NEWS RELEASE
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【R&I グリーンボンドアセスメント】
三菱地所株式会社

三菱地所グリーンボンド：GA1

予備評価

格付投資情報センター(R&I)は上記の R&I グリーンボンドアセスメントを公表しました。
なお、本件は予備評価であり、最終的な発行内容などを確認し、改めて評価を行います。
【評価対象】
名称
発行体
発行額
R&I グリーンボンド
アセスメント
発行日
償還日

三菱地所グリーンボンド
三菱地所株式会社
100 億円予定
GA1
2018 年 6 月 26 日
2023 年 6 月 26 日

【評価理由】
三菱地所は、三菱グループの大手不動産会社。オフィスビル賃貸のほか、マンション分譲や都市開発
など、不動産関連の事業を海外も含め幅広く展開している。「ESG の先進企業としての地位確立」を目
標に掲げ、開発予定の地域において省エネルギーや生物多様性に配慮した設計を推進する等、環境保全
に関わる様々な取り組みを積極的に行っている。
今般こうした活動の一環として、本社債をグリーンボンド原則（Green Bond Principles）に基づいた
グリーンボンドとして発行する予定である。
R&I は、R&I グリーンボンドアセスメントに定める評価方法に従い、本グリーンボンドの調達資金が
環境問題の解決に資する事業に投資される程度が非常に高いと判断し、GA1 を付与した。主な評価理由
は下記の通りである。








本社債で調達された資金は、現在東京駅日本橋口前にて開発中の「東京駅前常盤橋プロジェクト（大
手町二丁目常盤橋地区第一種市街地再開発事業）」の A 棟建設資金に全額充当される。本プロジェ
クトは国家戦略特別区域の認定事業であり、生物多様性などに配慮した大規模広場を整備する等の
取り組みがなされている。A 棟は 2021 年 4 月末に竣工予定。A 棟は、建築物の環境認証である DBJ
Green Building 認証を取得予定であり、4～5 つ星の高評価が見込まれている。
R&I は、対象ビルの一次エネルギー消費量をはじめとした省エネルギー性能の計画値が高いことや、
取得前であるものの外部の環境認証にて高評価が見込まれることなどを確認し、環境問題の解決に
資する度合いは高いと判断した。
A 棟をグリーンボンドの対象事業とすることは、経理部及び環境・CSR 推進部で部門横断的に検討
が進められ、CSR 委員長である執行役社長の決裁を経て決定されている。また、対象事業は当社の
長期環境ビジョン等を反映し推進するものとなっている。
調達資金は約 2 年をかけて対象事業の建設費に充当される予定である。資金充当状況は四半期毎に
経理部にて追跡管理され、経理部担当執行役に報告される。また、資金充当状況は常盤橋開発部に
も回覧される。

■お問合せ先
■報道関係のお問合せ先
株式
会社

： マーケティング本部 カスタマーサービス部
： 経営企画室（広報担当）

TEL. 03-6273-7471
TEL. 03-6273-7273

E-mail. infodept@r-i.co.jp

格付投資情報センター 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目 22 番地 テラススクエア

https://www.r-i.co.jp

R&I グリーンボンドアセスメントは、グリーンボンドで調達された資金が、環境問題の解決に資する事業に投資される程度に対する R&I の意見であり、事実の表明ではありません。対象
事業の環境効果等を証明するものではなく、環境効果等について責任を負うものではありません。R&I グリーンボンドアセスメントは、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内
閣府令第 299 条第 1 項第 28 号に規定される関連業務（信用格付業以外の業務であって、信用格付行為に関連する業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさな
いための措置と、信用格付と誤認されることを防止するための措置が法令上要請されています。R&I グリーンボンドアセスメントは、投資判断や財務に関する助言や、投資の是非等の推奨
をするものではありません。R&I は、R&I グリーンボンドアセスメントに際し関連情報の正確性等につき独自の検証を行っておらず、これに関し何ら表明も保証もいたしません。R&I は、
R&I グリーンボンドアセスメント（変更・取り下げ等を含む）に関連して発生する損害等につき、何ら責任を負いません。R&I グリーンボンドアセスメントは、原則として申込者から対価
を受領して実施したものです。なお、詳細につき https://www.r-i.co.jp/docs/policy/site.html をご覧下さい。
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レポーティングは毎年調達資金の充当状況が開示される予定。また、対象ビルを含め、三菱地所が
環境管理の国際規格である ISO14001 に則り運営管理するビルのポートフォリオベースでの環境改
善効果が開示される予定である。今回グリーンボンドの資金使途となるビルの状況については、守
秘義務の範囲内で開示が予定されている。
三菱地所は1994年に社会環境室を設立し、2004年に環境基本方針を制定した。また、1999年に総
合デベロッパーとしては初めてISO14001の認証を取得するなど、早くから環境活動への取組体制
を構築している。開発予定及び保有不動産において省エネルギーの取組を進めるほか、敷地内に緑
地を整備する等の生物多様性の保全に力を入れている。

なお、上記を総合的に勘案し、R&I は、本グリーンボンドがグリーンボンド原則に則った債券である
と考えている。
本件は予備評価であり、評価の詳細については、本評価時に公表予定です。
R&I グリーンボンドアセスメントは、信用格付業ではなく、
金融商品取引業等に関する内閣府令第 299
条第 1 項第 28 号に規定される関連業務（信用格付業以外の業務であって、信用格付行為に関連する業
務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置と、信用格付と誤
認されることを防止するための措置が法令上要請されています。
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R&I の R&I グリーンボンドアセスメントは、グリーンボンドで調達された資金が、環境問題の解決に資する事業に投資される
程度に対する R&I の意見です。対象事業の環境効果等を証明するものではなく、環境効果等について責任を負うものではありま
せん。R&I グリーンボンドアセスメントは、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第 299 条第 1 項第 28 号
に規定される関連業務（信用格付業以外の業務であって、信用格付行為に関連する業務）です。当該業務に関しては、信用格付
行為に不当な影響を及ぼさないための措置と、信用格付と誤認されることを防止するための措置が法令上要請されています。
R&I グリーンボンドアセスメントは、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではなく、またそのように解
されてはならないものであるとともに、投資判断や財務に関する助言を構成するものでも、特定の証券の取得、売却又は保有等
を推奨するものでもありません。R&I グリーンボンドアセスメントは、特定の投資家のために投資の適切性について述べるもの
でもありません。R&I は R&I グリーンボンドアセスメントを行うに際し、各投資家において、取得、売却又は保有等の対象とな
る各証券について自ら調査し、これを評価していただくことを前提としております。投資判断は、各投資家の自己責任の下に行
われなければなりません。
R&I が R&I グリーンボンドアセスメントを行うに際して用いた情報は、R&I がその裁量により信頼できると判断したものでは
あるものの、R&I は、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではありません。R&I は、これらの情報の正確
性、適時性、網羅性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、明示・黙示を問わず、何ら表明又
は保証をするものではありません。
R&I は、資料・情報の不足や、その他の状況により、R&I の判断で R&I グリーンボンドアセスメントを保留したり、取り下げ
たりすることがあります。
R&I は、R&I が R&I グリーンボンドアセスメントを行うに際して用いた情報、R&I の R&I グリーンボンドアセスメントその
他の意見の誤り、脱漏、不適切性若しくは不十分性、又はこれらの情報や R&I グリーンボンドアセスメントの使用、あるいは
R&I グリーンボンドアセスメントの変更・保留・取り下げ等に起因又は関連して発生する全ての損害、損失又は費用（損害の性
質如何を問わず、直接損害、間接損害、通常損害、特別損害、結果損害、補填損害、付随損害、逸失利益、非金銭的損害その他
一切の損害を含むとともに、弁護士その他の専門家の費用を含むものとします）について、債務不履行、不法行為又は不当利得
その他請求原因の如何や R&I の帰責性を問わず、いかなる者に対しても何ら義務又は責任を負わないものとします。R&I グリー
ンボンドアセスメントは、原則として申込者から対価を受領して実施したものです。
R&I が評価対象の評価に用いる評価方法は、R&I が独自の分析、研究等に基づいて作成した R&I の意見の表明にすぎず、R&I
は、評価方法の正確性、適時性、網羅性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、明示・黙示を
問わず、何ら表明又は保証をするものではありません。また、R&I は、評価方法の開示によって、いずれかの者の投資判断や財
務等に関する助言を行い、又は投資の是非等の推奨をするものではありません。R&I は、評価方法の内容、使用等に関して使用
者その他の第三者に発生する損害等につき、請求原因の如何や R&I の帰責性を問わず、何ら責任を負いません。評価方法に関す
る一切の権利・利益（特許権、著作権その他の知的財産権及びノウハウを含みます）は、R&I に帰属します。R&I の事前の書面
による許諾無く、評価方法の全部又は一部を自己使用の目的を超えて使用（複製、改変、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳及び翻
案等を含みます）し、又は使用する目的で保管することは禁止されています。
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