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サステナビリティレポート

第三者検証報告書
ダイキンでは、報告内容に対する信頼性の確保のために、温室効果ガス排出量と⽔使⽤量、排⽔量、廃棄物
排出量、化学物質排出量について、ビューローベリタスジャパン株式会社による第三者検証を受けていま
す。

検証の対象
2020年度の事業活動に伴う環境負荷データ

ダイキン⼯業の⽣産事業所4拠点、国内⽣産⼦会社8社、海外⽣産⼦会社44社の事業活動に伴う、スコー
プ1およびスコープ2温室効果ガス排出量、⽔使⽤量、排⽔量、廃棄物排出量、化学物質排出量
GHG Protocol Corporate Value Chain（Scope3） Accounting and Reporting Standardにもとづい
て算定されたスコープ3排出量のうち、カテゴリー1（調達）、11（製品の使⽤）、12（製品の廃棄）の
排出量

レビューの対象
販売した製品による温室効果ガス排出抑制貢献量

新興国におけるインバータエアコン（2020年度販売分）の使⽤に伴うCO2排出抑制貢献量
⽇本、欧州、北⽶、中国で2020年度に販売したエアコンの使⽤に伴うCO2排出抑制貢献量
全世界で2020年度に販売したエアコンの低温暖化冷媒R32への切り替えによる温室効果ガス排出抑制貢
献量

温室効果ガス排出データの算定⽅法  (P562)
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独⽴保証報告書

サステナビリティレポート - 560 -



サステナビリティレポート - 561 -



第三者検証報告書

温室効果ガス排出データの算定⽅法
温室効果ガス排出データは、以下のとおり算定しています。

(1) 事業所内の燃料の使⽤(エネルギー起源CO2) スコープ1

算定範囲はダイキン⼯業株式会社の⽣産事業所4拠点と国内⽣産⼦会社8社、海外⽣産⼦会社46社。
ただし、連結⼦会社化されたばかりの拠点、設⽴直後等の理由でデータ収集体制が整備されていないサ
イト、または排出量が極めて⼩さいサイトは算定していない場合もある。また、データ⼊⼿困難な⼀部
のサイトでは、過去の実績等に基づく推計計算を実施。
単位発熱量、CO2排出係数：「環境活動評価プログラム・エコアクション21(環境庁・1998年)」、うち
⽇本の都市ガスは地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく係数を使⽤。

(2) 事業所内の製造プロセスにおけるHFCとPFCの排出 スコープ1

算定範囲はダイキン⼯業株式会社の⽣産事業所4拠点と国内⽣産⼦会社8社、海外⽣産⼦会社46社。
HFCおよびPFC排出量の推計は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」で定める⼿法に基づき、物質
収⽀または排出係数を設定し、算定している。
HFCおよびPFCの地球温暖化係数：IPCC4次レポートの値。

(3) 事業所内の製造プロセスにおける⾮エネルギー起源CO2、CH4、N2O、SF6、NF3の排出
スコープ1

算定範囲はダイキン⼯業株式会社の⽣産事業所4拠点。
算定⽅法は「地球温暖化対策の推進に関する法律」で定める排出係数に基づき算定している。
地球温暖化係数：IPCC4次レポートの値。

(4) 事業所内の電⼒、熱の使⽤(エネルギー起源CO2) スコープ2

算定範囲はダイキン⼯業株式会社の⽣産事業所4拠点と国内⽣産⼦会社8社、海外⽣産⼦会社46社。
CO2排出係数については以下のとおり。
購⼊電⼒：【⽇本】0.384kg-CO2/kWh

「環境活動評価プログラム・エコアクション21(環境庁・1998年)」
【海外】電⼒配給業者から提供された係数

「各国における発電部⾨CO2排出原単位の推計調査報告書(⽇本電機⼯業会)」 
「CO2 Emissions from fuel combustion 2015 edition(IEA)」

購⼊熱：0.068kg-CO2/MJ 
「環境活動評価プログラム・エコアクション21(環境庁・1998年)」 
⿅島事業所については、0.05kg-CO2/MJ(事業所による調査値)
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(5) 購⼊した製品・サービス(エネルギー起源CO2) スコープ3

算定範囲は⽇本、中国、タイ、マレーシア、インド、ベルギー、チェコ、オランダ、フランス、イタリ
ア、ドイツ、トルコ、アメリカで⽣産する空調、給湯機、油圧機器、フィルタ、フッ素化学製品向けに
購⼊した部品、材料。
算定⽅法はそれぞれの購⼊量×CO2排出係数。
CO2排出係数は、「CFPプログラム 基本データベースver.1.01(国内データ)/産業環境管理協会」およ
び「Inventory Database for Environment Analysis/産業技術総合研究所、産業環境管理協会」を使
⽤。
化学物質については、使⽤量ベースで多いもの約80%を選択し、100%値を推定計算。

(6) 販売された製品の使⽤に伴うCO2排出量(エネルギー起源) スコープ3

算定範囲は、グローバルで販売された家庭⽤エアコン、ビル・店舗・オフィス⽤エアコン、⼯場⽤エア
コン、セントラル空調機器、暖房・給湯機器。
算定⽅法は、年間エネルギー消費量×製品寿命×電⼒CO2排出係数（またはガス※CO2排出係数）×販売
台数。
※燃焼暖房機器の燃料として使⽤するガス
算定⽅法の各データについては以下のとおり。
年間エネルギー消費量：カタログ値、規格値、または実使⽤条件を想定し算定した値。
製品寿命：家庭⽤機器は10年、その他は13年。
電⼒CO2排出係数：「IEA Emissions Factors」のレポート値。

(7) 販売された製品の使⽤に伴うCO2排出量(フロン類) スコープ3

算定範囲は、(6)に同じ。
算定⽅法は、冷媒充填量×年間漏えい率×製品寿命×地球温暖化係数×販売台数。
算定⽅法の各データについては以下のとおり。
冷媒充填量：カタログ値。
年間漏えい率：「冷凍空調機器に関する使⽤時排出係数等の⾒直しについて（経済産業省製造産業局・

平成21年3⽉17⽇）」に記載の値。
製品寿命：家庭⽤機器は10年、その他は13年。
地球温暖化係数：IPCC評価報告書のレポート値。

(8) 販売された製品の廃棄に伴うCO2排出量 スコープ3

算定範囲は、(6)に同じ。
算定⽅法は、冷媒放出による影響については、冷媒充填量×地球温暖化係数×(1-回収率)。廃製品の輸
送、解体等に伴う排出量については、1台当たりの排出量に販売台数を乗じて算定。
算定⽅法の各データについては以下のとおり。
冷媒充填量：カタログ値。
地球温暖化係数：IPCC評価報告書のレポート値。
回収率：保守的に0%とした。



■MSCIリーダーズ指数に選定 ■MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数に
選定

■MSCI⽇本株⼥性活躍指数（WIN）に選定

MSCI指数へのダイキン⼯業株式会社の組み⼊れ、および本
項におけるMSCIのロゴ、商標、サービスマークまたは指数
名称の使⽤は、MSCIまたは関連会社によるダイキン⼯業株
式会社への後援、推奨、広告宣伝ではありません。MSCI指
数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名
称およびロゴは、MSCIまたはその関連会社の商標もしくは
サービスマークです。

■FTSE Blossom Japan Indexに選定

FTSE Russell（FTSE International Limited と Frank
Russell Companyの登録商標）はここにダイキン⼯業
（株）が第三者調査の結果、FTSE Blossom Japan Index組
み⼊れの要件を満たし、本インデックスの構成銘柄となった
ことを証します。  
FTSE Blossom Japan Indexはグローバルなインデックスプ
ロバイダーであるFTSE Russellが作成し、環境、社会、ガバ
ナンス（ESG）について優れた対応を⾏っている⽇本企業の
パフォーマンスを測定するために設計されたものです。
FTSE Blossom Japan Indexはサステナブル投資のファンド
や他の⾦融商品の作成・評価に広く利⽤されます。

サステナビリティレポート

社会からの評価

CSR全般

ダイキン⼯業

MSCI ESG Research website （英語サイト）

FTSE Russell website （英語サイト）

(https://www.msci.com/esg-investing)

(https://www.ftserussell.com/products/
indices/blossom-japan)
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■⽇本経済新聞社の「⽇経SDGs経営調査」で4つ
星（総合偏差値60以上65未満）に認定

■環境省が選定する「ESGファイナンス・アワー
ド・ジャパン」の環境サステナブル企業部⾨にお
いて「銀賞」を受賞

■⽇本IR協議会が選定する「IR優良企業⼤賞」を
受賞

■ＳＯＭＰＯサステナビリティ・インデックスに選
定

■S&P Global社 の『The Sustainability
Yearbook 2021』において「Sustainability
Yearbook Member」に認定

ダイキンヨーロッパ社
■UNITAR（国連訓練調査研究所）の「SDGsパイ

オニア」認定を取得

サステナビリティレポート - 565 -



■2020年度省エネ⼤賞を受賞

『省エネ診断を起点に実現した既築テナントビ
ルの普及型ZEB』が、省エネ事例部⾨「省エネ
ルギーセンター会⻑賞」を受賞
『省エネで快適な空調環境を提供するプロダク
ト アズ ア サービス事業』が、製品・ビジネス
モデル部⾨「省エネルギーセンター会⻑賞」を
受賞
『⽼⼈福祉施設における運⽤改善による省エネ
実践』が、省エネ事例部⾨（⼩集団活動分野）
「省エネルギーセンター会⻑賞」を受賞
『エネルギー回収装置付き追加換気機器
（VAH250HS）』が、製品・ビジネスモデル部
⾨「省エネルギーセンター会⻑賞」を受賞

■CDPによる気候変動および⽔資源の管理に関する
調査においてA－（マイナス）企業に認定

■経済産業省と特許庁が実施している「知財功労
賞」において、R32エアコンに関する知的財産の
オープン＆クローズ戦略が評価され「経済産業⼤
⾂表彰」を受賞

環境に関する評価

ダイキン⼯業
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■知財活動が評価され、クラリベイト社が選出する
「Clarivate Top 100グローバル・イノベーター
2021」を受賞。同アワードにおいて7年連続8回
⽬

■ダイキン⼯業が出資する株式会社point 0 が運営
するコワーキングスペース「point 0
marunouchi」がオフィス空間の評価システム
WELL認証のゴールドランクを取得

■東南アジア向け冷房専⽤カセットエアコン、ポー
タブルエアコン『Carrime』ほか3製品が2020
年度「グッドデザイン賞」を受賞

■『うるさらX』が、特に優れた新製品・サービス
が表彰される「2020年⽇経優秀製品・サービス
賞」を受賞

新価値創造に関する評価

ダイキン⼯業

顧客満⾜に関する評価

ダイキン⼯業
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■多様で柔軟な働き⽅を評価する⽇本経済新聞社の
「第4回⽇経スマートワーク経営調査」で「⽇経
スマートワーク⼤賞２０２１ イノベーション⼒
部⾨賞」を受賞、最⾼評価の5つ星に認定

■「なでしこ銘柄」に7年連続8回⽬の選定

■CSR企業ランキング 15位
（東洋経済新報社）

■ROESGランキング 10位
（⽇本経済新聞社・QUICK ESG研究所）

■Best Japan Brands 2021 26位
（インターブランド社）

■⽇経ESGブランド指数ランキング 46位
（⽇経BP社）

⼈材に関する評価

ダイキン⼯業

新聞社・雑誌社などのランキング

ダイキン⼯業
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