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投資家向け索引

分類 項目 方針・考え方 マネジメント 実績

環
境

環境 
マネジメント

環境課題に関する方針・考え方 P046 環境課題に関する方針・考え方 P046 ー

カーボン 
ニュートラル

2050年カーボンニュートラル実現に向けて P014

気候変動シナリオ分析を用いた2050年
社会への戦略強化 P049

カーボン・ニュートラルな未来の実現に
向けて P051

ー

温室効果ガス
（製品）

・気候変動（製品を通じた取り組み）：製
品を通じた取り組みに関する方針・考
え方 P059

・気候変動（製品を通じた取り組み）：製
品を通じた取り組みに関するマネジメ
ント P062

・気候変動（製品を通じた取り組み）：製品を通じた取り組みに関する実績 P063
・気候変動（製品を通じた取り組み）：電動化・内燃機関に関する取り組み P064
・ESGデータ集（環境データ）：気候変動（製品） P228 

温室効果ガス
（企業活動）

・気候変動（企業活動を通じた取り組
み）：企業活動を通じた取り組みに関
する方針・考え方 P072

・気候変動（企業活動を通じた取り組
み）：企業活動を通じた取り組みに関
するマネジメント P073

・気候変動（企業活動を通じた取り組み）：企業活動を通じた取り組みに関する実績 
P074
・ESGデータ集（環境データ）：気候変動（企業活動） P232

エネルギー消費
・気候変動（企業活動を通じた取り組
み）：企業活動を通じた取り組みに関
する方針・考え方 P072

・気候変動（企業活動を通じた取り組
み）：企業活動を通じた取り組みに関
するマネジメント P073

・気候変動（企業活動を通じた取り組み）：企業活動を通じた取り組みに関する実績 
P074
・ESGデータ集（環境データ）：気候変動（企業活動） P232

* TCFDへの対応については、別紙TCFD対照表をご覧ください。 
>>> >>> P260
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分類 項目 方針・考え方 マネジメント 実績

環
境

製品における 
環境責任

・気候変動（製品を通じた取り組み）：製
品を通じた取り組みに関する方針・考
え方 P059
・環境課題を踏まえた事業基盤の強化：
ライフサイクルアセスメント（LCA）手
法を活用した環境負荷の低減 P107

・気候変動（製品を通じた取り組み）：製
品を通じた取り組みに関するマネジメ
ント P062
・環境課題を踏まえた事業基盤の強化：
ライフサイクルアセスメント（LCA）手
法を活用した環境負荷の低減 P107

・気候変動（製品を通じた取り組み）：製品を通じた取り組みに関する実績 P063
・気候変動（製品を通じた取り組み）：カーボンニュートラルを実現する日産の電動
化技術 P064
・気候変動（製品を通じた取り組み）：社会との連携に関する取り組み P069
・環境課題を踏まえた事業基盤の強化：ライフサイクルアセスメント（LCA）手法を
活用した環境負荷の低減 P107

・ESGデータ集（環境データ）：気候変動（製品） P228
・ESGデータ集（環境データ）：環境課題を踏まえた事業基盤の強化 P246

クリーン技術
・気候変動（製品を通じた取り組み）：製
品を通じた取り組みに関する方針・考
え方 P059

・気候変動（製品を通じた取り組み）：製
品を通じた取り組みに関するマネジメ
ント P062

・気候変動（製品を通じた取り組み）：製品を通じた取り組みに関する実績 P063
・気候変動（製品を通じた取り組み）：カーボンニュートラルを実現する日産の電動
化技術 P064
・ESGデータ集（環境データ）：気候変動（製品） P228 

資源有効活用

・資源依存：資源依存に関する方針・考
え方 P088
・環境課題を踏まえた事業基盤の強化：
ステークホルダーエンゲージメント 
P110

・資源依存：資源依存に関するマネジメ
ント P089
・環境課題を踏まえた事業基盤の強化：
ステークホルダーエンゲージメント 
P110

・資源依存：資源依存に関する実績：再利用 P090
・環境課題を踏まえた事業基盤の強化：ステークホルダーエンゲージメント P110
・ESGデータ集（環境データ）：資源依存（再利用） P241

汚染
・大気品質：大気品質に関する方針・考
え方 P084

ー
・大気品質：大気品質に関する実績 P086
・ESGデータ集（環境データ）：大気品質 P239

廃棄
・資源依存：資源依存に関する方針・考
え方 P087 

・資源依存：資源依存に関するマネジメ
ント P088

・資源依存：資源依存に関する実績：廃棄物 P097
・ESGデータ集（環境データ）：資源依存（拠点の廃棄物） P242

水資源の利用
・水資源：水資源の管理に関する方針・
考え方 P098

・水資源：水資源のマネジメント P099
・水資源：水資源の管理に関する実績 P100
・ESGデータ集（環境データ）：水資源の管理 P244

生物多様性 ・環境課題を踏まえた事業基盤の強化：ステークホルダーエンゲージメント（大気・水・土壌・生物多様性の保全に向けて自動車メーカーとして優先すべき項目） P113

* TCFDへの対応については、別紙TCFD対照表をご覧ください。 
>>> >>> P260
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分類 項目 方針・考え方 マネジメント 実績

社
会
性

人権 ・人権：人権に関する方針・考え方 P117 ・人権：人権に関するマネジメント P118 ・人権：人権に関する実績 P120

ダイバーシティ
・ダイバーシティ＆インクルージョン：ダ
イバーシティ＆インクルージョンの方
針・考え方 P122

・ダイバーシティ＆インクルージョン：ダ
イバーシティ＆インクルージョンのマネ
ジメント P124

・ダイバーシティ＆インクルージョン：ダイバーシティ＆インクルージョンの実績 
P126

・ESGデータ集（社会性データ）：ダイバーシティ＆インクルージョン P251

交通安全
・交通安全：交通安全の方針・考え方 

P136
・交通安全のマネジメント P136 

・交通安全：交通安全への取り組み P138
・交通安全：日産の安全技術の拡充と獲得した外部評価 P253

製品安全および
品質

・製品安全および品質：製品安全および
品質の方針・考え方 P147

・製品安全および品質：製品安全および
品質のマネジメント P148

・製品安全および品質への取り組み：お客さまの声を品質向上活動に反映 P149
・製品安全および品質への取り組み：製品品質の向上 P150
・製品安全および品質への取り組み：「セールス・サービス品質」の向上 P155

サプライ 
チェーン 
マネジメント

・サプライチェーンマネジメント：サプラ
イチェーン戦略 P157
・サプライチェーンマネジメント：サプラ
イチェーンマネジメントの方針・考え方 
P159

・サプライチェーンマネジメント：サプラ
イチェーンのマネジメント P161

・サプライチェーンマネジメント：サプライチェーンのマネジメント P161

責任ある 
鉱物調達

・サプライチェーンマネジメント：鉱物調
達方針 P163

・サプライチェーンマネジメント：責任あ
る鉱物調達のマネジメント P163

・サプライチェーンマネジメント：責任ある鉱物調達のマネジメント P163

雇用
・労働慣行（労働者の権利の尊重）：労
働者の権利の尊重に関する方針・考え
方 P170

・労働慣行（労働者の権利の尊重）：労
働者の権利の尊重に関するマネジメン
ト P170

・労働慣行（労働者の権利の尊重）：労働者の権利の尊重に関する実績 P171
・ESGデータ集（社会性データ）：従業員データ P250

人財育成
・人財育成：人財育成の方針・考え方 

P165
・人財育成：人財育成のマネジメント 

P165
・人財育成：人財育成の実績 P169
・ESGデータ集（社会性データ）：人財育成 P254
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分類 項目 方針・考え方 マネジメント 実績

社
会
性

非差別と 
機会平等

・人権：人権に関する方針・考え方 P117
・ダイバーシティ＆インクルージョン：ダ
イバーシティ＆インクルージョンの方
針・考え方 P122
・労働慣行（労働者の権利の尊重）：労
働者の権利の尊重に関する方針・考え
方 P170

・人権：人権に関するマネジメント P118
・ダイバーシティ＆インクルージョン：ダ
イバーシティ＆インクルージョンのマネ
ジメント P124
・労働慣行（労働者の権利の尊重）：労
働者の権利の尊重に関するマネジメン
ト P170

・人権：人権に関する実績 P120
・ダイバーシティ＆インクルージョン：ダイバーシティ＆インクルージョンの実績 

P126
・労働慣行（労働者の権利の尊重）：労働者の権利の尊重に関する実績 P171
・ESGデータ集（社会性データ）：従業員データ P250
・ESGデータ集（社会性データ）：ダイバーシティ＆インクルージョン P251

従業員との対話
・労働慣行（従業員との対話）：従業員
との対話に関する方針・考え方 P172

・労働慣行（従業員との対話）：従業員
との対話のマネジメント P173

・労働慣行（従業員との対話）：従業員との対話の実績 P173

従業員の 
健康と安全

・従業員の健康と安全：従業員の健康と
安全の方針・考え方 P178

・従業員の健康と安全：従業員の健康と
安全のマネジメント P179

・従業員の健康と安全：従業員の健康と安全の実績 P180

地域社会への
貢献

・新型コロナウイルス感染症への対応 
P023 
・地域社会への貢献：地域社会への貢献
の方針・考え方 P186

・地域社会への貢献：地域社会への貢献
のマネジメント P187

・新型コロナウイルス感染症への対応 P023 
・地域社会への貢献：地域社会への貢献の実績 P189
・ESGデータ集（社会性データ）：地域社会への貢献 P254

ガ
バ
ナ
ン
ス

コーポレート 
ガバナンス

・ガバナンスに関する方針・考え方 
P200

・コーポレートガバナンス：コーポレート
ガバナンスの体制 P201

・ESGデータ集（ガバナンスデータ） P255

リスク 
マネジメント

・リスクマネジメント P212

腐敗防止 ・コンプライアンス：腐敗防止 P216

ビジネス倫理の
遵守

・コンプライアンス：ビジネス倫理の遵守 P217

税の透明性 ・コンプライアンス：税の透明性 P222


	1つ前に見たページへ移動 16: 
	Page 4: 

	1つ先のページへ移動 16: 
	Page 4: 

	1つ前のページへ移動 16: 
	Page 4: 



