
ライフスタイル創造の進化Section 2

32

全社方針│環境経営

写真：リエネ松前風力発電所
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Section 2 全社方針 ｜ 環境経営 MESSAGE

環境ビジネスを強みに脱炭素を実現し、
選ばれ続けるデベロッパーに

　快適で豊かなまちづくりを本業とする私たちは、事

業活動において従来より環境配慮に取り組んできま

した。2014年には再生可能エネルギー事業に参入

し、「ReENE（リエネ）」というブランド名で日本全国

に事業地を展開。デベロッパーとして培ってきた開

発力を活かし、現在では全国67カ所、定格容量（発

電能力）は合計1,197メガワット※1に達しました。こ

れは原子力発電所1基分以上、一般家庭に換算する

と約41万世帯の電力量に相当し、業界トップレベル

の発電能力といえます。政策提言などを行う業界団体

「REASP」※2、地域共生をめざす「FOURE」※3の設

立運営は、環境先進企業として業界を牽引する私た

ちの使命と考えています。   P.51参照

　この事業の長所は、環境貢献とともに安定的に収益

を生む点にあり、今後有力になる洋上風力の開発も視

野に入れ、積極的な投資を継続し、事業の柱のひとつ

に育てていきます。

　また、2019年に東急不動産は不動産業で初めて

東急不動産ホールディングス株式会社 取締役執行役員

東急不動産株式会社 代表取締役社長

岡田 正志

RE100に加盟し、昨年度には目標達成年を2050年か

ら2025年へと大幅に前倒すことを発表しました。大き

な決断でしたが、「ReENE」の発電能力は、すでに自

社の消費電力を上回る容量を有しており、クリーンな

エネルギーを自前で生み出せるこの事業の強みなど

を活かして、RE100の早期達成をめざします。

　2021年4月からは、当社運営ビル17棟※4で、使用す

るすべての電力を再エネに切り替えています。環境性

能の高い建物は、脱炭素やSDGsを重視する企業や利

用者から選ばれる優位性につながります。建物の機能

や安心安全などに加えて、これからは環境性能が付加

価値になると考えています。

　気候変動はビジネスにおいても喫緊の課題であ

り、長期経営方針のなかで今後もスピード感をもって

取り組みます。再エネ事業の拡大と、自然と共生した

まちづくりを推進し、脱炭素社会の実現に取り組む

デベロッパーとして、選ばれ続ける価値を創造してい

きます。

マネジメントメッセージ

※1. 2021年6月現在。開発中含む持分換算前　※2. 2019年12月に発足した一般社団法人 再生可能エネルギー長期安定電源推進協会（REASP：Renewable Energy Association for Sustainable Power supply）

※3. 2021年6月に発足した一般社団法人 再生可能エネルギー地域活性協会（FOURE：The Association for Reciprocal Revitalization of Renewable energy and Region）　※4. 2021年7月現在
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方針と取り組み

サステナブルな環境の実現をめざす全社方針

気候変動・資源循環・生物多様性など、地球環境をめぐるさまざまな問題は年々

深刻化しています。課題解決の重要性が高まるなか、私たちは、事業において環境

貢献度で企業が選ばれる時代と認識しています。

長期ビジョン「GROUP VISION 2030」においては、価値創造への取り組みテー

マであるマテリアリティに「サステナブルな環境をつくる」を掲げ、環境経営を全社

方針のひとつに位置づけました。

グループ一丸となった環境マネジメント体制をしっかり機能させながら、TCFDの提

言に基づいた気候変動への取り組みや、サプライチェーンを通じた環境負荷低減を

推進し、定量目標の達成をめざす一方で、地球規模の環境課題をビジネスチャンス

と捉え、業界をリードする先進的な事業の創出にチャレンジします。

環境マネジメント体制

◉  代表取締役社長直轄の「サステナビリティ委員会」を設置し、各環境課題に

ついてグループ横断的なマネジメントを実施

◉  CO2排出量、廃棄物の排出量、水使用量その他、環境負荷低減に関する目

標値を設定し、KPIで進捗状況を確認

管轄・責任部門    関連各社各部　　 KPI目標    P.20参照

環境経営で注力する2つのテーマ

環境への取り組みを真の企業価値とするため、2つのテーマを掲げています。環境ビ

ジョンに基づき、脱炭素社会・循環型社会の実現と環境に寄与するライフスタイル創

造に取り組みます。

ライフスタイル

環境に寄与する
快適な街と暮らしの創造

 

脱炭素社会・循環型社会

すべての事業を通じた
環境負荷低減

（クリーンエネルギー普及など）

環境ビジョン （1998年基本理念策定 2015年改定）

環境理念　私たちは、都市と自然、人と未来をつなぐ価値を創造します。

環境方針　私たちは、事業を通して環境と経済の調和に取り組みます。

 環境行動　私たちは、3つの視点で5つの課題に取り組みます。

3つの視点
◉ 目標を開示して実行します。
◉ 先進的な取り組みに挑戦します。
◉ 社会の皆さまと協働して取り組みます。

5つの環境課題
◉ 気候変動　◉ 生物多様性　◉ 汚染と資源
◉ 水使用　　◉ サプライチェーン　　
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気候変動に関する目標

再生可能エネルギー事業の拡大など、事業活動を通じて脱炭素社会の実現に貢献し

ます。

◉  2025年には、自社（スコープ1・2）において、グループの強みである再生可能エネ

ルギー事業におけるCO2削減量が、グループ全体のCO2排出量を上回るカーボン

マイナスをめざします。また、東急不動産においては、RE100の早期達成を図ります。

◉  自社およびサプライチェーン（スコープ1・2・3）において、科学的根拠に基づく削

減目標である「Science Based Targets（SBT）」の「1.5℃目標」を2030年まで

に実現し、2050年にはネットゼロエミッション達成をめざします。

その他の主な取り組み　 サステナビリティサイトへ 

◉  再生可能エネルギー事業「ReENE」の事業拡大・推進

◉  社内炭素税を導入し、各事業部門のCO2削減量を金額換算して見える化

◉  ZEHおよびZEB※1やDBJ Green Building認証※2の取得など、 

環境不動産の開発推進

◉  グリーンボンドおよびサステナビリティボンド発行による資金調達

◉  お客さまとともに取り組む森林保全活動や生物多様性の啓発活動 

「緑をつなぐプロジェクト」の推進　 緑をつなぐプロジェクトサイトへ 

◉  建物建設における型枠木材への認証材使用

◉  廃棄物の削減

◉  水の適正な利用

◉  サステナブル調達を推進し、サプライチェーン全体で環境負荷を低減

2025

自社

カーボンマイナス
自社のCO2排出量＜再エネ創出などによる削減貢献量

RE100の達成（東急不動産）

2030
自社＋サプライチェーン

SBT 1.5°C 目標の実現 
CO2削減 46.2% 

2050
自社＋サプライチェーン

ネットゼロエミッション 
CO2排出ネットゼロ

東急コミュニティー技術研修センターNOTIA（「Nearly ZEB」取得） 「東京ポートシティ竹芝」での田植え（生物多様性の取り組み）

※1. net Zero Energy House / net Zero Energy Building。年間の一次エネルギー消費量がネットゼロまたはマイナスとなる建築物　※2. 環境・社会への配慮がなされた不動産に関する認証制度

https://tokyu-fudosan-hd-csr.disclosure.site/ja/themes/30
https://tokyu-midori.com


36

Section 2 全社方針 ｜ 環境経営

気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）への取り組み

● TCFD提言への賛同 ● シナリオ分析

  気候変動は、当社グループの事業活動にとってリスクであると同時に、新たな

事業機会でもあると考えています。また、気候関連財務情報開示の重要性を

鑑み、当社は2019年3月にTCFD提言※1に賛同し、TCFDの取り組みについ

て議論する国内組織である「TCFDコンソーシアム」にも参加しています。

TCFDの提言を活用し、「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」の

枠組みで各施策を推進しています。  サステナビリティサイトへ 

気候変動に対応した環境経営を一層推進することを目的として、2020年度に

シナリオを拡大して再検証を行いました。2030年と2050年をターゲットイ

ヤーとして想定し、「1.5℃」「3℃」「4℃」の3つのシナリオで、事業範囲を「都

市事業」「リゾート事業」「住宅事業」「再生可能エネルギー事業」に拡げ、リ

スクと機会について影響分析を実施しています。

3種の気候変動シナリオで、各事業への影響を分析

想定される 
環境変化

1.5℃シナリオ（パリ協定の実現）
政策強化・法令等規制が厳格化

3℃シナリオ（各国がNDC※2を遵守）
1.5℃と4℃の中間的なシナリオ

4℃シナリオ（削減策が破綻）
自然災害が激甚化

移行リスク
（一部抜粋）

2030年 2050年 2030年 2050年

炭素税の導入・上昇 炭素税の導入・上昇

ZEB化による競争優位性 
ZEB化対応コストの増大

ZEB化による競争優位性 
ZEB化対応コストの増大

再エネ事業の拡大 再エネ事業の拡大

物理的リスク
（一部抜粋）

2030年 2050年 2030年 2050年 2030年 2050年

BCP対応による競争優位性
自然災害による施設の損害

BCP対応による競争優位性
自然災害による施設の損害

BCP対応による競争優位性
風水災による施設の損害

既存アセットによる新規事業
気温上昇による減収・コスト増

既存アセットによる新規事業
気温上昇による減収・コスト増

立地による競争優位性
気温上昇による減収・コスト増

  財務影響プラス　   財務影響マイナス

※1. 気候変動の財務影響を企業が把握し開示することを求めて、G20金融安定理事会が設立した「気候関連財務情報開示タスクフォース（Task Force on Climate-related Financial Disclosures）」　

※2. 国が決定する貢献。ここではパリ協定を受けた国別削減目標をさす

https://tokyu-fudosan-hd-csr.disclosure.site/ja/themes/25
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