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TCFD情報開示１：ベネッセの気候変動への対応メッセージ

「よく生きる」を未来へ
「よく生きる」を社会へ

ベネッセのサステナビリティヴィジョンに沿って、SDGs４（教育）がSDGｓ全体の解決につながると考え教育事業を行っており、
気候変動においても同様に、環境教育が「未来からの留学生である子どもたちに美しい地球環境を残す」ことにつながる社会を創
ることと捉え、お子さまの発達段階に応じた環境教育も提供しています。
また自社の脱炭素化にむけてのGHG排出量削減活動も、2030年・2050年目標を設定し、脱炭素化移行計画も立案しております。

※サステナビリティビジョンへのリンクはこちら

ベネッセは、金融安定理事会（FSB)により設置された「気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD)の提言に、日本国内の教
育事業者として初めて、2019年7月23日に賛同を表明いたしました。
ベネッセコーポレーションは、2050年スコープ１・２についてはWB2℃目標に沿って１００％削減（基準年2018年）を目指し
活動を行っております。スコープ３についても2℃目標に沿って39.4％削減を目指しております。

従来より統合報告書やCDPなどで気候変動に関する情報開示を行ってまいりましたが、事業に影響する気候関連の機会・リスク
への分析を深化させ、その取り組みの開示を進めてきます。
TCFDが提言する気候関連の「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」の項目に基づき情報を開示いたします。

https://www.benesse-hd.co.jp/ja/sustainability/vision/index.html

https://www.benesse-hd.co.jp/ja/sustainability/vision/index.html
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TCFD情報開示２：気候変動に関する基本的な考え方

環境問題は、地球規模で重要な課題であり、環境活動積極的に推進することは企業の果たすべき義務と考えます。当社グルー
プの企業理念である「Benesse＝よく生きる」を実現する上でも、「環境」を経営の重点課題の一つと位置づけ、教育・育児、
語学・グローバル人材教育、シニア・介護を軸とする当社グループの事業特性に合わせて積極的に推進します。

活動にあたっては、 環境関連法規やルールなどを遵守するとともに、環境マネジメントシステムや環境パフォーマンスの継続
的な改善を図りながら、事業に従事する者一人ひとりが主体的に活動することを旨とし、以下の内容を実施します。

（1）商品・サービス、営業活動等における気候変動対策・環境配慮の推進
商品・サービスはもとより、営業ツールに至るまで、安全で環境負荷の少ないものを提供するため、有害物質の不使用、省資源化などのGHG
排出量削減を行う気候変動対策、生物多様性及び水資源の保全と水使用の効率化を始めとする環境配慮設計を推進していきます。

（2）気候変動対策を目的とする省エネや廃棄物の削減などやリサイクルの促進、生物多様性・水資源の保全と水使用の効率化
事業活動にあたっては、新技術の導入などにより、省エネルギーや廃棄物の削減などのGHG排出量削減を行う気候変動対策、リサイクルの
推進、生物多様性及び水資源の保全と水使用の効率化を実施し、環境汚染の予防・ 環境負荷削減に努めます。

（3）社会に対する働きかけ
当社グループの事業特性を活かしたGHG排出量削減を行う気候変動対策や生物多様性・水資源の保全と水使用の効率化などの環境教育の推進、
地域活動の実施などを行い、社会や地域と協働して環境活動に取り組みます。

この環境方針は従業員及び当社の事業活動に関与する全ての人に周知するとともに社外にも開示します。



従業員など

TCFD対応の情報開示３：気候変動に関するガバナンス

●CEO：気候変動をはじめとするESGについての最高責任者

●サステナビリティESG推進委員会：
代表取締役会長を議長とし、取締役会メンバーで構成された委
員会を年３回開催し、ESG課題についての取り組みについて議
論を行い方針を決定する。

●ESG協議会：
各本部・各社のESG推進責任者がメンバーであるESG協議会では、
ESG重点テーマの実行推進及び公表数値の集約・進捗確認を行っ
ていく。

●委員会メンバー

※なお各開催回においては、上記メンバーに加えて、社外取締役、監査役、
及び委員長の指名者がオブザーバーとして参加することがあります。

CEO

取締役会

サステナビリティESG推進委員会
事
務
局

各本部・各社

●2020年度は第7回（6月）、第10回（2月）において、気候変動を
含むESGについての議論を行った。

ESG協議会

委員長 ベネッセホールディングス代表取締役CEO 安達保

委員 ベネッセホールディングス代表取締役COO 小林仁
ベネッセホールディングス取締役 滝山真也
ベネッセホールディングス取締役 山崎昌樹
ベネッセホールディングス取締役 岡田晴奈

株主総会

COO
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TCFD対応の情報開示４：気候変動に関する戦略

気候関連リスクと機会の特定とTCFD提言に沿ったシナリオ分析の流れは以下の通り

リスク/機会の特定、
重要度評価

財務インパクト評価シナリオ群の
定義、分析

戦略・取り組みの
検討

「戦略」の項目において、将来的に予測される気候変動とそれに伴って予測される変化に基づいたWB2℃と
４℃の世界について2030年・2050年の「シナリオ社会」を想定し、それらの社会における当社グループの
機会・リスク、事業を通じてどのように課題解決に貢献できうるかの検討・整理を行いました。



TCFD対応の情報開示５：気候変動に関するリスクと機会

◆気候関連リスクと機会の特定、重要度評価

◆今回記載の分析結果掲載の対象：ベネッセコーポレーション国内教育事業
（ベネッセホールディングスにおける売上高の約４割）

※国内教育事業の概要はこちらからご確認ください

https://www.benesse.co.jp/

◆時間軸：中期を2030年【GHG排出削減目標設定年（SBT申請中）】
長期を2050年【GHG排出削減長期目標設定年】

自社の影響のあるリスクと機会について、発生確率と影響度の２軸から分析を行いました。

・発生確率ー移行リスクの場合：
「３：すでに顕在化／将来の見通しがある、２：一部で顕在化／可能性がある、１：潜在的／可能性は低い」

・発生確率ー物理的リスクの場合：
「３：数年に一回、２：10年に一回、１：100年に一回」

・影響度ー１億円以上を影響（大）、①10百万円以上～1億円未満を影響（中）、10百万円未満を影響（小）と定義づける。
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https://www.benesse.co.jp/


５．TCFD対応の情報開示：気候変動に関する特定したリスクの財務への影響
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【定義】・発生確率ー移行リスクの場合：
「３：すでに顕在化／将来の見通しがある、２：一部で顕在化／可能性がある、１：潜在的／可能性は低い」

・発生確率ー物理的リスクの場合：
「３：数年に一回、２：10年に一回、１：100年に一回」

・影響度ー１億円以上を影響（大）、10百万円以上～1億円未満を影響（中）、10百万円以下を影響（小）と定義づける。

発生確率

財
務
影
響
度

大

中

小

１ ２ ３

【移行リスク】
・紙価格の高騰
・配送費の高騰

【物理的リスク】
・物流網の停止による配送方法の

変更



５．TCFD対応の情報開示：気候変動に関する特定した機会の財務への影響

財
務
影
響
度

大

中

小

１ ２ ３

【定義】・発生確率ー移行リスクの場合：
「３：すでに顕在化／将来の見通しがある、２：一部で顕在化／可能性がある、１：潜在的／可能性は低い」

・発生確率ー物理的リスクの場合：
「３：数年に一回、２：10年に一回、１：100年に一回」

・影響度ー１億円以上を影響（大）、10百万円以上～1億円未満を影響（中）、10百万円以下を影響（小）と定義づける。

・デジタル化による紙使用削減
・デジタル化による継続率アップ
・環境教育などによる売上UP、

レピュテーション向上
・低炭素を志向する投融資獲得
・BCP対策、サプライチェーンマネ

ジメントによる信頼性の向上、
他社との差別化

発生確率
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TCFD対応の情報開示５：気候変動に関する特定したリスクの一覧
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TCFD対応の情報開示５：気候変動に関する特定した機会の一覧
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TCFD対応の情報開示６：気候変動に関するシナリオ群の定義とシナリオ分析

●シナリオの定義：脱炭素社会に向かうシナリオをSBTの設定とあわせ、2100年の上昇気温が2℃以下のシナリオ（Well bellow 2℃）を使用
脱炭素化が進まないシナリオは、2100年に4℃上昇するシナリオを使用

●対象地域：日本国内とサプライチェーンの範囲である中国（広東省・上海）・ベトナム

●シナリオの定義参照データ：・IEA World Energy Outlook 2020
・IPCC第５次報告書
・物理的リスク：各自治体のハザードマップ
・炭素税： World Energy Outlook 2020を参照し右の通り設定

2030年2℃はWEO2020 SDSの先進国
の価格とHigh-Level
Commissionの価格から設定。

・2030年4℃は現在の暗示的カーボンプ
ライシングの¥3,000よりも低い明示的
カーボンプライシングになる想定

・2050年2℃はWEO2020 SDSの先進
国の価格（2040）を参考に設定

・2050年4℃は2030年想定よりも高く
なる想定。
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TCFD対応の情報開示６：気候変動に関するシナリオの社会像（WB2℃、4℃）
2030年のWB2℃社会像：イメージ図 2030年の４℃社会像：イメージ図

2050年のWB2℃社会像：イメージ図
2030年の４℃社会像：イメージ図



well-below 2℃シナリオ 4℃シナリオ

2030
年

◼ 「政策・法規制」の強化に特徴。
企業にとっては、炭素税強化によるサプライ
チェーン全体のコスト増が大きく影響。

◼ 災害による物理的被害は限定的で、コスト増など
の移行リスクの方が顕著。

◼ 企業による積極的な情報開示が求められ、消費
者・投資家ともその内容を注視する社会に。

◼ 気温上昇に伴う災害（物理的影響）被害が顧
客・働き方・投資家・サプライチェーンすべ
てに大きな影響を与えているのが特徴。

◼ サプライチェーンの寸断が顕在化しており、
企業活動の大きな負担に。

◼ 消費者・投資家の意識は高いものの、政策面
での裏付けがないため情報開示は進まず。

2050
年

◼ 積極的な政策・法規制の成果として、環境低負荷
な社会が実現。

◼ 物理的被害は抑えられているものの、政策や法規
制の負担は依然重く、再エネや資源循環などサス
テナブルな技術革新が求められる。

◼ サステナビリティへの意識が社会に浸透し、消費
行動や教育にも、同視点が反映される

◼ 気温上昇が止まらず、不可逆な環境変化が多
くの社会課題を生み出す。

◼ 政策面も企業活動も「激甚化する環境への対
応」が主となり、後出しを続けた結果、相対
的にコスト高になる。

◼ 価値観の分断が起きて、サステナビリティへ
の考え方もバラバラに

TCFD対応の情報開示６： 気候変動に関する４つの社会像の比較
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TCFD対応の情報開示７：気候変動に関するシナリオ分析の結果

事業特性により、直接的な炭素税などの影響は少ないものの、調達や物流などのサプライチェーンへの影響は、
WB２℃よりも４℃シナリオでの影響は約２倍もしくは発生確率は２倍以上を想定される。
逆に機会として、新サービスの提供やレピュテーション向上などによりWB２℃のほうが４℃シナリオよりも
２倍以上の効果が想定される。

【WB2℃シナリオ】

・紙調達・配送の費用増加（1億円以上）や電気調達増が見込まれる。
・環境負荷が高い企業/紙を多く使用している企業というブランドイメージの棄損が起きた場合には大きな損失
（1億円以上）が想定される。
・環境教育などによる売上UP、レピュテーション向上（1億円以上）。

【4℃シナリオ】

・WB2℃よりも影響は低いが、2050年では紙調達コスト増（WB2℃シナリオの1／４） ・配送費用増
（WB2℃シナリオの約1／２） ・電気調達増（WB2℃シナリオの1／４）が見込まれる。

・環境負荷が高い企業/紙を多く使用している企業というブランドイメージの棄損が起きた場合には大きな
損失（WB2℃シナリオの約1／２） が想定される。

・物理的リスクでは気候変動や感染症拡大により、物流拠点や事業拠点への災害リスク及びサプライチェーン
への影響も大きくなっていく（1億円以上） 。
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TCFD対応の情報開示７：気候変動に関する今後の戦略と具体的な施策

●現在の取り組み
１）商品・サービスの変革

・デジタル化を組み込んだ、効果の高い新しい学習スタイルを学校現場や顧客とともに創りあげていくことで紙使用量を削減

２）物流・拠点でのリスクマネジメント
・物流拠点及び事業拠点の調査及び盛り土など水害対策を実施
・コロナ禍でのハイタイム時の物流拠点の分散化
・自然災害発生時における代替輸送方法の確保、BCP対策計画も立案し災害発生時の訓練・研修も実施

３）働き方改革などによる省エネ
・自社ビルの中期修繕計画での電気料金削減（約2割削減）
・働き方改革（ハイブリッド型勤務）による、オフィスでの電気使用量を約2割削減、

通勤や出張・オフィスでの備品使用・ペーパーレス化での削減

●今後にむけて
１）商品・サービスの変革

・デジタル化を組み込んだ、効果の高い新しい学習スタイルを学校現場や顧客とともに継続して創りあげていくことで紙使用量を削減
・新たな環境教育サービスを学校現場や顧客とともにつくりあげていくことで、理解者・賛同者を増やし、よりよい地球環境を残す社会・

地域へと変えていく

２）物流・拠点でのリスクマネジメント
・教具玩具、タブレットのリサイクルや廃棄削減
・また働き方改革により教材制作時における紙使用やかかる運送費用も削減
・海外生産拠点の分散化、タブレット調達のBCP対策、BCPの事業継続・回復フェイズの各本部・各社計画を立案

３）働き方改革などによる省エネ
・さらなる自社ビルの中期修繕計画での電気料金削減（約1.5割削減）
・働き方改革による借りているオフィス面積を5割削減により電気使用量を4割削減
・サーバーのクラウド化も今後3年（FY24頃）までにクラウド率を約7割へ 14



TCFD対応の情報開示７：気候変動に関する新しい教育機会の提供の事例

15

テキストで「探究学習のプロセス」と「必要な考え方」を学び、
「地球温暖化」など実際の社会課題をもとに、探究的な考え方を実践し、
地球温暖化への理解を深める。

探究ナビテキスト 探究ナビ Social Issue

環境教育支援① ～ 探究ナビ
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TCFD対応の情報開示７：気候変動に関する新しい教育機会の提供の事例

全社PJとして推進する、全国の中高生の探究的な学びの交流コミュニティ。
SDGsは人気テーマ。調査や実証研究だけでなく、アプリ開発の事例も。

2020年度は3月14日にオンラインで開催、全国から選ばれた60チームが発表。

青山学院高等部
エコ活動の可視化ツールの作成

他校との交流、専門家との意見交換で
取り組みの質を向上

環境教育支援② ～ ベネッセSTEAMフェスタ
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TCFD対応の情報開示７：気候変動に関する新しい教育機会の提供の事例

2021年3月にリリースされた
経済産業省「未来の教室」事業のSTEAM
ライブラリーのうち、
防災×テクノロジーのコンテンツ開発を
ベネッセが担当。

環境教育支援③ ～ STEAMライブラリー
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TCFD対応の情報開示８：気候変動に関するリスクマネジメント

●経営会議、サステナビリティESG推進委員会、ESG協議会
CEOを議長とし、取締役をメンバーとするサステナビリティESG推進委員会を年３回開催し、
ESGについて議論を行い必要な決定を行っていく。
また各カンパニー・グループ会社のESG推進責任者がメンバーであるESG協議会では、ESG
重点テーマの実行推進及び公表数値の集約・進捗確認を行っていく。

●主要子会社ベネッセコーポレーション
ISO14001の認証を2004年より継続しており、各事業部ごとの顧客や事業ステージにおいて
毎年各部計画を立案し、GHG排出量削減を含む環境負荷削減と環境教育の推進を行っている。
また全社員にむけてWEB環境研修を実施し社員の意識向上も図っている。
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TCFD対応の情報開示９：気候変動に関するターゲットとKPI

●スコープ１・２とスコープ３の削減目標：基準年（2018年）を100％とした毎年、2030年、2050年

●KPI：スコープ１・２とスコープ３の削減実績

●KPI：紙使用の削減実績

毎年 2030年 2050年

スコープ１・２ 3.02% 36.2% 100%

スコープ３ 1.23% 14.8% 39.4%

2018年を100％とした

時の削減率

2018年 2019年 2020年

(FY2017) (FY2018) (FY2019)

紙使用量 55,948 55,903 55,102

単位：ｔ

単位：ｔ-CO２ 2018年

実績 目標 実績 目標 実績

スコープ１ 120 116 88 112 88 26.4% 21.7%

スコープ２ 7,477 7,251 6,595 7,026 5,929 20.7% 15.6%

スコープ３ 400,988 396,056 373,986 391,123 388,597 3.1% 0.6%

スコープ１，２，３合計 408,584 403,423 380,668 398,261 394,613 3.4% 0.9%

スコープ１，２，３合計原単

位実績

（売上原単位ｔ－CO２千円）

0.0023

前年比 91.0%

0.0021

2020年

0.0022

102.6%

2019年 基準年から

の削減率

2020年目標

からの削減率


