
大日精化グループの持続的な成長に向けた取り組み

（2011年1月18日改訂）	このCSR基本方針は、当社及び当社グループに適用します。CSR基本方針

ＣＳＲ・ＥＳＧのマテリアリティ（重要課題）

推進体制

ＣＳＲ・ＥＳＧの考え方
地球規模での環境問題や社会環境が急速に変化する中で、サステナブル社会の実現に向けて、
我々企業は、気候変動対策、資源循環をはじめとする社会的課題の解決、
自然災害やパンデミックに対するレジリエンスの強化などに機敏に対応することが重要な経営課題と認識しております。

事業計画 価値創造の取り組み 持続的な成長に向けて 会社情報

当社グループでは、安定的かつ長期的な成長及び将来の企業価値向上のために、ＣＳＲ基本
方針のもと、サプライチェーン全体におけるＥ（環境）・Ｓ（社会）・Ｇ（ガバナンス）に関するリスク
対応と新たな価値の創出に向けて、全社員による能動的な活動を推進し、ステークホルダー
の皆様から持続的な成長を期待していただける企業になるように努めてまいります。

　当社グループでは、コンプライアンス、ガバナンスの徹底に
加え、化学メーカーとして当社製品のライフサイクル全体にお
いて取り組むべき社会的な課題解決と価値の創出に向けた推進
体制を整えています。
　社長の指揮のもと、CSR・ESG推進本部にて対策を立案し、
展開活動を実行部門に割り当てて対応しています。　
　実行部門の活動状況は取締役を委員長とする８つの委員会に
て監督・監査し、定期的に委員会相互の連絡会を開催しています。
　その活動結果は各委員会から取締役会に報告され、各活動が
サステナビリティの視点から適切であること、経営資源が有効
に投入されていること、事業戦略との整合性が維持されている
ことなど、さまざまな視点から評価・監督を行っています。

人権 私たちは、基本的人権を尊重し、
人権侵害には加担しません。

コミュニ
ティー

私たちは、常に社会の一員であることを念頭に置き、地域活
動へ積極的に参加し、市民社会の秩序や安全性確保に努め
ます。また、企業活動に関する情報を適切に公開します。

労働
私たちは、労働者の多様性、人格、個性を尊重し、雇用
の確保と安全で働きやすい環境を確保するとともに、
強制労働や児童労働はさせません。

情報の保護 私たちは、企業財産である情報及び
プライバシー情報を保護します。

環境
私たちは、自然環境と企業との共存を必須課題とし、
汚染の予防、限りある資源の有効活用、自然環境の保
護と回復に努めます。

リスク管理 私たちは、定期的な事業の評価を行うことにより新たなリス
クを早期発見し、そのリスクの排除に努めます。

公正・
コンプライ

アンス

私たちは、公正・透明・自由な競争並びに適正な取引
を行うとともに、一切の腐敗（不正）行為はしません。ま
た、国内外の法令（その他合意した事項）を遵守します。

経営資源 私たちは、企業活動の源泉である
経営資源の適正配分と利益の確保に努めます。

消費者 私たちは、今後とも、より安全で環境にやさしい社会的
に有用な製品、サービスを開発し、提供し続けます。 教育

私たちは、これらを達成するために、全役員及び全従業員に
対して継続的に教育を実施し、CSR取組の体制を向上する
よう努めます。

STEP１
課題抽出

前年度の委員会活動レビューと
社会・環境、SDGsに関連する政
策、市場動向などから課題を抽
出。

▼

STEP２
優先度評価

課題のリスクと機会を分析し、ス
テークホルダーの視点と当社グ
ループの事業からの視点の両面
から優先度を評価。

▼

STEP３
妥当性確認

社長の指示のもと、社内の専門
会議にて優先的に取り組むべき
マテリアリティの妥当性を確認。

▼

STEP４
施策立案

課題別に目標とそれを達成する
ための施策を立案。

マテリアリティ 選定理由、活動方針 対応するSDGs

Ｅ
環境性

気候変動対策
(地球温暖化対策)

気候変動影響が地球環境に与える影響は重要な社会的課題と認識
し、積極的に取り組んでいます。

（P-25「気候変動への取り組み」参照）

サーキュラーエコノミー推進
将来枯渇する可能性のある化石資源由来の原料を使用しているこ
とから、資源の枯渇防止と廃棄物による環境への負荷を軽減するた
めに、資源循環型経済に取り組みます。

Ｓ
社会性

労働安全衛生向上
当社グループが取り扱っている原料による環境や人の健康へのリ
スク及び操業における火災などのリスクに対し、ライフサイクルに
わたりリスクを最小限に抑えるよう取り組みます。

化学物質安全管理

ダイバーシティ＆
インクルージョン

人財の多様性や異なる価値観をお互いに尊重し、当社グループに
関わる全ての人達が活躍できる職場を形成することで、持続可能な
成長を目指します。

Ｇ
企業統治

コンプライアンスの徹底
ステークホルダーの皆様からの信頼を高めるために、法令順守に留
まらず、社会貢献に向けて能動的に行動します。

情報セキュリティ対策
ステークホルダーの皆様からの信頼と事業活動の安定性の確保の
ために、近年増加しているサイバー攻撃等に対する防御・回復力の
強化に取り組みます。

● 製品開発力・新規事業促進　● 環境面での課題解決
● 社会面での課題解決　● ガバナンス面での課題解決

当社グループにおける重要性高い 非常に高い

非
常
に
高
い

高
い

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
と
っ
て
の
重
要
性

● 財務報告に係る内部統制委員会
● 環境委員会
● 全社安全衛生委員会
● 化学物質管理委員会
● 輸出管理委員会
● 品質管理委員会
● 情報管理委員会
● ハラスメント防止委員会

【実行部門】 事業機構、推進機構、技術機構、生産機構、グループ各社

監査役会 取締役会

CSR・ESG推進本部

社長

主なマテリアリティの説明と関連するＳＤＧｓ

マテリアリティの特定プロセス マテリアリティ・マトリックス

● ステークホルダーコミュニケーション

● 持続可能な原材料調達

● 情報セキュリティ対策

● 労働安全衛生向上
● パンデミック、ＢＣＰ対策

● コンプライアンスの徹底

● 化学物質安全管理

● ダイバーシティ＆インクルージョン

● 環境負荷低減

● サーキュラーエコノミー推進

● 製品開発力・新規事業促進

● 気候変動対策
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マテリアリティ 主要課題 2020年度活動計画・目標 対応するＳＤＧｓ 2020年度活動実績 評価 中期または2021年度　活動計画・目標

気候変動対策
（地球温暖化対策）

事業を通じて地球温暖化防止に貢献する。
●	脱炭素社会に貢献する製品の拡販
●	操業に伴い排出する温室効果ガスの削減
●	自然災害に対するリスク対策

●	環境配慮型製品・省エネに寄与する製品の開発推進
●	目標	：	エネルギー原単位	対前年度比１％削減
●	省エネ設備の計画的な導入
●	再生可能エネルギー導入
●	生産工程の省エネ化検討

●	環境配慮型製品をESG貢献製品として採用基準を見直し
●	エネルギー原単位	：	8.8％減
●	省エネ設備導入は投資環境が整わず一部延期
●	再生可能エネルギーの導入率は全体の１％
	 来年度以降の導入を増加させる契約を完了

☆☆

●	ESG貢献製品の開発・販売の促進（気候変動関連の製品以外も含む）
	 目標	：	2023年度に2020年度比　売上高＋２０％増
●	実質再生可能エネルギー100％の電力を調達し、GHG排出量を削減する
	 目標	：	GHG排出量（Scope1＋Scope2）2023年度に2013年度比70％削減
●	省エネ法に基づく継続的なエネルギーの効率的利用の推進
	 目標	：	エネルギー原単位　対前年度１％削減
●	社内カーボンプライシング導入に向けた検討

サーキュラー
エコノミー推進
昨年までの「廃棄物
削減とリサイクル推
進活動」から発展

主に化石資源の枯渇防止と環境負荷軽減のために、
資源循環を推進する。
●	資源循環に貢献する製品の拡販
●	操業に伴い発生する廃棄物の削減と
	 リサイクル化を推進

●	環境配慮型製品・資源循環に寄与する製品の開発推進
●	廃棄物リサイクル率を改善
　	目標	：	対前年度１ポイント改善
●	廃棄物最終処分量を削減
　	目標	：	対前年度１％削減

●	環境配慮型製品としてバイオマスインキの開発が進んだ
●	汚泥のリサイクル化を推進した結果、リサイクル率が対前年度比5.7ポイント改善
●	廃棄物最終処分量が24％削減　生産量の減少が主な要因

☆☆

●	廃プラスチック・廃溶剤の廃棄量の削減とリサイクル率改善
	 目標	：	廃プラスチック・廃溶剤のリサイクル率を改善
	 ①廃プラスチックのリサイクル率を
	 　2023年度に2020年度比　３ポイント改善
	 ②廃溶剤のリサイクル率を2023年度に99.9％に高める
	 　工程の改善、リサイクル設備の導入検討を進める。

化学物質安全管理

環境や人々の健康的な生活を確保するために、化学物質管
理体制を管理強化する。
●	化学物質管理システムの整備、維持
●	製品中の有害化学物質の管理強化

●	化学物質管理システムの運用見直し
●	法規制情報等に関する情報共有、対応実施
●	化学物質管理に関する社員教育実施

●	ERP-化学物質管理システム情報連携の見直し実施
●	食品用器具・容器包装のPL公示に係る情報共有実施
	 安衛法施行令、特化則の一部を改正対応実施
	 CSR調達基準の一部を変更「責任ある鉱物調達」を追加
●	環境管理物質管理に関する内部監査の実施
●	「ケミカルリスクフォーラム」を利用した社員教育実施

☆★

●	新化学物質管理システム導入による化学物質管理システムの整備、適切な維持管理
●	製品中の有害化学物質の管理強化に向けて
	 ○化審法施行令の一部改正への対応実施
	 ○環境管理物質管理に関する内部監査の実施
●	化学物質管理に関する社員教育実施

品質保証

高品質な製品を製造し、安定的な供給を通じて、
人々の健康に貢献する。
●	QMS統一運用の体制整備
●	適切な購買先管理

●	QMSの有効性強化
●	購買仕様書の改定
●	品質に関する社員教育実施

●	内部監査・MRのアンケートを実施し、
　	内部監査員の力量差を改善するための検討実施
●	購買仕様書の改訂実施、クレーム情報の共有化実施
●	品質の基礎研修、内部監査員スキルアップ研修実施

☆☆
●	QMSの全社統一運用整備及び相互内部監査の実施
●	材料事故通知書の改訂による適切な購買管理実施
●	品質教育（基礎研修、内部監査員養成研修）実施

労働安全衛生向上
快適な職場環境の整備や災害防止に向けた
安全対策と安全意識の向上に取り組む。
●	労働安全衛生に関する法令の順守
●	労働災害発生件数の低減

●	安全パトロールによる改善策の提案と全社水平展開
●	現場管理者の意識改善
●	作業ルールの順守徹底

●	発生した小火や怪我の対策として、設備面でのフェイルセーフを検討、実施
●	作業現場で使用する保護帽(ヘルメット)の規格の見直し
●	法改定に合わせ、対象職場の局所排気設備の見直しを実施

★★
●	化学物質リスクアセスメントの実施、周知
●	回転機械の設備面でのフェイルセーフ強化
●	設備保全と操作手順の順守徹底

ダイバーシティ＆
インクルージョン

知識・スキル・経験・技能・属性などの異なる多様な視点・価
値観を持つ社員が経営の一翼を担うことにより持続的な成
長を目指す。
●		女性・外国人・中途採用者の積極的な採用と多様性を活
かせる登用

●		多様性を活かした経営に向けた女性・外国人・中途採用
者の管理職比率の向上

長期に渡り女性や外国人が活躍できるよう人事制度の見
直しや働き方の多様性を推進する。
●	新卒採用者の女性比率30％以上
●	有給休暇取得率70％以上
●	日常業務スキル習得に直結したOJT、Off-JTの活用

●	新卒者の女性比率	：	31％
●	有給休暇取得率	：	68％
●	従来女性社員の配属数が少なかった技術職や営業職への登用機会を増やしている
●	納得性の高い評価制度と公平な昇格機会による人事制度を実施

☆★

男女ともに長く勤められる職場環境を作るため、次の行動計画と目標値を策定する。
●	新卒採用者の女性比率30％以上
	 現状調査と課題改善に向けた意見交換
●	有給取得率70％以上
	 現状調査と課題のある職場のヒアリング
●	女性・外国人・中途採用者の管理職比率	：	2030年度までに６ポイント向上
	 (2021年度比）

コンプライアンス
の徹底

関係する法令・条例のみならず、社内規程及び倫理規範な
どを順守し、公正で透明性のある行動に努める。
●	コンプライアンスの意識付けと教育

●	コンプライアンス研修の実施
●	コンプライアンス監査の実施
●	コンプライアンス便り配信

●	入社４・６・８年目の従業員に対し情報管理に関するコンプライアンス研修の実施 ☆★ ●	コンプライアンス研修の実施
●	社長からのコンプライアンスメッセージの周知徹底

情報セキュリティ
対策の強化

デジタル社会における被害防止と業務効率の向上
●	サイバー攻撃に対する防御・回復力を強化
●	業務効率を向上させるためのデジタル化を推進

●	情報セキュリティに関する規程の整備と適切な運用管理
●	情報セキュリティ基盤の整備
●	インシデント対策の整備

●	ネットワーク監視、ウイルス対策などを実施
●	不正アクセス事象の早期発見と対策を実施
●	従業員向けの情報セキュリティ教育実施

☆★
引き続き、デジタル社会における被害防止と業務効率の向上に努める。
●	ネットワーク監視、ウイルス対策などを実施
●	社内文書の電子化などデジタルトランスフォーメーションの検討

コミュニティー 近隣社会との共生に向けた活動
●	地域貢献活動への積極的な参加

●	近隣の緑化、美化活動への参加
●	近隣の自治会活動への貢献

●	コロナ禍のため、多くの自治体で活動が低調であったが、
	 自主的に美化活動などを実施。 ☆★ 引き続き、近隣社会との共生に向けた活動に取り組む

●	近隣の緑化、美化活動への積極的な参加

リスク管理

経営上対応が必要なリスクを洗い出し、リスク回避と影響
を低減するための措置を講じる。
●	定期的なリスク評価と重大リスクへの対応
●	BCP(事業継続計画)の策定

BCPの策定と定期的な見直し
●	安否確認システムの整備と活用
●	定期的なBCP訓練の実施
●	社内研修の実施

●		コロナ禍でのBCP対策として在宅勤務における通信環境の整備を見直し、代替参集
拠点の検討。

●	リスク管理調査を実施し、重大リスクの評価見直しを実施
☆★ ●	重大リスク毎に優先度をつけ、リスク回避施策の立案を進める。

●	化学物質のリスクアセスメントを推進し、社内・外へのリスク低減に努める。

☆☆目標達成　☆★ほぼ達成　★★要努力

 ➡P25

 ➡P28

 ➡P27

 ➡P31

 ➡P34

 ➡P34

CSR・ESG活動評価と次期目標

社長の指揮のもと、CSR・ESG推進本部と各実行部門にてリスクと機会を分析し、主要課題を設定しています。
その取組状況を四半期毎に取締役会に報告しています。　その結果から次の課題を設定しています。
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環境マネジメント
サステナブルな社会の実現に向けて、当社グループの事業活動を通じて、
サプライチェーン全体の環境パフォーマンスの向上を目指し、
国内の全ての製造拠点にてISO14001-2015の認証を取得し、継続的な改善活動を実施しています。

推進体制
当社グループの環境マネジメントは、「大日
精化の環境方針」に基づき、社長指示のも
と各実行部門（各製造拠点、各支社・支店）
のEMSにより実施されています。（EMS…
環境マネジメントシステム）
各実行部門の活動状況は環境委員会に
て管理し、定期的に取締役会に報告し、監
査・監督を受けています。

事業活動のマテリアルバランス

環境負荷データ（国内当社グループ）

大日精化の環境方針 （2020年8月改定）
１	 経営者、従業員が、教育により環境に対する認識を高め、
	 環境活動の自主的な目標を設定し、継続的な改善に努めます。
2	 製品のライフサイクルの視点から環境に配慮した製品の開発に努めます。
3	 事業活動における環境負荷の減少と汚染の予防に努めます。
4	 法規、条例、協定などを守ります。
5	 社会との調和を図り、自然保護等の社会貢献活動に取り組みます。

INPUT OUTPUT

環境配慮効果(国内推定額)

0.9SOx排出量(国内) ➡ 0.7t（前年度比84.9%）
15.9NOx排出量(国内) ➡ 9.5t（前年度比59.8%）

省エネ効果（原油換算）

▲128.8㎘ ➡ ▲ 174.5㎘

省エネ効果（金額換算）

▲11百万円 ➡ ▲ 13 百万円

PRTR対象物質排出量(国内) 206.7➡ 168.4t（前年度比81.4%）

廃棄物（国内）
総発生量 10,001➡ 8,417t（前年度比90.0%）

最終処分量 2,833➡ 2,144t（前年度比75.7%）

CO₂排出原単位（国内・海外）

76,765➡ 69,381t-CO2（前年度比90.4%）

CO₂排出量（国内・海外）

エネルギー原単位（国内・海外）
148.5➡ 142.0ℓ/t（前年度比95.6%）

0.319➡ 0.307t-CO₂/t（前年度比96.2%）

リサイクル率 63.0 ➡68.70%（前年度比5.7ポイント改善）

210百万円

880百万円

➡

➡

399百万円（前年度比190.0%）

810百万円（前年度比92.0%）

（海外	：	当社関連子会社を対象とする）

電力会社の調整後排出係数(契約種類別)にて算出

ＣＳＲ・ＥＳＧ投資額（国内） 環境維持
管理活動

生産活動
研究活動

営業・
販売活動

環境管理コスト（国内）

（環境維持・改善設備、公害防止設備など）

（環境関連人件費、廃棄物処理費用など）

エネルギー使用量（原油換算）の推移 廃棄物 リサイクル率・最終処分量の推移

温室効果ガス排出量（t‐CO₂）の推移 （電力会社の調整後CO₂排出係数にて算出） PRTR対象物質排出量の推移

エネルギー原単位と生産数量の推移 SOx・NOx排出量の推移

エネルギー・電力（国内・海外）

国内 55,219 ➡ 49,502 千kWh
海外 49,439 ➡ 47,402 千kWh

総エネルギー（国内・海外）（原油換算値）

国内 22,340 ➡ 19,490 ㎘
海外 13,612 ➡ 12,609 ㎘

エネルギー・燃料（国内・海外）

国内 8,431 ➡ 7,028 ㎘
海外 1,258 ➡ 767 ㎘

➡ 96,904千kWh（前年度比92.6%）104,658

➡ 32,099㎘（前年度比89.3%）35,952

➡ 7,795㎘（前年度比80.5%）9,689

2,694 ➡ 2,631千m3（前年度比97.7%）

用水量（国内・海外）

国内 2,552 ➡ 2,507 千m³
海外 141 ➡ 123 千m³

2,651➡ 2,588千m3（前年度比97.6%）

排水量（国内・海外）

国内 2,524 ➡ 2,475 千m³
海外 127 ➡ 113 千m³

製品（国内・海外 自社生産のみ）
240,286➡ 225,987ｔ（前年度比94.0%）

国内 110,784 ➡ 100,483 t
海外 129,502 ➡ 125,504 t

燃料種類別内訳

2019年度と2020年度の比較

都市ガス 280 ➡ 187 千Nm³
ＬＰＧ 28 ➡ 27 ton

海外 A重油 0 0 ㎘
灯油 23 ➡ 21 ㎘
軽油 817 ➡ 443 ㎘
ガソリン 78 ➡ 66 ㎘

都市ガス 6,911 ➡ 5,942 千Nm³
ＬＰＧ 115 ➡ 116 ton

国内 A重油 86 ➡ 73 ㎘
灯油 22 ➡ 31 ㎘
軽油 23 ➡ 22 ㎘
ガソリン 142 ➡ 100 ㎘

Scope１ 19,493 ➡ 16,029 t-CO₂
Scope２ 57,272 ➡ 53,353 t-CO₂

国内 39,958 ➡ 35,299 t-CO₂
海外 36,807 ➡ 34,082 t-CO₂
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ガバナンス リスク管理 機会分析と戦略

対応するESG貢献製品

指標と目標

リスク分析と対応策

当社グループでは、気候変動によるリスクと機会に関する全社
的な活動を重要な経営課題のひとつと捉え、社長の指揮のもと、
P-19 に示したCSR・ESGの考え方、推進体制にて取り組んで
います。

当社グループでは、CSR・ESG推進本部にて、気候変動により
生じるリスクについて、法令改正や業界動向の変化などによる
規制強化や需給構造の変化を移行リスク、自然災害へのレジリ
エンス強化や温暖化の進行による労働環境の悪化を物理的リス
クと捉え、これらリスク内容に応じて実行部門である各機構及
び関係部署にリスク対応業務を指示しています。

各実行部門での活動内容は環境委員会、全社安全衛生委員会にて監督・監査し、監査の
状況を取締役会、監査役会に対して報告を行い、その結果を両委員会にフィードバック
しています。

●	二次電池、太陽電池用部材
●	車両の軽量化に寄与する樹脂製品
●	UV・EBインキ、コーティング剤
●	CO₂ を原料とした素材
●	建築物の省エネ用遮熱コーティング剤

●	バイオマス由来の製品
　	（インキ、ウレタン樹脂、樹脂パウダー）
●	軟包装材リサイクル用脱墨型インキ
●	天然高分子（キチン・キトサン）製品

●	ガスバリア性軟包装材向け接着剤
　	（フードロスの削減）
●	高圧送電線の被覆材向け素材
　	（電力インフラの強化）
●	高速大容量通信線向け被覆材用着色剤
　	（通信インフラの強化）

指標（KPI）	：	国内拠点における事業活動に伴い排出される温室効果ガス（Scope１＋Scope２）
目標値	：	2023年度に2013年度比70％削減を目指す。
　　　　	（実質再生可能エネルギー100％の電力を調達する電力会社の調整後CO₂排出係数にて算定）

気候変動対策に貢献する製品の売上高を、2023年度に2020年度比20％増を目指す。

国際的な研究機関の発表資料（IPCC 第 5 次報告書、IEA	
World	Energy	Outlook2020）及び当社グループの顧客、サ
プライヤーの対応情報を基にリスクと機会を分析し、対処すべ
きリスクとその対応策を進めています。

気候変動への取り組み
～TCFD提言に沿った情報開示
当社グループでは、気候変動により生じるさまざまな影響に関して、TCFD提言に沿ってサプライチェーン全体に渡る
リスクと機会を分析し、当社グループの事業を通じて持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
TCFD：Task	force	on	Climate-related	Financial	Disclosures　（気候関連の財務情報開示のタスクフォース）

環境性報告

■ 重点課題
●		省エネ活動と再生可能エネルギーによる電力の両輪で当社グ
ループの操業による温室効果ガス排出量を削減する。

●		脱炭素ビジネスに対応する製品群の開発と拡販により社会全
体の温室効果ガス削減に貢献する。

●		自然災害リスクに対し、リスクの回避、軽減、回復力の強化
を目指し、ハードとソフトの整備を進める。

事業計画 価値創造の取り組み 持続的な成長に向けて 会社情報

リスク分類 想定リスク 対応策

２℃シナリオ

移行リスク

炭素税導入による財務負担増 ● 実質再生可能エネルギー100％の電力を調達することで、
　 GHG排出量の削減と財務面への影響を軽減させる
● 社内カーボンプライシング制度の検討
● 継続的な省エネ対策の実施

GHG排出量削減規制の強化

顧客からのGHG削減要請の強化

化石資源由来の原料調達が困難になる ● 原材料の脱炭素化の開発を進める

需給構造の変化により商機を損失する ● 業界動向を迅速に社内展開し、事業活動を強化する。

物理的リスク
自然災害によるサプライチェーン寸断による事業活動停滞の影響 ● 原材料調達地域、購入会社の分散化

● 物流への影響軽減に備えた在庫管理

製造現場の作業環境の悪化、及びそれによる設備投資額の増加 ● 作業環境改善と生産効率向上に寄与する効率的な設備投資を行う

4℃シナリオ

移行リスク 需給構造の変化に対応する製品開発力の強化 ● 業界動向、市場動向を迅速に社内に展開し、
　 製品開発と事業計画に反映させる

物理的リスク
大規模な自然災害による当社設備の損傷による事業活動停滞の影響 ● ハザードマップに応じた設備改修促進

● 生産拠点の分散化

製造現場の作業環境の悪化を改善するための設備投資増加 ● 製造現場の暑さ対策、人的負荷軽減の
　 設備投資を行い生産効率の低下を防止

リスク分類 想定機会 戦略（以下の製品の開発と販売の促進）

２℃シナリオ

脱炭素化に貢献する製品の需要拡大
● 車両のＥＶ化、自動運転化の促進
● 車両の軽量化促進
● 電力インフラの需要拡大

● 二次電池向け製品
● 車両向けワイヤーハーネス関連製品
● 車両の軽量化に寄与する製品
● 太陽電池向け製品
● CO₂を原料とするポリウレタン樹脂

サーキュラーエコノミーに向けた需要変化
● プラスチック資源リサイクルが加速
● バイオマス由来の製品需要が拡大

● 軟包装材向け脱墨型インキ
● バイオマス由来原料の樹脂パウダー
● バイオマス由来原料のインキ、接着剤

4℃シナリオ

気温上昇による生活様式、需給構造の変化
● 暑さ対策のための建築物の仕様変更
● 飲料容器需要の拡大

● 建築物の空調の省エネ向け遮熱塗料
● 飲料用軟包装向けインキ関連製品

激甚自然災害に備えたインフラ強化事業の拡大に向けた製品の需要拡大
● 電力・通信インフラの更新需要が拡大
● 建築物の改修工事需要の拡大

● 高速大容量通信線向け被覆材用着色剤
● 建築外装材向け高対候性塗料用色材
● 高強度・高耐久繊維向け着色剤

２℃シナリオ想定概要 ４℃シナリオ想定概要

地球温暖化防止に向けた規制強化や地球温暖化防止に貢献する需要構造の変化が加速。　
自然災害の影響も現在よりも重視する必要があると想定。

地球温暖化が深刻化し、平均気温上昇による需要構造の変化と労働環境への影響が発生。
大規模な自然災害による事業活動への影響が頻発すると想定。

■ 気候変動（地球温暖化）対応 ■ サーキュラーエコノミー対応 ■ その他
 社会貢献に向けたアイテム
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