
スコアレポート解説

スコアレポート解説ウェビナー

２０２2年１２月１６日

※本イベントは録画されており、後日CDPウェブサイトにて公開予定です。
※本イベントの無断録画・録音・掲載は禁止しております。

※質問は「Q＆A」機能より随時受け付けております。



スコアレポートの閲覧方法

上記リンクからログインし、貴社ダッシュボードの一番下「マイファイル」からご覧いただけます。

https://www.cdp.net/ja/users/sign_in
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情報開示
（D、D-）

• 現状の把握

認識
（C、C-）

• 環境リスクが自社
にどのような影響
をもたらすか

マネジメント
（B、B-）

• 環境リスクやその
影響をどのように
管理しているか

リーダーシップ
（A、A-）

• 環境リスクをどのように
解決できるか

※無回答企業のスコアはF

CDPの評価



気候変動スコアレポート：概要
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CDPでは企業の売上等の財務情報に基づき業種分類を決定
しています。その分類のうち中分類にあたるのがアクティ
ビティグループです。どのセクター別質問に該当するかは、
業種分類のうち小分類にあたるアクティビティの情報に基
づき決定します。業種分類とセクター別質問の詳細はこち
ら。

気候変動・水セキュリティ・フォレストそれ
ぞれ１つのスコアレポートが作成されます。

CDPスコアレポートは、当該年度に得たスコ
アについて理解し、より高いスコアを得るた
めにどのカテゴリーに注目すべきなのかを示
す資料です。

ベンチマークや同業他社との比較によって環
境スチュワードシップを高め、気候ガバナン
スを改善することが可能になります。投資家
は本レポートの情報を活用しています。

更なるフィードバックをご希望の際は、CDP
ジャパンまでお問合せください。

地域

国名

セクター

アクティビティ・グループ

企業名

貴社のCDPスコア スコア平均

セクター平均 地域平均 グローバル平均

https://www.cdp.net/en/companies-discloser/how-to-disclose-as-a-company/faqs-for-companies
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セクター質問書のスコアリング

気候変動、水セキュリティ、森林減少といった環境問題の影響が大きいセクターに該当
する企業にはセクター別の質問が設定されており、セクター別のスコアリング基準、カ
テゴリーウェイト（重みづけ）が設定されています。

どのセクター別質問に該当するかは、企業がどのセクター（CDPのセクター分類に基づ
く）に属しているかによって決まります。

気候変動 水セキュリティ フォレスト

• 農産物
• 食料・飲料・タバコ
• 製紙および林業
• 石炭
• 電気事業
• 石油・ガス
• セメント
• 化学品

• 金属および鉱業
• 鉄鋼
• 輸送機器製造（OEMs）
• 輸送サービス
• 不動産
• 建設
• 資本財
• 金融サービス

• 食料・飲料・タバコ
• 電力
• 石油・ガス
• 化学
• 金属・鉱業

• 石炭
• 金属・鉱業
• 製紙・林業

※フォレスト質問書は、
セクター別のスコアリン
グは実施していない



貴社名

地域

セクター

気候変動スコアレポート：アクティビティ・グループ内の
比較
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貴社のCDPスコアを良く理解するために

各種スコア平均との比較の説
明

リーダーシップレベル（A, A-
）
マネジメントレベル（B, B-）
認識レベル（C, C-）
情報開示レベル（D, D-）

同じアクティビティ
グループでAを獲得した
企業名

貴社はアクティビティ・グルー
プ内でマネジメントレベルを獲
得した４2％のうちの１社です。

アクティビティ・グループ内で各レベルを獲得した割
合

アクティビティ・グループ内の
比較アクティビティ・グループ
名
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CDPの回答評価 – 各レベルのスコア閾値

A

A-

B

B-

C

C-

D

D-

【例】
情報開示＝82% 認識＝65%
マネジメント＝30% リーダーシップ＝20%の場合、
最終スコアはC

スコアリングイントロダクション
https://cdn.cdp.net/cdp-
production/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/233/original/Scoring-
Introduction.pdf?1639144388

70-100%

1-44%

45-79%

1-44%

気候変動
水

セキュリティ フォレスト

45-79%

認識

マネジメント

情報開示

リーダーシッ
プ

65-100%

1-69% 1-64%

1-44%

45-74%

https://cdn.cdp.net/cdp-production/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/233/original/Scoring-Introduction.pdf?1639144388


気候変動スコアレポート：カテゴリー毎のスコア
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貴社のカテゴリー毎のスコア

CDPスコアがC以下の場合、マネジメン
トレベル及びリーダーシップレベルの
評価は行われていません（左図太線）。
詳細はCDPスコアリング・イントロダ
クションをご参照ください。

https://cdn.cdp.net/cdp-production/cms/guidance_docs/pdfs/000/000/233/original/Scoring-Introduction.pdf?1639144388


気候変動スコアレポート：カテゴリー毎の比較
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カテゴリー毎のアクティビティ・グループ平均との比較

上段：アクティビティ・グループ平均
下段：貴社のスコア

上記グラフはカテゴリー毎のスコアを示して
います。（※スコア平均を算出するために十
分な質問数がない、または、マネジメントレ
ベル・リーダーシップレベルの評価が行われ
ていないカテゴリーは含まれません）。

カテゴリーは、質問をトピック毎のグループ
にまとめたものです。２０２2年質問書モ
ジュールのサブ・グループであり、全てのセ
クターに共通しています。セクター毎の環境
スチュワードシップに応じて、カテゴリース
コアの算出には重みづけが適用されています。
各セクターの加重方法（ウェイティング）に
関してはこちらをご参照ください。日本語の
各資料・ウェビナーはこちらからご覧いただ
けます。

https://www.cdp.net/en/guidance/guidance-for-companies
https://japan.cdp.net/disclosure/companies-discloser


気候変動：Generalセクターの場合
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https://cdn.cdp.net/cdp-production/cms/guidance_docs/pdfs/000/002/503/original/CDP-Climate-
Change-Categories-Weightings.pdf?1615802273

https://cdn.cdp.net/cdp-production/cms/guidance_docs/pdfs/000/002/503/original/CDP-Climate-Change-Categories-Weightings.pdf?1615802273


フィードバックコールのご案内

 CDＰでは、スコアレポートをもとにカテゴリー毎のフィードバックを行うサービス
（フィードバックコール）を提供しています。

貴社の回答を、公開されているスコアリング基準に照らして短期的、中長期的な改善点の
指摘を行います。

費用： 1テーマ

 60分 ： 20万円（＋税）

 30分 ： 10万円（＋税）

お申込み〆切：３月末（※申込み多数の場合は早く締切る場合もあります）

貴社の１年の開示サイクルにわたってサポートを行うCDPレポーターサービスもあります。

*2023年度のサポートはすでに締め切り、2024年度サイクルにおける案内の準備が整いまし
たらご案内のリストに追加させていただきますので、

ご希望の方はreporterservices.japan@cdp.net までご連絡ください。

mailto:reporterservices.japan@cdp.net


2023年 スケジュール

 2022年結果報告 : 2023年Q1

 2023年版質問書、ガイダンス公開 : 2023年Q1

 2023年度回答事務費用 ： Admin fee FAQ

 2023年 ORSオープン : 2023年春

https://www.cdp.net/en/info/admin-fee-faq


CDPが提供している主な資料（リンク集）
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よくあるご質問（FAQ）<英語版><日本語版>

回答ダッシュボード使用方法（アカウントの作成など）

オンライン回答システム使用方法

スコアリングイントロダクション

気候変動・水セキュリティ・フォレスト質問書

各質問書に関するガイダンス資料・スコアリング基準

各質問書に関するウェビナー（動画・資料）

各質問書の前年からの変更点

公開されている他社回答へのアクセス

日本語版気候変動・水セキュリティ・フォレスト報告書

 CDPジャパンが開催するセミナー情報（過去の録画・資料含む）

https://www.cdp.net/en/companies-discloser/how-to-disclose-as-a-company/faqs-for-companies
https://cdn.cdp.net/cdp-production/comfy/cms/files/files/000/005/988/original/2022FAQs.pdf
https://japan.cdp.net/disclosure-support
https://japan.cdp.net/disclosure-support
https://japan.cdp.net/disclosure/companies-discloser
https://japan.cdp.net/disclosure/companies-discloser
https://japan.cdp.net/disclosure/companies-discloser
https://japan.cdp.net/disclosure-support
https://japan.cdp.net/disclosure/companies-discloser
https://www.cdp.net/en/responses?utf8=%E2%9C%93&queries%5Bname%5D=
https://japan.cdp.net/
https://japan.cdp.net/events


CDP Worldwide-Japan
Address:東京都千代田区大手町2-2-1新大手町ビル3階

www.cdp.net/ja/japan（日本語サイト）

お問い合わせ：japan@cdp.net


