボンプライシング 

C11.1 

(C11.1) 御社の操業や活動はカーボン プライシング システム（ETS、キャップ・アンド・

トレード、炭素税）によって規制されていますか? 

はい 

C11.1a 

(C11.1a) 御社の操業に影響を及ぼすカーボンプライシング規制を選択してください。 

日本炭素税、EU-ETS 

C11.1b 
 

(C11.1b) 排出量取引制度について、詳細を回答してください 

（C11.1a でいずれかの排出量取引制度を選択した場合に適用） 

制度名 EU-ETS 
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ETS が適用されるスコープ 1 排出量の割合  

15% of Nippon Gases Europe Scope 1 are covered by ETS 

ETS が適用されるスコープ 2 排出量の割合  

0.34% of Nippon Gases Europe Scope 2 are covered by ETS 

開始日 DD/MM/YYYY 終了日 DD/MM/YYYY   

April 2020- 31 March 2021 

割当量  

11.369 

購入量  

0 

Scope1 認証排出量＊  

75,112 Tons CO2e 

Scope2 認証排出量  

1,077,411 Tons CO2e 

所有権について 

Facilities we own and operate  

コメント  

% of Nippon Gases Europe Scope 1 and Scope2 are covered by 

 

 

C11.1c 

(C11.1c) 規制を受ける税金システムごとに、以下の表を記入します。 

日本炭素税 

期間開始日 

4 月 1, 2020 

期間終了日 

3 月 31, 2021 

税の対象とされるスコープ 1 総排出量の割合 

87 

支払った税金の合計金額 

2,900,000 

コメント 
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C11.1d 

(C11.1d) 規制を受けている、あるいは規制を受けると見込んでいる制度に準拠するための

戦略はどのようなものですか? 

広義のカーボンプライス（￥／t-CO2）を考えた場合、エネルギー価格･エネルギー税・FIT 賦

課金・排出権・炭素税が対象になります。当社の事業で考えると主要製品である N2,O2,Ar の

製造には多くの電力を使用しています。炭素税に限れば現在、日本の税率はそれほど高くない

ため、日本の炭素税の財政的影響は限定的です。しかし、将来的には、地球温暖化に関する規

制が厳しくなるにつれて、税率が上昇し、税の範囲が拡大することが予想されます。特に日本

では、エネルギーを集中的に消費する企業が多く、これらの変化が企業に大きな影響を与える

可能性があります。このため、2DS に基づくより厳しい規制のシナリオのケースにおいては、

日本のエネルギー集約型ビジネス（工業用ガス）を分析し、潜在的なビジネスリスクと財務リ

スクを特定しています。  当社では広義のカーボンプライス問題に対応するため賦課金減免制

度を積極的に活用しています。この制度は、電力多消費事業者の国際競争力の維持・強化の観

点から、賦課金の減免申請が受けられる制度です。当社では、この制度の制定時から継続して

活用しています。認定を受けた事業所の賦課金は、事業者の売上高あたり原単位の改善に応じ

て 8 割又は 4 割が減免されます。当社では国内 13 社／18 社が減免申請を行い、数十億円規模

の減免を受けています。 

C11.2 

(C11.2) 御社は報告対象期間内にプロジェクトベースの排出権を創出または購入しました

か？ 

いいえ 

C11.2a 

(C11.2a) プロジェクトベースの排出権の創出または購入について詳細を回答してください 

（C11.2 でプロジェクトベースの排出権で創出または購入をしている＜Yes＞を選択した場合に適用） 

対象外設問 

 

C11.3 

(C11.3) 御社は社内カーボンプライス(炭素価格)を使用していますか? 

いいえ。しかし、今後 2 年以内にそうすることを見込んでいます 

 



Nippon Sanso Holdings CDP気候変動質問書 2021 

 

 

61 
 

C12. エンゲージメント 

C12.1 

(C12.1) 気候関連問題に関してバリューチェーンと協働していますか? 

はい、顧客と 

C12.1b 

(C12.1b) 顧客との気候関連協働戦略の詳細を示します。 

 

協働の種類 

協働とイノベーション 

協働の具体的内容 

気候変動影響を減らす技術革新を促すキャンペーンの実施 

顧客数の割合 (%) 

1 

C6.5 で報告した顧客関連スコープ 3 排出量の割合 

22 （カテゴリ 15 の割合） 

この顧客との協働を選択した根拠と、協働の範囲を説明してください。 

当社の主要製品である酸素の顧客の中でも鉄鋼業界は最重要顧客となっています。ここ

で消費される酸素は、日本における総売り上げの約 50％を占めるガス事業においても

大きな割合を占めています。鉄鋼業界として GHG 排出量の削減は最重要課題の一つと

して認識されており各種の取り組みが行われています。この中で、製鋼プロセスから排

出される CO2 排出量の削減は非常に重要な課題と認識されており、当社が提供する高

速酸素バーナー技術が電気炉製鋼で大幅な GHG 排出量削減に貢献できることから、電

気炉製鋼顧客とコラボレーションすることとなりました。 

成功の評価を含む協働の影響 

成果は、鉄鋼連盟、日化協等の業界団体で取り組んでいる GHG 削減の一部として評価

され、産業界全体としての GHG 排出削減に貢献していることが業界団体を通じて公表

されています。当社ではこの取り組みの KPI を設定し、親会社三菱ケミカルホールデ

ィングスと協働で MOS 指標（マネジメント オブ サステナビリティ）として管理・

評価され、統合報告書「KAITEKI REPORT」で報告されています。 

C12.3 

(C12.3)  以下のいずれかを通じて、気候変動問題に対して直接的または間接的のいずれか

で影響を及ぼす可能性がある活動に携わっていますか? 
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業界団体を通して 

C12.3b 

(C12.3b) 御社は業界団体の理事会メンバーに属していますか、もしくは会費以外に団体に

出資していますか? 

はい 

C12.3c 

(C12.3c) 気候変動に関する法律に対して業界団体が示す可能性の高い立場の詳細を入力し

ます。 

 

業界団体 

日本化学工業協会(JCIA) 

気候変動に対する御社の立場は、業界団体の立場と一致していますか 

一貫性がある 

業界団体の立場を説明してください 

協会は、会員企業のためにさまざまな気候変動緩和活動を推進している。 

1. 環境に関する自主行動計画-会員企業は、CO2 排出量を削減するためにエネルギー消

費原単位を改善しようとしている。 

2. 温室効果ガス（greenhouse gas ：GHG）排出削減を推進すべく、ライフサイクル全

体を俯瞰し、製品の GHG 排出削減貢献量を把握する cLCA（Carbon Life Cycle 

Analysis）手法の普及・啓発を行っている。 

 

御社は業界団体にどのように影響を与えていますか、または与えようとしています

か? 

JCIA の活動は、主要メンバー企業の参加者で構成される技術委員会のいくつかの作業

チームによって管理されている。当社の代表者は、これらの作業チームの大部分に参加

している。排出権取引システムの導入や、排出削減製品（グローバルバリューチェー

ン）を促進するためのグローバル開発プロジェクトなど、日本政府への提案など、

JCIA の活動を強く支持している。 

C12.3f 

(C12.3f) 政策に影響を及ぼす直接的および間接的活動のすべてがあなたの組織の気候変動

戦略と一致するように、どのようなプロセスを実践していますか? 

CSO（Chief Sustainability Officer）は、気候変動関連活動の計画と実行の監督を含む、気候変

動に関連するすべての活動に責任を負う。複数にまたがる事業部門及び活動地域にて、気候変

動に関する共通のアプローチがとられるように、NSHD 経営会議、グローバル戦略検討会議で
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は、気候変動課題など関連する重要な活動が会議に報告される。これらの会議では、企業戦略

との整合性および業界団体の方針との整合性も確認される。 

C12.4 

(C12.4) CDP へのご回答以外で、本報告年の気候変動および温室効果ガス排出量に関する

御社の回答についての情報を公開しましたか?公開している場合は該当文書を添付してくだ

さい。 

 

出版物 

メインストリームレポート 

ステータス 

作成中 - 前年分を添付 

文書の添付 

C12.4 01 2020 統合報告書(2020 年 3月期）.pdf 
C12.4 02 CDP 気候変動質問書のためのレター_20201223 .pdf 
C12.4 03  NSHD データブック .pdf 
C12.4 04  NSHD データブック第三者保証報告書 .pdf 
C12.4 05 NSHD 統合報告書第三者保証報告書 .pdf 

関連ページ/セクション 

「C12.4 01 2020 統合報告書(2020 年 3 月期）」 

・日本酸素ホールディングスグループの価値創造プロセス p34-35 

・サステナブルなビジネスモデル p52-55 

・コーポレートガバナンス p74-77 
・ESG マテリアティ p78-81 
・リスクマネジメント p82-83 
・財務・非財務 11 カ年サマリー 非財務情報ハイライトｐ95-97 
・第三者保証報告書 p98 

内容 

ガバナンス 

戦略 

リスクおよび機会 

排出量数値 

排出量目標 

コメント 
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C15. 最終承認 

C-FI 

(C-FI) この欄を使用して、燃料があなたの組織の回答に関連していることの追加情報また

は状況を記入します。この欄は任意で、採点されないことにご注意ください。 

 

C15.1 

(C15.1) 御社の CDP 気候変動の回答に対して署名(承認)した人物の詳細を記入します。 

 役職 職種 

行 1 社長 最高経営責任者(CEO) 

 


