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【R&I グリーンボンドアセスメント】 

戸田建設株式会社第 3 回無担保社債 

（別称：戸田建設グリーンボンド）：GA1 本評価 

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。 
R&I は予備評価を 2017 年 11 月 1 日に公表しており、今回予備評価を本評価に切り替えた。 

【評価対象】

名称 戸田建設株式会社第 3 回無担保社債 
（別称：戸田建設グリーンボンド）

発行体 戸田建設株式会社

発行額 100 億円 
R&I グリーンボンド 

アセスメント
GA1 

発行日 2017 年 12 月 14 日 
償還日 2022 年 12 月 14 日 

【評価理由】

戸田建設株式会社（以下、戸田建設）は準大手ゼネコンの一角。医療施設、教育施設、事務所、生産

設備など幅広い分野の建築工事に強みを持ち、 近では太陽光発電所や浮体式洋上風力発電所の建設に

も取り組んでいる。今般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。

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、本社債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。

 本グリーンボンドの資金使途は、長崎県五島市沖に計画中の 大22MWの浮体式洋上風力発電所

（以下、本プロジェクト）の建設資金である。洋上風力発電事業は再生可能エネルギー発電事業

であり、地球温暖化の緩和に資する事業であると考えられる。

 日本では陸上風力発電の導入可能地域は限定的である一方、海に囲まれた島国であるため、洋上

風力発電の導入ポテンシャルが大きいと見込まれている。中でも、水深の深い海域でも設置可能

な浮体式洋上風力発電の日本初となる本格的な事業化は、日本の再生可能エネルギー発電の導入

促進に大きく貢献することが期待されており、本プロジェクトの意義は大きいといえよう。

 現在、環境影響評価法による環境アセスメント手続きを実施中であり、本プロジェクトの実現に

むけて準備が進められている。

 本プロジェクトを本グリーンボンドの資金使途として選定するプロセス、調達資金を本プロジェ

クトに充当するまでの資金管理方法、調達資金の充当状況や環境効果に関する開示方針はグリー

ンボンド原則に基づき定められている。また戸田建設は、環境に関する全社的な体制を整え、事

業活動を通じて先進的な環境保全活動に取り組んでいる。

なお、上記を総合的に勘案し、R&I は、本社債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。
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本グリーンボンドに対して R&I は本アセスメントに加えて信用格付を付与している。詳細は、 
https://www.r-i.co.jp/rating/issuers/002050/1860/index.html 参照。 

 
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。 
 
 
 

1. 調達資金の使途：Use of Proceeds 

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ためには、まず調達資

金の充当先である対象事業が、環境問題の解決に資する事業である必要がある。 
本件の資金使途は、下表の通り。 

事業区分 事業名 充当割合 
再生可能エネ

ルギー 
（仮称）五島市沖洋上風力発電事業 100% 

 
【対象事業の概要】 

（仮称）五島市沖洋上風力発電事業は、長崎県五島市崎山沖に設置される、 大出力 22MW の浮

体式洋上風力発電所である。事業想定地域については図 1 を参照。 
戸田建設は、2010 年度から 2015 年度にかけて、長崎県五島市椛島沖で実施された日本初となる

浮体式洋上風力発電機の実証事業に、環境省の受託グループの代表等として参加し、浮体式洋上風

力発電事業に取り組んできた。実証事業では、浮体式洋上風力発電機の設置・運用や環境影響に関

する調査がなされている。なお、実証事業で設置された実証機は崎山沖に移され、2016 年度から五

島市と共同で日本初の実用化となる発電事業を行っている。 
本プロジェクトは環境省の実証事業で得られた環境影響等の報告を参考に、環境影響評価法に基

づき現在環境アセスメントを実施中であり、2017 年 11 月に環境影響評価準備書を公告している。 
本プロジェクトは今後、環境アセスメントの実施、機材の発注や建設工事を経て 2021 年の運転

開始を想定している。 
 

【評価】 
洋上風力発電事業は再生可能エネルギー発電事業であり、地球温暖化の緩和に資する事業である

と考えられる。 
日本では陸上風力発電の導入可能地域は限定的である一方、海に囲まれた島国であるため、洋上

風力発電の導入ポテンシャルが大きいと見込まれている。中でも、水深の深い海域でも設置可能な

浮体式洋上風力発電の日本初となる本格的な事業化は、日本の再生可能エネルギー発電の導入促進

に大きく貢献することが期待されており、本プロジェクトの意義は大きいといえよう。 
また、本プロジェクトでは、事業想定地域において、環境省の実証事業で得られた環境影響等の

報告を参考に、浮体式洋上風力発電が海洋生物、鳥類、景観等の環境に与える影響について調査や

予測評価を実施している。 
以上を総合的に判断し、環境問題の解決に資する程度が特に優れていると判断した。 
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【図 1】事業想定地域 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業想定地域 
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2. プロジェクトの評価と選定のプロセス：Process for Project Evaluation and Selection 

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ためには、発行体がな

ぜ対象事業を環境問題に資する事業であると考え、どのようにして選定したのかというプロセスが、

明確かつ合理的である必要がある。 
 

【戸田建設における当該プロセスの概要】 
戸田建設では、メガソーラー発電や洋上風力発電などの再生可能エネルギー事業に取り組んでお

り、これらの事業は同社の CSR 活動の重点活動項目に挙げられている。浮体式洋上風力発電につ

いては、2007 年から京都大学とともに開発に取り組み、2010～2015 年度には環境省の実証事業を

受託し、ノウハウを蓄積してきた。同受託事業は、浮体式洋上風力発電設備を外洋域に設置・運転

する日本初の取組みである。 
本プロジェクトはグリーンボンド原則に示される再生可能エネルギー発電施設であること等から、

グリーンボンドの資金使途として検討が進められた。本プロジェクトを担当する戦略事業推進室の

洋上風力プロジェクト推進部が確認を行い、それを受けて本社財務部が本プロジェクトをグリーン

ボンドの資金使途とすることについて、取締役会の承認手続きを行っている。本プロジェクトにお

ける環境影響については、環境影響評価法に基づいた手続きの中で調査・予測評価を実施し、必要

な環境保全措置を施すなどの配慮がなされている。また、戸田建設は、労働災害・事故等を防止す

べく、労働安全衛生マネジメントシステムの維持・推進に取組んでいる。 
 

【評価】 
 戸田建設は再生可能エネルギー事業にこれまで取り組んできており、本プロジェクトを通じて浮

体式洋上風力発電の本格的な事業化を目指している。また、本プロジェクトをグリーンボンドの対

象事業とするにあたっては、適切に機関決定を行っている。さらに、環境アセスメントを通じて本

プロジェクトが環境に与える影響について、十分な調査・検討等が行われている。以上より、本グ

リーンボンドの対象事業の選定のプロセスは、明確かつ合理的であり、優れていると評価した。 
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3. 調達資金の管理：Management of Proceeds 

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ためには、調達資金が

他の事業に使われず、確実に対象事業に充当される必要がある。 
 
【戸田建設における調達資金の管理方法の概要】 

本プロジェクトは、現在環境アセスメント手続きを実施中であり、建設工事等を経て 2021 年に

運転開始を想定している。グリーンボンドの調達資金は、遅くとも 2020 年度までには充当を完了

する見込みである。 
また、総事業費については、環境アセスメントにおいて現状想定する事業規模をもとに算定して

おり、 終的な事業規模については、事業性の判断を経て、取締役会にて決定する予定である。グ

リーンボンドの調達資金は全額本プロジェクトに充当される見込みである。なお、万一本プロジェ

クトが中止になる等の事態が発生した場合、ホームページ上で投資家に報告することとしている。 
調達資金は充当されるまでは普通預金や譲渡性預金等で一時的に管理運用される。また調達資金

の本プロジェクトへの充当は社内システムにて管理され、全調達資金が本プロジェクトに充当され

るよう、四半期ごとに確認がなされる。 
調達資金の管理については戸田建設本社財務部が行い、充当状況については、戸田建設財務担当

役員等が確認を行う予定である。 
 
【評価】 

以上より、本グリーンボンドの調達資金管理の枠組みは定められており、本グリーンボンドの調

達資金管理の枠組みは優れていると評価した。 
 

4. レポーティング：Reporting 

 グリーンボンドの調達資金が、調達後環境問題の解決に資する事業に投資されたことが明らかと

なるためには、どのような事業にいつ充当され、その結果どのような環境改善効果があったかを、

発行体がレポーティングすることが期待される。 
  
【戸田建設におけるレポーティング方法の概要】 

戸田建設は 2017 年 11 月にホームページ上にて、本グリーンボンドの発行に関する開示を行

った。開示では本グリーンボンドの概要と、Sustainalytics 社のセカンドオピニオンが公表さ

れた。また、社債の訂正発行登録書には資金の使途が明記された。 
戸田建設は、本グリーンボンドの資金充当までの間、年に一度、充当状況をホームページに

て報告する予定である。また、本プロジェクトの運転開始後は建設した風力発電機数、出力キ

ャパシティ及びプロジェクトによるカーボンオフセット量について同様に公開する予定である。 
 
【評価】 

以上より、本グリーンボンドに関するレポーティングは、内容、頻度の面から優れていると評価

した。 
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5. 発行体の環境活動：Issuer's environmental contribution activities 

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は、発行体の環境

活動への取組み姿勢や取組み実績が影響すると考えられる。これは、環境活動に関心が高く実績の

ある発行体の方が、調達資金を環境問題の解決に資する事業に充当し、遂行する可能性が高いと考

えるためである。 
 
【戸田建設の環境活動の概要】 

戸田建設は準大手ゼネコンの一角であり、医療施設、教育施設、事務所、生産設備など幅広い分

野の建築工事に強みを持ち、 近では太陽光発電所や浮体式洋上風力発電所の建設にも取り組んで

いる。 
戸田建設の環境活動に関する取り組み方針及び体制、実績は下表の通りである。 
 
項目 概要 

環境指針  1994年に「戸田建設地球環境憲章」を制定した。 
 「環境方針」及び「戸田建設生物多様性行動指針」に基づき、環境に配慮し

た事業活動を積極的に推進している。 
環境活動推進

体制 
 環境保全推進委員会が定期的に開催されており、環境に関連する方針、戦略、

数値目標などを定めている。 
 委員長は取締役専務執行役員が務めており、同委員会の事務局を担う価値創

造推進室長を兼務している。 
環境目標と進

捗 
 戸田建設では、施工中のCO2排出量について、①CO2総排出量を2020年まで

に1990年比50%削減、②排出量原単位を2020年までに1990年比40%削減す

る、という目標を掲げ、2014年度には、①については2020年度目標を上回る

60.1%を削減、②については2014年度目標（28.4％削減）をクリアする28.9%
を削減し、目標を達成している。 

 このほか建設廃棄物の 終処分率等で目標設定を行い、達成状況の確認を行

っている。 
主な環境活動  戸田建設は1992年12月までに全支店でIS014001の認証を取得し、2004年に

は全社統合で認証を受けている。 
 ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の開発や低炭素型コンクリート「ス

ラグリート」の開発を行っている。 
 浮体式洋上風力発電をはじめ、メガソーラー発電やバイオマス発電事業など

の再生可能エネルギー発電事業に取り組んでいる。 
 重金属汚染土浄化システムの利用や放射能廃棄物データ管理システム「TOM

IC」を開発し、建設廃棄物の削減や有害物質の管理に努めている。 
環境活動の開

示方針 
 戸田建設ウェブサイト上の環境に関するページ、また年に1度開示されるコー

ポレートレポートおよびCSRレポートにて環境に関する取り組み内容が開示

されている。 
 環境に関する主な報告内容は、戸田建設の環境体制や環境活動実績、環境関

連データ等である。このうちCO2排出量データについては、スコープ1、2（エ

ネルギー起源の二酸化炭素排出量）、スコープ3（下流のリース資産の排出量）、

および施工中のCO2排出原単位について、独立した第三者の検証を受け保証

報告書を受領している。 
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外部からの評

価 
 2010年に環境省のエコ・ファースト企業に認定されている。 
 戸田建設は2016年度に国際非営利団体であるCDPより 上位ランクである

「The Climate A List 2016」に認定されている。調査対象となる世界の上

場企業は約5,000社（内日本企業約500社）であり、このうち2016年度にAリ

ストに認定されたのは世界で193社、日本では22社である。 
 2017年8月には、戸田建設のCO2排出削減目標が、科学的根拠に基づく目標

であり、パリ協定の目標値達成に貢献する旨、国際的イニシアチブであるSB
Ti（Science Based Targets initiative）の認定を取得した。 

 
【評価】 

以上より、環境に関する全社的な体制を整え、事業を通じて先進的な環境活動に取り組んでいる

ことから、環境活動への取組み姿勢は特に積極的かつ充実していると判断した。 
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【総合評価】 

 R&I は R&I グリーンボンドアセスメントに則り、本社債の評価を行った。各項目における評価は、

下記の通り。各項目を 5 段階で評価し、 （ 上位）から （ 下位）で表示している。 
項目 評価 概要 

調達資金の使途  対象事業である長崎県五島市の浮体式

洋上風力発電所は先進的な再生可能エ

ネルギー事業の取り組みと評価できる。

対象事業は環境問題の解決に資する程

度が特に優れていると考えられる。 
プロジェクトの評価と選定のプロセ

ス 
 選定理由や選定を行うための体制は妥

当であり、対象事業の選定のプロセスは

優れていると考えられる。 
調達資金の管理  調達資金管理の枠組みは定められてお

り、調達資金管理の枠組みは優れている

と考えられる。 
レポーティング  レポーティングは、内容、頻度の面から

優れていると考えられる。 
発行体の環境活動  戸田建設の環境に関する体制は整って

おり、十分な実績を有している。発行体

の環境活動への取組み姿勢は、特に積極

的かつ充実していると考えられる。 
各項目の評価を基に総合評価を行い、R&I は評価対象の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。 
 

 
 R&I グリーンボンドアセスメントの評価方法は以下のホームページに公開されています。 

https://www.r-i.co.jp/rating/products/green_bond/assessment.html 
 
本件の、Green Bond External Review Form は、下記ページにて公表されています。 
https://www.r-i.co.jp/rating/products/green_bond/index.html 
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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。 



 
 
 

Green Bond / Green Bond Programme 

External Review Form 

 

Section 1. Basic Information 

Issuer name: Toda Corporation 

Green Bond ISIN or Issuer Green Bond Framework Name, if applicable: - 

Review provider’s name: Rating and Investment Information, Inc. 

Completion date of this form: December,2017 

Publication date of review publication: - 

 

Section 2. Review overview 

SCOPE OF REVIEW 

The following may be used or adapted, where appropriate, to summarise the scope of the review.  

The review assessed the following elements and confirmed their alignment with the GBPs: 

☒ Use of Proceeds ☒ Process for Project Evaluation and Selection 
☒ Management of Proceeds ☒ Reporting 

 

ROLE(S) OF REVIEW PROVIDER 

☐ Consultancy (incl. 2nd opinion) ☐ Certification 

☐ Verification ☒ Rating 

☐ Other (please specify):   

Note: In case of multiple reviews / different providers, please provide separate forms for each review.  

 

EXECUTIVE SUMMARY OF REVIEW and/or LINK TO FULL REVIEW (if applicable) 
R&I has judged that the proceeds from the issuance of the green bond will be used to invest in projects with 
significant environmental benefits and has assigned GA1 to the bond.  R&I is confident that the green bond 
is in line with the Green Bond Principles. 
 
For details, please refer to  
https://www.r-i.co.jp/en/rating/products/green_bond/index.html 
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Section 3. Detailed review 

Reviewers are encouraged to provide the information below to the extent possible and use the comment section to 
explain the scope of their review.  

1. USE OF PROCEEDS 

Overall comment on section (if applicable):  
The net proceeds of the green bond will be used to construct floating offshore wind power facilities. An 
offshore wind power generation business is part of renewable energy generation businesses and is also 
considered to be a business contributing to the mitigation of global warming. 
 
R&I has evaluated the project to be extremely beneficial to the environment. 
 
For details, please refer to  
https://www.r-i.co.jp/en/rating/products/green_bond/index.html 
 
 

Use of proceeds categories as per GBP: 

☒ Renewable energy 
 

☐ Energy efficiency  
 

☐ Pollution prevention and control 
 

☐ Environmentally sustainable management 
of living natural resources and land use 
 

☐ Terrestrial and aquatic biodiversity 
conservation 
 

☐ Clean transportation 

☐ Sustainable water and wastewater 
management  
 

☐ Climate change adaptation 
 

☐ Eco-efficient and/or circular economy adapted 
products, production technologies and 
processes 
 

☐ Green buildings 
 

☐ Unknown at issuance but currently expected 
to conform with GBP categories, or other 
eligible areas not yet stated in GBPs 

☐ Other (please specify): 
 

If applicable please specify the environmental taxonomy, if other than GBPs: 
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2. PROCESS FOR PROJECT EVALUATION AND SELECTION 

Overall comment on section (if applicable):  
Toda Corporation (TC)’s decision to make this project the eligible project for the green bond was an 
appropriate institutional decision. TC is also scheduled to examine the environmental impacts that this 
project may have through the environmental assessment process. 
 
R&I has evaluated the process of selecting eligible projects to be greatly clear and reasonable. 
 
For details, please refer to  
https://www.r-i.co.jp/en/rating/products/green_bond/index.html 
 
 

Evaluation and selection 

☒ Credentials on the issuer’s environmental 
sustainability objectives 

☒ Documented process to determine that 
projects fit within defined categories  

☒ Defined and transparent criteria for 
projects eligible for Green Bond proceeds 

☒ Documented process to identify and manage 
potential ESG risks associated with the project 

☒ Summary criteria for project evaluation 
and selection publicly available 

☐ Other (please specify): 

 

Information on Responsibilities and Accountability  

☒ Evaluation / Selection criteria subject to 
external advice or verification 

☐ In-house assessment 

☐ Other (please specify):   

 

3. MANAGEMENT OF PROCEEDS 

Overall comment on section (if applicable): 
The green bond proceeds are expected to be completely allocated by at least 2020. Until their allocation, 
proceeds are tentatively managed using an ordinary deposit account, certificates of deposit, etc. In addition, 
the allocation of proceeds to this project is managed using an internal system and confirmed on a quarterly 
basis so that all of the proceeds can be allocated to this project. 
 
R&I has evaluated the framework to be superior. 
 
For details, please refer to  
https://www.r-i.co.jp/en/rating/products/green_bond/index.html 
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Tracking of proceeds: 

☒ Green Bond proceeds segregated or tracked by the issuer in an appropriate manner 

☒ Disclosure of intended types of temporary investment instruments for unallocated proceeds 

☐ Other (please specify): 

 

Additional disclosure: 

☒ Allocations to future investments only ☐ Allocations to both existing and future 
investments 

☐ Allocation to individual disbursements ☐ Allocation to a portfolio of disbursements 

☐ Disclosure of portfolio balance of 
unallocated proceeds 

☐ Other (please specify): 
 

 

4. REPORTING 

Overall comment on section (if applicable):  
Until the completion of allocation of the green bond’s proceeds, Toda Corporation is scheduled to provide 
the allocation status on its website once a year. After starting the project operations, it will disclose the 
number of wind turbines constructed, output capacity, and amount of carbon offsets generated from the 
Project in a similar manner. 
 
R&I has evaluated the reporting on the green bond to be superior in terms of the content and frequency. 
 
For details, please refer to  
https://www.r-i.co.jp/en/rating/products/green_bond/index.html 

 

Use of proceeds reporting: 

☒ Project-by-project ☐ On a project portfolio basis 

☐ Linkage to individual bond(s) ☐ Other (please specify): 

 Information reported: 

 ☒ Allocated amounts ☐ Green Bond financed share of total investment 

 ☐ Other (please specify):   

 Frequency: 

 ☒ Annual ☐ Semi-annual 

 ☐ Other (please specify):  
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Impact reporting: 

☒ Project-by-project ☐ On a project portfolio basis 

☐ Linkage to individual bond(s) ☐ Other (please specify): 

 Frequency: 

 ☒ Annual ☐ Semi-annual 

 ☐ Other (please specify):   

 Information reported (expected or ex-post): 

 ☒ GHG Emissions / Savings ☐  Energy Savings  

 ☐ Decrease in water use ☐  Other ESG indicators (please specify): 

 

Means of Disclosure 

☐ Information published in financial report ☐ Information published in sustainability report 

☐ Information published in ad hoc 
documents 

☒ Other (please specify):website 

☐ Reporting reviewed (if yes, please specify which parts of the reporting are subject to external review): 

 

Where appropriate, please specify name and date of publication in the useful links section. 

 
USEFUL LINKS (e.g. to review provider methodology or credentials, to issuer’s documentation, etc.) 
Please refer to https://www.r-i.co.jp/en/rating/products/green_bond/methodology.pdf 
 
 
 

 
SPECIFY OTHER EXTERNAL REVIEWS AVAILABLE, IF APPROPRIATE 
Type(s) of Review provided: 

☒ Consultancy (incl. 2nd opinion) ☐ Certification 

☐ Verification / Audit ☐ Rating 

☐ Other (please specify): 

 
Review provider(s): Sustainalytics Date of publication: November, 2017 
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https://www.r-i.co.jp/en/rating/products/green_bond/methodology.pdf


 
 
 
ABOUT ROLE(S) OF REVIEW PROVIDERS AS DEFINED BY THE GBP 

(i) Consultant Review: An issuer can seek advice from consultants and/or institutions with recognized 
expertise in environmental sustainability or other aspects of the issuance of a Green Bond, such as 
the establishment/review of an issuer’s Green Bond framework. “Second opinions” may fall into this 
category. 

(ii) Verification: An issuer can have its Green Bond, associated Green Bond framework, or underlying 
assets independently verified by qualified parties, such as auditors. In contrast to certification, 
verification may focus on alignment with internal standards or claims made by the issuer. Evaluation 
of the environmentally sustainable features of underlying assets may be termed verification and may 
reference external criteria. 

(iii) Certification: An issuer can have its Green Bond or associated Green Bond framework or Use of 
Proceeds certified against an external green assessment standard. An assessment standard defines 
criteria, and alignment with such criteria is tested by qualified third parties / certifiers.  

(iv) Rating: An issuer can have its Green Bond or associated Green Bond framework rated by qualified 
third parties, such as specialised research providers or rating agencies. Green Bond ratings are 
separate from an issuer’s ESG rating as they typically apply to individual securities or Green Bond 
frameworks / programmes. 
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