
Ono Pharmaceutical Co., Ltd. - Climate Change 2019

C0. Introduction

C0.1

(C0.1) Give a general description and introduction to your organization.

【会社名】小野薬品工業株式会社

【英訳名】ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 

【代表者】代表取締役社長　相良  暁

【本社】  大阪市中央区久太郎町 1丁目 8番 2号  

薬品の製造販売を業としています。財務の概要は下記の通りです。

決算年月　　　　 2017年 3月　 2018年 3月　 2019年 3月

売上げ高（百万円） 244,797、 261,836、  288,634

営業利益（百万円） 72,284、  60,684、  62,010

営業利益率（％）　 29.5、 23.2、 21.5

当期利益（百万円）  55,793、    50284、   51,539

総資産額（百万円） 617,461、 609,226、  655,056

C0.2

(C0.2) State the start and end date of the year for which you are reporting data.

Start
date

End date Indicate if you are providing emissions data for past
reporting years

Select the number of past reporting years you will be providing
emissions data for

Row
1

April 1
2018

March 31
2019

No <Not Applicable>

C0.3

(C0.3) Select the countries/regions for which you will be supplying data.
Japan
Republic of Korea
Taiwan, Greater China
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
United States of America

C0.4
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(C0.4) Select the currency used for all financial information disclosed throughout your response.
JPY

C0.5

(C0.5) Select the option that describes the reporting boundary for which climate-related impacts on your business are being
reported. Note that this option should align with your consolidation approach to your Scope 1 and Scope 2 greenhouse gas
inventory.
Financial control

C1. Governance

C1.1

(C1.1) Is there board-level oversight of climate-related issues within your organization?
Yes

C1.1a

(C1.1a) Identify the position(s) (do not include any names) of the individual(s) on the board with responsibility for climate-
related issues.

Position of
individual(s)

Please explain

Director on
board

当社は気候変動を含む環境問題を企業基盤に関わる重大な問題の一つと認識しているため、企業基盤責任者と
CSOを兼任している取締役に気候変動問題に対する責任を割り当て、環境担当取締役として選任している。  環
境担当取締役は、主要拠点の担当者で構成される環境委員会の委員長を務め、気候変動問題についての検討を
半期に一度以上の頻度で行う。環境委員がセミナーなどで入手した情報の報告書を随時回覧しているため、環
境担当取締役は環境委員会を開催していない期間においても最新の情報を有している。また、環境担当取締役
は当社の気候変動問題も含む CSR活動全般を統括管理する CSR委員会の委員長も兼任している他、経営会議の
メンバーでもある。環境担当取締役は CSR委員会や経営会議において、環境委員会の活動結果を半期に一度の
頻度で議題に挙げ検討している。 CSR委員会や経営会議での検討結果は 1年に 1回の頻度で環境担当取締役が取
締役会にて報告し、全取締役にも共有している。

Chief
Sustainability
Officer
(CSO)

当社は気候変動を含む環境問題を企業基盤に関わる重大な問題の一つと認識しているため、企業基盤責任者と
CSOを兼任している取締役に気候変動問題に対する責任を割り当て、環境担当取締役として選任している。
CSOは、主要拠点の担当者で構成される環境委員会の委員長を務め、気候変動問題についての検討を半期に一
度以上の頻度で行う。環境委員がセミナーなどで入手した情報の報告書を随時回覧しているため、 CSOは環境
委員会を開催していない期間においても最新の情報を有している。また、 CSOは当社の気候変動問題も含む
CSR活動全般を統括管理する CSR委員会の委員長も兼任している他、経営会議のメンバーでもある。 CSOは CSR
委員会や経営会議において、環境委員会の活動結果を半期に一度の頻度で議題に挙げ検討している。 CSR委員
会や経営会議での検討結果は 1年に 1回の頻度で CSOが取締役会にて報告し、全取締役にも共有している。

C1.1b

(C1.1b) Provide further details on the board’s oversight of climate-related issues.
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Frequency
with
which
climate-
related
issues are
a
scheduled
agenda
item

Governance
mechanisms
into which
climate-
related issues
are integrated

Please explain

Scheduled
– all
meetings

Reviewing and
guiding
strategy
Reviewing and
guiding major
plans of action
Reviewing and
guiding risk
management
policies
Reviewing and
guiding annual
budgets
Overseeing
major capital
expenditures,
acquisitions
and
divestitures
Monitoring and
overseeing
progress
against goals
and targets for
addressing
climate-related
issues
Other, please
specify (全社
統一ルール
の作成・改
訂 )

半期に一度以上の頻度で、 CSOを兼任している環境担当取締役は環境委員会を主催する。環境委員
会では、気候変動問題によるリスクや機会の評価を実施し、その評価に基づき気候変動問題に対す
る戦略や行動方針を決定している。さらに、戦略や行動方針をより具体的なものとするために定量
的な中長期削減目標を設定し、目標の達成状況をモニタリングしている。目標達成のために必要な
設備投資などの施策及び、施策に必要な予算についても検討している。その他、全社のスコープ 1
～ 3の算出方法について全社統一のルールを策定し、また、各拠点間でデータを自己点検すること
によりデータの信頼性を確保している。これらの事項は随時見直しを行い、修正している。環境担
当取締役は環境委員会の委員長として、委員会の決定事項に対して責任を負っている。  環境委員会
の活動結果は CSR委員会や経営会議にて報告・検討された後、環境担当取締役が取締役会にて報告
する。このプロセスを経て、取締役会は当社の気候変動問題を監督している。  報告年は、環境委員
会にて気候変動に対する戦略の見直しについて検討し、当社独自の環境ビジョンの設定と SBT取得
について決定した。この決定により、環境担当取締役をリーダーとした環境戦略プロジェクトを環
境委員会の中で臨時に発足させ、環境ビジョンと中長期目標を策定し、また目標達成にかかる費用
を試算した。策定したビジョン・目標および試算した費用は CSR委員会や経営会議にて承認され、
取締役会にも報告されている。

Scheduled
– some
meetings

Reviewing and
guiding
strategy
Reviewing and
guiding major
plans of action
Reviewing and
guiding risk
management
policies
Reviewing and
guiding annual
budgets
Overseeing
major capital
expenditures,
acquisitions
and
divestitures
Monitoring and
overseeing
progress
against goals
and targets for
addressing
climate-related
issues

環境担当を含む取締役がメンバーである経営会議にて、環境委員会の活動結果を議題に挙げ検討す
ることに加え、事業計画や目標についても検討している。その結果は取締役会にも報告される。こ
のプロセスを経て、取締役会は当社の気候変動問題を監督している。報告年は、環境委員会が策定
した後に CSR委員会で承認された当社独自の環境ビジョン・中長期目標および目標達成の費用につ
いて、経営会議にて検討し承認された。これらの承認事項は取締役会に報告されている。
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Scheduled
– some
meetings

Reviewing and
guiding
strategy
Reviewing and
guiding major
plans of action
Reviewing and
guiding risk
management
policies
Reviewing and
guiding annual
budgets
Reviewing and
guiding
business plans
Setting
performance
objectives
Monitoring
implementation
and
performance of
objectives
Overseeing
major capital
expenditures,
acquisitions
and
divestitures
Monitoring and
overseeing
progress
against goals
and targets for
addressing
climate-related
issues

当社の気候変動問題も含む CSR活動全般を統括管理する CSR委員会にて、環境委員会の活動結果を議
題に挙げ検討している。その結果は取締役会にも報告される。このプロセスを経て、取締役会は当
社の気候変動問題を監督している。  報告年は、環境委員会が策定した当社独自の環境ビジョン・中
長期目標および目標達成の費用について、 CSR委員会で検討し承認された。これらの承認事項は経
営会議における承認後に、取締役会に報告されている。

Frequency
with
which
climate-
related
issues are
a
scheduled
agenda
item

Governance
mechanisms
into which
climate-
related issues
are integrated

Please explain

C1.2

(C1.2) Provide the highest management-level position(s) or committee(s) with responsibility for climate-related issues.

Name of the position(s) and/or
committee(s)

Responsibility Frequency of reporting to the board on climate-
related issues

Chief Sustainability Officer (CSO) Both assessing and managing climate-related risks and
opportunities

More frequently than quarterly

Other committee, please specify (環境委
員会 )

Both assessing and managing climate-related risks and
opportunities

More frequently than quarterly

Other committee, please specify (CSR委
員会 )

Both assessing and managing climate-related risks and
opportunities

More frequently than quarterly

C1.2a
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(C1.2a) Describe where in the organizational structure this/these position(s) and/or committees lie, what their associated
responsibilities are, and how climate-related issues are monitored (do not include the names of individuals).

 当社の企業理念「病気と苦痛に対する人間の闘いのために」のもと、当社が革新的な医薬品の創製によって健康で健全
な社会づくりを推進するためには、当社の事業活動が健全な地球環境に支えられて成り立っていることを認識し、環境課

題の解決に向けた取り組みを強化することが重要だと考えている。気候変動は環境問題の中でも特に企業基盤に深刻な影

響を与える問題であると認識しているため、企業基盤責任者とCSOを兼任している取締役に気候変動問題に対する責任を
割り当て、環境担当取締役として選任している。環境担当取締役は、当社の気候変動問題を管理する環境委員会と環境問

題を含むCSR全般を統括管理するCSR委員会を組織し、両委員会の委員長を務めている。環境担当取締役は半期に一度以
上開催される環境委員会にて、委員長として温室効果ガス削減活動の結果や想定されるリスク・機会の評価・管理、目標

の設定・目標に対する活動の進捗管理などを行い、全社における各活動のモニタリングと評価について責任を負ってい

る。その結果はCSR委員会にて報告・検討される他、取締役をメンバーとする経営会議でも報告し、取締役レベルでも気
候変動問題について検討している。また、各委員会や会議での検討結果は年 1回の頻度で環境担当取締役が取締役会にて
報告し、全取締役にも共有している。その他にも、環境関連に関する情報収集のために出席したセミナーなどの内容報告

は環境担当取締役を含む環境委員へ随時回覧し、環境委員会を開催していない期間においても情報を共有している。

報告年は、環境委員会にて気候変動に対する戦略の見直しについて検討し、当社独自の環境ビジョンの設定とSBT取得に
ついて決定した。環境委員会で策定された環境ビジョン、「 2017年度比で 2030年度のスコープ 1+2を 50%削減」「 2017年
度比で 2030度のスコープ 3を 30%削減」「 2050年度のスコープ 1+2排出量ゼロ」「 2017年度比で 2050度のスコープ 3を 60%
削減」という中長期目標、目標を達成するために見込まれるコストは経営会議で承認され、取締役会でも報告されてい

る。

C1.3

(C1.3) Do you provide incentives for the management of climate-related issues, including the attainment of targets?
Yes

C1.3a
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(C1.3a) Provide further details on the incentives provided for the management of climate-related issues (do not include the
names of individuals).

Who is entitled to benefit from these incentives?
Director on board

Types of incentives
Monetary reward

Activity incentivized
Emissions reduction project

Comment
CSOを兼任している取締役（環境担当取締役）は環境マネジメントを推進し、高い効果を得られた場合は役員報酬算定
にプラスされる。

Who is entitled to benefit from these incentives?
All employees

Types of incentives
Monetary reward

Activity incentivized
Emissions reduction project

Comment
温室効果ガス排出量や使用エネルギー量を大幅に削減した場合や、新たな管理体制の構築等の優れた活動をした場合は

人事考課でプラス評価される。

Who is entitled to benefit from these incentives?
All employees

Types of incentives
Recognition (non-monetary)

Activity incentivized
Emissions reduction project

Comment
全社的な地球環境改善達成などの優れた活動をした場合は社長より表彰される。

C2. Risks and opportunities

C2.1

(C2.1) Describe what your organization considers to be short-, medium- and long-term horizons.

From
(years)

To
(years)

Comment

Short-
term

0 3 当社は  SBTに準拠した期間を短期・中期・長期と考えている。また、経営計画では 15年後の長期ビ
ジョンを設定し、ビジョン達成のために５カ年の中期計画を策定して実行している。

Medium-
term

4 10 当社は  SBTに準拠した期間を短期・中期・長期と考えている。また、経営計画では 15年後の長期ビ
ジョンを設定し、ビジョン達成のために５カ年の中期計画を策定して実行している。

Long-
term

11 30 当社は  SBTに準拠した期間を短期・中期・長期と考えている。また、経営計画では 15年後の長期ビ
ジョンを設定し、ビジョン達成のために５カ年の中期計画を策定して実行している。

C2.2
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(C2.2) Select the option that best describes how your organization's processes for identifying, assessing, and managing
climate-related issues are integrated into your overall risk management.
Integrated into multi-disciplinary company-wide risk identification, assessment, and management processes

C2.2a

(C2.2a) Select the options that best describe your organization's frequency and time horizon for identifying and assessing
climate-related risks.

Frequency
of
monitoring

How far into
the future
are risks
considered?

Comment

Row
1

Six-monthly
or more
frequently

>6 years 年 2回の定期的な環境委員会の他にも臨時で環境委員会を開催し、気候変動リスクの特定・評価
を実施している。リスクは発生しうる時期や確率、発生した場合の財務的影響により評価し、
優先度を決定している。特定・評価したリスクのマネジメントについては、環境自主行動計画
やＢＣＰマニュアルの策定、中長期の設備投資による温室効果ガス削減計画を立案し取り組ん
でいる。計画は燃料転換など削減効果の大きいものから優先的に実行しており、削減結果は環
境委員会にて報告を行っている。 CO2削減目標については従来設定していた 2020年度までのス
コープ 1,2削減目標に加え、 2030年度及び 2050年度までのスコープ 1～ 3削減目標を報告年に設定
し、環境委員会に於いてモニタリングしており、環境委員会の議事録については社長以下役員
に回覧している。

C2.2b

(C2.2b) Provide further details on your organization’s process(es) for identifying and assessing climate-related risks.

  ⅰ．全社的にどのように気候関連リスクを特定し、評価しているか

半期に 1回以上の頻度で環境委員会を開催し、 6年超の期間まで考慮した全社気候変動リスクの特定・評価を実施してい
る。リスクの特定は気候変動により当社に影響を与える可能性がある事象を挙げ、それぞれに対し財務的影響の大きさ、

発生時期、発生確率などの各種データを推定し評価する。専門知識が必要なものや財務的影響が大きいために環境委員会

では評価できないと判断された場合は、本部会議や経営会議などに報告し、各会議で評価する。

ⅱ．資産レベルでどのように気候関連リスクを特定し、評価しているか

環境委員会で全社の気候関連リスクを特定しているのに加え、拠点レベルでのリスクについても特定し評価している。拠

点がある地域の特性を踏まえ、気候変動による災害が発生した場合に生ずる拠点への影響を推定する。また、その拠点が

操業停止した場合に事業全体へ及ぼす影響についても推定する。これらの推定に、財務的影響の大きさや発生時期、発生

確率などの各種データを加えて評価する。専門知識が必要なものや財務的影響が大きいために環境委員会では評価できな

いと判断された場合は、本部会議や経営会議などに報告し、各会議で評価する。

ⅲ．特定したリスクの潜在的大きさや範囲を評価するために実施しているプロセス

特定したリスクの大きさや範囲については、環境委員会において財務的影響の大きさや発生確率の高さを指標に評価し、

優先度を決定する。対策の実施については、対策に係る費用対効果が高いものを優先する。対策費用が高いものは経営会

議や設備投資委員会にて審議する。

ⅳ．他のリスクとの関連で相対的な重大性を決定するために実施しているプロセス

特定した気候関連リスクについて、生産活動や研究活動などに直接影響するものは各本部会議にて審議し、気候変動以外

の企業リスクと併せて総合的に判断する。

ⅴ．当社の事業に重大な財務的・戦略的影響を与える、とどのように定義しているのか

財務的影響が 1億円以上の案件を、当社の事業に重大な財務的・戦略的影響を与えるリスクと定義し管理対象とする。
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C2.2c

(C2.2c) Which of the following risk types are considered in your organization's climate-related risk assessments?

Relevance
&
inclusion

Please explain

Current
regulation

Relevant,
always
included

当社は全事業所合わせた、年間エネルギー使用量が原油換算 1500kL以上であるため省エネ法の特定事
業者に指定されている。更にエネルギーを原油換算で年間一定以上使用しているために省エネ法の指
定事業場に該当する 4拠点を有している（ 3000kL以上使用している第一種指定事業場・・・フジヤマ工
場、水無瀬研究所。 1500kL以上使用している第二種指定事業場・・・福井研究所、筑波研究所）。こ
れら特定事業者や指定事業場は省エネ法にてエネルギー原単位を継続的に年平均１％以上削減するこ
とを求められているため、法による削減義務達成に係る設備投資額増加等の法規制リスクが発生す
る。半年に 1回以上の頻度で開催される環境委員会にて省エネ法の削減義務と当社の削減達成状況や
今後のエネルギー消費予想から、法規制を遵守できるかを基準としてリスクを評価し、現在の規制に
関連するリスクを気候変動リスクに組み入れている。

Emerging
regulation

Relevant,
always
included

新たな規制が設けられることにより、原料の調達、製品の生産、設備の維持管理、物流等のコストが
上昇するリスクがある。現在、当社は全社的なコスト低減体制を構築中のため、特にこの影響を受け
やすい。月 1回の頻度で開催される経営会議にて、見込まれるコストの総額と当社の今後の業績予想
や計画している事業計画から、新規制適応前である現時点での売り上げに対する総支出の割合を基準
としてリスクを評価し、新規制に関連するリスクを気候変動リスクに組み入れている。

Technology Relevant,
always
included

低炭素エネルギーに関する新技術の導入には、導入した新技術が他のシステムに影響を及ぼし事業活
動が停止するリスクがある。使用エネルギーに占める再生可能エネルギーの比率が 1%程度と低い当社
は新技術導入の余地が多い。一方、導入した新技術は、既存システムとの連動性などが未知数のた
め、多数の新技術を導入した場合にはシステム全体が停止するリスクも比例して大きくなる。半年に
1回以上の頻度で開催される環境委員会にて、新技術設備の安全性や設備停止による売り上げへの財
務的影響の予測から、現状の設備の安定度を基準としてリスクを評価し、新技術に関連するリスクを
気候変動リスクに組み入れている。

Legal Not
relevant,
explanation
provided

当社の事業は医薬品の製造のみであり、気候変動に影響を及ぼす製品を販売していない。また、医薬
品製造業は気候変動への影響が比較的小さいセクターであることから、環境委員会で当社の気候変動
による訴訟リスクは小さいと評価したため、関連しないと判断した  。

Market Relevant,
always
included

温暖化の進行で感染症などの流行疾病が増えることで、がんや糖尿病などの当社製品への需要が減少
するとともに、当社独自の化合物オリエントという研究開発体制や既存製品の生産計画に影響を及ぼ
すリスクがある。月 1回の頻度で開催されている研究本部会議や生産本部会議にて、研究開発中の新
薬が上市された場合に見込まれる売上規模や既存品の需要減による売上低下額から、当社が現在策定
している事業計画を遂行できるかを基準としてリスクを評価し、市場に関連するリスクを気候変動リ
スクに組み入れている。

Reputation Relevant,
always
included

当社は抗 PD-1抗体という世界初の作用機序を持つ画期的な新薬（オプジーボ）を上市した直後であ
り、また CDP気候変動 2018で A評価を獲得したことから世間的な注目度が急上昇しているため、評判に
よる株価への影響が通常時よりも大きくなるリスクがある。月 1回の頻度で開催される経営会議に
て、今後の ESG投資額の増加予想から現在の当社の株価を基準としてリスクを評価し、評判に関連す
るリスクを気候変動リスクに組み入れている。

Acute
physical

Relevant,
sometimes
included

局地的な異常気象（大型台風、豪雨、竜巻、落雷）による停電により、当社の主要生産拠点であるフ
ジヤマ工場が操業停止すると売り上げに多大な影響を及ぼすリスクがある。月 1回開催される経営会
議にて、フジヤマ工場で製造した製品の 1日当たりの売上額や物流センターにて保管している製品の
在庫量などから、現在の当社の売上額を基準としてリスクを評価し、緊急性の物理的リスクを気候変
動リスクに組み入れている。

Chronic
physical

Relevant,
sometimes
included

当社の実験動物飼育室や保管庫（研究用試料、試薬、原料、中間製品、製品）は主要拠点（フジヤマ
工場、城東工場、水無瀬研究所、福井研究所、筑波研究所）に設置しており、今後長期的に平均気温
が徐々に上昇し、施設の設計基準温度から逸脱する最高最低気温になると、実験動物飼育室や保管庫
の管理温度が保てなくなり、データや製品の信頼性が損なわれるリスクがある。結果、再生産や実験
のやり直し等につながり、短期的及び長期的な売り上げに影響を及ぼす。半年に 1回以上の頻度で開
催されている環境委員会にて実験動物飼育室や保管庫の管理温度が停止した場合の売り上げへの影響
額を推計し、現在の当社の事業計画における売上予想額を基準としてリスクを評価し、慢性の物理的
リスクを気候変動リスクに組み入れている。

Upstream Relevant,
sometimes
included

局地的な異常気象（大型台風、豪雨、竜巻、落雷）による水害や停電により物流の停滞が発生し、当
社の主要生産拠点であるフジヤマ工場の原料調達に影響を及ぼし生産が停止するリスクがある。月 1
回開催される経営会議にて、フジヤマ工場で製造した製品の 1日当たりの売上額などから、現在の当
社の売上額を基準としてリスクを評価し、上流の輸送に関連するリスクを気候変動リスクに組み入れ
ている。

Downstream Relevant,
sometimes
included

局地的な異常気象（大型台風、豪雨、竜巻、落雷）による水害や停電により物流の停滞等が発生し、
当社主力製品のオプジーボなどの流通が影響を受け売り上げが低下するリスクがある。月 1回開催さ
れる経営会議にて、オプジーボの 1日当たりの売上額や物流センターにて保管している製品の在庫量
などから、現在の当社の売上額を基準としてリスクを評価し、下流の輸送に関連するリスクを気候変
動リスクに組み入れている。

C2.2d
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(C2.2d) Describe your process(es) for managing climate-related risks and opportunities.

 当社の気候変動リスク及び機会のマネジメントは、半年に１回以上の頻度で開催される環境委員会にて６年超の期間ま
で考慮し特定したリスクや機会ごとに発生時期や発生確率、影響を及ぼす範囲、その対策内容等について評価し、環境委

員会にて総合的に優先度合を決定する。事業への影響が大きいもの、発生確率の高いもの、対策のコストパフォーマンス

が大きいものを特に優先する。リスク対策や機会最大化に係る費用が大きいものは経営会議や設備投資委員会などにて審

議し、気候変動以外のリスクと統合して実施の可否を判断する。

特定・評価したリスク・機会のマネジメントについては、環境自主行動計画やＢＣＰマニュアルの策定、中長期の設備投

資計画による温室効果ガス削減計画を立案し取り組んでいる。計画は燃料転換など削減効果の大きいものから優先的に実

行しており、削減結果は環境委員会にて報告を行っている。CO2削減目標については従来設定していた 2020年度までのス
コープ 1,2削減目標に加え、 2030年度及び 2050年度までのスコープ 1～ 3削減目標を報告年に設定し、環境委員会に於いて
モニタリングしており、環境委員会の議事録については社長以下役員に回覧している。

・移行リスクマネジメントの事例としては、省エネ法にて規定されている使用エネルギー削減義務遵守に係る法規制リス

ク対策のために、環境委員会において各拠点で必要な設備投資を検討し、金額 1億円未満の案件は各拠点が所属する本部
で、 1億円以上の案件については設備投資委員会の承認後に更新を実施している。報告年に実施した主な施策は、水無瀬
研究所において空調用熱源に使用している空冷チラー 4台の更新を設備投資委員会の承認後に実施し、年間
329088kWh（＝スコープ 2換算： 143.15t-CO2）の省エネを達成した。

・物理的リスクマネジメントの事例としては、平均気温が上昇し保管庫  （研究用試料、試薬、原料、中間製品、製品）
や実験動物飼育室の設計基準を上回った際、これらの管理温度が保てなくなると製品の品質や研究データの信頼性が担保

できなくなり、売り上げ減少や実験のやり直しによる製品上市が遅れるリスクがある。このリスクを回避するため、環境

委員会にて検討・承認し、各拠点において空調用冷温水製造設備や冷凍機の空気側熱交換器に冷却水を噴霧した。

・移行機会マネジメントの事例としては、省エネ法にて規定されている使用エネルギー削減義務遵守に係る設備更新の

際、ランニングコスト低減機会を最大化するために、環境委員会にて設備更新を検討する際に、初期投資額は高いが省エ

ネ性能が良いトップランナー設備を選定、設備投資委員会の承認後に導入した。

・物理的機会マネジメントの事例としては、局所的災害の発生により主要拠点が操業停止するリスクを回避するために経

営会議にて主要拠点への非常用発電機の導入を検討・決定した。その際、電力会社が停電した際にも大きな影響を受ける

ことなく生産活動を継続することで他社への優位性を確保するために、当社の主要生産拠点であるフジヤマ工場には非常

用発電機だけではなくコージェネレーションシステムの常用発電機も導入し電力会社への依存度を低減することを経営会

議にて決定した。

C2.3

(C2.3) Have you identified any inherent climate-related risks with the potential to have a substantive financial or strategic
impact on your business?
Yes

C2.3a

(C2.3a) Provide details of risks identified with the potential to have a substantive financial or strategic impact on your
business.

Identifier
Risk 1

Where in the value chain does the risk driver occur?
Direct operations

Risk type
Transition risk

Primary climate-related risk driver
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Policy and legal: Enhanced emissions-reporting obligations

Type of financial impact
Write-offs, asset impairment, and early retirement of existing assets due to policy changes

Company- specific description
当社は全事業所合わせた年間エネルギー使用量が原油換算 1500kL以上であるため省エネ法の特定事業者に指定されてい
る。更にエネルギーを原油換算で年間一定以上使用しているために省エネ法の指定事業場に該当する 4拠点を有してい
る（ 3000kL以上使用している第一種指定事業場・・・フジヤマ工場、水無瀬研究所。 1500kL以上使用している第二種指
定事業場・・・福井研究所、筑波研究所）。これら特定事業者や指定事業場は省エネ法にてエネルギー原単位を継続的

に年平均１％以上削減することを求められており、削減計画を達成するために対策が必要となる。以上の理由から設備

導入や運用等のコストが増大するリスクがある。当社では改正省エネ法に関するリスクに対応するためにエネルギー消

費設備をより省エネ性能の高いものへと更新する中長期計画を策定し設備投資を進めている他、各施設への太陽光発電

設備の導入について検討している。

Time horizon
Medium-term

Likelihood
Virtually certain

Magnitude of impact
Medium

Are you able to provide a potential financial impact figure?
Yes, a single figure estimate

Potential financial impact figure (currency)
4000000000

Potential financial impact figure – minimum (currency)
<Not Applicable>

Potential financial impact figure – maximum (currency)
<Not Applicable>

Explanation of financial impact figure
省エネ法では、初年度を基準年として 5年間でエネルギー使用原単位を平均１％以上削減することが課されている。基
準年を除く 4年間対策をとらなかった場合には経済産業省より指導が入る可能性があり、その対応として設備投資をし
なければならない。毎年エネルギー使用原単位を平均１％以上削減するようにエネルギー消費設備を更新した場合は更

新の次年度以降も省エネ効果が継続するため、最終年に 4年分の設備更新をまとめて実施したとしても、累計の省エネ
量には差が生じる。 4年間の累計省エネ量を計算すると、毎年設備更新を実施している場合は最終年度にまとめて実施
した場合の約 2.5倍の省エネ量になる。この累計省エネ量の差分を考慮してエネルギー消費設備の更新を最終年にまと
めて実施したとして、報告年度の省エネ設備投資額 4億円 ×4年分 ×累計省エネ量補正比率 2.5倍として財務的影響を見積
もった。

Management method
エネルギー使用機器などの定期的な点検を実施するとともに、設備更新時に高効率機器へ計画的に転換を図っている。

事例として、報告年度に研究所の空調用熱源設備を更新した。研究所は、研究データの信頼性確保のために温湿度を一

定に保つ必要があり、またコンタミネーションを防止する必要もあることから、空調には取り込んだ外気を温湿度処理

した空気を循環せずに排出するオールフレッシュ空調方式を採用している。そのため空調に用いるエネルギー消費の比

率が非常に大きい。省エネ活動を推進するためには空調に用いるエネルギーを削減することは不可欠であり、また空調

を停止せずに（＝研究活動を停止せずに）空調用の熱源設備を更新することが課題である。そこで熱源設備の更新計画

を策定し、計画に基づき設備を更新した。その結果、報告年度 1年間でスコープ 2を 143.15トン削減達成した。リスク管
理ためのコストは報告年度に実施した設備更新の金額。

Cost of management
399000000

Comment

Identifier
Risk 2

Where in the value chain does the risk driver occur?
Direct operations

Risk type
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Physical risk

Primary climate-related risk driver
Chronic: Rising mean temperatures

Type of financial impact
Write-offs, asset impairment, and early retirement of existing assets due to policy changes

損 金 処 理 お よ び 既 存 資 産 の 早 期 除 却  (例 ： 「 高 リ ス ク 」 所 在 地 に あ る 不 動 産 お よ

び 資 産 に 対 す る 損 害 )

Company- specific description
地球温暖化もしくは寒冷化が進み、研究施設の設計基準温度から逸脱する最高最低気温になると、研究所において実験

動物飼育室や試料・試薬保管庫の管理温度が保てなくなり、データの信頼性が損なわれる。結果、実験のやり直し等に

つながり、製品の研究開発スケジュールが大幅に遅れるリスクがある  。  工場では自社の代表的な化合物であるプロス
タグランジン類の製品の生産では高湿度環境下で分解が進んでしまい、品質に影響を及ぼすリスクがあるので、  その
保存管理には注意を払う必要がある。

Time horizon
Long-term

Likelihood
Unlikely

Magnitude of impact
High

Are you able to provide a potential financial impact figure?
Yes, a single figure estimate

Potential financial impact figure (currency)
9950000000

Potential financial impact figure – minimum (currency)
<Not Applicable>

Potential financial impact figure – maximum (currency)
<Not Applicable>

Explanation of financial impact figure
報告年度 1年間に購入した中間製品、製品、資材、試薬・原料、動物購入費約 398億円の四半期分を再購入すると見積
もった。

Management method
外気温度が設計基準を上回った際のリスク補完として空調用冷温水製造設備や冷凍機の空気側熱交換器に冷却水を噴霧

する設備等の導入について評価・検討している。報告年度に設置した空調用冷温水製造設備や冷凍機の空気側熱交換器

に冷却水を噴霧する設備により、外気温度が設計基準を 5度上回った際も十分に能力を発揮し、実験動物飼育室や保管
庫の温度維持が可能となった。管理活動コストは報告年度に設置した冷却水噴霧設備設置費 4000万円＋報告年度に使用
した冷却水代 130万円から算出。

Cost of management
41300000

Comment

Identifier
Risk 3

Where in the value chain does the risk driver occur?
Investment chain

Risk type
Transition risk

Primary climate-related risk driver
Reputation: Increased stakeholder concern or negative stakeholder feedback

Type of financial impact
Reduction in capital availability
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Company- specific description
当社は新たな作用メカニズムを有するがん免疫薬「オプジーボ」を 2014年度より販売している。また、CDP気候変動
2018においてA評価を獲得した。これらの結果、世間からの当社への注目度は以前よりも飛躍的に増加しているため、
当社が回答しているCDP投資家質問書や日経環境経営度調査等の気候変動に関する外部評価が低いと  投資家からの投資
が得られない可能性がある。

Time horizon
Short-term

Likelihood
More likely than not

Magnitude of impact
Low

Are you able to provide a potential financial impact figure?
Yes, a single figure estimate

Potential financial impact figure (currency)
10800000000

Potential financial impact figure – minimum (currency)
<Not Applicable>

Potential financial impact figure – maximum (currency)
<Not Applicable>

Explanation of financial impact figure
株価 2,000円として 1%相当が 20円、加重平均株式数 5.4億株を乗じて時価総額 108億円と算出した。

Management method
当社は地球温暖化問題を重要な課題と位置づけ、従来から排出量削減活動に注力し、その活動内容や結果を投資家等の

外部へ情報開示している。報告年度はコーポレートレポートやWebでの環境活動に関する情報開示を実施した他、CDP
投資家質問書や日経環境経営度調査等の外部評価を伴う質問書に積極的に回答した。その開示内容をより充実させるた

め、報告年度に環境委員会メンバーと外部機関との会議を年 4回実施した。その他、SBT取得に向けた会議を年 5回実施
した。管理活動コストは報告年度に実施した環境会議等にかかった管理コスト、人件費、信頼性保証費用、外部機関に

よる環境関連対策等の費用から算出。

Cost of management
24400000

Comment

C2.4

(C2.4) Have you identified any climate-related opportunities with the potential to have a substantive financial or strategic
impact on your business?
Yes

C2.4a

(C2.4a) Provide details of opportunities identified with the potential to have a substantive financial or strategic impact on
your business.

Identifier
Opp1

Where in the value chain does the opportunity occur?
Direct operations

Opportunity type
Resource efficiency

CDP Page  of 5212



Primary climate-related opportunity driver
Move to more efficient buildings

Type of financial impact
Reduced operating costs (e.g., through efficiency gains and cost reductions)

Company-specific description
当社は全事業所合わせた、年間エネルギー使用量が原油換算 1500kL以上であるため省エネ法の特定事業者に指定されて
いる。更にエネルギーを原油換算で年間一定以上使用しているために省エネ法の指定事業場に該当する 4拠点を有して
いる（ 3000kL以上使用している第一種指定事業場・・・フジヤマ工場、水無瀬研究所。 1500kL以上使用している第二種
指定事業場・・・福井研究所、筑波研究所）。これら特定事業者や指定事業場は省エネ法にてエネルギー原単位を継続

的に年平均１％以上削減することを求められているため、法に基づき当社はエネルギー消費設備をより高効率なものへ

更新する中長期計画を策定している。継続的にエネルギー原単位を年平均を 1%以上削減する為に、積極的な省エネ活
動や省エネ設備の導入を行っていく必要はあるが、最新の省エネ設備を導入していく事により、その後の運用コストは

減少するという機会がある。

Time horizon
Short-term

Likelihood
Virtually certain

Magnitude of impact
Low

Are you able to provide a potential financial impact figure?
Yes, a single figure estimate

Potential financial impact figure (currency)
9610000

Potential financial impact figure – minimum (currency)
<Not Applicable>

Potential financial impact figure – maximum (currency)
<Not Applicable>

Explanation of financial impact figure
報告年度に実施した高効率機器への設備更新による運用コストの 1年当たり削減額。

Strategy to realize opportunity
エネルギー使用機器などの定期的な点検を実施するとともに、設備更新時に高効率機器へ計画的に転換を図っている。

事例として  、報告年度に研究所の空調用熱源設備を更新した。研究所は研究データの信頼性確保のために温湿度を一
定に保つ必要がある上、またコンタミネーションを防止する必要もあることから、空調には取り込んだ外気を温湿度処

理した空気を循環せずに排出するオールフレッシュ方式を採用している。そのため空調に用いるエネルギー消費の比率

が非常に大きい。省エネ活動を推進するためには空調に用いるエネルギーを削減することは不可欠であり、また空調を

停止せずに（＝研究活動を停止せずに）空調用熱源設備を更新することが課題である。そこで空調用熱源設備の更新計

画を策定し、計画に基づき設備を更新した。その結果、水無瀬研究所の空調用熱源設備稼働に使用する電気代を約 500
万円削減達成した。機会実現のためのコストは報告年度に実施した設備更新の金額。

Cost to realize opportunity
399000000

Comment

Identifier
Opp2

Where in the value chain does the opportunity occur?
Customer

Opportunity type
Products and services

Primary climate-related opportunity driver
Other

Type of financial impact
Other, please specify (製品適応疾患患者数の増加 )

CDP Page  of 5213



Company-specific description
最高最低気温が変化しエアコン等のフロン使用機器の稼働率が上昇すると、オゾン層を破壊する特定フロンが漏洩する

可能性が高まる。オゾン層の破壊に伴い、紫外線量が増加する。強力な紫外線の影響でメラノーマ患者が増加する事も

想定される。その場合、当社製品の一つである世界初の画期的作用機構を持つ抗悪性腫瘍剤  （オプジーボ）の売り上
げが増大するという機会がある。

Time horizon
Long-term

Likelihood
Unlikely

Magnitude of impact
Medium-low

Are you able to provide a potential financial impact figure?
Yes, a single figure estimate

Potential financial impact figure (currency)
45300000

Potential financial impact figure – minimum (currency)
<Not Applicable>

Potential financial impact figure – maximum (currency)
<Not Applicable>

Explanation of financial impact figure
報告年度のオプジーボの売上高が 906億円  。メラノーマ患者数が増加すると、オプジーボ売上が 0.05%程度増加すると
想定。

Strategy to realize opportunity
医薬品は承認された適応症と承認されている用法・用量の範囲内で使用されるため、当社製品の適応外のメラノーマ患

者には使用してもらえない。そのため、対象患者を増やすための治験実施や他の治療薬の導入を推進している。報告年

度は他剤との併用療法に関する承認を取得した。通常業務の範囲内のため、特別な追加の管理コストは発生しない。

Cost to realize opportunity
0

Comment

Identifier
Opp3

Where in the value chain does the opportunity occur?
Investment chain

Opportunity type
Resilience

Primary climate-related opportunity driver
Other

Type of financial impact
Increased market valuation through resilience planning (e.g., infrastructure, land, buildings)

Company-specific description
当社は新たな作用メカニズムを有するがん免疫薬「オプジーボ」を 2014年度より販売している。また、CDP気候変動
2018においてA評価を獲得した。これらの結果、世間からの当社への注目度は以前よりも飛躍的に増加しているため、
当社の気候変動への取り組みが株価へ与える影響は他社より大きいと考えられる。当社は報告年度に、CDP気候変動
2018でA評価を獲得した他、大阪府下の拠点において「ストップおおさか温暖化賞優秀賞」を受賞した。これら第三者
からの気候変動への取り組み評価により、株価が上昇するという機会がある。

Time horizon
Short-term

Likelihood
More likely than not

Magnitude of impact
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Low

Are you able to provide a potential financial impact figure?
Yes, a single figure estimate

Potential financial impact figure (currency)
10800000000

Potential financial impact figure – minimum (currency)
<Not Applicable>

Potential financial impact figure – maximum (currency)
<Not Applicable>

Explanation of financial impact figure
株価 2,000円として 1%相当が 20円、加重平均株式数 5.4億株を乗じて時価総額 108億円と算出した。

Strategy to realize opportunity
当社は地球温暖化問題を重要な課題と位置づけ、従来から排出量削減活動に注力し、その活動内容や結果を投資家等の

外部へ情報開示している。報告年度はコーポレートレポートやWebでの環境活動に関する情報開示を実施した他、CDP
投資家質問書や日経環境経営度調査等の外部評価を伴う質問書に積極的に回答した。その開示内容をより充実させるた

め、報告年度に環境委員会メンバーと外部機関との会議を年 4回実施した。その他、SBT取得に向けた会議を年 5回実施
した。管理活動コストは報告年度に実施した環境会議等にかかった管理コスト、人件費、信頼性保証費用、外部機関に

よる環境関連対策等の費用から算出。

Cost to realize opportunity
24400000

Comment

C2.5

(C2.5) Describe where and how the identified risks and opportunities have impacted your business.

Impact Description

Products
and
services

Not yet
impacted

最高最低気温が変化しエアコン等のフロン使用機器の稼働率が上昇すると、オゾン層を破壊する特定フ
ロンが漏洩する可能性が高まる。オゾン層の破壊に伴い、紫外線量が増加すると強力な紫外線の影響で
メラノーマ患者が増加する事も想定される。その場合、当社製品の一つである抗悪性腫瘍剤  （オプジー
ボ）の売り上げが増大するという機会がある。情報収集を行っているが、メラノーマ患者の増加傾向は
未だ無い。今後 20年程度の長期スパンで考えると、 20年後には報告年度と比較してメラノーマ患者が 5～
10倍増加し、年間 150～ 300億円（現状 30億円）の売り上げ増加が見込まれる。

Supply
chain
and/or
value
chain

Impacted 気候変動に関する新たな規制が導入されると、原材料の調達先が新規制の対応策をとる必要があり、そ
の費用が原材料の価格に上乗せされ、結果、原材料調達コストが上昇するリスクがある。コストが上昇
した際にその上昇分を抑制できるよう、全社でのコスト構造改革を実施している。報告年度は調達先の
複数化に伴う競争や一括購入によるスケールメリットなどによるコスト抑制のための手法修得や体制構
築をした。コスト構造改革の結果、サプライチェーンからの購入金額を年間約 25億円削減した。

Adaptation
and
mitigation
activities

Impacted 地球温暖化を緩和するため、また省エネ法の削減義務を遵守するために設備投資を実施している。報告
年度に実施した設備投資の金額は  3.99億円であったが、高効率機器への更新をしたことによって年間  961
万円のランニングコスト低減を達成した。

Investment
in R&D

Not yet
impacted

地球温暖化により流行疾病が変化した場合に、その流行疾病に対応した画期的新薬を上市できると売り
上げに多大な影響を与える。流行疾病についての情報収集を行っているが研究開発に影響するような変
化は未だ確認されていない。当社の既存製品の売り上げから画期的新薬を上市できると年間 2000億円以
上の売り上げを見込めるが、新規医薬品の創生から上市までは平均で 20年程かかることから、早期  に情
報を入手し創薬を始める必要があるとともに、研究開発費として約 300億円（一般的に 1つの新薬に係る
研究開発費）を投資する必要がある。

Operations Impacted
for some
suppliers,
facilities,
or
product
lines

気候変動による異常気象の突発的な災害発生の確率上昇に伴い停電の危険性が高まっていることから、
主要生産拠点であるフジヤマ工場に常用発電機を導入し電力会社への依存度を低減した。常用発電機の
稼働により、年間  約 1億 3500万円の燃料費が発生している。

Other,
please
specify

Please
select
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C2.6

(C2.6) Describe where and how the identified risks and opportunities have been factored into your financial planning
process.

Relevance Description

Revenues Not yet
impacted

地球温暖化により流行疾病が変化した場合に、その流行疾病に対応した画期的新薬を上市できると売
り上げに多大な影響を与える。流行疾病についての情報収集を行っているが研究開発に影響するよう
な変化は未だ確認されていない。当社の既存製品の売り上げから画期的新薬を上市できると年間 2000
億円以上の売り上げを見込めるが、新規医薬品の創製から上市までは平均で 20年程かかることから、
早期に情報を入手し創薬を始める必要がある。

Operating
costs

Impacted 地球温暖化を緩和するため、また省エネ法の削減義務を遵守するために設備投資を実施している。高
効率機器への更新をしたことによって  年間 961万円のランニングコスト低減を達成した。

Capital
expenditures
/ capital
allocation

Impacted 地球温暖化を緩和するため、また省エネ法の削減義務を遵守するために設備投資を実施している。報
告年度に実施した設備投資の金額は  3.99億円であった。

Acquisitions
and
divestments

Not
impacted

当社は買収や売却をする事業方針を取っていない。また予定も無い。

Access to
capital

Not yet
impacted

投資家の ESG投資への注目度が上昇しているため、気候変動問題への対策活動に注力している。当社
の気候変動問題への活動内容及び活動結果を適正に外部へ公表しているが、現時点では当社の気候変
動問題への活動が評価されて投資を得られたとの認識は無い。今後も活動推進及び適正な公表を継続
していくことで、 2年後には当社の活動が評価され株価が現在の価格に対して 1%上昇し、 108億円程度
の資金を調達可能と見込んでいる。

Assets Impacted 地球温暖化を緩和するため、また省エネ法の削減義務を遵守するために設備投資を実施している。報
告年度は、実施した設備投資の結果、地球温暖化緩和に寄与する資産が  3.99億円分増加した。

Liabilities Not
impacted

当社は気候変動による賠償責任を負うような事業を展開していない。また、設備導入時に外部から資
金を調達する方針を取っていない上、予定も無い。備導入時に外部から資金を調達する方針を取って
いない上、予定も無い。

Other Please
select

C3. Business Strategy

C3.1

(C3.1) Are climate-related issues integrated into your business strategy?
Yes

C3.1a

(C3.1a) Does your organization use climate-related scenario analysis to inform your business strategy?
Yes, qualitative

C3.1c

(C3.1c) Explain how climate-related issues are integrated into your business objectives and strategy.

ⅰ．事業目的・戦略がどのように気候関連課題によって影響を受けたか  
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近年の異常気象をはじめとする地球温暖化の影響は年々大きくなっており、地球温暖化防止に向けた取り組みは国際社会

の重要な課題となっている。このような社会的関心の高まりの他、今後、気候変動により原材料費高騰や新規制がかかる

ことなどが予想される。また、気候変動による製薬事業特有の課題として下記の 2点が挙げられる。 1点目は、災害による
供給停止が予想されるが、製薬事業は命に係わる事業のため医薬品の安定供給は他業種よりも重要度が高いことである。

2点目は平均気温の上昇に伴い疾病が変化することで医薬品需要にも変化が生じることが予想されるが、新医薬品の創製
には 20年程度の期間を要するため急激な疾病の変化に対応できないことである  。上記の影響の他、当社の企業理念「病
気と苦痛に対する人間の闘いのために」のもと、健康で健全に人間が暮らす社会は健全な地球環境の上に成り立っている

という前提が必須であると当社は考えているため、気候変動は当社の企業基盤に関わる大きな問題であると認識してい

る。気候変動問題解決のために当社は「製薬業界における環境リーディングカンパニー」となり積極的に温室効果ガス排

出削減に取り組んでいくという戦略をとっている。

ⅱ．事業戦略が排出削減目標やエネルギー消費にリンクしているか  

当社はスコープ 1及び 2の排出削減目標を「 2017年度比で 2030年度のスコープ 1+2を 50%削減」「 2017年度比で 2030度のス
コープ 3を 30%削減」「 2050年度のスコープ 1+2排出量ゼロ」「 2017年度比で 2050度のスコープ 3を 60%削減」と報告年に
設定し、SBTイニシアチブによる承認を取得しており、目標達成に向け活動を推進しているが、当社で使用されるエネル
ギーの約 90％を使用している工場及び研究所においては、GMP（Good Manufacturing Practice：医薬品及び医薬部外品の製
造管理及び品質管理の基準）やGLP（Good Laboratory Practice：医薬品や食品の安全性を評価する検査や試験が正確かつ
適切に行われたことを保証するための基準）といった医薬品の製造や研究に係る省令によって決められた基準を遵守する

必要があるため、エネルギーを多量に消費する活動の内容を変更することができない。そこで、当社のスコープ 1・ 2排出
削減活動は主に老朽化した設備の更新時にトップランナー機器を導入すること、また新規事業所を建設する際には省エネ

性能の高い建築物を設計することとし、計画的に省エネ活動を実施している。また、これらの設備投資に加え、購入電力

の再エネ化やグリーン電力証書の購入を検討し実施している。上記手法への投資は経営会議などによって検討・承認され

る。このように気候変動問題に対応するため事業戦略や目標に影響を与えている。

ⅲ．報告年において、気候変動がもたらした戦略への影響で最重要な事業上決定

報告年は当社独自の環境ビジョンと、SBTイニシアチブで承認を取得した中長期の排出削減目標を新たに設定し、この目
標を達成するために今後は継続して税引前当期純利益の内 1％程度を気候変動問題解決のために支出することを 2019年 2月
の経営会議にて承認した。

ⅳ．気候変動のどの側面が、戦略に影響したか

気候変動問題が深刻化すると食料不足、新たな疾患の増加、自然災害の甚大化による生活基盤の破壊など、さまざまな脅

威を引き起こし人々の健康で健全な生活を脅かすと予想される。当社は企業理念「病気と苦痛に対する人間の闘いのため

に」のもと、そのような脅威を引き起こすわけにはいかないと考え、積極的に気候変動問題にとりくみ「製薬業界におけ

る環境リーディングカンパニー」となることを戦略に取り入れた。

ⅴ．短期戦略がどのように影響を受けたか

気候変動による突発的な災害発生の確率上昇に伴い停電の危険性も高まっている。製薬企業として医薬品の安定供給が最

重要であり、主要生産拠点であるフジヤマ工場に常用発電機を導入し電力会社への依存度を低減した。

ⅵ．長期戦略がどのように影響を受けたか

「製薬業界における環境リーディングカンパニー」となることを目指し、当社独自の環境ビジョンと、SBTイニシアチブ
で承認取得した中長期目標を報告年に設定した。また、目標達成のためのロードマップを作製し、設定した目標を達成す

るために生じるコスト試算、今後の削減計画の再検討を実施し、これらの結果を経営会議にて承認取得した。

ⅶ．競合企業に対して、戦略的優位をどのように得られたか

気候変動による突発的な災害発生の確率上昇に伴い停電の危険性も高まっている。当社の主要生産拠点であるフジヤマ工

場に常用発電機を導入し電力会社への依存度を低減することで、電力会社が停電した際の他社への優位性を確保したと考

えている。また、報告年度に稼働開始した山口工場は、クリーン度を保つエリアを部屋全体ではなく局所的にするなど、

高い省エネ設計を採用している。これにより他社が保有している従来の製造拠点よりも製造コストを低減できる。

ⅷ．パリ協定がどのように事業戦略に影響したか

パリ協定により気候変動問題の重要性をさらに強く認識した。パリ協定が締結されてからも世界の平均気温は上昇傾向に

あることから、パリ協定の中長期目標を達成するためには、協定締結時に想定した削減活動だけでは不足していると考え

た。そこで当社は、独自の環境ビジョンとSBT水準の野心的な中長期目標を報告年に設定した。
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C3.1d

(C3.1d) Provide details of your organization’s use of climate-related scenario analysis.

Climate-
related
scenarios

Details

RCP 8.5 ・シナリオ選択の理由  環境省などが主催する各種セミナーで参照されている最もポピュラーな IPCC第五次報告書
における RCPシナリオの内、近年の世界の温室効果ガス排出量が増加の一途を辿っていること、また最悪のシナ
リオを想定して対策を検討する必要があることから、地球温暖化対策を実施せずに温室効果ガスを最大排出した
場合を想定している RCP8.5シナリオを選択した。  ・使用したインプット、仮定および分析方法  気温上昇によっ
て引き起こされると考えられる現象（疾病の変化など）、世界の人口変化やその内訳、今後実現すると見込まれ
る技術、少子高齢化や途上国の発展による経済システムの変化などをインプットとして仮定し、定量的に分析で
きる部分とできない部分を分け、定量・定性それぞれを分析して組み合わせた  。  ・考慮した地域、期間  、分野
スコープ 1～ 3排出量の内、 90％以上を占める日本国内の事業所を対象とした。当社は  SBTに準拠した期間を短
期・中期・長期と設定しているため、中期（ 3～ 10年）と長期（ 10～ 30年）の期間を考慮した。短期（ 0～ 3年）に
ついては既に経営戦略に組み込まれているため、シナリオ分析からは除外した。当社の事業は医薬品製造業のみ
であり、原料価格高騰、評判による株価変動などは他の業種でも起こりうるため、気候変動がこの事業分野に及
ぼす影響の大きな要素は下記の 2点であると考えている。１点目は、我々製薬企業は命に係わる事業を展開して
おり医薬品の安定供給は他業種よりも重要度が高いため、災害による供給停止が挙げられる。 2点目は、疾病の
変化による医薬品需要の変化である  。  ・シナリオ分析の結果  中期的には、自然災害の増加に伴う事業所操業停
止や配送断絶による売上減少が年間 116億円減少するのに対し、新薬創製には 20年程度かかるため、プラス要因
は既存製品であるオプジーボ（悪性黒色腫）の売上増加分年間 4500万円しか見込めないことがわかった。  長期的
には、自然災害の増加に伴う事業所操業停止や配送断絶による売上減少が年間 116～ 332億円減少することに加
え、原材料価格の高騰により年間 38～ 76億円の支出増加があるのに対し、オプジーボなどの既存製品は特許切れ
のため長期的にはあまり売上に寄与しないため、プラス要因は新たな  疾病に適用される画期的新薬が今後上市
されると想定し、売上増加分年間 400～ 2000億円が見込まれることがわかった。  また、定量分析はできていない
が、中期・長期ともに気候変動問題を起因とする死者が大幅に増加することを推定している。  以上の分析結果
は最悪のシナリオを想定しているが、当社にとって気候変動問題はメリットよりもデメリットの方が大きいこと
がわかった。  ・戦略に及ぼした影響及びその事例  シナリオの定量分析の結果、中期的にはマイナス要因が大き
く、長期的にはマイナス要因が大きくなる場合とプラス要因が大きくなる場合があることがわかった。また、定
性的分析の結果、気候変動問題を起因とする死者の増加があることがわかった。こうした分析結果および当社の
企業理念「病気と苦痛に対する人間の闘いのために」を踏まえて環境委員会の中で臨時に発足した、環境担当取
締役である CSOをリーダーとした環境戦略プロジェクト内で検討した結果、当社は気候変動問題により積極的に
取り組み「製薬業界における環境リーディングカンパニー  」となりリーダーシップをとることで自社やサプラ
イヤーなどからの温室効果ガス排出を削減していき、気温上昇を抑制していくことを報告年に決定した。  この
決定を受けて、環境戦略プロジェクト内で当社の環境ビジョンの策定、 SBTで求められる水準の野心的な目標の
設定、設定した目標を達成するために生じるコスト試算、今後の削減計画の再検討を実施し、これらの結果を経
営会議にて承認取得した。

C4. Targets and performance

C4.1

(C4.1) Did you have an emissions target that was active in the reporting year?
Absolute target

C4.1a

(C4.1a) Provide details of your absolute emissions target(s) and progress made against those targets.

Target reference number
Abs 1

Scope
Scope 1+2 (location-based)

% emissions in Scope
80

CDP Page  of 5218



Targeted % reduction from base year
23

Base year
2005

Start year
2006

Base year emissions covered by target (metric tons CO2e)
26653.41

Target year
2020

Is this a science-based target?
No, but we are reporting another target that is science-based

% of target achieved
75.55

Target status
Underway

Please explain
日本製薬団体連合会の削減目標に準拠。日本製薬団体連合会で算出する方法に基づき、今年度の排出量については定め

られている係数を用いて算出している。なお、対象は国内の工場と研究所のみとなっているため、対象範囲が 100%と
なっていない。

Target reference number
Abs 2

Scope
Scope 1 +2 (market-based)

% emissions in Scope
100

Targeted % reduction from base year
50

Base year
2017

Start year
2018

Base year emissions covered by target (metric tons CO2e)
30313.2

Target year
2030

Is this a science-based target?
Yes, this target has been approved as science-based by the Science-Based Targets initiative

% of target achieved
21.35

Target status
New

Please explain
本社、支店、工場及び研究所等の事業者全体の目標設定を行った。

Target reference number
Abs 3

Scope
Scope 1 +2 (market-based)
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% emissions in Scope
100

Targeted % reduction from base year
100

Base year
2017

Start year
2018

Base year emissions covered by target (metric tons CO2e)
30313.2

Target year
2050

Is this a science-based target?
Yes, this target has been approved as science-based by the Science-Based Targets initiative

% of target achieved
10.67

Target status
New

Please explain
本社、支店、工場及び研究所等の事業者全体の目標設定を行った。

Target reference number
Abs 4

Scope
Scope 3 (upstream & downstream)

% emissions in Scope
100

Targeted % reduction from base year
30

Base year
2017

Start year
2018

Base year emissions covered by target (metric tons CO2e)
73002.84

Target year
2030

Is this a science-based target?
Yes, this target has been approved as science-based by the Science-Based Targets initiative

% of target achieved
0

Target status
New

Please explain
本社、支店、工場及び研究所等の事業者全体の目標設定を行った。

Target reference number
Abs 5

Scope
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Scope 3 (upstream & downstream)

% emissions in Scope
100

Targeted % reduction from base year
60

Base year
2017

Start year
2018

Base year emissions covered by target (metric tons CO2e)
73002.84

Target year
2050

Is this a science-based target?
Yes, this target has been approved as science-based by the Science-Based Targets initiative

% of target achieved
0

Target status
New

Please explain
本社、支店、工場及び研究所等の事業者全体の目標設定を行った。

C4.2

(C4.2) Provide details of other key climate-related targets not already reported in question C4.1/a/b.

C4.3

(C4.3) Did you have emissions reduction initiatives that were active within the reporting year? Note that this can include
those in the planning and/or implementation phases.
Yes

C4.3a

(C4.3a) Identify the total number of initiatives at each stage of development, and for those in the implementation stages, the
estimated CO2e savings.

Number of initiatives Total estimated annual CO2e savings in metric tonnes CO2e (only for rows marked *)

Under investigation 5 0

To be implemented* 11 245.14

Implementation commenced* 0 0

Implemented* 10 1659.39

Not to be implemented 0 0

C4.3b
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(C4.3b) Provide details on the initiatives implemented in the reporting year in the table below.

Initiative type
Energy efficiency: Building services

Description of initiative
HVAC

Estimated annual CO2e savings (metric tonnes CO2e)
101.05

Scope
Scope 2 (market-based)

Voluntary/Mandatory
Voluntary

Annual monetary savings (unit currency – as specified in C0.4)
3474843

Investment required (unit currency – as specified in C0.4)
111195000

Payback period
>25 years

Estimated lifetime of the initiative
11-15 years

Comment

Initiative type
Energy efficiency: Building services

Description of initiative
HVAC

Estimated annual CO2e savings (metric tonnes CO2e)
143.15

Scope
Scope 2 (market-based)

Voluntary/Mandatory
Voluntary

Annual monetary savings (unit currency – as specified in C0.4)
4782608

Investment required (unit currency – as specified in C0.4)
220000000

Payback period
>25 years

Estimated lifetime of the initiative
11-15 years

Comment

Initiative type
Energy efficiency: Building services

Description of initiative
Lighting

Estimated annual CO2e savings (metric tonnes CO2e)
8.28

Scope
Scope 2 (market-based)
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Voluntary/Mandatory
Voluntary

Annual monetary savings (unit currency – as specified in C0.4)
282800

Investment required (unit currency – as specified in C0.4)
1414000

Payback period
4 - 10 years

Estimated lifetime of the initiative
11-15 years

Comment

Initiative type
Energy efficiency: Building services

Description of initiative
HVAC

Estimated annual CO2e savings (metric tonnes CO2e)
15.09

Scope
Scope 2 (market-based)

Voluntary/Mandatory
Voluntary

Annual monetary savings (unit currency – as specified in C0.4)
516129

Investment required (unit currency – as specified in C0.4)
48000000

Payback period
>25 years

Estimated lifetime of the initiative
11-15 years

Comment

Initiative type
Energy efficiency: Building services

Description of initiative
Lighting

Estimated annual CO2e savings (metric tonnes CO2e)
3.71

Scope
Scope 2 (market-based)

Voluntary/Mandatory
Voluntary

Annual monetary savings (unit currency – as specified in C0.4)
182000

Investment required (unit currency – as specified in C0.4)
910000

Payback period
4 - 10 years
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Estimated lifetime of the initiative
11-15 years

Comment

Initiative type
Energy efficiency: Building services

Description of initiative
Lighting

Estimated annual CO2e savings (metric tonnes CO2e)
6.91

Scope
Scope 2 (market-based)

Voluntary/Mandatory
Voluntary

Annual monetary savings (unit currency – as specified in C0.4)
291666

Investment required (unit currency – as specified in C0.4)
7000000

Payback period
21-25 years

Estimated lifetime of the initiative
11-15 years

Comment

Initiative type
Energy efficiency: Building services

Description of initiative
Lighting

Estimated annual CO2e savings (metric tonnes CO2e)
0.88

Scope
Scope 2 (market-based)

Voluntary/Mandatory
Voluntary

Annual monetary savings (unit currency – as specified in C0.4)
44951

Investment required (unit currency – as specified in C0.4)
10000000

Payback period
>25 years

Estimated lifetime of the initiative
11-15 years

Comment

Initiative type
Energy efficiency: Building services

Description of initiative
Lighting

Estimated annual CO2e savings (metric tonnes CO2e)
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0.85

Scope
Scope 2 (market-based)

Voluntary/Mandatory
Voluntary

Annual monetary savings (unit currency – as specified in C0.4)
22500

Investment required (unit currency – as specified in C0.4)
180000

Payback period
4 - 10 years

Estimated lifetime of the initiative
11-15 years

Comment

Initiative type
Energy efficiency: Processes

Description of initiative
Process optimization

Estimated annual CO2e savings (metric tonnes CO2e)
1.97

Scope
Scope 1

Voluntary/Mandatory
Voluntary

Annual monetary savings (unit currency – as specified in C0.4)
98169

Investment required (unit currency – as specified in C0.4)
0

Payback period
No payback

Estimated lifetime of the initiative
Please select

Comment

Initiative type
Low-carbon energy purchase

Description of initiative
Biomass

Estimated annual CO2e savings (metric tonnes CO2e)
1377.5

Scope
Scope 2 (market-based)

Voluntary/Mandatory
Voluntary

Annual monetary savings (unit currency – as specified in C0.4)
0

Investment required (unit currency – as specified in C0.4)
6045000
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Payback period
No payback

Estimated lifetime of the initiative
Please select

Comment

C4.3c

(C4.3c) What methods do you use to drive investment in emissions reduction activities?

Method Comment

Compliance with
regulatory
requirements/standards

環境委員会で検討の上、経営会議において投資を行うか判断する。その優先順位は規制要件 /基準の順
守を最優先とし、次に評価したリスク及び機会のうち重要度の高いもの、削減量が多く且つコストパ
フォーマンスが良いものの順に行っていく。

C4.5

(C4.5) Do you classify any of your existing goods and/or services as low-carbon products or do they enable a third party to
avoid GHG emissions?
No

C5. Emissions methodology

C5.1
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(C5.1) Provide your base year and base year emissions (Scopes 1 and 2).

Scope 1

Base year start
April 1 2017

Base year end
March 31 2018

Base year emissions (metric tons CO2e)
8488.07

Comment

Scope 2 (location-based)

Base year start
April 1 2017

Base year end
March 31 2018

Base year emissions (metric tons CO2e)
17793.22

Comment

Scope 2 (market-based)

Base year start
April 1 2017

Base year end
March 31 2018

Base year emissions (metric tons CO2e)
21825.13

Comment

C5.2

(C5.2) Select the name of the standard, protocol, or methodology you have used to collect activity data and calculate Scope
1 and Scope 2 emissions.
The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard (Revised Edition)

C6. Emissions data

C6.1
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(C6.1) What were your organization’s gross global Scope 1 emissions in metric tons CO2e?

Reporting year

Gross global Scope 1 emissions (metric tons CO2e)
8990.68

Start date
April 1 2018

End date
March 31 2019

Comment

C6.2

(C6.2) Describe your organization’s approach to reporting Scope 2 emissions.

Row 1

Scope 2, location-based
We are reporting a Scope 2, location-based figure

Scope 2, market-based
We are reporting a Scope 2, market-based figure

Comment

C6.3

(C6.3) What were your organization’s gross global Scope 2 emissions in metric tons CO2e?

Reporting year

Scope 2, location-based
18590.3

Scope 2, market-based (if applicable)
19650.19

Start date
April 1 2018

End date
March 31 2019

Comment

C6.4

(C6.4) Are there any sources (e.g. facilities, specific GHGs, activities, geographies, etc.) of Scope 1 and Scope 2 emissions
that are within your selected reporting boundary which are not included in your disclosure?
Yes

C6.4a
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(C6.4a) Provide details of the sources of Scope 1 and Scope 2 emissions that are within your selected reporting boundary
which are not included in your disclosure.

Source
フロン含有機器からの漏洩量

Relevance of Scope 1 emissions from this source
Emissions are not relevant

Relevance of location-based Scope 2 emissions from this source
No emissions excluded

Relevance of market-based Scope 2 emissions from this source (if applicable)
No emissions excluded

Explain why this source is excluded
今年度の排出量は 494.56t-CO2でありスコープ 1,2の合計の 1.79%となった。全体に対する影響は少ないと判断し除外して
いる。

C6.5

(C6.5) Account for your organization’s Scope 3 emissions, disclosing and explaining any exclusions.

Purchased goods and services

Evaluation status
Relevant, calculated

Metric tonnes CO2e
6377.61

Emissions calculation methodology
購入した中間製品、製品、原料、資材、試薬、実験動物の購入金額の 80％を網羅する取引先（主要取引先）が排出した
CO2排出量に取引先売上高の内の当社の取引額割合を乗じた値を算定し合計する。その値を 100％換算し、CO2排出量
を算定する。

Percentage of emissions calculated using data obtained from suppliers or value chain partners
100

Explanation

Capital goods

Evaluation status
Relevant, calculated

Metric tonnes CO2e
60423.33

Emissions calculation methodology
財務会計上の固定資産として扱われる資本財（設備の増強・維持投資）の価格に係数を乗じて算定する。  係数は環境
省公表の「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース（ ver.2.6）」
内の「〔 6〕資本財の価格当たり排出原単位 <事務局 >」の「No.06-0260：医薬品」の係数を利用。

Percentage of emissions calculated using data obtained from suppliers or value chain partners
100

Explanation
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Fuel-and-energy-related activities (not included in Scope 1 or 2)

Evaluation status
Relevant, calculated

Metric tonnes CO2e
1548.2

Emissions calculation methodology
電力使用量に係数を乗じて算出する。全事業所における燃料としての油は使用していない、あるいは極めて少量である

ので算定に含めない。ガスは係数がないため除外する。  電力の係数は環境省公表の「サプライチェーンを通じた組織
の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース（ ver.2.6）」内の「〔 7〕電気・熱使用量当たりの排出
原単位 <事務局 >」の「エネルギー種：電力」の係数を利用。

Percentage of emissions calculated using data obtained from suppliers or value chain partners
100

Explanation

Upstream transportation and distribution

Evaluation status
Relevant, calculated

Metric tonnes CO2e
105.51

Emissions calculation methodology
環境省公表の「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース

（ ver.2.6）」内の「〔 2〕温対法・報告・公表制度における【輸送】に関する排出係数  ①燃料法及び②燃費法」の「軽
油」の係数を利用。

Percentage of emissions calculated using data obtained from suppliers or value chain partners
100

Explanation

Waste generated in operations

Evaluation status
Relevant, calculated

Metric tonnes CO2e
266.75

Emissions calculation methodology
排出した産業及び事業系一般廃棄物の種類別の重量値（マニフェスト、計量票等記載値）に係数を乗じて算定する。

係数は環境省公表の「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース

（ ver.2.6）」内の「〔 9〕廃棄物種類別排出原単位 <事務局 >」の「廃棄物輸送段階含む」の係数を利用。

Percentage of emissions calculated using data obtained from suppliers or value chain partners
100

Explanation

Business travel

Evaluation status
Relevant, calculated

Metric tonnes CO2e
2340.43

Emissions calculation methodology
従業員の出張交通費支給額に係数を乗じて算定する。  係数は環境省公表の「サプライチェーンを通じた組織の温室効
果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース（ ver.2.6）」内の「〔 11〕交通費支給額当たり排出原単位 <事務
局 >」の係数を利用。

Percentage of emissions calculated using data obtained from suppliers or value chain partners
100

Explanation
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Employee commuting

Evaluation status
Relevant, calculated

Metric tonnes CO2e
377.66

Emissions calculation methodology
環境省公表の「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース

（ ver.2.6）」内の「〔 11〕交通費支給額当たり排出原単位 <事務局 >」の係数を利用。

Percentage of emissions calculated using data obtained from suppliers or value chain partners
100

Explanation

Upstream leased assets

Evaluation status
Relevant, calculated

Metric tonnes CO2e
3305.97

Emissions calculation methodology
当社がリースしている営業車で使用した燃料に係数を乗じて算定する。  係数は環境省公表の「サプライチェーンを通
じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース（ ver.2.6）」内の「〔 2〕温対法・報告・公表
制度における【輸送】に関する排出係数  ①燃料法」の「ガソリン」の係数を利用。

Percentage of emissions calculated using data obtained from suppliers or value chain partners
100

Explanation

Downstream transportation and distribution

Evaluation status
Relevant, calculated

Metric tonnes CO2e
5354.34

Emissions calculation methodology
主要医薬品卸全体のCO2排出量【 t-CO2】 ×当社売上高【億円】 ÷主要医薬品卸全体の売上高【億円】

Percentage of emissions calculated using data obtained from suppliers or value chain partners
100

Explanation

Processing of sold products

Evaluation status
Not relevant, explanation provided

Metric tonnes CO2e
<Not Applicable>

Emissions calculation methodology
<Not Applicable>

Percentage of emissions calculated using data obtained from suppliers or value chain partners
<Not Applicable>

Explanation
当社は完成品を販売しているため、販売した製品の加工は無い。
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Use of sold products

Evaluation status
Not relevant, explanation provided

Metric tonnes CO2e
<Not Applicable>

Emissions calculation methodology
<Not Applicable>

Percentage of emissions calculated using data obtained from suppliers or value chain partners
<Not Applicable>

Explanation
当社の販売した製品は医薬品であり、その特性上、製品の使用に伴って温室効果ガスが排出されることは無い。

End of life treatment of sold products

Evaluation status
Relevant, calculated

Metric tonnes CO2e
145.32

Emissions calculation methodology
当社製品の包装資材の種類別の重量値に係数を乗じて算定する。製品（錠剤やカプセル剤など）は使用者に全て服用さ

れ消費されるので、対象を包装資材のみとする。  係数は環境省公表の「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガ
ス排出等の算定のための排出原単位データベース（ ver.2.6）」内の「〔 9〕廃棄物種類別排出原単位 <事務局 >」の「廃
棄物輸送段階含む」の係数を利用。

Percentage of emissions calculated using data obtained from suppliers or value chain partners
100

Explanation

Downstream leased assets

Evaluation status
Relevant, calculated

Metric tonnes CO2e
302.5

Emissions calculation methodology
環境省公表の「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース

（ ver.2.6）」内の「〔 16〕建物用途別・単位面積当たりの排出原単位 <事務局 >」の「一般電気事業者：関西電力�」の
係数を利用。

Percentage of emissions calculated using data obtained from suppliers or value chain partners
100

Explanation

Franchises

Evaluation status
Not relevant, explanation provided

Metric tonnes CO2e
<Not Applicable>

Emissions calculation methodology
<Not Applicable>

Percentage of emissions calculated using data obtained from suppliers or value chain partners
<Not Applicable>

Explanation
当社はフランチャイズ店を運営していない。
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Investments

Evaluation status
Not relevant, explanation provided

Metric tonnes CO2e
<Not Applicable>

Emissions calculation methodology
<Not Applicable>

Percentage of emissions calculated using data obtained from suppliers or value chain partners
<Not Applicable>

Explanation
当社はスコープ 3排出量の総量に影響するような多量の温室効果ガス排出を伴う投資を行っていない。

Other (upstream)

Evaluation status

Metric tonnes CO2e
<Not Applicable>

Emissions calculation methodology
<Not Applicable>

Percentage of emissions calculated using data obtained from suppliers or value chain partners
<Not Applicable>

Explanation

Other (downstream)

Evaluation status

Metric tonnes CO2e
<Not Applicable>

Emissions calculation methodology
<Not Applicable>

Percentage of emissions calculated using data obtained from suppliers or value chain partners
<Not Applicable>

Explanation

C6.7

(C6.7) Are carbon dioxide emissions from biologically sequestered carbon relevant to your organization?
No

C6.10
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(C6.10) Describe your gross global combined Scope 1 and 2 emissions for the reporting year in metric tons CO2e per unit
currency total revenue and provide any additional intensity metrics that are appropriate to your business operations.

Intensity figure
9.92e-8

Metric numerator (Gross global combined Scope 1 and 2 emissions)
28640.87

Metric denominator
unit total revenue

Metric denominator: Unit total
288634000000

Scope 2 figure used
Market-based

% change from previous year
14.29

Direction of change
Decreased

Reason for change
冷凍機  を効率の高いヒートポンプ式の機器へ更新するなどの排出量削減策及びグリーン電力証書の利用により排出量
が 5.52%削減できたこと、また、売上が前年より 10.23％増加した事により、原単位として 14.29%減少となった。

Intensity figure
0.005176

Metric numerator (Gross global combined Scope 1 and 2 emissions)
28640.87

Metric denominator
unit of production

Metric denominator: Unit total
5532961

Scope 2 figure used
Market-based

% change from previous year
8.12

Direction of change
Decreased

Reason for change
冷凍機  を効率の高いヒートポンプ式の機器へ更新するなどの排出量削減策及びグリーン電力証書の利用により排出量
が 5.52%削減できたこと、また、生産箱数が前年より 2.83%増加したことにより、原単位として 8.12%減少となった。

C7. Emissions breakdowns

C7.1

(C7.1) Does your organization break down its Scope 1 emissions by greenhouse gas type?
No

CDP Page  of 5234



C7.2

(C7.2) Break down your total gross global Scope 1 emissions by country/region.

Country/Region Scope 1 emissions (metric tons CO2e)

Japan 8990.68

United States of America 0

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0

Taiwan, Greater China 0

Republic of Korea 0

C7.3

(C7.3) Indicate which gross global Scope 1 emissions breakdowns you are able to provide.
By facility

C7.3b

(C7.3b) Break down your total gross global Scope 1 emissions by business facility.

Facility Scope 1 emissions (metric tons CO2e) Latitude Longitude

水無瀬研究所 132.45 34.88413 135.661531

福井研究所 835.85 36.195293 136.135237

筑波研究所 687.79 36.16422 140.054523

フジヤマ工場 6755.21 35.264972 138.612003

城東工場 172.79 34.676657 135.555064

青森営業所 5.92 40.823202 140.74119

大宮営業所 10.32 35.905882 139.618699

水戸分室 3.95 36.378954 140.462299

関西北陸支店 0.35 34.688713 135.506232

八木ビル 4.35 34.680536 135.506173

山口工場 352.2 34.037909 131.316272

北海道営業所 9.21 43.057333 141.392891

山形営業所 6.61 38.24697 140.330809

川越営業所 0.68 35.908644 139.48034

新潟営業所 13 37.92129 139.050047

C7.5
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(C7.5) Break down your total gross global Scope 2 emissions by country/region.

Country/Region Scope 2, location-
based (metric tons
CO2e)

Scope 2, market-
based (metric tons
CO2e)

Purchased and consumed
electricity, heat, steam or
cooling (MWh)

Purchased and consumed low-carbon electricity, heat,
steam or cooling accounted in market-based approach
(MWh)

Japan 18473.39 19533.28 40834.35 2900

Taiwan, Greater China 13.4 13.4 21.89 0

Republic of Korea 6.07 6.07 11.23 0

United States of
America

35.66 35.66 78.1 0

United Kingdom of
Great Britain and
Northern Ireland

61.78 61.78 128.84 0

C7.6

(C7.6) Indicate which gross global Scope 2 emissions breakdowns you are able to provide.
By facility

C7.6b

(C7.6b) Break down your total gross global Scope 2 emissions by business facility.

Facility Scope 2 location-based emissions (metric tons CO2e) Scope 2, market-based emissions (metric tons CO2e)

水無瀬研究所 7516.9 7741.13

福井研究所 1976.7 2710.52

筑波研究所 1867.73 722.81

フジヤマ工場 2786.26 3133.22

城東工場 1026.74 1057.37

その他（本社及びその他営業
所）

2173.97 2386.3

台灣小野藥品工業 13.4 13.4

韓国小野薬品工業 6.07 6.07

ONO PHARMA USA 35.66 35.66

ONO PHARMA UK 61.78 61.78

山口工場 1125.09 1781.93

C7.9

(C7.9) How do your gross global emissions (Scope 1 and 2 combined) for the reporting year compare to those of the
previous reporting year?
Decreased

C7.9a
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(C7.9a) Identify the reasons for any change in your gross global emissions (Scope 1 and 2 combined) and for each of them
specify how your emissions compare to the previous year.

Change in
emissions
(metric
tons
CO2e)

Direction
of change

Emissions
value
(percentage)

Please explain calculation

Change in
renewable
energy
consumption

4.6 Decreased 0.02 2018年に太陽光発電設備を備えている東京ビルが竣工した事が寄与し、発電量は
増加した。  水無瀬研究所・本社・東京ビルの太陽光発電量に電気事業者別の排出
係数を乗じて排出変化量 4.60トンを算出。前回のスコープ 1とスコープ 2(マーケッ
ト )報告値 30313.20トンを除して変化率 0.02％を算出。

Other
emissions
reduction
activities

1777.32 Decreased 5.86 冷凍機を効率の高いヒートポンプ式の機器へ更新するなどの排出量削減策及び電
力排出係数の低い電気事業者への切り替え、グリーン電力証書の利用により、排
出量が減少した。  排出量削減活動による電力とガスの使用量の減少量に対応する
排出係数（マーケット）を乗じて 322.60トンを算出。電力排出係数の低い電気事
業者への切り替えは排出係数の差と該当する事業所の電気使用量を乗じて、排出
変化量 77.22トンを算出。  グリーン電力証書購入分については購入量と適用した事
業所の電気事業者の排出係数を乗じて 1377.50トンを算出。  これらを合計し排出変
化量 1777.32トンを算出。  前回のスコープ 1とスコープ 2(マーケット )報告値 30313.20
トンを除して変化率 5.86％を算出。

Divestment <Not
Applicable
>

Acquisitions <Not
Applicable
>

Mergers <Not
Applicable
>

Change in
output

2465.46 Increased 8.13 新しく稼働した山口工場及び既存の事業所における生産量や活動量の増加に伴い
排出量が増加した。  増加した電力及びガス使用量に対応する排出係数（マーケッ
ト）を乗じて排出変化量 2465.46トンを算出。  前回のスコープ 1とスコープ 2(マー
ケット )報告値 30313.20トンを除して変化率 8.13％を算出。

Change in
methodology

2026.89 Decreased 6.69 日本国内の各事業所において、各事業所にて契約している電力事業者の排出係数
が低下した分、排出量が削減された。  今回と前回の各電気事業者排出係数の差と
各事業所の電気使用量を乗じて、排出変化量 2026.89トンを算出。  前回のスコープ
1とスコープ 2(マーケット )報告値 30313.20トンを除して変化率 6.69％を算出。

Change in
boundary

<Not
Applicable
>

Change in
physical
operating
conditions

399.14 Decreased 1.31 日本国内において前年より冷夏及び暖冬であったため、排出量が削減された。  外
気温度の変化による電力及びガス使用量の減少に伴い、減少した電力及びガス使
用量に対応する排出係数（マーケット）を乗じて 399.14トンを算出。  前回のス
コープ 1とスコープ 2(マーケット )報告値 30313.20トンを除して変化率 1.31％を算出。

Unidentified <Not
Applicable
>

Other <Not
Applicable
>

C7.9b

(C7.9b) Are your emissions performance calculations in C7.9 and C7.9a based on a location-based Scope 2 emissions figure
or a market-based Scope 2 emissions figure?
Market-based

C8. Energy
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C8.1

(C8.1) What percentage of your total operational spend in the reporting year was on energy?
More than 0% but less than or equal to 5%

C8.2

(C8.2) Select which energy-related activities your organization has undertaken.

Indicate whether your organization undertakes this energy-related activity

Consumption of fuel (excluding feedstocks) Yes

Consumption of purchased or acquired electricity Yes

Consumption of purchased or acquired heat No

Consumption of purchased or acquired steam No

Consumption of purchased or acquired cooling No

Generation of electricity, heat, steam, or cooling Yes

C8.2a

(C8.2a) Report your organization’s energy consumption totals (excluding feedstocks) in MWh.

Heating value MWh from renewable
sources

MWh from non-renewable
sources

Total MWh

Consumption of fuel (excluding feedstock) HHV (higher heating
value)

0 49962.73 49962.73

Consumption of purchased or acquired electricity <Not Applicable> 2900 41006.65 43906.65

Consumption of purchased or acquired heat <Not Applicable> <Not Applicable> <Not Applicable> <Not
Applicable>

Consumption of purchased or acquired steam <Not Applicable> <Not Applicable> <Not Applicable> <Not
Applicable>

Consumption of purchased or acquired cooling <Not Applicable> <Not Applicable> <Not Applicable> <Not
Applicable>

Consumption of self-generated non-fuel renewable
energy

<Not Applicable> 64.97 <Not Applicable> 64.97

Total energy consumption <Not Applicable> 2964.97 90969.38 93934.35

C8.2b

(C8.2b) Select the applications of your organization’s consumption of fuel.

Indicate whether your organization undertakes this fuel application

Consumption of fuel for the generation of electricity Yes

Consumption of fuel for the generation of heat Yes

Consumption of fuel for the generation of steam Yes

Consumption of fuel for the generation of cooling No

Consumption of fuel for co-generation or tri-generation Yes
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C8.2c

(C8.2c) State how much fuel in MWh your organization has consumed (excluding feedstocks) by fuel type.

Fuels (excluding feedstocks)
Diesel

Heating value
HHV (higher heating value)

Total fuel MWh consumed by the organization
16.46

MWh fuel consumed for self-generation of electricity
15.95

MWh fuel consumed for self-generation of heat
0.51

MWh fuel consumed for self-generation of steam
0

MWh fuel consumed for self-generation of cooling
<Not Applicable>

MWh fuel consumed for self-cogeneration or self-trigeneration
0

Comment

Fuels (excluding feedstocks)
Liquefied Natural Gas (LNG)

Heating value
HHV (higher heating value)

Total fuel MWh consumed by the organization
4676.94

MWh fuel consumed for self-generation of electricity
0

MWh fuel consumed for self-generation of heat
0

MWh fuel consumed for self-generation of steam
4676.94

MWh fuel consumed for self-generation of cooling
<Not Applicable>

MWh fuel consumed for self-cogeneration or self-trigeneration
0

Comment

Fuels (excluding feedstocks)
Petrol

Heating value
HHV (higher heating value)

Total fuel MWh consumed by the organization
45.95

MWh fuel consumed for self-generation of electricity
0
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MWh fuel consumed for self-generation of heat
45.95

MWh fuel consumed for self-generation of steam
0

MWh fuel consumed for self-generation of cooling
<Not Applicable>

MWh fuel consumed for self-cogeneration or self-trigeneration
0

Comment

Fuels (excluding feedstocks)
Town Gas

Heating value
HHV (higher heating value)

Total fuel MWh consumed by the organization
45178.77

MWh fuel consumed for self-generation of electricity
0

MWh fuel consumed for self-generation of heat
534.78

MWh fuel consumed for self-generation of steam
19264.58

MWh fuel consumed for self-generation of cooling
<Not Applicable>

MWh fuel consumed for self-cogeneration or self-trigeneration
25379.41

Comment

Fuels (excluding feedstocks)
Kerosene

Heating value
HHV (higher heating value)

Total fuel MWh consumed by the organization
43.99

MWh fuel consumed for self-generation of electricity
43.99

MWh fuel consumed for self-generation of heat
0

MWh fuel consumed for self-generation of steam
0

MWh fuel consumed for self-generation of cooling
<Not Applicable>

MWh fuel consumed for self-cogeneration or self-trigeneration
0

Comment

Fuels (excluding feedstocks)
Liquefied Petroleum Gas (LPG)

Heating value
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HHV (higher heating value)

Total fuel MWh consumed by the organization
0.62

MWh fuel consumed for self-generation of electricity
0

MWh fuel consumed for self-generation of heat
0.62

MWh fuel consumed for self-generation of steam
0

MWh fuel consumed for self-generation of cooling
<Not Applicable>

MWh fuel consumed for self-cogeneration or self-trigeneration
0

Comment

C8.2d

(C8.2d) List the average emission factors of the fuels reported in C8.2c.

Diesel

Emission factor
0.06857

Unit
metric tons CO2e per GJ

Emission factor source
経済産業省・環境省令第三号特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令。

Comment

Kerosene

Emission factor
0.06783

Unit
metric tons CO2e per GJ

Emission factor source
経済産業省・環境省令第三号特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令。

Comment

Liquefied Natural Gas (LNG)

Emission factor
0.0495

Unit
metric tons CO2e per GJ

Emission factor source
経済産業省・環境省令第三号特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令。

Comment

CDP Page  of 5241



Liquefied Petroleum Gas (LPG)

Emission factor
0.05903

Unit
metric tons CO2e per GJ

Emission factor source
経済産業省・環境省令第三号特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令。

Comment

Petrol

Emission factor
0.0671

Unit
metric tons CO2e per GJ

Emission factor source
経済産業省・環境省令第三号特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令。

Comment

Town Gas

Emission factor
0.04987

Unit
metric tons CO2e per GJ

Emission factor source
経済産業省・環境省令第三号特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令。

Comment

C8.2e

(C8.2e) Provide details on the electricity, heat, steam, and cooling your organization has generated and consumed in the
reporting year.

Total Gross
generation (MWh)

Generation that is consumed by the
organization (MWh)

Gross generation from
renewable sources (MWh)

Generation from renewable sources that is
consumed by the organization (MWh)

Electricity 8921.12 8921.12 64.97 64.97

Heat 346.3 346.3 0 0

Steam 23941.52 23941.52 0 0

Cooling 0 0 0 0

C8.2f
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(C8.2f) Provide details on the electricity, heat, steam and/or cooling amounts that were accounted for at a low-carbon
emission factor in the market-based Scope 2 figure reported in C6.3.

Basis for applying a low-carbon emission factor
Other, please specify (グリーン電力証書 )

Low-carbon technology type
Biomass (including biogas)

Region of consumption of low-carbon electricity, heat, steam or cooling
Asia Pacific

MWh consumed associated with low-carbon electricity, heat, steam or cooling
2900

Emission factor (in units of metric tons CO2e per MWh)
0

Comment

C9. Additional metrics

C9.1

(C9.1) Provide any additional climate-related metrics relevant to your business.

C10. Verification

C10.1

(C10.1) Indicate the verification/assurance status that applies to your reported emissions.

Verification/assurance status

Scope 1 Third-party verification or assurance process in place

Scope 2 (location-based or market-based) Third-party verification or assurance process in place

Scope 3 Third-party verification or assurance process in place

C10.1a

(C10.1a) Provide further details of the verification/assurance undertaken for your Scope 1 and/or Scope 2 emissions and
attach the relevant statements.

Scope
Scope 1

Verification or assurance cycle in place
Annual process

Status in the current reporting year
Underway but not complete for reporting year-previous statement of process attached

Type of verification or assurance
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Limited assurance

Attach the statement
第三者保証 csr2018.pdf

Page/ section reference
１ページ

Relevant standard
ISAE3000

Proportion of reported emissions verified (%)
100

Scope
Scope 1

Verification or assurance cycle in place
Annual process

Status in the current reporting year
Underway but not complete for reporting year-previous statement of process attached

Type of verification or assurance
Limited assurance

Attach the statement
第三者保証 csr2018.pdf

Page/ section reference
1ページ

Relevant standard
ISAE 3410

Proportion of reported emissions verified (%)
100

Scope
Scope 2 location-based

Verification or assurance cycle in place
Annual process

Status in the current reporting year
Underway but not complete for reporting year-previous statement of process attached

Type of verification or assurance
Limited assurance

Attach the statement
第三者保証 csr2018.pdf

Page/ section reference
1ページ

Relevant standard
ISAE3000

Proportion of reported emissions verified (%)
100

Scope
Scope 2 location-based

Verification or assurance cycle in place
Annual process

Status in the current reporting year
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Underway but not complete for reporting year-previous statement of process attached

Type of verification or assurance
Limited assurance

Attach the statement
第三者保証 csr2018.pdf

Page/ section reference
1ページ

Relevant standard
ISAE 3410

Proportion of reported emissions verified (%)
100

C10.1b

(C10.1b) Provide further details of the verification/assurance undertaken for your Scope 3 emissions and attach the relevant
statements.

Scope
Scope 3- all relevant categories

Verification or assurance cycle in place
Annual process

Status in the current reporting year
Underway but not complete for reporting year – previous statement of process attached

Attach the statement
第三者保証 csr2018.pdf

Page/section reference
1ページ

Relevant standard
ISAE3000

C10.2

(C10.2) Do you verify any climate-related information reported in your CDP disclosure other than the emissions figures
reported in C6.1, C6.3, and C6.5?
No, but we are actively considering verifying within the next two years

C11. Carbon pricing

C11.1

(C11.1) Are any of your operations or activities regulated by a carbon pricing system (i.e. ETS, Cap & Trade or Carbon Tax)?
Yes

C11.1a
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(C11.1a) Select the carbon pricing regulation(s) which impacts your operations.
Japan carbon tax

C11.1c

(C11.1c) Complete the following table for each of the tax systems in which you participate.

Japan carbon tax

Period start date
April 1 2018

Period end date
March 31 2019

% of emissions covered by tax
33.12

Total cost of tax paid
6633559.49

Comment

C11.1d

(C11.1d) What is your strategy for complying with the systems in which you participate or anticipate participating?

 炭素税が課税される化石燃料使用量削減のための戦略として  、ボイラーを高効率タイプへ更新、より課税額の低い燃料
への転換、工程の効率化による燃料使用量削減などを推進している。また、バイオマス燃料の導入を検討している。報告

年度に実施した対策の事例として、水無瀬研究所にて実験動物飼育ケージ洗浄方法の効率化を実施し、都市ガスの使用量

を年間約 900m3削減した。

C11.2

(C11.2) Has your organization originated or purchased any project-based carbon credits within the reporting period?
Yes

C11.2a
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(C11.2a) Provide details of the project-based carbon credits originated or purchased by your organization in the reporting
period.

Credit origination or credit purchase
Credit purchase

Project type
Biomass energy

Project identification
バイオマス発電のクレジットを購入した。昨年度使用分は、兵庫パルプ工業での発電によるものである。

Verified to which standard
Please select

Number of credits (metric tonnes CO2e)
1377.5

Number of credits (metric tonnes CO2e): Risk adjusted volume
1377.5

Credits cancelled
No

Purpose, e.g. compliance
Voluntary Offsetting

C11.3

(C11.3) Does your organization use an internal price on carbon?
Yes

C11.3a
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(C11.3a) Provide details of how your organization uses an internal price on carbon.

Objective for implementing an internal carbon price
Drive low-carbon investment

GHG Scope
Scope 1
Scope 2

Application
(①前年度CO2排出量 × ②前年度比削減目標% × ③1トン減らすのに必要な経費 ) 上記式で計算された費用を社内単年度
carbon budgetとし、CSR推進室と環境委員会が中心となり、低炭素投資等へ活用する。  なお、本計算の際、①の前年度
CO2排出量からグリーン電力証書など、単年にしか影響がない削減分はないものとする。

Actual price(s) used (Currency /metric ton)
8079

Variance of price(s) used
昨年度の carbon budget は 8,466,792 円であった。  実績は、グリーン電力証書購入 :5,000,000円  設備投資 :4,556,000円  であ
り、 carbon budgetを上回る低炭素投資を行った  。設備投資の考え方は、一般的な機器と省エネ性の高いトップランナー
機器の費用の差額とする。

Type of internal carbon price
Internal fee

Impact & implication
空調管理に必要なチラーなどの更新に伴う設備投資や太陽光発電設備の導入など、次期以降の carbon budget減少に繋が
る長期的な取り組みを導入しやすくなる狙いがある。また、削減目標に基づいたまとまった費用を会社から得ることが

できるため、目標達成に向けた着実かつ大胆な取り組みを実施できる。会社としても、排出量を減らせば減らすほど

carbon budgetが減るため、会社全体で、より積極的にCO2排出抑制に取り組むようになる。

C12. Engagement

C12.1

(C12.1) Do you engage with your value chain on climate-related issues?
Yes, our suppliers

C12.1a
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(C12.1a) Provide details of your climate-related supplier engagement strategy.

Type of engagement
Information collection (understanding supplier behavior)

Details of engagement
Collect climate change and carbon information at least annually from suppliers

% of suppliers by number
12

% total procurement spend (direct and indirect)
86

% Scope 3 emissions as reported in C6.5
7.92

Rationale for the coverage of your engagement
当社は取引先へのエンゲージメント方法を 2段階に設定して実施している。 1段階目では各社の公開情報をもとに取引先
の気候変動への対応状況を把握する。 2段階目ではEcoVadis の評価を実施し、取引先に対して是正措置を提案する機会
を設けている。取引額の 80%程度を対象とすることで主取引先はカバーでき、当社の取引の大半に対してエンゲージメ
ントを実施できると考えている。

Impact of engagement, including measures of success
当社の事業は医薬品の製造のみであり、気候変動に影響を及ぼす製品を販売していない。また、医薬品製造業は気候変

動への影響が比較的小さいセクターであることから、スコープ 3を削減することは当社にとって気候変動リスク低減の
ための非常に重要な手段である。EcoVadisを介したエンゲージメントにより具体的な是正措置を提案することで、取引
先のCO2使用量削減を実施しやすくなる。  是正措置をかけたサプライヤーのEcoVadisスコアを成功の尺度としており、
スコアの改善を追跡する。

Comment

C12.3

(C12.3) Do you engage in activities that could either directly or indirectly influence public policy on climate-related issues
through any of the following?
Direct engagement with policy makers
Trade associations

C12.3a

(C12.3a) On what issues have you been engaging directly with policy makers?

Focus of
legislation

Corporate
position

Details of engagement Proposed legislative
solution

Mandatory
carbon
reporting

Support 当社から排出されるスコープ 1及びスコープ 2の 99%以上は日本国内からであるため、
当社は日本の規制に対して協働している。具体的には「地球温暖化対策の推進に関
する法律（温対法）」や「エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ
法）」といった日本の事業者を対象に、温室効果ガス排出量やエネルギー使用量の
削減及びその排出量・使用量の報告を求める法律に関して、この法律や政策担当者
を支持し、削減活動の実施や適切な報告を行っている。

温室効果ガス排
出量の削減やエ
ネルギー使用量
の削減に関する
法規制ついて例
外なく支持して
いる。

C12.3b

(C12.3b) Are you on the board of any trade associations or do you provide funding beyond membership?
Yes
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C12.3c

(C12.3c) Enter the details of those trade associations that are likely to take a position on climate change legislation.

Trade association
日本製薬工業協会

Is your position on climate change consistent with theirs?
Consistent

Please explain the trade association’s position
新薬メーカー 72社が所属していて、政府や他の経済団体に働き掛けたりする位置づけにある。  気候変動については国
の政策に準じて取り組みを推進している。  また、製薬業界に共通する諸問題の解決や医薬品に対する理念を深めるた
めの活動、国際的な連携など多面的な事業を展開している。また、特に政策協定と提言活動の強化、国際化への対応、

広報体制の強化を通じて、製薬産業の健全な発展に取り組んでいる。

How have you influenced, or are you attempting to influence their position?
日本製薬工業協会内のメンバーとして当社の考えを挙げ、業界団体を通じて間接的に行政へ政策提言を行っている。

C12.3f

(C12.3f) What processes do you have in place to ensure that all of your direct and indirect activities that influence policy are
consistent with your overall climate change strategy?

 経済産業省や環境省が行っているセミナーや日本製薬工業協会が行っている技術交流会等で最新の情報を入手し、その
内容について変更があった際には、報告書を作成し環境委員会メンバーに回覧するとともに重要な項目は環境委員会の議

題として挙げ、当社の気候変動戦略と一致しているか確認している。

C12.4
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(C12.4) Have you published information about your organization’s response to climate change and GHG emissions
performance for this reporting year in places other than in your CDP response? If so, please attach the publication(s).

Publication
In voluntary sustainability report

Status
Underway – previous year attached

Attach the document
コーポレートレポート 2018all.pdf
CSR報告書 2018　 all.pdf

Page/Section reference
ガバナンス：CSR報告書（ 31ページ）、コーポレートレポート（ 47ページ）  戦略：CSR報告書（ 30ページ）、コーポ
レートレポート（ 47、 48ページ）  リスク：CSR報告書（ 32、 37ページ）  排出量数値：CSR報告書（ 30、 31、 33、 35、
36、 42ページ）、コーポレートレポート（ 48ページ）  排出量目標：CSR報告書（ 30ページ）、コーポレートレポート
（ 48ページ）

Content elements
Governance
Strategy
Risks & opportunities
Emissions figures
Emission targets

Comment
環境ビジョンや新たな温室効果ガス削減目標を設定しており、 2018年度のレポートと戦略や目標が大きく変更になって
います。

C14. Signoff

C-FI

(C-FI) Use this field to provide any additional information or context that you feel is relevant to your organization's response.
Please note that this field is optional and is not scored.

C14.1

(C14.1) Provide details for the person that has signed off (approved) your CDP climate change response.

Job title Corresponding job category

Row 1 取締役専務執行役員／業務本部長 Director on board

Submit your response

In which language are you submitting your response?
Japanese

Please confirm how your response should be handled by CDP

Public or Non-Public Submission I am submitting to

I am submitting my response Public Investors
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Please confirm below
I have read and accept the applicable Terms
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	(C12.3c) Enter the details of those trade associations that are likely to take a position on climate change legislation.
	Trade association
	Is your position on climate change consistent with theirs?
	Please explain the trade association’s position
	How have you influenced, or are you attempting to influence their position?
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	(C12.3f) What processes do you have in place to ensure that all of your direct and indirect activities that influence policy are consistent with your overall climate change strategy?

	C12.4
	(C12.4) Have you published information about your organization’s response to climate change and GHG emissions performance for this reporting year in places other than in your CDP response? If so, please attach the publication(s).
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