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EUタクソノミーの日本企業への影響～ケースから探る
How EU Taxonomy might affect Japanese 
corporations? ～Search from cases
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EUタクソノミーの日本企業への影響

本日の内容(Today’s Agenda)

１ EU Taxonomyによる開示要請（Required disclosure by EU Taxonomy)

２ 欧州海運、空運企業の事例(Cases of shipping, airlines’ disclosures)

３ 日本企業にとって(How Japanese corporates react?) 

(ご参考) 脱炭素化社会に向けた、日本海事協会の取り組み

(Class NK initiatives and supports toward net zero)
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EUにおける開示
（Ｄｉｓｃｌｏｓｕｒｅ in accordance with EU Ｔａｘｏｎｏｍｙ rule）

• 2022年1月大企業は、売上、資本的支出(Capex)、業務費（Opex）について
タクソノミーの対象(eligible )となる割合を2021年度会計年度分から開示。

• 2023年1月以降、非金融系の大企業は2022年会計年度分からその企業活
動内容がどの程度タクソノミーに合致しているか（ aligned ）を開示。大規模
金融企業は、2024年１月以降、合致しているか（ aligned ）を開示。

• From January 2022, Large companies are required to disclose the percentage 
of sales, capital expenditures (Capex), and operating expenses (Opex) that are 
taxonomy-eligible for fiscal year 2021.

• From January 2023, large non-financial corporations are required to disclose the 
extent to which their activities are aligned with the taxonomy starting with fiscal 
year 2022. Large financial firms will be required to disclose both taxonomy 
eligibility and alignment from January 2024 covering 2023 as the first reporting 
period.
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Eligibility Whether an activity is covered by the EU Taxonomy
Alignment Whether an activity fulfils EU Taxonomy criteria: Technical Screening  

Criteria, Do No Significant Harm and Minimum Social Safeguards



VOLKSWAGEN Annual Report 2021
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さらに明確な市場基準が現れることに期待
Overall we expect to see clearer market standards 
emerging in the coming reporting cycles.”
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“precise information and templates on how to report on 
Taxonomy remain vague, leading to uncertainty in the 
market. Two significant issues remain: the scope of 
activities covered as well as the definition of an exact 
measure for Capex and Opex, which leaves much up to 
interpretation for the reporting company. Overall we 
expect to see clearer market standards emerging in the 
coming reporting cycles.”

“One cautionary remark about eligibility: On its face, it is 
not possible to infer any information about taxonomy 
alignment. From January 2023, companies in scope will 
have to report on their taxonomy alignment. Many 
companies with a high eligibility (a high share of 
activities covered in the Taxonomy), will report 
significantly lower alignment of activities that actually 
meet all requirements.”

Nordea 5th March 2022
https://www.nordea.com/en/news/a-first-look-at-companies-eu-taxonomy-reporting

A first look at companies’ EU Taxonomy reporting
Sample of 306 public companies in Nordea ESG Research’s coverage universe



欧州で上場している海運会社(Listed shipping company in Europe)
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Company(社名） Mkt
（上場市場）

Mkt cap
(USD m)

Sector, Taxonomydescription
on Annual Report(FY2021)

AP Moller Maersk DC 37,614 Y(Yes,described)

Euronav BB 4,298 Crude tanker, N(No description)

BW LPG NO 1,213 LPG carriers, N

With Wilhelmsen  ASA NO 1,117 Car Carriers, Y(described, no numbers)

Hapaq-LLoyd AG GY 30,421 Containerships, Y

MPC Container Ships AG NO 713 Containerships, N

Hunter Group NO 123 Crude Tankers, N

Okeanis Eco Tankers NO 610 Crude Tankers, N

Bonheur ASA NO 1,142 Diversified, N

D/S Norden DC 1,751 Diversified, Y

Klaveness Comb.Carriers NO 349 Diversified, N

Odfjell Se-A Shs NO 657 Diversified, Y

Stott-Nielsen Ltd NO 1,462 Diversified, N
BB(Belgium, Brussels), DC(Denmark, Copenhagen), GY(Germany Xtera ), LN(Lodon ), NO(Norway, Oslo)
Market Cap is as of 9th Nov (sauce: Trade Winds 11th Nov, 2022,page28)



欧州で上場している海運会社(Listed shipping company in Europe)
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Company(社名） Mkt
（上場市場）

Mkt cap
(USD m)

Sector, Taxonomydescription
on Annual Report(FY2021)

Belship ASA NO 368 Dry Cargo,2020Y,2021N

Golden ocean Group NO 1,859 Dry Cargo, N(No description)

JinhuiShipping & Transpot NO 96 Dry Cargo, N

Taylor Maritime Inv LN 349 Dry Cargo, N

Wilson ASA NO 284 Dry Cargo, N

Ernst Russ AG GY 161 KG, N

Lyoyd Fonds AG GY 94 KG, N

Awilco LNG AS NO 95 LNG Carriers, N

Avance Gas Holding NO 494 LPG Carriers, N

BW Epic Kosan Ltd NO 288 LPG Carriers, N

Exmar Nv BB 568 LPG Carriers, Y（described)

AMSC ASA NO 324 Product Tankers, N

TORM Plc DC 2,420 Product Tankers, Y

BB(Belgium, Brussels), DC(Denmark, Copenhagen), GY(Germany Xtera ), LN(Lodon ), NO(Norway, Oslo)
Market Cap is as of 9th Nov (sauce: Trade Winds 11th Nov, 2022, page28)



BELSHIP (Norway)Annual Report2020
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Annual Report 2020 page12
But, not mentioned in Annual Report 2021

（2020年Annual Reportの記述より）
2021年度、自社の活動がEU 
Taxonomyと、どのようにalignするか
、さらに調査と分析を行う。

また、タクソノミーの枠組みが、内部リ
スク管理、財務計画、戦略策定のプロ
セスに活用できるか、評価を行う予定
である。

2021年度では、コメントなし。

（なお、ノルウエ―での法制化が2023
年にずれ込んでいるという報道がある
）



Odfjell (Norway) Annual Report 2021 
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TORM (Denmark) Annual Report 2021
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資金調達へのアクセスの制約

• EU Taxonomyを含む他のイニシアティブは

船主の資本、負債の調達能力を低下させる
結果を産むかもしれない。また、銀行や投資
家において、資金の再配分がなされる結果、
価格にも影響を与えるかもしれない。SFDR（
サステナブルファイナンス開示規則）のような
制度の対象であるEquity 投資家は、投資に
おける選別を強め、よりグリーンな投資を求
めている（中略）。

• こうした動きは、当社の投資活動にも影響す
るが、それだけでなく、（当社から高い船齢の
船を購入してきた）より小規模な船主にも影
響する。

• こうした新たな、複雑な状況は、当社にとって
機会にもなるかもしれない。意欲的な目標を
目指すことで、銀行や投資家にとって魅力あ
る存在として自社が認識されるような位置付
けを探す。



Wilhelmsen ESG Report 2021
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2021年社内と取締役会でタクソノミ
ーにかかる啓蒙活動を行い、企業活
動のスクリーニングの初期作業が行
われた。2022年、ノルウエ―で規制
が効力を発生すると予想され、従業
員500名以上の上場会社はアニュア
ルレポートでの開示が求められる。

海運の脱炭素化にむけ、新たな事業
、ビジネスモデル、持続可能な商品・
サービスの提供に向かう。



A.P.Moller-Maersk(1/2)
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A.P.Moller-Maersk(2/2)
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HＡＰＡＧ-LＬＯＹＤ
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EU域内の航空会社の開示例(Airlines in EU)
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Eligible activities share
ルフトハンザLH:売上2%、Capex2%、Opex4%
ライアンエアーRYAN：売上0%、Capex0%、Opex0%



日本の状況(the current situation in Japan)

• タクソノミーは、現在、日本政府としては作る予定はない。ただし、近しいもの
として、参照すべきは環境省の策定したグリーンボンドガイドラインの付属書
１及びその別表。

• 付属書１ではグリーン性を判断する際の基準、別表ではグリーンプロジェクト
の例（限定列挙ではない）、ＫＰＩの例、ネガティブな効果の例を示している。

• The taxonomy is not currently planned to be created by the Japanese 
government. However, as a close approximation, the reference should 
be to Annex 1 of the Green Bond Guidelines developed by the Ministry 
of the Environment and its Appendix.

• Annex 1 provides criteria for judging greenness, and the Appendix 
provides examples of green projects (not a limited enumeration), 
examples of KPIs, and examples of negative effects.
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グリーンボンドガイドラインの付属書１及びその別表
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J Green Bond Guideline 2022 Annex1



グリーンボンドガイドライン別表（J Green Bond Guideline）
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大分類（10種類）
1再生可能エネルギーに関する事業（発電、送電、機器を含む）、2省エネルギーに関する事業
3汚染の防止と管理に関する事業、4自然資源・土地利用の持続可能な管理に関する事業
5生物多様性保全に関する事業、6クリーンな運輸に関する事業
7持続可能な水資源管理に関する事業、8気候変動に対する適応に関する事業
9サーキュラーエコノミーに対応した製品、製造技術・プロセス、環境配慮製品に関する事業
10グリーンビルデイングに関する事業



EU Taxonomyの適用対象者
（To whom EU Taxonomy applies to）
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• EUにおいて金融商品を提供するすべての金融市場参加者

• EUのグリーンファンド（投資信託）、EU企業の傘下のファンドの日本投資・・・・
投資先日本企業がEUタクソノミーに照らして気候目標に貢献しているかを保
証する義務

• 所在地に関係なく、NFRDの対象となる事業体（11,600社）とその活動に開示
義務（NFRDの改正案である CSRDの対象となる事業体(49,000社)）・・・約5倍

• All financial market participants offering financial products in the EU.

• EU green funds (mutual funds), investments in funds under the umbrella 
of EU companies to Japan・・・to ensure that the Japanese companies in 
which they invest contribute to climate targets in light of the EU 
Taxonomy

• Disclosure obligations for entities covered by the NFRD (11,600 
companies) and their activities, irrespective of their location (entities 
covered by the CSRD (49,000 companies), a proposed amendment to 
the NFRD)



何が重要か(What are the matters)

• 投資家が、株式と債券を通じて、資金を供与している事業体から良い情報が
取得できるか否か

• NFRDでは、監査役がサステナビリティ報告の監査、CSRDでは監査（保証
誓約）を監査役、または、監査法人、独立系保証サービスプロバイダが提供

• Whether investors can obtain good information from the entities to which 
they are granting funds through shares and bonds

• Under the NFRD, auditors audit sustainability reporting; under the 
CSRD, the audit (assurance pledge) is carried out by auditors or by 
audit firms or independent assurance service providers.
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CSRD適用、EU域内企業
（Companies in EU applied to CSRD）

適用開始時期 規模 要件：大規模～小規模企業は以下の2つ以上で
CSRD適用対象に

2024年1月１日
2024.Jan.1st

NFRD適用会社
NFRD 

大規模企業に該当し、従業員500名以上のEU規制
市場上場企業および銀行等⇒CSRD適用

2025年1月1日
2025.Jan.1st

大規模
Large

総資産２千万€超、売上4千万€超、従業員250名超

⇒EU規制市場に上場しているとCSRD適用対象

202６年1月1日
2026.Jan.1st

中規模
Medium

総資産２千万€以下、売上4千万€以下、従業員250
名以下
⇒EU規制市場に上場しているとCSRD適用対象

202６年1月1日
2026.Jan.1st

小規模
Small

総資産４百万€以下、売上8百万€以下、従業員50
名以下
⇒EU規制市場に上場しているとCSRD適用対象

N/A 零細企業
Micro

総資産35万€以下、売上70万€以下、従業員１0名
以下⇒CSRD適用対象ではない
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域外適用 要件１と要件２を and 条件でみたす場合

(Extraterritorial application Requirements 1 and 2 below)

要件１ 域外親会社が、EU域内で２会計期間継続して150百万€超の
(連結)売上がある（External parent have over 40mil € 
consolidated rev. in EU in 2 consecutive years)

要件２－１
要件２－２

EU子会社が大規模企業/EU域内上場企業（除く、零細企業）に
該当
OR
EU支店がEU域内において40百万€超の売上がある

開示主体、開示内容 EU子会社 または EU支店が、域外親会社の連結サステナビリ
ティ情報（原則として保証付）を開示

開示基準 2024年6月30日までに採択（現時点では不明）

適用運用開始 2028年1月１日から開始で、翌年から開示が始まる

留意事項 開示していない事項がある場合、その旨を開示。ただし、EUが
そうした域外親会社のリストを公表。
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日本企業が対応する想定の場合(If Japanese corporates respond,）

仮に日本企業グループのEU現法が大規模企業に該当し、CSRDの適用対象になる場合を想定すると、

（a)EU現地法人がサステナビリティ情報を作成・開示

（b)複数のEU現地法人がサステナビリティ情報を作成・開示

（c）親会社（日本）がCSRDまたはそれと同等の基準に基づき、グローバルな連結サステナビリティ情報
を作成・開示

⇒(a),(b)では、現地法人に相応のリソースが必要となろう。それでも、開示はEU域内の活動に限られ、
グローバルベースではないため、投資家に比較可能性を提供しきれないかも。

(c)では、同等性評価をえることが必要。同等性評価の枠組みの議論はまだこれから。

If the EU local subsidiary of a Japanese corporate group falls into the category of a large company 
and is subject to the CSRD

（a) An EU subsidiary prepares and discloses sustainability information.

（b) More than one EU subsidiary prepares and discloses sustainability information.

（c) Parent company (Japan) prepares and discloses global consolidated sustainability information 
based on CSRD or equivalent standards.

⇒In (a) and (b), local subsidiaries need human resources. Also, disclosure is limited to activities 
within the EU and not on a global basis, making it inconvenient for investors when making 
comparisons.

(c) requires equivalence assessment. Discussions on the equivalence assessment framework are 
yet to begin.
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（ご参考）脱炭素化社会に向けた、日本海事協会の取り組み

海運業界の脱炭素化に向けた取り組みへのサポート
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（ご参考）船舶からのGHG排出を効率的に管理できるツール
ZETAの提供開始

ClassNK MRVポータルと連動したデータ利用、データ所有者の利用許諾に基づいて運用
されます。（2022年リリース）

用船社

金融機関

荷主

船主

個船やフリート全体のCO2排出量のモニタリング機能を搭載した、総合的なデータ管理プラットフ
ォーム。CII格付けのモニタリング機能や、減速運航などを実施した場合にCO2排出量やCII格付
けがどのように変化するかシミュレーションできる機能を搭載しています。
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企業、金融機関、自治体さまにおける気候変動へのお取り組みをサポート
（ファイナンス組成支援、情報開示支援）

再生可能エネルギー：ウインドファーム認証、浮体
式洋上風力発電設備 船級検査、など

シップヤード認証（シップリサイクル条約に基づき適切
に解体処理できる施設か否かの審査）

（ご参考）オンサイト、オフサイトをつなぐ取り組み
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一般財団法人日本海事協会 調査開発センター本多史裕
Fumihiro Honda,CIIA Innovation and Sustainability Center ClassNK

(Tel) 03-5226-2054、(Mobile) 080-7309-1573

(e-mail) : f-honda@classnk.or.jp

ご清聴ありがとうございました

Thank you.
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