
持続可能な社会を 
実現するための 
社会課題

人権

環境

資源
etc.

持続的な 
不二製油 
グループの 
成長

持続可能な 
社会の実現

不二製油グループ憲法（人のために働く）

事業戦略

不二製油グループのESG経営（Conscientious Management）

不二製油グループ経営概念図

Plant-

Based 

Food 

Solutions

ESG経営の 
重点テーマ

不二製油グループのESG経営

不二製油グループは、「不二製油グループ憲法」に基づき、事業を通した社会課題解決（Plant-Based Food Solutions）によって、

持続的な当社グループの成長と持続可能な社会の実現の両方を追求する「ESG経営」を推進しています。ESG経営を推進する 

ための具体的なテーマとして、「ESG経営の重点テーマ」を策定しています。
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サステナビリティへの取り組みを 
従業員一人ひとりに浸透させていきます

取締役 兼 上席執行役員 
最高ESG経営責任者（C“ESG”O）

門田 隆司

C“ESG”Oメッセージ

不二製油グループは、これまで実践してきた「人のた
めに働く」という精神と「社会の困りごとに対応する」
考えをより明確にするためにC“ESG”Oを配置し、ESG

経営を推進することを宣言しました。
　C“ESG”Oの主な役割は、現状の社会や当社が置
かれた状況認識に加え、想定される未来からのバッ
クキャスティングにより社会の課題を捉え、研究開発
や事業部門等へのフィードバックと連携を進めること
で会社のあるべき姿を決めること、また、それらの取
り組みを社内外に向けて発信することです。
　それらの活動の前提にあるものは、食品安全と労
働安全です。世界のグループ各社の労働安全部門
や品質管理部門とのネットワークを構築し、そのハブ
機能を不二製油グループ本社の生産性推進グルー
プが担い、グループの安全性を高める活動を行って
います。
　また、取締役会の諮問機関であるESG委員会で
は、環境、サプライチェーンにおける人権、健康、食
糧、フードロス、ダイバーシティ、ガバナンスなど幅広
い社会課題をさまざまな観点から捉え、当社の事業

活動に具体的に結びつけることで業務としての取り
組みを進めています。例えば環境問題では、CO2排
出量の削減に注力しています。2020年3月にはSBT

イニシアチブ認証*を取得しました。SBT新基準に合
わせて改訂・強化した「環境ビジョン2030」達成の
ための目標は決してたやすいものではありませんが、
C“ESG”Oを中心に不二製油グループ本社が先頭に
立ち、グループ一丸となって取り組んでいます。
　サステナビリティの追求は、近視眼的には制約・コ
ストと見られる事項も少なくありません。しかし、先陣を
切って進めていくことでコストはいずれアセットとなり、
ひいては顧客に選ばれる企業として当社グループの成
長につながると確信しています。2020年度は従業員
一人ひとりとコミュニケーションを取ることが最大のモッ
トーです。当社の存続のために、各々が自分ごととして
サステナビリティに取り組む必要性の理解・浸透を図
り、グループ全体を牽引していきたいと思います。
*  SBTイニシアチブ認証（Science Based Targets initiative）: 2015年にCDP、国連グ
ローバル・コンパクト、WRI（世界資源研究所）、WWF（世界自然保護基金）の4団
体が共同で設立し、科学的根拠に基づいた温室効果ガス排出削減目標の設定
を企業に働きかけている。2019年10月に従来の産業革命前比2度目標から1.5度
目標へ基準を移行

C “E SG”O  SECT ION
C“ESG”Oメッセージ   75

安全・品質・環境   76

人権   79

ESG経営の重点テーマ（マテリアリティ）の 
取り組み推進   80

ESGに関する取り組みの詳細は 
「サステナビリティレポート 2020」をご参照ください。

https://www.fujioilholdings.com/csr/
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不二製油グループは、「不二製油グループ憲法」において全従業員が行

動する上で持つべき価値観として「安全と品質、環境」を表明しています。

それは、従業員一人ひとりが 「法とルールを守ること、マナーを向上させるこ

とを通して、安全・品質・環境を守る風土、文化を創っていく」重要性を理

解し行動することを組織風土として定着させてきたためです。

SBTイニシアチブ認証を取得

2030年の温室効果ガス排出量を2016年度比「Scope1＋2」を40%、および「Scope3（カテゴリ1）」を18%削減する新たな目標を

設定しました。当社は今回初めてScope3のデータを集計し、サプライチェーン全体におけるGHG排出量を把握しました。当社が

設定した国内外の不二製油グループの温室効果ガス中期削減目標はSBTイニシアチブにより承認されました。

「環境ビジョン2030」の改訂と浸透

不二製油グループではSBTイニシアチブからの認証取得を受け、2018年に掲げた｢環境ビジョン2030｣の見直しを行い、CO2削減の

目標値を24%削減目標から、「Scope1+2  40%削減、Scope3（カテゴリ1）18%削減」に変更しました。地球上で活動を行う社会の 

一員として、経済的価値を創出するだけではなく、引き続き｢環境ビジョン2030｣の達成に向け、環境保全活動を推進していきます。

TCFDの提言に賛同

不二製油グループは、2019年5月にTCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）へ賛同を表明しました。今後はTCFDの提言に

基づき、「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」の4項目について情報開示を推進していきます。

グループ各社の環境への取り組み

りんくう工場の太陽光発電
「環境ビジョン2030」の目標の一つである“CO2排出量の削減”に向け、りんくう工場では太

陽光発電を2020年2月に導入し運用を開始しました。これにより当工場のCO2排出量は約

10%削減できることとなります。工場のすぐ前には大阪湾が広がり、関西国際空港から明石

海峡大橋・淡路島が望める素晴らしい立地条件にあり、今後も再生可能エネルギーの恩

恵を最大限に活用し、環境にやさしいチョコレートの生産を行っていきたいと考えています。

不二製油グループ大阪本社グリーン電力化
不二製油グループでは、グループ本社がある大阪事務所で使用する電力に環境に配慮

したエネルギーである｢グリーン電力｣を使用する取り組みを行っています。今回｢グリーン

電力証書｣の購入により、当社は高知県の太陽光発電を利用し、2020年度のCO2排出

量の削減（約43t CO2相当）が可能になります。

フジオイル ヨーロッパにおける再利用水の活用
フジオイル ヨーロッパでは、隣接するOleon社と飲料水供給業者であるWatergroep社とともに、工場近くの運河の水をプロセス

水として使用する方法を確立しました。運河から汽水を汲み上げ、限外濾過、逆浸透、およびいくつかの殺菌工程を適用し、飲料

水レベルの水を精製して、フジオイル ヨーロッパの取水量のおよそ93%をこのプロセス水で賄っています。この取り組みによって、

水道水の源である地下水減少の問題への対処を進めています。

不二製油グループ憲法 バリュー「安全と品質、環境」解説文より抜粋

食品企業にとって最低限果たすべき最大の価値は、食品の安全です。安全を保つには、
品質の確保が重要です。しかし、品質の確保を優先するがゆえに環境に悪影響を及ぼ
すようなことはあってはなりません。安全と品質、そして環境はこれまでも経営の前提とし
て最優先されており、今後も最優先すべきものです。安全には労働の安全も含まれます。
私たちは、過去の事故により尊い命を失いました。会社にとって従業員はかけがえのな
い財産です。従業員が安心して仕事ができ、個々の能力を最大に発揮できるよう職場の
安全を確保することは、会社の大前提です。

環境ビジョン2030の目標と進捗
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安全・品質・環境

環境

爆発事故が発生した12月22日を安全祈念日と定め、事故を 
語り継いでいる

*1 基準年：2016年度
*2 Scope3に関しては、2020年に初めて基準年（2016年）のCO2排出量を計算しました。
*3 2020年4月に「環境ビジョン2030」の環境目標を改訂し、CO2削減目標を24%から40%に見直したため、新しい目標に対する達成率で記載しています。

1991年12月22日、油脂抽出工場で8名の尊い命が失われる 
爆発事故が発生した

項目 2030年目標 2019年度実績 達成率*3

（対新環境ビジョン2030）

CO2排出量の削減（グループ全体） Scope1+2 総量40%削減*1 16%削減 40%
Scope3 カテゴリ1 18%削減*2

水使用量の削減（グループ全体） 原単位で20%削減*1 24%削減 100%
廃棄物量の削減（グループ全体） 原単位で10%削減*1 10%増加 0%
資源リサイクル（国内グループ会社） 2030年まで再資源化率99.8%以上を維持 99.33% 未達成

フジオイル ヨーロッパでは、水、エネルギーの消費と廃棄物管理のテーマに
関して、長期にわたり積極的に取り組んでいます。工場全体で15年前より
熱回収ネットワークを稼動しており、現時点では当初に比べてガス消費量
は30%、冷却水消費量は80%削減されています。また、包装施設の屋根は
太陽光パネルで覆われており、年間の電力消費量の1%を賄っています。
2020年には、ガス駆動コージェネレーションを設置し、プラントの電力消費
の90%を提供する予定です。廃棄物の90%はリサイクルされ、そのうち85%
は当社のパートナーによるグリーンエネルギー生産に使用されます。我々は
チーム一丸となって、引き続き環境問題に取り組んでいきます。

フジオイル ヨーロッパ
Technical Director
フジ オイル ガーナ
Managing Director

Ronny 
Voorspools

担当者
コメント

ガバナンス ESG経営を強化する目的で取締役会の諮問機関として、C“ESG”Oが委員長を務めるESG委員会（年2回以上開催）を設置。気候 
変動を含むサステナビリティ戦略の検討･審議内容は同委員会開催の都度、取締役会に具申され、経営戦略に反映されます。

戦略

シナリオ分析の結果、平均気温が4℃上昇した場合、自然災害による自社の操業停止や一部主要原料の調達に大きな影響を与える
可能性があることを認識しました。この気候変動リスクへの対応として、省エネ活動、再エネ活用等、これまでグループ全体で取り組ん
できたCO2排出量削減をさらに推進し、脱炭素社会の実現に向け貢献していきます。他方、脱炭素社会においては不二製油グループ
が強みを持つPlant-Based Foodの市場拡大が見込まれており、気候変動機会として認識しました。今後はシナリオ分析のグローバル
展開、財務的な影響の把握等を進め、事業戦略へ反映していく予定です。
注：「サステナビリティレポート2020」にシナリオ分析の詳細を記載しています。

リスク管理 グループの経営環境を踏まえたさまざまな情報ソースをもとに、経営会議で気候変動リスクを含む全社重要リスクを選定管理する
全社リスクマネジメント体制を2019年度に構築しました。経営会議での検討・対応内容は年に1回以上取締役会に報告されます。

指標と目標 「環境ビジョン2030」において、2016年比で、2030年にCO2の排出量を総量で40%削減することや、水使用量を原単位で20%削
減することを掲げています。今後、「環境ビジョン2030」の目標達成に向けて、環境保全活動をさらに推進していきます。

TCFDの提言に基づく4項目についての情報開示

上流
  購入した製品・サービス
  輸送、配送
  燃料およびエネルギー関連 
活動

自社
  直接排出
  購入したエネルギーの 
使用に伴う間接排出

下流
  輸送、配送
  販売した製品の加工、使用、
廃棄
  事業活動から出る廃棄物

Scope1：  事業者自らによる温室効果ガスの 
直接排出

Scope2：  他社から供給された電気、熱・蒸気
の使用に伴う間接排出

Scope3：  事業者の活動に関する他社の排出その他、事業を支える活動
  資本財
  出張

  雇用者の通勤
  リース資産（上流・下流）

  フランチャイズ
  投資

Scope3 Scope3Scope1＋2

安全・品質・環境に関する取り組みの詳細は
「サステナビリティレポート 2020」をご参照ください。

https://www.fujioilholdings.com/csr/
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不二製油グループにとって、安全・安心な製品を社会に提供することは、事業活動の前提です。当社グループでは、顧客に安心

して、安全な製品をご使用いただくために「品質基本方針」を定め、製品設計からお客様にお届けするまで、お客様の視点に立っ

た製品づくりを目指しています。

労働安全衛生

「不二製油グループ憲法」のバリューの最初に掲げている「安全と品質、環境」の中で、「安全」は私たちが成長を続けるために最

優先すべき課題です。“ルールを守り、経験を伝え、皆で築こう安全職場”をスローガンに、当社従業員および当社事業所内にて

働く全ての方々の命を守るとともに、労働災害ゼロ達成を目指しています。

2019年度活動実績
危険予知活動が定着している生産拠点を含め、全ての生産拠点で日々の作業開始前または非定常作業開始前のいずれかで危

険予知活動に取り組みました。事故リスクの高いグループ会社では危険予知活動のほか、不安全箇所と不安全状態をリスト化

し改善の推進に取り組みました。

不二製油グループは、「不二製油グループ憲法」の「人のために

働く」という価値観に基づき、当社事業に関わる全ての人の人

権を尊重した事業活動を行う責任があると考えています。国連

ビジネスと人権指導原則を参照し、2017年4月に「人権方針」

を策定・公表しました。この実施手段の一つとして、人権デュー・

ディリジェンスを導入しています。2017年に外部専門家の参画

を得て第1回インパクトアセスメントを実施し、有識者からの助

言を得ながら特定したリスクの低減に取り組んでいます。2020

年度には、第2回インパクトアセスメントを実施する予定です。

人権インパクトアセスメント

不二製油グループ 人権週間
人権方針の周知徹底を目的として、2019年12月4日～13日を「不二製油グループ 人権週間」とし

て定め、CAOとC“ESG”Oの共催のもと、ビジネスと人権に関するグループ内への情報発信を図り

ました。経営者メッセージの発信やラーニングビデオの視聴、ダイバーシティセミナーなどのプログ

ラムを通し、従業員からは「不二製油グループ憲法の“人のために働く”ことと人権のつながりを認

識できた」「人権について考えるきっかけになった」「会社が人権を重要視している意思が伝わっ

た」などの意見が得られました。

内部通報制度
国内グループ会社では、「不二製油グループ社内通報窓口」の運用に加え、社外の法律事務所にも通報窓口を委託し、通報者の秘

密・匿名性確保による通報しやすい環境整備に努めています。

　海外グループ会社では、グループ会社従業員向けの内部通報制度「不二製油グループコンプライアンス・ヘルプライン」を運用して

います。これらに関し内部通報規程では、通報したことを理由に、通報者である従業員を解雇およ

び不利益に取り扱うことを禁じ、これを犯した者は就業規則などに従い処分を課すことができると定

めています。

　また2018年度からは、適正な取引継続の観点から特定分野の協力会社を対象に「公正取引ヘル

プライン」運用を開始しました。グループ全体で寄せられる通報件数は、ここ数年は年間5～10件の範

囲で推移しており、通報内容に対しては速やかに調査し、必要な是正措置や通報者へのフィードバッ

クを行っています。グループ全体にわたって、通報制度のさらなる周知と運用改善に努めています。

取り組みの発展と今後の施策

2018年よりアジアの統括会社であるフジオイル アジアでは、安全専任のSafety 

managerを新たに配属し、工場の安全活動に加え、エリア単位での安全活動

を推進しています。2020年度よりフジオイル アジア傘下のグループ会社につい

ては、生産性推進グループとフジオイル アジアとの合同監査を開始し、より安全

な職場環境の構築を進めています。

人権デュー・ディリジェンスPDCA

2019年度活動実績
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安全・品質・環境 人権

食の安全・安心・品質 人権方針とデュー・ディリジェンス

フジオイル アジア傘下のグループ会社監査にはフジオイル アジア 
安全担当者が同席し、協力して安全な環境づくりを進めている

内部通報制度は、グループ共通の行動指針を
まとめた「グリーンブック」に掲載され、8ヵ国語
で全従業員に周知されている

人権週間ラーニングビデオ画面

インパクトアセスメント
人権に関して及ぼし得る 
負の影響の特定・分析

評価
対処が適切かの追跡評価

進捗の報告
ステークホルダーへの 
継続的な情報開示

適切な対処のための行動
人権への負の影響の 
低減・防止活動

従来、各工場では安全基準、知識、そしてインフラ整備が不十分でした。そこで、 
私たちは毎日のTool Box Meetingの実施や安全基準ガイドラインの策定、定期的
な労働安全講習会、事故予防のための報告と分析技術の向上、過去の事故から
の学び、および往査による改善支援を通して、安全文化と能力向上に向けて取り
組んできました。その成果として、従業員の安全意識が高まり、リスクの予見と適切
なリスク管理を実施できるようになりました。
　労働安全の確保は、製造業である私たちの事業活動の出発点です。不二製油 
グループ本社と連携し、蓄積されたノウハウを最大限に活かしながら、従業員の命の
保護に努めます。

フジオイル アジア
Regional Safety 
Manager

Tan Chin  
Chye

担当者
コメント

特定した人権リスク 具体的な懸念点 対策 進捗

1.  グループ従業員 
を対象とした 
教育・研修

1   人権方針が従業員の行動に 
落とし込まれる仕組みが不十分 教育・研修の実施（ER）

1   人権ラーニングビデオ（日・英・中）の作成とイントラ
ネットでの配信

2  2019年12月、人権週間を設け社内情報発信を強化
3   各種研修機会を利用した人権方針の訴求

2   合弁会社や最近買収したグループ会社
の人権リスク把握が不十分 各社リスクマネジメント 

システムの中で 
人権リスクも管理

1   グループ各社リスクマネジメント委員会への説明
2   グループ各社における対策
　　・SEDEX監査対応
　　・派遣先・請負先へのアンケート

3   派遣・請負労働者について 
人権リスク把握が不十分

2.  苦情処理 
メカニズム

社内には内部通報制度が存在するが、 
サプライチェーンを対象とした 
苦情処理メカニズムが未構築

サプライチェーンを対象に 
メカニズムを構築

パーム油に関しグリーバンス（苦情処理）メカニズムを
構築・公表
（P56参照）

3.  原材料 
サプライチェーン 特にパーム、カカオは人権リスクが高い サステナブル調達の推進

責任あるパーム油調達方針、責任あるカカオ豆調達 
方針に基づき活動推進中
（P54、P57参照）

項目 2019年度
不二製油グループ　従業員千人当たりの休業災害発生件数（休業災害4日以上） 2.9

不二製油グループ労働災害
度数率 日本 2.89

海外 8.62

強度率 日本 0.006
海外 0.07

品質担当者間のネットワーク構築 世界の食品に関する情報を収集し、グループ会社への発信を開始。情報共有の取り組みを始めました。

品質保証規程の浸透 品質保証規程の理解を深めるために、規程で定めた「品質保証活動」についての資料を作成し、 
グループ会社へ配布を行いました。

安全・品質・環境に関する取り組みの詳細は
「サステナビリティレポート 2020」をご参照ください。

https://www.fujioilholdings.com/csr/

WEB
人権に関する取り組みの詳細は
「サステナビリティレポート 2020」をご参照ください。

https://www.fujioilholdings.com/csr/

WEB



不二製油グループ本社株式会社 取締役会

ESG経営の重点テーマ 
テーマ毎に推進責任者を選定し、各社・各部門において推進

ESG委員会とは
ESGに関してステークホルダーの期待に応えるESG経営を強化する目的で、不二製油グループ本社取締役会の諮問機関として

「ESG委員会」を設置しています。ESG委員会は、年2回以上開催し、不二製油グループがCSRを果たし続けるための課題や目標、

戦略に関する審議や「ESG経営の重点テーマ（マテリアリティ）」の進捗状況についてレビューを行います。同委員会には有識者

をアドバイザーとしてお招きし、社会的な視点を取り入れるようにしています。

カテゴリー 重点領域 ESG経営の重点テーマ 目指す姿 特に貢献を目指すSDGs 2020年度目標 管掌CxO 関連ページ
（社名のないものは不二製油グループの目標）

不二製油グループの
事業特性を活かし、
業界を牽引する
取り組みを創出する
領域

1 食の創造

食資源不足へのソリューション 
提供

  将来懸念される食資源不足への解決策として、動物性たん白、乳製品を代替する 
環境負荷の低い植物性食品素材の普及と代替技術の確立

  植物性食品素材による食肉代替製品（パティやナゲットなど）の製品化
  植物性食品素材による調理用呈味素材の製品化
  植物性チーズ様食品のバラエティー化

CTO
P66、67

糖の摂取過多への対応   食品の糖質の一部を植物性たん白素材で代替し、生活習慣病の予防に資する 
栄養バランスに優れた食品の提供   主食系食品（パン・シリアルなど）を高たん白化する植物性食品素材の開発

トランス脂肪酸含有量の低減   WHO指針および各国での法規制に基づいた、製品中のトランス脂肪酸含有量の低減   不二製油（株）：顧客からの低トランス・ノントランス油脂製品供給の要請に応える体制構築
  海外グループ会社：低トランス化の目標値を設定 P44

2 サステナブル調達 
（主原料）

パーム油のサステナブル調達
  サプライチェーン上におけるNDPE（森林破壊ゼロ、泥炭地開発ゼロ、搾取ゼロ）の達成
  2030年までにサプライチェーン上のパーム果房のパーム農園までのトレーサビリティ（TTP）100%
  パルマジュ エディブル オイルの全サプライヤーに労働環境改善プログラム（LTP：Labor 
Transformation Program）*1を適用し、2025年までに完了

  サプライチェーン上のパームフルーツ（FFB）における搾油工場までのトレーサビリティ（TTM） 100%
  サプライチェーン上のパームフルーツ（FFB）における農園までのトレーサビリティ（TTP） 60%
  サプライチェーン改善活動やグリーバンス（苦情処理）メカニズム運営における 
「サスペンション（取引一時停止）＆エンゲージメント プロトコル」の導入を推進

CSO P52～ 59
カカオのサステナブル調達

  「責任あるカカオ豆調達方針」の推進
  2030年までにカカオ栽培地域に対して100万本植樹
  2025年までに ILOの定める「最悪の形態の児童労働（WFCL）」ゼロ

  ガーナにおける児童労働撤廃に向けた新たなカカオ農家支援プログラムの開始

大豆のサステナブル調達 
（GMO問題含む）   大豆・脱脂大豆におけるサステナブル調達の推進   大豆のサステナブル調達に関する方針の骨子策定

事業活動の
基盤として
取り組む領域

3 食の安全・安心・品質 食の安全と品質の徹底   製造される全ての製品において、自社が原因となるクレームゼロの実現   重大品質クレームゼロを実現するための従業員の品質意識向上
  品質ネットワークの構築の推進

C“ESG”O P75～ 78

4 労働安全衛生 労働安全衛生の推進   人間尊重および安全第一を最優先とし、「安全で快適な職場」づくりによって 
全グループ会社で災害ゼロを継続   重篤災害ゼロおよび重大物的事故ゼロを実現するために、従業員の労働安全意識向上を図る

5 気候変動 CO2の排出削減
環境
ビジョン

2030

  2030年にCO2排出量（総量）をスコープ1＋2で40%削減、 
スコープ3（カテゴリ1）で18%削減（基準年2016年）

   注：SBT認定取得

  「環境ビジョン2030」の達成に向けて、各社への啓発活動やサポートによる削減推進
  社内カーボンプライシングの導入検討
  環境データ収集のシステムの導入
  スコープ3のデータの精度向上と削減方策の立案

6 水資源の保全 水使用量の削減   2030年に水使用量原単位を20%削減（基準年2016年）   「環境ビジョン2030」の達成に向けて、各社への啓発活動やサポートによる削減推進
  環境データ収集のシステムの導入

7 省資源化と 
廃棄物の削減

廃棄物の削減   2030年に廃棄物量原単位を10%削減（基準年2016年）   「環境ビジョン2030」の達成に向けて、各社への啓発活動やサポートによる削減推進
  環境データ収集のシステムの導入　

包装材の削減 
（プラスチックゴミ問題含む）

注： 2020年度にグループレベルで取り組むESG経営の重点テーマとして活動を推進する中で、 
具体的な考え方を整理予定   海外グループ会社の包装材使用量の調査

8 フードロスの削減 フードロスの削減
  製品の賞味期限延長など技術開発によるバリューチェーン上のフードロス削減へ貢献

   注： 2020年度にグループレベルで取り組むESG経営の重点テーマとして活動を推進する中で、 
フードロスに対するより包括的な考え方を整理予定

  パン市場における商品の賞味期限延長と再加工によるロス削減
CTO ̶

9 環境にやさしいものづくり 環境負荷の低い製法の開発   環境負荷の高い化学処理・有機溶剤処理を用いない加工技術の確立により、 
「環境ビジョン2030」への貢献

  化学触媒や有機溶剤を用いない油脂加工技術の確立
  CO2排出量を大幅に低減する技術の開発

10 ダイバーシティ ダイバーシティ経営の実践   多様な人材が能力を最大限に発揮することで生まれるイノベーションが支える経営

  不二製油（株）：活きたキャリアの継続を目指したシニア層の活躍を推進
  不二製油（株）：公正な競争環境の確保を目指した部門目標の設定と管理職の意識改革施策の実施
（アンコンシャス・バイアスセミナーの実施等）
  不二製油（株）：多様化の推進を目指した障がい者の職場開拓を実施

CAO P83～ 86

11 リスクマネジメント
実効性のあるリスクマネジメント   リスクに強く、社会からの信頼を獲得する高信頼性企業の実現

  全社リスクマネジメントの推進
  TCFD対応の推進
  主要グループ会社におけるBCPの構築

C“ESG”O P28～ 32、77

情報セキュリティマネジメント   ICT（情報通信技術）によるプロセス改革と企業価値創出
  安全・安心な ICT活用によるグループガバナンス実現への貢献   情報セキュリティマネジメント成熟モデルのCOBIT*2レベル4への到達 CFO P15

12 ガバナンス
グループガバナンス   有効なグループガバナンス体制の構築を通じた当社企業価値の向上   グループ方針に基づく経営執行体制

  不二製油グループ憲法・グループ方針の理解促進 CSO 報告書全体

コーポレートガバナンスの向上   取締役会の適正な運用*3を通じた当社企業価値の向上   「経営の監督（モニタリング）」機能をより強化した形での取締役会運営 CAO P88～ 100

ESG経営の重点テーマ（マテリアリティ）の特定
不二製油グループは、事業活動を通じて「社会の持続可能な発展への貢献」と「自社の持続的な成長・社会への価値創造」をと
もに実現するために、「ESG経営の重点テーマ（マテリアリティ）」を定めています。

2020年度 マテリアリティマップ
マテリアリティの特定プロセスについては、「サステナビリティレポート2020」をご参照ください。

ESG経営の重点テーマ（マテリアリティ） 2019年度の「ESG経営の重点テーマ（マテリアリティ）」の進捗については、「サステナビリティレポート2020」をご参照ください。

諮問 答申・審議結果の報告

報告

＜ESG委員会＞
体制
 委員長：最高ESG経営責任者（C“ESG”O）
 委員：CEO、CFO、CAO、CTO、CSO

 アドバイザー：有識者1名

機能
当社事業に関するESGテーマに関する検討および取締役会への答申
 ESG経営の重点テーマ の特定に関する審議
 ESG経営の重点テーマ の進捗状況のモニタリング

*1 労働者権利を守るためのプログラム　*2 ITガバナンスの成熟度を測るフレームワークで、0～5段階で評価。現在はレベル3　*3 「経営上の重要事項の判断」「経営の監督」

高

重点領域 （ESG委員会で取り扱いグループレベルで対応）

  フードロスの削減
  環境にやさしいものづくり

  食の創造
  サステナブル調達（主原料）*
  食の安全・安心・品質
  労働安全衛生
  気候変動

  水資源の保全
  省資源化と廃棄物の削減
  ダイバーシティ
  リスクマネジメント
  ガバナンス

中   雇用における人権（自社）

低
  サステナブル調達（主原料以外）
  コミュニティとの共生

  人材育成

基本領域 （関連する各社・各部門で対応）
低 中 高

事業戦略上の重要度

* サステナブル調達の重要な観点に生物多様性も包含されています。
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ESG経営の重点テーマ（マテリアリティ）の取り組み推進 ESG経営の重点テーマ（マテリアリティ）に関する取り組みの
詳細は「サステナビリティレポート 2020」をご参照ください。
https://www.fujioilholdings.com/csr/

WEB


