
当社は、持続的な不二製油グループの成長とサステナブルな社会の実現の両方を追求するESG経営を進める上で重要な項
目として、全社重要リスクやESGマテリアリティを特定し、管掌役員によって対応を進めています。

蓋然性が高いと判断できるものおよび財務影響が定量的に分析可能な重要な項目

全社重要リスク 
不二製油グループの重要なリスク P37

不二製油グループは、植物性食品素材による社会課題の解決を追求することで（「Plant-Based Food Solutions（PBFS）」）、
持続的な成長を果たすと同時にサステナブルな社会の実現に貢献することを目指した事業経営を進めています。
　日本・米州／欧州・東南アジア・中国の各エリアにおいて植物性油脂、業務用チョコレート、乳化・発酵素材、大豆加工
素材の4つのセグメントで事業を展開しており、植物性の原料の持つ可能性を引き出す研究開発力や、70年の歴史で培われ
た生産加工技術を製品群と組み合わせて付加価値を上げていくことで、事業の成長拡大を果たしています。不二製油グルー
プのバリューチェーンは、社会課題や経済環境の変化などの影響を受けます。また、バリューチェーンに内在するさまざまな
リスクを認識していますが、事業における重要なリスクのうち、2021年度は12項目を主要なリスクとして選定し、リスクマネ
ジメント活動を通じて事業リスクの低減に努めています。

ミッション 管掌する重要項目

社会や地球環境に及ぼす影響度が大きい重要な項目

ESGマテリアリティ 
2021年度 ESGマテリアリティ P39

不二製油グループは、ステークホルダーの関心度と当社グループの事業への影響度の2つの観点から社会課題の重要度を
分析し、優先度の高いものをESGマテリアリティとして特定しています。ESGマテリアリティは、社会や地球環境に及ぼす 

影響度が大きい重要な項目であり、定量的に測定が困難なものも含まれます。
　一方、全社重要リスクは主として、現時点で蓋然性が高いと判断できるものおよび財務影響が定量的に分析可能なもの
を自社の事業上のマテリアリティとして特定しています。
　両者は一部重複するものもありますが、2つのマテリアリティを当社グループ内で運用しています。

*1 DE&I：ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン
*2 GRC：ガバナンス・リスク・コンプライアンス

TCFD TCFD提言への対応 P40

2019年5月にTCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）への賛同を表明しています。
　気候変動の影響による企業の財務的なインパクトを定量的に分析し、事業戦略に 

つなげるための手法として取り組んでいます。

  財務・経理戦略の策定および実行による、財務
管理力の強化と、企業活動のマネジメント

  企業活動に関連する正確かつ透明性の高い IR 
情報のステークホルダーへの適切な提供

  ICT戦略の立案とその実行の指揮、および全社 
最適化に向けた調整機能

  グループビジョン、中長期経営戦略、グローバル
事業戦略の企画立案、およびグループ連携と 
戦略推進
  戦略の立案とその実行におけるCEOの支援、 
グループ全体最適化に向けた調整機能
  CFOとの連携による合弁･パートナー戦略におけ
る基本方針の策定
  グループ各社の事業に関する管理責任

  グループの継続的発展のための、技術イノベー
ションによる次世代事業の柱となる新規事業テー
マ群の創出、および事業化の推進
  既存事業の発展および新規事業の事業化を踏ま
え、グループ全体の研究開発に関する施策･戦略
を立案

  PBFSを軸としたグローバル研究体制の構築、 
およびイノベーションによるソリューション型ビジ
ネスの創出

  特にE（環境）とS（社会）を中心に、ESG経営を
強化し、「サステナブルな企業価値向上」と 
「社会のサステナブルな発展」との両立を取締役
会と連動して実行することによるステークホルダー
への貢献

  ほかのCxO、社内の部署と部署をつなぎ、メン
バー全員を会社の目指す目標に向けて主導
  企業活動に関連する正確かつ透明性の高い情報
の適切なタイミングでのステークホルダーへの 
提供

  ステークホルダーの信頼獲得に資するコーポレー
トガバナンスの向上
  グローバル経営に資する組織･人事・人材戦略の
企画立案、推進

リスク 
項目

1   原料相場の変動リスク
2   財務・税務に関するリスク
3   法規制やコンプライアンスに関するリスク
4   グループ会社の経営リスク

5   食品の安全性に関するリスク
6   サプライチェーンに関するリスク
7   災害･事故・感染症に関するリスク
8   情報システム・セキュリティに関するリスク

9   人材の確保･育成に関するリスク
10   ビジネスの転換・変革に関するリスク
11   環境・人権に関するリスク
12   事業展開国のカントリーリスク

ESG 
マテリアリ
ティ

1   食の創造

2   サステナブル調達

3   食の安全・安心・品質

4   労働安全衛生

5   気候変動の緩和と適応

6   水資源の保全

7   資源循環

8   環境に配慮したものづくり

9   DE&I*1

10   GRC*2

消費者・
社会顧客調達／一次加工

マーケティング・研究開発

製造加工 販売

不二製油グループの主な事業領域

物流一次産業
6

11

2 3 4 8 9 10

1

7
7

5

2

1

6

5

3

8

4

10

7

9

10

6

11

11

12

10

12

10

1

1

3

7

9

2

7

4

10

10

10

8

5 6

財務価値測定の一例

12

不二製油グループ 統合報告書 202134 35不二製油グループ 統合報告書 2021

重
要
項
目

経営の重要項目の特定と執行体制

CFO SECTION
P42

CSO SECTION
P52

CTO SECTION
P72

C“ESG”O SECTION
P76

CAO SECTION
P80

取締役 兼 上席執行役員
最高財務責任者（CFO）

松本 智樹

上席執行役員
最高経営戦略責任者
（CSO）

信達 等

上席執行役員
最高技術責任者（CTO）

木田 晴康

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

取締役 兼 上席執行役員
最高総務責任者（CAO）

髙杉 豪



経営会議

不二製油グループのリスクマネジメント体制について
当社グループはグローバルに事業展開しており、その事業領域においては多種多様なリスクが存在します。このリスクに 

対処するため、以下のリスクマネジメント体制を構築しています。

1  リスクの特定
グループ各社でリスクマップを作成し、各社におけるオペレーショナルリスクを特定すると同時に、経営会議にて戦略上のリスク／財
務リスクを決定しています。これらによってリスクを網羅的に把握した上で、特に重要なリスクを取締役会において決定しています。

不二製油グループの重要なリスク （2021年度版）

当社グループにおいて管理すべき重要なリスクとして以下の12項目を選定し、各リスクについては管掌役員を定めて対応計画
を策定しています。また、対応状況は取締役会に報告し、モニタリングを実施する体制を構築しています。なお、将来事項に関
する記述につきましては、2021年3月31日現在において入手可能な情報に基づき、当社が合理的であると判断したものです。

2  リスクの対応とモニタリング
経営会議を全社リスクマネジメント機関と位置づけ、上記で決定された重要なリスクについて、各リスクの管掌役員を決定
し、対応策を定めています。また、管掌役員による対応策の進捗報告、および全社重要リスクの見直し・選定を実施します。
これらはリスク管理管掌役員であるC“ESG”Oにより管理され、定期的に取締役会へ報告を行います。
　取締役会はモニタリング機関として経営会議からの報告内容について確認・指示を行います。また、グループ全体への影
響拡大が懸念されるリスクやエマージングリスクへの対応方針を中心に協議を行い、対応指針を経営会議に示します。

3  2020年度のモニタリング結果
2020年度に決定された11項目の重要リスクは、各管掌役員のもと対応策を進め、個別の進捗や課題状況を適宜取締役会
にも報告しながらリスク低減を図りました。また、各リスクの管掌役員から2020年度の対応進捗状況およびその対応等につ
いて取締役会に報告し、顕在化したリスクの発生原因、対応策につきその妥当性、適時性等を確認しました。
　2021年度の重要リスクの特定においては、新たなリスクとして「事業展開国のカントリーリスク」を認識し、必要な対応策
の検討を管掌役員に指示しています。

リスク項目 全社重要リスク リスク対応の方向性 管掌CXO
CFO CSO CTO C“ESG”O CAO

1
原料相場の
変動リスク 主要原料の価格変動のリスク

  拠点間の相互補完（融通）を含めた全社レベルでの原料
バランスの管理体制構築

  原料購買・ヘッジに関する全社ポリシーに基づく適切な
ヘッジ取引管理

2
財務･税務に
関するリスク

為替・金利変動や国際的な課税の
リスク

  デリバティブの活用による変動リスクヘッジの実施、GCM
（グローバル・キャッシュ・マネジメント）による流動性リ
スク低減
  国際税務上のリスク回避や適正な納税のための管理体制 
構築

3
法規制や 
コンプライアンスに 
関するリスク

各国の法制度に対するコンプライ
アンス違反リスク

  法務部門のグローバルな管理体制の強化
  全社単位でのコンプライアンス管理の徹底

4 グループ会社の
経営リスク

事業計画の進捗遅れによるのれん
や固定資産の減損リスクや各種規
制・ルールの変更により事業内容
が影響を受けるリスク

   グループ横断的支援体制による事業の推進とマネジメント
強化
  海外事業会社の経営を担える人材の育成と登用
  投資撤退基準による投資案件の精査と資産効率の向上
  グループ会社所在地の規制およびルール変更の動向を
把握し、早期に対応を進める

5 食品の安全性に 
関するリスク

重大な安全･品質上の問題による
多額のコスト負担発生や顧客の信
用を失うリスク

  グローバル品質管理基準の導入や安全標準の策定
  急速なグローバル展開を技術サポートできる体制
  違反発生時の初動対応の手順化とグローバル支援体制
の整備、保険活用によるリスク低減

6-1
サプライチェーンに
関するリスク

主要原料（パーム、カカオ、大豆等）
を確保できなくなるリスクや、サプ
ライチェーンにおいて環境・人権問
題が発生するリスク

  サプライヤーや同業他社・NGOとの協調関係継続、自社
プログラム推進によるサプライソースの強化
  調達方針の制定によるサプライチェーン上での環境・ 
人権リスクの予防・低減　

6-2
各国の規制、社会動向の変化によ
り既存原料や製法の使用が制限さ
れるリスク

  原料油脂の多様化によるリスク分散
  化学触媒や溶剤処理を用いない油脂・たん白加工技術の
開発

7
災害・事故・ 
感染症に
関するリスク

自然災害、工場での事故、感染症
により操業・出荷停止、サプライ
チェーン分断や人的・物的被害等
が発生するリスク

  自然災害発生時に備えた、グループ間の相互補完体制を
組み込んだBCPの策定

  危機発生時の対応マニュアルの整備、保険によるリスク移転
  全社単位での危険予知活動の定着化や事故リスクの高い
グループ会社における安全管理活動のさらなる強化
  感染症の拡大に備えた、従業員の安全、事業活動の継続、
サプライチェーン安定化を組み込んだ感染症BCPの策定

8
情報システム・
セキュリティに
関するリスク

ITガバナンス・セキュリティの不全に
よる情報漏洩や損害発生リスク

  外部の専門家を起用した情報セキュリティ対策の強化
  情報管理意識向上のための教育・啓蒙活動の実施

9
人材の確保・育成に
関するリスク

グローバル経営体制を支える人材
や多様な価値観に対応したイノベー
ションを生み出す人材が不足する 
リスク、工場の稼動に必要な人員
を確保できないリスク

  グローバルな人材開発・活用プログラムの整備
  ダイバーシティの推進やシニア人材の活用
  各グループ会社の工場の人材確保のための環境整備

10-1

ビジネスの転換・ 
変革に関するリスク

市場環境の変化に応じたビジネス
の拡大や転換ができないリスク

  市場が求めるトレンドを的確に捉えた商品開発や事業戦略
を推進できる体制の構築
  将来の事業環境変化を想定した事業ポートフォリオの 
見直しや、生産拠点の全体最適化

10-2
市場のニーズに対応した新規事業、
競争力のある製品、技術の開発が
滞るリスク

  グローバル・ローカルのニーズに応じた製品開発が行える
組織体制構築、限られた人的資源を活かすための研究
テーマの選択と集中

10-3
デジタル化の遅れによりグローバル
なデータ共有ができず適切な経営
判断を逸するリスク

  ERPパッケージ導入によるグローバル生産管理・在庫管
理・生産依頼などの実用化

11-1

環境・人権に関する
リスク

環境問題への対応不備･遅れにより
事業活動が制限を受けるリスク

  自社による環境数値目標（環境ビジョン2030）の策定と遵守
  TCFDの提言に基づくシナリオ分析による気候変動への 
対応および情報開示の推進

  フードロス削減等の資源循環への取り組み推進

11-2 人権問題への対応不備･遅れにより
事業活動が制限を受けるリスク

  国連｢ビジネスと人権に関する指導原則｣に準拠した｢不二
製油グループ人権方針｣（2017年策定）に基づく人権尊重
の推進
  人権デュー・ディリジェンスの実施、その結果に基づく課
題解決の取り組み強化と適切な情報開示

12-1
事業展開国の 
カントリーリスク

政治・経済・社会的混乱による事業
活動の制限、一時的な業務停止、 
サプライチェーン分断リスク

  グループ本社による、事業ポートフォリオの見直し
  グループ会社におけるリスクマネジメントPDCA活動の推進

12-2 戦争・テロ・暴動・誘拐・ストライキ
等により従業員が死傷するリスク

  グループ会社所在地の情報収集、外部コンサルタント 
起用、従業員への海外安全教育の強化

ESG 
マテリアリティマップ

各事業固有の 
重要リスク

グループ会社 
オペレーショナル 
リスクマップ

経営陣による 
全社戦略・ 

財務リスクの認識

経営会議

統合・優先順位づけ

管掌役員決定

議論・優先順位づけ

承認

全社リスク（30項目）

全社重要リスク（12項目）

リスク対応策の推進

リスクの低減

C“ESG”O

取締役会

モニタリング 
機関

取締役会

報告

モニタリング
対応指針の提示

全社リスクマネジメント機関

全社重要リスク特定
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不二製油グループ本社株式会社 取締役会

ESGマテリアリティ
ESGマテリアリティごとに推進責任者を選定し、各社・各部門において推進

ESG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マテリアリティを定めています。ESGマテリアリティは、ESG経営推進のための4つの活動分
野 *のうち、事業活動を通した「ポジティブ・インパクトの創出」あるいは「ネガティブ・インパクトの低減」に寄与します。
ESGマテリアリティは、新たな社会課題や、ステークホルダーとの対話の中でいただいた助言に基づき、年1回のレビューと
特定を行っています。
* 1.ポジティブ・インパクト（正の影響）の創出、2.ネガティブ・インパクト（負の影響）の低減、3.社会貢献活動、4.ステークホルダーとのコミュニケーション

2021年度ESGマテリアリティ特定プロセス

*  GRI（Global Reporting Initiative）やSASB（Sustainability Accounting Standards Board）の開示項目、WBA（World Benchmarking Alliance）の評価基準、SDGs、業界団体が
推進するESGテーマ、有識者の助言などを考慮

2020年度ESGマテリアリティとして特定していた「包装材の削減」はグループ全体で推進する体制からグループ各社で 

取り組む体制に移行し、新たに「健康的な食の提供」と「コンプライアンス」が追加されました。

STEP

2

マテリアリティマップ
を使った評価

STEP

1

評価対象となる包括
的な社会課題リスト*

の作成

STEP

3

ESG委員会での 
審議

STEP

4

取締役会での 
承認

ESGマテリアリティ
目指す姿 特に貢献を目指す

SDGs 管掌CxO 関連ページ
重点分野 重点項目

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、動物性タン
パク、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

CTO

P30～ 33、
67～ 71

健康的な食の提供   健康課題や生活の制限の解消によるシニアのWell-Being
の実現

糖質低減への対応   食品の糖質の一部を植物性タンパク素材で代替し、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

P62～ 65、
69

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

CSO

P32、61

2
サステナブル 
調達

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*1）を適用し、2025年までに完了

P20～ 25
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

大豆のサステナブル調達 
（GMO問題含む）

  大豆および大豆たん白原料におけるサステナブル調達の 
推進

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

C“ESG”O P76～ 79

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

5
気候変動の 
緩和と適応 CO2の排出削減  

 
環境
ビジョン

2030

P79

  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

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）

7 資源循環
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）

フードロスの削減   技術イノベーションを通じたバリューチェーン上のフードロス
削減へ貢献

CTO ̶
8
環境に配慮し
たものづくり

製品・原材料の環境負荷
低減

  環境負荷の低い原料の探索と新技術開発による 
「環境ビジョン2030」への貢献

9 DE&I*2 ダイバーシティ経営の 
実践

  会社で働く仲間の基本的人権、多様性、人格、個性を尊重
し、差別や嫌がらせのない、働きがいのある職場づくり CAO P80～ 83

10 GRC*3

リスクマネジメント 
システム

  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 C“ESG”O P36

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 CFO P45

コンプライアンス   公正かつ透明性を持った事業活動を行い、全てのステークホ
ルダーから信頼される誠実な企業 CAO P94

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企業価値の
向上 CSO P92～ 94

コーポレートガバナンス
の向上   取締役会の適正な運用を通じた企業価値の向上 CAO P85～ 91

*1  LTP：Labour Transformation Programme　*2 DE&I：ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン　*3 GRC：ガバナンス・リスク・コンプライアンス

2021年度 ESGマテリアリティ

「ESGマテリアリティ」の詳細については、サステナビリティレポート2021をご参照ください。
社会インパクトとESGマテリアリティ https://www.fujioilholdings.com/sustainability/materiality/

答申・審議結果の報告

報告

＜ESG委員会＞

 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：社内有識者、社外有識者 各1名

体制 機能

当社グループの事業に関するESG活動の検討および取締役会 
への答申
 ESGマテリアリティの特定に関する審議
 ESGマテリアリティの進捗状況のモニタリング

ステークホルダーから
のアドバイス（例）

  健康的な食の提供や 
腐敗防止の取り組みは
社会的関心事

諮問

ステーク 
ホルダーの 
関心度

極めて高い   プラスチック使用の削減

  GRC*1

  水資源の保全
  資源循環
  環境に配慮したものづくり

  食の創造
  サステナブル調達 *2

  DE&I*3

  気候変動の緩和と適応

非常に高い   アニマルウェルフェア   食の安全・安心・品質　   労働安全衛生
高い   コミュニティとの共生   人材育成

高い 非常に高い 極めて高い
不二製油グループの事業への影響度

*1  GRCにはコーポレートガバナンス（取締役会の実効性向上など）と内部統制（グループガバナンス、リスクマネジメントなど）の観点が含まれますが、ESG委員会においては内部統制に関わ
る項目をモニタリングしていきます。コーポレートガバナンスは取締役会にてモニタリングしていきます。

*2  サステナブル調達の重要な観点に、人権の尊重、生物多様性の保全、森林保全なども包含されています。
*3  DE&Iダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン

ESG委員会

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2015年に
「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、当社グループのESGマテリアリティの特定や進捗状況
のモニタリングに加え、その他ESG活動に関する課題や目標・戦略の審議を行っています。同委員会には社内外有識者を
アドバイザーとしてお招きし、社会の視点を取り入れるようにしています。審議結果については、委員会開催の都度、取締役
会に対して報告し、レビューを受けています。

2021年度 ESGマテリアリティマップ
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ESGマテリアリティ



ガバナンス

  C“ESG”Oの管掌のもと、全社リスクマネジメント体制において気候変動リスク・機会を管理し、
TCFDの提言に基づくシナリオ分析を実施し、分析内容を経営会議、取締役会に報告・承認 
（年1回以上）。
  取締役会の諮問機関としてC“ESG”Oが委員長を務めるESG委員会を設置し、活動内容は取締役会
に具申。

   ESGマテリアリティの特定、サステナビリティ戦略の検討・審議、ESGマテリアリティ推進状況の 
レビュー等を実施。

   「気候変動の緩和と適応」に関してもESGマテリアリティの一つとして特定し、「環境ビジョン
2030」の実行を通じた取り組みを推進。

戦略

  国内グループ会社および主要な海外グループ会社を対象に、TCFDが提言する気候変動のシナリオ
分析と気候変動リスク・機会の選定、財務インパクトの評価を実施。

 P41 「気候変動リスク・機会および財務インパクトの影響度評価」
   当評価を踏まえ、自社および社会や地球へプラスのインパクトをもたらす脱炭素社会を実現する 
ための省エネ活動、再エネ活用等、さらなるCO2排出量削減の推進を目指す。

  当社グループは「Plant-Based Food Solutions（PBFS）」のコンセプトのもと、植物性食品素材
による社会課題解決を目指している。家畜肥育に伴う気候変動への悪影響の懸念による、代替肉
等のPlant-Based Food（植物性食品）の市場拡大の可能性に対しても、事業展開を強化する。

リスク管理

  全社重要リスクを特定し、PDCAサイクルによってリスクを管理する全社リスクマネジメント体制を構築 
 P36 「全社重要リスク」
  気候変動リスクも全社重要リスクの一つと位置づけ、全社リスクマネジメント体制において管理し、
検討・対応内容は年に1回以上取締役会に報告。

指標と目標

  「環境ビジョン2030」において、2016年比で2030年にCO2排出量をスコープ1+2総量で40%、 
スコープ3（カテゴリ1）総量で18%削減することを掲げている。*
  「環境ビジョン2030」の目標達成に向け、生産現場での省エネ活動やエネルギー使用量の少ない 
新設備の導入、再生可能エネルギーの使用等に積極的に取り組み、スコープ3データの精度向上、
排出量が多いカテゴリ1の削減方法検討、SBT認定を取得した目標を達成するためのグループ内に
おける説明・周知活動等を実施。

* 【2030年CO2排出量削減目標：「スコープ1+2総量40%削減、スコープ3（カテゴリ1）総量18%削減」（基準年：2016年）】
スコープ1：事業者自らによる温室効果ガスの直接排出
スコープ2：他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出
スコープ3：事業者の活動に関する他社の排出（カテゴリ1～15）
カテゴリ1：原材料
注：詳細情報については、P79「環境ビジョン2030」をご参照ください。

1． 環境規制対応 
コストの増加

「環境ビジョン2030」のグループ各社での実践。技術開発部に環境や省エネの専門チームを設け、 
環境負荷を低減する生産設備の検討や構築

関連：「C“ESG”O SECTION」 P76

2． サプライヤーの森
林破壊による影響

グローバルサステナブル調達委員会を設置し、グループ全体のリスクを管理できる体制を構築
関連：「主原料のサステナブル調達」 P20

3． 異常気象による 
自然災害の激甚化

自然災害時に操業が継続できるBCP体制の構築など
関連：「CSO SECTION（米国南部の南方系油脂のトップシェア獲得を目指す）」 P61

4． 世界的な主要原料
の不足懸念･価格
高騰

グローバルサステナブル調達委員会を設置し、グループ全体のリスクを管理できる体制を構築
関連：「主原料のサステナブル調達」 P20

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）への賛同を表明しています。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、積極的に情報開示を推進していきます。

TCFDの提言に基づく4項目についての情報開示

シナリオ分析は右ページのとおりです。
当社グループが識別している4つのリスクに対し、以下の施策を進めています。

気候変動リスク・機会および財務インパクトの影響度評価

項目 No リスク･機会 
内容

2050年頃における財務インパクトの評価 
（↓：マイナスのインパクト　↑：プラスのインパクト　↓・↑の数はインパクトの大きさ）

2℃シナリオ 4℃シナリオ
内容 影響度 *1 内容 影響度 *1

リ
ス
ク

移
行
リ
ス
ク

政策・
法規制

1
環境規制対応 
コストの増加

  環境関連の規制強化により、一部の国において 
炭素税が課され、コストが増加する可能性がある。
  生産工程および物流において、化石燃料から 
再生可能エネルギーへの置換や温室効果ガス 
排出削減が求められ、既存資産の減損や追加 
設備投資によりコストが増加する可能性がある。

↓↓

  2℃シナリオよりも炭素税の導
入国が少なく、炭素税額が小
さいが、当社のグループ会社
が所在する一部の国において
炭素税が課され、コストが増
加する可能性がある。

↓

評判 2
サプライヤー
の森林破壊 
による影響

  主要原料であるパーム油、カカオ、大豆等を調達
するサプライヤーが森林破壊を行った場合、当社
グループが間接的に森林破壊を行ったとみなさ
れ、当社グループの評判が低下し、主要顧客から
取引を停止され売上が減少する可能性がある。
  欧米を中心とする世界各国が森林破壊を行った
サプライヤーに対して禁輸措置を講じることで、
各国に所在する当社グループ会社の原料調達
および生産に支障を来たし売上が減少する可能
性がある。

↓↓   2℃シナリオと同様 ↓↓

物
理
的
リ
ス
ク

急性 3

異常気象 
による 
自然災害の 
激甚化

  風水害の頻度や威力の増加により、台風被害が
多い日本に工場を立地する不二製油、ハリ
ケーン被害が多い米国の、ルイジアナ州に工場
を立地するフジオイル ニューオリンズ、および
ジョージア州に工場を立地するフジ ベジタブル 
オイルなど、当社グループ会社の工場が風水害
による被害を受け、操業停止となる可能性が 
ある。

↓↓

  2℃シナリオを上回る風水害の
頻度や威力の増加により、不
二製油、フジ ベジタブル オイル
など、当社グループ会社の工
場がより甚大な風水害による
被害を受け、長期間にわたり操
業停止となる可能性がある。

↓↓↓

慢性 4

世界的な 
主要原料の 
不足懸念･ 
価格高騰

  森林の開発制限強化により、耕地面積の増加が
見込めず、パーム油、カカオ、大豆など当社 
グループ主要原料の収穫量が現状程度である
一方、人口増により、需要が増加することで供
給量が不足し、主要原料の一部を調達できず、
当社グループ製品の生産に支障を来たし、売上
が減少する可能性がある。

↓↓

  パーム油、カカオ、大豆など当
社グループ主要原料の栽培適
地移動、耕地面積の減少によ
り、主要原料の収穫量が減少す
る一方、人口増による需要増加
により供給量が大幅に不足し、
主要原料の大部分を調達でき
ず、当社グループ製品の生産に
大きな支障を来たし、売上が大
幅に減少する可能性がある。

↓↓↓

機
会

市場 5
PBF*2市場の 
拡大

  家畜の肥育が水不足、森林破壊等につながり、
気候変動に悪影響を及ぼす可能性があるといっ
た見解を受け、代替肉や乳製品代替製品等の消
費が活発となり、世界の代替肉や乳製品代替市
場の大幅な拡大が見込まれる。

  また、そのような機会を捉え、当社グループが
得意とする差別化技術・組み合わせ技術と顧客
との共創により、旨みやコク、風味を植物性で
付与することで製品の競争力を高め、当社グ
ループの売上が増加する可能性がある。

↑↑↑

  世界の人口増、経済発展、食生
活の変化等から、中低所得国を
中心に畜肉需要の増加が見込
まれる中、気候変動による干ば
つや洪水といった異常気象の激
甚化が家畜生産に悪影響を及
ぼし、世界の畜肉供給量が不足
するため、それを補う代替肉需
要の増加により代替肉市場の拡
大が見込まれ、当社グループの
売上が増加する可能性がある。

↑↑

レジリエンス 6

気候変動が 
惹起する 
新たな健康 
問題への対応

  世界的な気候変動により気温域が移行し、これ
まで発生しなかった国・地域における感染症の
発生、また、熱中症の拡大など新たな健康問題
が惹起され、それらを予防する免疫改善、高 
栄養・高タンパク等の消費者ニーズが高まり、 
需要および市場の拡大が見込まれる。

  そのような中で、当社グループが展開する多糖類
事業、安定化DHA・EPA事業等の機能性高付加
価値事業やチョコレート事業において研究開発を
進めている新規技術や既存技術が活用され、 
当社グループの売上が増加する可能性がある。

↑↑   2℃シナリオと同様 ↑↑

*1 2030年頃における財務インパクト
*2 PBF（Plant-Based Food）：植物性食品
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