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最終報告書の要約
2015年に、金融安定理事会により設立された気候関連財務情報開示タスクフォースが、最
終報告書を発行した。最終報告書で目的としているのは、投資家、アセットオーナー、資産運
用会社、債権者、保険会社が、重要な気候関連リスクを理解する上で有益な、一貫性のある
気候関連財務情報開示を行うことである。

提言では、財務報告の枠内で、市場主導のインダストリーを中心とした取組を奨励し、ガバ
ナンス、戦略、リスク管理、指標と目標を取り上げている。提言は、すべての組織で適用可能
となっている。

提言された情報開示では、気候関連のリスク（物理的リスクおよび移行リスク等）および機
会（資源の効率的利用等）、キャッシュフロー、資産および負債、当期純利益ならびにその他
の指標に関連する財務的影響を重視している。

提言が効果的に実行されると、定量的な財務情報が増え、特に、気候関連リスクによる実際
および潜在的な財務的影響についての指標を報告することで、透明性が高まるはずである。
また、財務諸表項目も直接的な影響を受けると考えられる。

タスクフォースによって描かれた情報開示に関するガバナンスのプロセスは、既存の公表財
務情報開示に対して使用されているものと同様のものになると考え、最高財務責任者や監
査委員会のレビューを受けるものであると考えている。

方針の背景：気候変動による財務的影響
2017年6月29日、気候関連財務情報開示タスクフォースが、最終報告書を発行した。最終報告書は
任意の提言をまとめたものであり、G20の付託に対応し、現時点の資本市場における情報開示の要
求事項に適合している。最終報告書に先んじて、2016年12月にタスクフォースの提言に対するコン
サルテーションが公表されたが、最終報告書の内容はコンサルテーションとほぼ同じである。最終報
告書は一つの簡潔な目標を掲げており、それは、投資家、債権者、アセット・オーナーおよび保険会
社が、重要な気候関連リスクを理解できるように有益な、明確で一貫性のある気候関連財務情報開
示が行われることである。そして、このような情報が、気候関連のリスクおよび機会の価格決定の向
上につながる。

気候変動の脅威に対して地球規模での対応を強化するために200近くの政府が採択した、2015年
12月のパリ協定のすぐ後に、G20の要請を受けて、金融安定理事会は、マイケル・ブルームバーグが
率いるインダストリー主導のタスクフォースを設置した。
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タスクフォースは、気候変動関連リスクを、組織が現在直面している最も重大で、おそらく最も誤解されているリスクの一つで
あると考えている。パリ協定は、経済が低炭素経済へ移行する際に、短・中・長期的な影響や混乱を与えることになるだろう。こ
の移行リスクは、グローバルな金融システムの安定性および回復力（レジリエンス）に関心のある政治家にとっては重要であ
る。エネルギー使用量の急激な変化による経済影響および炭素集約度の高い資産の再評価が効果的に管理されるには、グ
ローバルな金融市場は、十分な情報に基づいた投資、貸出、保険付与の決定を裏付ける一貫したより良い情報を必要として
いる。

情報開示に対する責任
最終報告書の主な提言は、気候関連財務情報開示が、国内の情報開示の要求事項に則って、証券市場の規制当局に提出さ
れる一般的な（つまり、公表される）財務報告（年次財務諸表および関連する開示書類）に含まれるべきであるということであ
る。G20の国や地域の多くでは、すでに重要なリスクおよび不確実性の説明を求めており、これらには重要な気候関連リスクも
含まれる。

最終報告書は、財務報告に含まれるほとんどの情報が重要性評価の対象になることを認識している。しかし、気候関連リスク
は、ほぼ全ての業界に影響を及ぼす分散不可型のリスクであるため、多くの投資家は、このリスク固有の側面には特定な対応
が必要であると考えている。結果として、最終報告書では、組織のガバナンスおよびリスク管理プロセスと手続きは常に開示す
べきであるが、戦略および指標と目標についての開示は、通常の重要性評価の対象とすべきであると提言している。

最終報告書の提言が実行されると、定量的な財務情報が増え、特に、気候関連リスクによる実際および潜在的な財務的影響
についての情報の報告になる可能性が高い。さらに、財務諸表項目（営業キャッシュフロー、資産評価、当期純利益、自己資本
比率）に直接影響を及ぼす可能性がある。結果として、（タスクフォースは、）気候関連の財務情報もその他の財務情報の内部
統制と類似した内部統制の対象とすべきで、「ガバナンスのプロセスは、既存の財務報告に対するものと同様のものとし、かつ
必要に応じて最高財務責任者や監査委員会のレビューを受けるもの」と考える。

見解
タスクフォースは、早急に規制を変えようとしているわけではない。それよりも、「ソフト・パワー」によって、財務報告の
枠内で、市場主導のインダストリーを中心とした取組を推奨している。このため、タスクフォースが、信頼性のある、検
証可能で、客観的なデータを生成する適切なシステムが必ずあるように、最高財務責任者や監査委員会の関わりを求
めていることは当然である。

提言とガイダンス
最終報告書の提言は、４つのテーマを中心に組み立てられている。これらのテーマは全ての組織の経営において共通の最も
重要な要素である。

・ガバナンス︰気候関連のリスクおよび機会に関する組織のガバナンス
・戦略︰気候関連のリスクおよび機会の情報が重要になる場合、組織のビジネス、戦略、財務計画上の気候関連のリスクおよ

び機会の実際のおよび潜在的影響
・リスク管理︰組織が気候関連リスクを識別し、評価し、管理する方法
・指標と目標︰気候関連のリスクおよび機会の情報が重要になる場合、当該リスクおよび機会を評価し、管理するのに使用す

る指標と目標

最終報告書には、提言および提言された情報開示に対応した、効果的な気候関連財務情報開示を行うことを支援するための
ガイダンスが含まれている。また、金融・非金融セクター向けの補助ガイダンスがあり、各セクター特有の重要な事項に焦点を
当てている。

主たる利用者
タスクフォースは、金融安定理事会の要請を受けて、気候関連財務情報開示が対象とする利用者に「投資家、債権者、保険会
社（「主たる利用者」）」以外も含めるべきかを慎重に検討した。最終報告書は、主たる利用者が、「自らが下した決定に基づき
財務リスクを負い、利益を受ける」ため、「適切な対象」であるとした。さらに「信用格付機関、株式アナリスト、証券取引所、投
資コンサルタント、議決権行使助言会社などその他多くの組織」は与信およびインベストメントチェーンを通して気候関連財
務情報を利用するものの、当該組織が依拠し、利用する情報の種類は主たる利用者と同種のものであると述べた。

見解
タスクフォースの主たる利用者のグループは、証券市場の規制当局、財務報告基準設定主体、気候情報開示基準審議
会（Climate Disclosure Standards Board）、国際統合報告評議会（International Integrated Reporting Council）、米
国サステナビリティ会計基準審議会（Sustainability Accounting Standards Board）などの関連組織の対象とほぼ一
致する。これは、証券市場の規制当局に提出する一般的な財務報告に気候関連財務情報を含めるというタスクフォー
スの要望にも一致する。しかし、保険会社を主たる利用者のグループに含めるということは、証券市場の監督とプルー
デンシャル規制との間の境界線を不明確にしているように思われる。
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提言とガイダンス
最終報告書の提言は、４つのテーマを中心に組み立てられている。これらのテーマは全ての組織の経営において共通の最も
重要な要素である。

・ガバナンス︰気候関連のリスクおよび機会に関する組織のガバナンス
・戦略︰気候関連のリスクおよび機会の情報が重要になる場合、組織のビジネス、戦略、財務計画上の気候関連のリスクおよ

び機会の実際のおよび潜在的影響
・リスク管理︰組織が気候関連リスクを識別し、評価し、管理する方法
・指標と目標︰気候関連のリスクおよび機会の情報が重要になる場合、当該リスクおよび機会を評価し、管理するのに使用す

る指標と目標

最終報告書には、提言および提言された情報開示に対応した、効果的な気候関連財務情報開示を行うことを支援するための
ガイダンスが含まれている。また、金融・非金融セクター向けの補助ガイダンスがあり、各セクター特有の重要な事項に焦点を
当てている。

主たる利用者
タスクフォースは、金融安定理事会の要請を受けて、気候関連財務情報開示が対象とする利用者に「投資家、債権者、保険会
社（「主たる利用者」）」以外も含めるべきかを慎重に検討した。最終報告書は、主たる利用者が、「自らが下した決定に基づき
財務リスクを負い、利益を受ける」ため、「適切な対象」であるとした。さらに「信用格付機関、株式アナリスト、証券取引所、投
資コンサルタント、議決権行使助言会社などその他多くの組織」は与信およびインベストメントチェーンを通して気候関連財
務情報を利用するものの、当該組織が依拠し、利用する情報の種類は主たる利用者と同種のものであると述べた。

見解
タスクフォースの主たる利用者のグループは、証券市場の規制当局、財務報告基準設定主体、気候情報開示基準審議
会（Climate Disclosure Standards Board）、国際統合報告評議会（International Integrated Reporting Council）、米
国サステナビリティ会計基準審議会（Sustainability Accounting Standards Board）などの関連組織の対象とほぼ一
致する。これは、証券市場の規制当局に提出する一般的な財務報告に気候関連財務情報を含めるというタスクフォー
スの要望にも一致する。しかし、保険会社を主たる利用者のグループに含めるということは、証券市場の監督とプルー
デンシャル規制との間の境界線を不明確にしているように思われる。
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気候関連のリスク、機会、財務的影響
最終報告書では、整合性を高め、その結果、気候関連財務情報開示の一貫性を高めた、共通のフレームワークを提供するため
に、いくつかの気候関連の情報開示フレームワークを利用している。フレームワークでは、これらの情報開示を気候関連のリス
クおよび機会に分類し、必要に応じてさらに細分化している。

財務的影響
最終報告書の主たる目的は、組織における「気候関連のリスクおよび機会による財務的影響のより良い情報開示」を達成する
ことである。投資家、債権者、保険会社は、「損益計算書、キャッシュフロー計算書、貸借対照表に反映されるように、気候関連
のリスクおよび機会がどのように組織の将来の財務状態に対して影響を及ぼす可能性があるかを理解する必要がある」。最
終報告書では、財務的影響がどのように前述のリスクおよび機会に関連しているかを明示している。

急性

気候変動

リスク

物理的リスク

移行リスク

資源の効率的利用

エネルギー源

製品／サービス

市場

レジリエンス（回復力）

機会

慢性

政策／法規制

技術

市場

評判

より少ないエネルギー、
水などの利用で生産性を高める

再生可能資源の利用による操業コストの
削減と回復力（レジリエンス）の向上

市場における競争優位性

新規事業と業務提携

供給、資源、エネルギーの安全性の向上

（例）暴風の激甚化といった短
期の異常気象

（例）平均気温の上昇といった
長期の気候変動によるリ
スク



05

IFRS in Focus

提言される開示
以下は、基本的な提言および提言される開示である。

物理的
リスク

急性

戦略的計画／リスク管理

 

機会

移行
リスク

慢性

政策／法規制

技術

市場

評判

収益

費用

リスク

財務的影響

損益
計算書

貸借
対照表

キャッシュ
フロー
計算書

資源の効率的利用

エネルギー源

製品／サービス

回復力（レジリエンス）

資産と負債

資本と資金関連

市場

機会

出所：気候関連財務情報開示タスクフォースの最終報告書

出所：気候関連財務情報開示タスクフォースの最終報告書

気候関連のリスクおよび
機会に関する組織の
ガバナンスを開示する

a）気候関連のリスクおよび機会につい
ての取締役の監督体制を説明する

b）気候関連のリスクおよび機会を評
価し、管理する際の経営者の役割を
説明する

ガバナンス

組織の事業、戦略、財務計画におけ
る気候関連のリスクおよび機会に関
する情報が重要である場合、その実
際および潜在的な影響を開示する

戦略

組織がどのように気候関連リスク
を特定、評価、管理するかを開示
する

リスク管理

気候関連のリスクおよび機会に関
する情報が重要である場合、それ
を評価し管理するために利用する
指標と目標を開示する

指標と目標

提言される開示内容

a）組織が短・中・長期にわたり特定する
気候関連のリスクおよび機会を説明
する

b）組織の事業、戦略、財務計画上の気
候関連のリスクおよび機会の影響
を説明する

c）組織の戦略上の回復力（レジリエン
ス）について、気候関連の様々なシナ
リオ（2℃あるいはそれ以下のシナリ
オなど）を考慮に入れて説明する

提言される開示内容

a）気候関連リスクを特定および評価す
る組織のプロセスを説明する

b）気候関連リスクを管理する組織の
プロセスを説明する

c）気候関連リスクを特定、評価、管理
するプロセスがどのように組織の全
社リスク管理に統合されるかを説
明する

提言される開示内容

a）組織の戦略およびリスク管理プロセ
スに沿って気候関連のリスクおよび
機会を評価するために組織が利用
する指標を開示する

b）スコープ1、スコープ2、適切な場合
はスコープ3の温室効果ガス（GHG）
排出量および関連するリスクを開示
する

c）気候関連のリスクおよび機会を管理
するために組織が利用する目標お
よび目標に対する実績を説明する

提言される開示内容
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2016年12月以降の変更点
2016年12月のコンサルテーションの結果、タスクフォースは、作成者が最終報告書の提言を効果的に採用するのを支援する
ために、提言とそれに付随する資料（補助ガイダンスと技術的補足資料）を変更し、明確にした。これには以下が含まれる。

・炭素集約度の高い企業へのエクスポージャー︰報告されたGHGデータの正確性や完全性、そして指標の適用が限られてい
ることに関する懸念に対応するため、最終報告書は、「投資関連GHG排出量指標」を「加重平均炭素原単位指標」に置き換え
た。この新しい指標は、炭素集約度の高い企業への組織のエクスポージャーを測ることを目的としている。

・報酬︰気候関連リスクが重要である場合、最終報告書では、関連するパフォーマンス指標が組織の報酬の方針に織り込まれ
ているかどうか、またどのように織り込まれているかについて説明することを考慮することを提言している。

・データの利用可能性と品質︰最終報告書では、指標の過剰へ対応するために、非財務情報の指標の表を簡素化し、使用さ
れる用語の一貫性が確保されるようにし、各指標、気候関連のリスクおよび機会、潜在的な財務的影響の間の関係性を明確
にした。

・シナリオ分析︰最終報告書では、組織は、その戦略が気候関連のリスクおよび機会に対してどれだけ回復力（レジリエンス）
を有しているかを記載すべきことが明確になった。また、その際に、2℃以下シナリオ等、様々な気候関連シナリオを考慮に入
れるべきである。

開示原則
情報開示のフレームワーク全体は、気候関連の財務報告における「現在および将来の発展」を導くことを目的とした効果的な
情報開示のための７つの原則に基づいている。これらの原則により、タスクフォースは、組織が「利用者が組織に関する気候変
動の影響について理解するための透明性の高い、高品質な情報開示をできるようになる」ことを目指している。これらの原則
は、規制上の共通の要求事項および代替的なパフォーマンス指標の使用に関する国や地域の証券市場の規制当局による最
近の声明の両方あるいはいずれかと一致している。情報開示はいずれも以下のようにあるべきである。

・関連する情報を開示する。

・具体的かつ完全な情報を開示する。

・明確に、バランスよく、わかりやすく開示する。

・経年で一貫性を持って開示する。

・同じセクター、業界、ポートフォリオに属する企業間では比較可能な開示を行う。

・信頼性があり、検証可能で、かつ客観的な開示を行う。

・適時に開示を行う。

見解
共通の指標を使用することによって、業界、あるいはセクターを超えて比較可能性が高まる。また、挙げられた懸念に
対応して、タスクフォースが行った変更は、作成者により受け入れられ、採用されるようになるべきである。
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見解
タスクフォースの提言は、全ての組織で利用可能である。しかし一方で、上場企業に焦点を当てていることも読み取れ
る。気候関連のリスクおよび機会ならびに上場企業が毎期行う財務報告の内容に関連する財務的影響に関して明確
に、バランスよく、わかりやすく説明する責任を、情報開示と明確に関連付けることで、タスクフォースは、最高財務責任
者および監査委員会が、これらの情報開示に対して最終的な責任を負うものであると述べている。
最終報告書の提言の成功は、G20とその加盟国が継続的なリーダーシップを取ることだけでなく、金融および非金融
セクターの組織が短期間で幅広く当該原則を採用するかどうかにかかっている。

＊ 本資料はDeloitteのIFRS Global Officeが作成し、有限責任監査法人トーマツが翻訳したものです。
　この日本語版は、読者のご理解の参考までに作成したものであり、原文については英語版ニュースレターをご参照ください。
　英語版ニュースレター： https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2017/tcfd-final-report

デロイト サステナビリティサービスは、気候リスクの管理と報告に関して、個々のニーズに合った幅広いソリューションを提
供します。
デロイトの専門家には、戦略、経済、分析および技術スキルがあり、顧客に多岐にわたるサービスを提供しています。

問い合わせ先

達脇　恵子
パートナー
デロイト サステナビリティ　日本統括責任者
有限責任監査法人トーマツ　ESG・統合報告アドバイザリーユニット長
デロイト トーマツ サステナビリティ株式会社　代表取締役社長
keiko.tatsuwaki@tohmatsu.co.jp

庵原　一水
パートナー
パブリックセクター
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社　執行役員
iihara@tohmatsu.co.jp

ESG・統合報告アドバイザリーサービス
www.deloitte.com/jp/esg-ir
サステナビリティサービス
www.deloitte.com/jp/sustainability

デロイト トーマツのWEBサイトにて、貴社取締役会のニーズに関連する情報をご参照ください。
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最終報告書の要約
2015年に、金融安定理事会により設立された気候関連財務情報開示タスクフォースが、最
終報告書を発行した。最終報告書で目的としているのは、投資家、アセットオーナー、資産運
用会社、債権者、保険会社が、重要な気候関連リスクを理解する上で有益な、一貫性のある
気候関連財務情報開示を行うことである。

提言では、財務報告の枠内で、市場主導のインダストリーを中心とした取組を奨励し、ガバ
ナンス、戦略、リスク管理、指標と目標を取り上げている。提言は、すべての組織で適用可能
となっている。

提言された情報開示では、気候関連のリスク（物理的リスクおよび移行リスク等）および機
会（資源の効率的利用等）、キャッシュフロー、資産および負債、当期純利益ならびにその他
の指標に関連する財務的影響を重視している。

提言が効果的に実行されると、定量的な財務情報が増え、特に、気候関連リスクによる実際
および潜在的な財務的影響についての指標を報告することで、透明性が高まるはずである。
また、財務諸表項目も直接的な影響を受けると考えられる。

タスクフォースによって描かれた情報開示に関するガバナンスのプロセスは、既存の公表財
務情報開示に対して使用されているものと同様のものになると考え、最高財務責任者や監
査委員会のレビューを受けるものであると考えている。

方針の背景：気候変動による財務的影響
2017年6月29日、気候関連財務情報開示タスクフォースが、最終報告書を発行した。最終報告書は
任意の提言をまとめたものであり、G20の付託に対応し、現時点の資本市場における情報開示の要
求事項に適合している。最終報告書に先んじて、2016年12月にタスクフォースの提言に対するコン
サルテーションが公表されたが、最終報告書の内容はコンサルテーションとほぼ同じである。最終報
告書は一つの簡潔な目標を掲げており、それは、投資家、債権者、アセット・オーナーおよび保険会
社が、重要な気候関連リスクを理解できるように有益な、明確で一貫性のある気候関連財務情報開
示が行われることである。そして、このような情報が、気候関連のリスクおよび機会の価格決定の向
上につながる。

気候変動の脅威に対して地球規模での対応を強化するために200近くの政府が採択した、2015年
12月のパリ協定のすぐ後に、G20の要請を受けて、金融安定理事会は、マイケル・ブルームバーグが
率いるインダストリー主導のタスクフォースを設置した。
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