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【R&I グリーンボンドアセスメント】 

株式会社アシックス 第２回無担保社債 

（アシックス サステナビリティボンド）：発行時確認 
 

格付投資情報センター(R&I)は、R&I グリーンボンドアセスメント（サステナビリティボンド セカン

ドオピニオン）に対する発行時確認を行いました。 
 

【対象債券の概要】 

名称 
株式会社アシックス 第 2 回無担保社債 
（アシックス サステナビリティボンド） 

発行体 株式会社アシックス 
発行額 200 億円 
発行日 2019 年 3 月 13 日 
償還日 2024 年 3 月 13 日 

 
 

R&I は、本債券の確定した発行額や期間等を踏まえ、本債券がアシックスの定めたサステナビリティ

ボンドフレームワークに則ったものとなっていることを確認した。 
 
評価の詳細は、添付の 2019 年 2 月 22 日付 R&I グリーンボンドアセスメント（サステナビリティボ

ンドセカンドオピニオン）を参照。 
 
本サステナビリティボンドに対して 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/003800/7936/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。 
また、R&Iグリーンボンドボンドアセスメント（サステナビリティボンド セカンドオピニオン）は、

対象事業の環境効果や社会効果等を証明するものではなく、当該効果について責任を負うものではあり

ません。 
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【R&Iグリーンボンドアセスメント】 

株式会社アシックス 第２回無担保社債 

（アシックス サステナビリティボンド）：セカンドオピニオン 
（セカンドオピニオンとは、サステナビリティボンドガイドライン等への適合性に関する意見です。） 

 

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（サステナビリティボンド セ
カンドオピニオン）を公表しました。 
 

【対象債券の概要】 

名称 
株式会社アシックス 第2回無担保社債 

（アシックス サステナビリティボンド） 

発行体 株式会社アシックス 
発行額 未定 
発行日 2019年3月（予定） 
償還日 2024年3月（予定） 

 
 

【概要】 
 アシックスは、スポーツシューズを主力としてスポーツウエアやスポーツ用具の製造販売を手掛ける

スポーツ用品メーカー。日本以外にも、米州、欧州・中近東・アフリカ、アジア・オセアニアの各地域

でグローバルに事業活動を展開し、本業のスポーツに関連する事業を通じて環境問題や社会課題の解決

に貢献する取り組みを進めている。 
今般こうした活動の一環としてサステナビリティボンド発行を検討しており、ICMA（International 

Capital Market Association 国際資本市場協会）のサステナビリティボンドガイドライン

（Sustainability Bond Guidelines）において言及しているGBP（グリーンボンド原則）及びSBP（ソ

ーシャルボンド原則）の両方に共通する4つの核となる要素である、調達資金の使途、プロジェクトの評

価と選定のプロセス、調達資金の管理、レポーティングに関する発行体の対応方針であるサステナビリ

ティボンドフレームワークを策定した。 
 

【R&Iグリーンボンドアセスメント（サステナビリティボンド セカンドオピニオン）】 

R&Iは、サステナビリティボンドフレームワークがICMAのサステナビリティボンドガイドラインに

則ったものである旨のセカンドオピニオンを提供する。 
 
なお、今回発行を検討している本サステナビリティボンドについて、債券の発行額や期間、具体的な

対象事業・資産の内容や充当スケジュール等の内容を踏まえ、本フレームワークに則ったものとなって

いることを確認している。 
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【評価理由】 
 調達資金の使途は、アシックススポーツ工学研究所における研究費用、介護予防事業の開設・運営

費用、キッズシューズ専門店の開店設備・工事費用、山陰アシックス工業（自社工場）の増改築費用、

米国ミシシッピ州配送センターの屋上ソーラーパネル設置費用である。 
 R&Iは、（1）各対象事業から十分な環境改善効果、社会改善効果が見込めるか、（2）環境面や社会

面における潜在的にネガティブな効果への配慮がなされているかについて、発行体との面談、書面

による確認、研究所や店舗への訪問調査等を基に確認を行い、本サステナビリティボンドフレーム

ワークにおける調達資金の使途が、サステナビリティボンドの対象事業として環境問題、社会課題

の解決に資する事業であると判断した。 
 プロジェクトの評価と選定のプロセスについて、1）対象事業は、CSR統括部、経理財務統括部、

スポーツ工学研究所が評価選定を行い、そのプロセスにおいては対象事業に関わる各部門や事業所

等（子会社、工場、配送センター、店舗・施設など）が関与することで環境面、社会面に関する専

門性が担保されている。2）最終的に経理財務統括部長が決定し、組織的な選定体制が確保されてい

る。3）対象事業は発行体の企業理念、CSR方針、グローバル環境方針、サステナビリティ目標等

に則ったものとなっている。以上より、本サステナビリティボンドフレームワークにおける対象事

業の評価と選定のプロセスは、明確かつ妥当であると判断した。 
 調達資金は、過去2年前までに行った対象事業のリファイナンス資金および各対象事業の新規ファイ

ナンス資金として調達から3年以内に充当される予定である。調達資金の充当に際しては所定の決裁

プロセスを経ることとされているほか、発行体の経理財務統括部は充当状況について四半期末ごと

に集計し、未充当金の残高を管理する。未充当資金は現金および現金同等物にて管理する予定であ

る。なお、調達から3年以降は原則として未充当金は発生しない予定であるものの、仮に未充当金が

発生することとなる場合は現金および現金同等物にて管理する方針であるとしている。以上より、

本サステナビリティボンドフレームワークにおいて、調達資金の管理方針が定められており、サス

テナビリティボンドの調達資金を対象事業に充当するための体制が備えられていると判断した。 
 レポーティングについては、発行体のウェブサイトまたは年次のサステナビリティレポートにおい

て、サステナビリティボンドの調達資金の充当状況および環境改善効果・社会改善効果が開示され

る。以上より、本サステナビリティボンドフレームワークにおけるレポーティングは、内容、頻度

の面から妥当であると判断した。 
 発行体であるアシックスは、環境配慮・社会貢献を企業理念として掲げている。当該理念のもとSBT

（Science Based Targets）に則ったCO2削減目標、ソーシャルサステナビリティ目標等を制定し、

アシックススポーツ工学研究所の研究開発を土台として各種事業における取り組みを推進している。 
 

R&Iグリーンボンド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。 
また、R&Iグリーンボンドボンドアセスメント（サステナビリティボンド セカンドオピニオン）は、

対象事業の環境効果や社会効果等を証明するものではなく、当該効果について責任を負うものではあり

ません。 
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■ 発行体（アシックス）の概要 
 
アシックスは、神戸発祥のスポーツ用品メーカー。創業者が戦後の荒廃する日本で「スポーツを通じ

て青少年の健全な育成に貢献すること」を願い 1949 年に設立した。 
現在は、主力のスポーツシューズをはじめ、スポーツウエア、スポーツ用具といったスポーツ用品類

の製造販売事業の他、スポーツ・健康に関連したサービス事業を手掛ける。また、製品・サービス事業

に留まらず、世界各地のマラソン大会やスポーツイベントへの支援、寄付、ボランティア、被災地支援

を通じて、世界各地の地域社会の発展や人々の健康意識の向上に貢献する取り組みを行っている。また、

グローバルに事業を展開するスポーツ用品メーカーとして、環境・社会に関する明確な理念・方針を策

定し、遂行するための体制を構築している。 
アシックスは、「私たちを取り巻く環境をまもり、世界の人々とその社会に貢献する」ことを企業理

念の一つとして掲げている。当該理念の実現を支えるのが同社の研究活動である。製品に使用する材料

の開発、機能設計、製品の機能評価などを同社のスポーツ工学研究所で行い、企業理念の実現に向けた

新製品の開発や新サービスの提供を支援している。 
アシックスはブランドメッセージ「I MOVE ME」に基づき、二つの柱となるサステナビリティ活動

を展開している。 
その柱の一つである環境に関するサステナビリティ活動「I MOVE ME Smarter（環境への配慮）」

においては、製品およびサプライチェーンでの持続可能性の向上に努めている。2030 年までに事業所か

らの CO2 排出量を 33％削減する目標（2015 年比）とサプライチェーンでの CO2 排出量を製品当たり

55％削減する目標（2015 年比）を掲げ、2018 年 8 月にスポーツ用品メーカーとしては世界で初めて SBTi
（Science Based Targets initiative）に認定された。この他にも、繊維を取り扱う生産プロセスの初期

から有害物質の混入を除去し、持続可能な繊維生産体制が構築された製品に付与される認証「bluesign」
を運営管理する bluesign technologies ag 社（スイス）とシステムパートナー契約を締結するなど高品

質で安全な素材の使用に取り組んでいる。 
もう一つの柱である「I MOVE ME Stronger（人と社会への貢献）」においては、健康的なライフス

タイル推進の一環として、高齢者の身体機能を測定し、個別に適切なトレーニングプログラムを提供す

るためのソーシャルサステナビリティの研究に取り組み、当該研究結果に基づいたロングライフサポー

ト関連のサービス事業を展開している。また、持続可能なサプライチェーンを構築するために、生産委

託先工場に対して、安全かつ健康的な労働環境を提供することなど同社が定めるビジネスパートナー管

理方針の遵守を求めており、2020 年までに全ての工場が当該基準を達成することを目指している。また、

工場管理レベルの改善に向けて、ILO（国際労働機関）の主要プログラムであるベターワークに日本企

業初のメンバーとして協働したり、これまで公表してきた工場評価結果に加え、2017 年には委託先工場

リストを公開するなど、サプライチェーンにおける透明性の向上、公正な労働慣行の確保、労働・自然

環境の改善、人権尊重に努めている。その他、健康と幸福に係る取り組みとして、スポーツを通して年

齢や能力を問わず全ての人々が健康で活力ある生活を送り、幸福になれる活動を進めている。一例とし

て、国際 NPO「Right To Play」と連携し、レバノンに避難しているシリア難民の子供達にスポーツプ

ログラムを提供する活動を 2018 年に開始した。 
 
アシックスは「環境への配慮」および「人と社会への貢献」についての方針や目標実現のため、本サ

ステナビリティボンドの発行を通じて、健康・予防サービス促進を背景とした「世界最先端の健康立国」

の実現、再生可能エネルギーへの取り組み等を通じた持続可能な循環型経済社会の構築に貢献すること

を意図している。 
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■サステナビリティボンドフレームワーク （アシックス サステナビリティボンド）の概要 

 
アシックスは、サステナビリティボンド発行に当たり、ICMAのサステナビリティボンドガイドライ

ン（Sustainability Bond Guidelines）の4つの核となる要素である、調達資金の使途、プロジェクトの

評価と選定のプロセス、調達資金の管理、レポーティングに関する発行体の対応方針であるサステナビ

リティボンドフレームワークを作成した。本フレームワークの概要は、以下の通りである。 
 

1. 調達資金の使途 ： Use of Proceeds 

 サステナビリティボンドの調達資金は、以下の選定基準を満たすプロジェクトの新規資金または既

存の拠出資金のリファイナンスに充当される予定である。なお、リファイナンス資金はいずれも調

達から2年前までに拠出された資金を対象としている。 
 資金使途となる各対象事業は、大きく4つに分類される。各資金使途の概要は以下のとおり。 

No. 
資金使途 

＜新規/リファイナンス＞ 
Social 
/Green 事業区分 

充当 
割合 

① 

アシックススポーツ工学研究所 

の研究費用（下記を含む） 

 障がい者のスポーツ実施率向上、 

高齢者の運動促進のための研究費用 

 足の疾患対応製品の共同開発費用 

 エコフレンドリー関連の材料設計 

 省力化生産技術の活用と品質管理 等 

＜新規およびリファイナンス＞ 

Green 

「高環境効率商品、環境適応商品、環境

に配慮した生産技術およびプロセス」、

「エネルギー効率」、 
「汚染防止及び抑制」 

77.3％ 

Social 
「必要不可欠なサービスへのアクセス

（健康、健康管理）」 

② 

介護予防事業Tryus（トライアス） 
の開設・運営費用 

＜新規およびリファイナンス＞ 

Social 
「必要不可欠なサービスへのアクセス

（健康、健康管理）」、 
「社会経済的向上とエンパワーメント」 

11.0％ 

③ 

ASICS KIDS GINZAの 
開店設備・工事費用 

＜リファイナンス＞ 

Social 
「必要不可欠なサービスへのアクセス

（健康、健康管理）」 
0.1％ 

④ 

山陰アシックス工業（自社工場）の 
増改築費用 

＜リファイナンス＞ 
Green 

「再生可能エネルギー」、 
「エネルギー効率」 

11.6％ 
米国ミシシッピ州配送センターの 

屋上ソーラーパネル設置費用 

＜リファイナンス＞ 
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①  アシックススポーツ工学研究所の研究費用 

 アシックススポーツ工学研究所では、「研究は社会貢献である」とする理念のもと、アスリートに関

わらず高齢者・障がい者・子供をはじめ広く一般市民を対象とした足の健康や運動効果に関する研

究開発を行っている。同時に、SBT（Science Based Targets）として設定したサプライチェーンで

のCO2排出量を製品当たり55％削減する目標（2015年比）に則り、環境に配慮した商品、生産技術

やプロセスに関する研究開発を行っている。 
 本サステナビリティボンドの調達資金は、当該研究資金として2年前までに充当された資金のリファ

イナンス資金及び今後3年間の新規研究資金として充当することが定められている。 
 

（アシックススポーツ工学研究所の研究内容） 

 アシックススポーツ工学研究所は、「スポーツで培った知的技術により、質の高いライフスタイルを

創造する」というビジョンを具現化するアシックスの基幹を担う部門として位置付けられている。 
 アシックスでは、もともと研究開発に注力しており、1977年にアパレルの研究を行う技術研究室、

1980年にシューズ基礎研究課を設立。その後、1985年にシューズ・アパレルの研究部門が統合され、

アシックススポーツ工学研究所が設立された。現在の研究施設は1990年に竣工、2015年に研究員の

増加や研究室・実地設備の増強（屋内実験走路・傾斜実験走路、人工芝実験場、テニスコート実験

場・トラック延伸等）に伴う増改築を行い、材料・構造設計から試作サンプルの製作、その効果検

証まで一貫して行うことができる設備を備えている。 
 研究においては、「Human centric science」（人間中心設計）にこだわり、人間の運動動作に着目・

分析し、独自に開発した素材や構造設計技術を用いることによって、イノベーティブな技術、製品、

サービスを継続的に生み出す取り組みを行っている。 
 アシックススポーツ工学研究所における研究内容は下表の通り。 

 
■アシックススポーツ工学研究所の研究内容 

 

 

研究内容 概要 

人間特性に関する研究 
種目、男女、スキル差などによって異なる運動時の身体の“変形”や“負

荷”を分析、その結果に基づき、製品にとって必要な機能を抽出する。 

材料に関する研究 
シューズを進化させるためソールや他パーツに使用されている樹脂・ゴ

ム・スポンジの材料設計を行う。 

構造に関する研究 
人間特性の研究で得られた結果をもとに構造を設計する。コンピューター

シミュレーションによって設計し、実験による評価・検証を行う。 

分析評価試験手法に関する研究 
シューズ、ウエア、用具に使用する材料や製品の品質維持・向上をはかる

ため、基準値の設定や新たな評価方法を研究する。 

生産技術に関する研究 
成形方法を研究するとともに、研究所で開発された材料を量産化するた

めの生産工場への技術指導も行う。 
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 アシックスの主力製品であるシューズの機能設計においては「ケガから守る」ことと「最大限のパ

フォーマンスを実現する」という2つのコンセプトを重視している。 
 走速度が遅く健康志向の高いランニング愛好者は、快適性や障がい予防を重視したランニング

シューズが適しており、走速度が速くパフォーマンス向上を重視したランナーには、軽量でシ

ンプルなマラソンシューズが適している。レーシングシューズはその間に位置する。 
 走る目的や志向により、その重要性の度合いは異なるものの、スポーツシューズはいずれもパ

フォーマンスを最大限に引き出すとともに障がいから足を保護することや快適性が重要となる。 

Runnning Racing Marathon

slow fast

Performance 
EnhancementInjury

Preventation

 
 上記のような用途・目的に応じたシューズ開発を実現するため、アシックススポーツ工学研究所で

は8つの機能特性「軽量性」、「グリップ性」、「耐久性」、「クッション性」、「安定性」、「フィット性」、

「屈曲性」、「通気性」に着目し、機能設計を行っている。また、機能特性以外にも、性別の違いに

よって生じる骨格の差や地域の違いによって生じる体型や足型の差に関するデータを収集したうえ

で、世界の全てのランナーに価値あるシューズを提供できるような設計も行っている。 
 

（ソーシャルサステナビリティに則った研究開発） 

 アシックススポーツ工学研究所では、このような機能特性などに関する研究内容を活用し、以下の

ようなソーシャルサステナビリティに則った取り組みを行っている。 
 

 障がい者のスポーツ実施率向上、高齢者の運動促進のための研究（ナブテスコ社と連携） 

╴  1993年に世界初の電子制御義足「インテリジェント義足膝継手」

を製品化し、福祉機器事業に参入したナブテスコ社と連携し、当

該製品の特性に合った義足装着者向けスポーツシューズの研究

開発を2018年4月より行っている。 
╴  「インテリジェント義足膝継手」は、電子制御によって半自律的

に膝継手が曲がる機能を備えている。アシックス工学研究所では、

当該製品のスポーツ動作適用性の検証と義足部の特性を考慮し、

卓球やバドミントンなどのスポーツをより安全に実施できる義

足装着者向けスポーツシューズの開発を行っている。 
╴  また、高精度の衛星測位技術を用いて、高齢者を中心とする歩行

補助器具利用者の位置情報と運動量を正確に計測する手法の研

究開発も連携して行っている。具体的には、ナブテスコ社が開発

中の電動アシスト歩行車などに測位機能を搭載し、アシックスが

マラソン大会での実証実験などで蓄積してきた位置測位に関す

る知見を活用することで、測位精度の高い位置情報に基づく安全な運動環境の確保と正確な移動

距離や時間などを基にした運動量の見える化が図られ、高齢者の運動促進や健康増進に寄与する

ことを目指す取り組みである。 
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 足の疾患対応製品の共同開発（下北沢病院） 

╴  アシックスでは、2016年7月から、足の疾患に特化して予防・治療、健康寿命延伸を目指し、下

北沢病院およびロート製薬と共同で、足に多い疾患に着目し、ウォーキング運動をサポートする

シューズ・中敷等の共同研究開発を行っている。下北沢病院は、「足病学（ポダイアトリー）」を

テーマに掲げた診療を行う医療法人である。 
╴  2018年7月には、下北沢病院と母趾にかかる負担を軽減する中敷を搭載したシューズの商品化を

行った。これは、「足から健康を支えていく」をコンセプトに診療を行う下北沢病院の「足病学」

の知見と、人間の運動動作に着目・分析し、独自に素材開発や構造設計を行うアシックス工学研

究所における研究に基づき開発されたものであり、アシックスは、足本来の機能を生かした歩行

をサポートする特殊な中敷を独自に設計した。 
╴  足のアーチや拇趾機能に着目し、拇趾への負担を軽くしたいといった女性をはじめとする多くの

人々の足の健康に寄与する上記の取り組み同様、引き続き各社の強みを生かして、足の疾患（痛

みやしびれ、外反母趾、巻き爪、スポーツ障害、痛風、リウマチ等）に対応した研究を続けてい

くとしている。 
 
＜アシックスが独自設計した中敷＞ 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

（SBTに則った研究開発） 

 アシックスでは、サプライチェーンでのCO2排出量を2030年に製品当たり55％削減（2015年比）

するというSBT目標に向けて、研究開発活動において、軽量化・エコフレンドリー関連の材料設計・

廃材再利用の取り組みなどを行っている。 
 全ての製品の研究開発において「軽量化」が考慮されており、「軽量

化」によるCO2排出量の削減が取り組まれている。例えば、アシック

ススポーツ工学研究所が300以上もの試作を繰り返し開発した、アシ

ックス史上最軽量のミッドソール「Flyte Foam Lyte（フライトフォ

ームライト）」が挙げられる。軽く、耐久性があり、環境にやさしい

素材であるセルロースナノファイバーの補強技術を業界で初めてミ

ッドソールに適用し、従来素材と比較し約55％の軽量化を実現した。

その結果、1足あたりのCO2排出量は2010年比24%の削減に繋がって

いる。また、製品だけでなく、輸送時のCO2排出量の削減にも寄与し

ている。 

Flyte Foam を採用したシューズ 
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 材料関連では、上記以外に、バイオマス由来の原材料によるシューズ部材の開発を行う、排出され

る部材の廃材を機能性補強材料としてリサイクルを行う等の研究開発を行っている。 
 製造工程では、ロボット生産や射出技術の活用による製造工程の省力化を行うことでCO2排出量削

減に取り組んでいる。 
 その他、製品の評価や試験を行うプロセスにおいては、コンピューターシミュレーション技術を活

用して試作品の製作頻度を削減するなど環境に配慮した取り組みを行っている。 
 

■アシックススポーツ工学研究所における環境面での取り組み 

（エコフレンドリー関連の材料設計） 

 

 

（省力化生産技術の活用と品質管理） 

 

 
 

取り組み 概要 

バイオマス由来材料によ

る 
CO2 排出量削減 

廃サトウキビ、ひまし油、天然ゴムなどバイオマス由来の原材料によるシューズ

部材の開発 
⇒非食材料、非生分解性材料の利用 
(生分解性材料は分解時に CO2 の約 25 倍の悪影響がある CH4 を排出するとされ

ているため) 
⇒平昌オリンピック用のデレゲーションシューズでは、バイオマス由来の材料比

率 50％を実現 

軽量化による 
CO2 排出量削減 

軽量化により、1 足あたりの使用材料を削減 
⇒CNF（セルロースナノファイバー）補強ミッドソールの開発 
 2010年比1足あたり約24%のCO2排出量を削減 
 ASICS史上最軽量ミッドソールFlyteFoam™ Lyte 
 業界初CNF補強技術を適用。軽く、耐久性がよく、バイオマス由来材料の

ため環境にやさしい 

⇒製品だけでなく、輸送時の CO2 排出量の削減が可能 

廃材の再利用による 
CO2 排出量削減 

シューズ工程中に排出されるフォーム部材の廃材を再利用 
⇒機能性補強材として再利用を実現 

取り組み 概要 

有害物質管理体制の強化 
事業を展開している全ての国で、化学物質の製品、環境、人に対す

る安全性に関わる法規を順守 

コンピューターシミュレーションの 

活用による CO2 排出量の削減 

構造設計・材料設計への活用 

⇒サンプリング回数の削減や開発期間の短縮に寄与 

シューズ製造工程の省力化による 

CO2 排出量の削減 
ロボット生産や射出技術の積極的活用 
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 アシックスは、国際的な制限物質リスト管理団体「Apparel and Footwear International RSL 
Management Group (AFIRM）」のメンバーであり、同団体のRSL（制限物質リスト）を化学物質

管理に適用するとともに、同団体への関与を通して、製品の化学物質管理に関する業界基準の統合

を行うことで、サプライヤーのコンプライアンス向上の効率化を目指している。 

 

 
②介護予防事業Tryus（トライアス）の開設・運営費用 

 介護予防事業Tryus（トライアス）は、高齢者向けの機能訓練特化型デイサービスである。アシッ

クススポーツ工学研究所の研究に基づき独自に開発されたプログラムを使用し、利用者の生活目標

の実現へ向け、頭と身体の両面を活性化させるトレーニングサービスを提供している。 
 現在、兵庫県内に5つの店舗を開設しており、本サステナビリティボンドの調達資金は、今後新たに

開設予定の店舗の開設資金、既存店舗を含む今後の店舗運営資金および調達から2年以内に充当され

た運営費用のリファイナンス資金として充当することが定められている。 
 トライアスでは、具体的に以下のサービスを提供している。 

 利用者は、「1人で散歩ができるようになる」などの「なりたい自分」を設定する。そして、そ

のための短期目標として「杖歩行ができるようになる」、長期目標として「1人で買い物に行け

るようになる」などの目標設定を行う。 
 利用者の関節可動域や注意能力などの体力状態を9つの項目で測定し、数値化する。その「体力

測定の結果」と「なりたい自分」との差を把握し、トレーニングの負荷等を考慮しながら「立

つ・歩く・転ばない」をコンセプトとした個別の運動プログラムを設定する。 
 運動機能を向上させるマシントレーニングだけでなく、「数を数えながら歩く」「テーマトーク

をしながらリズム運動をする」など頭と身体の両方を活性化させるアシックス独自の「デュア

ルスパーク」トレーニングを行うことで生活・運動機能の維持・向上を目指す。 
 利用者の身体状況を客観的に把握するため、定期的に身体機能の測定を行う。利用者の動きを

「数値化」「見える化」し、その経過をフィードバックする。 
 施設には、機能訓練指導員のほか、体調管理を行う看護師、ケアマネジャーと連携する生活相

談員などが常駐し、利用者が安心してトレーニングできる体制を整えている。 
 アシックスでは、中期経営計画「アシックス･グロース･プラン（AGP）2020」において、「スポー

ツで培った知的技術を用いた独自の商品・サービスで、人々の健康維持・増進や安全・安心をサポ

ートする」とする「健康快適」を事業領域の1つとして設定している。高齢者の生活機能向上に役立

つプログラムを提供する本Tryus事業の取り組みは、これらを実現、達成するための一環として展

開するものとして位置付けている。 
 
③ ASICS KIDS GINZAの開店設備・工事費用 

 ASICS KIDS GINZAは、「子供の健やかな成長を足元から応援する」をコンセプトにしたキッズシ

ューズ専門の旗艦店であり、2018年4月に開店した。子供の足や動作に関する研修を受けた専門のス

タッフが子供の足や歩き方を一緒に確認しながら、子供の足に合ったシューズ選びをサポートする。 
 本サステナビリティボンドにより調達された資金は、かかる店舗の開店に当たり必要となった費用

から絞り込まれた一部の設備資金や工事資金のリファイナンスに充当される。設備資金には、子供

の足を計測するための費用などが含まれる。 
 開店後は、専用の計測機器を使って測定し、アシックス工学研究所の研究結果に基づいて子供の成

長に応じた適切な靴選びをサポートするとともに、子供の足の計測データはスポーツ工学研究所に

還元することでさらなる研究を進めるという取り組みも行っている。 
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④ 山陰アシックス工業（自社工場）の増改築費用、米国ミシシッピ州配送センターの屋上ソーラーパネ

ル設置費用 

 アシックスは、2011年から事業所の直接的なエネルギー使用量をグローバル規模で測定し、そのエ

ネルギー効率の向上とCO2排出量の削減に取り組んでいる。 
 SBTとして2020年に向けて事業所のCO2排出5%削減（スコープ1と2、2015年比、直営店を含む）、

2030年までに事業所のCO2排出33%削減する（2015年比）という定量目標を掲げている。当該環境

目標を実現するため、再生可能エネルギーの利用率向上やエネルギー効率の向上に取り組んでおり、

本サステナビリティボンドの調達資金も当該取り組みの一環として以下の事業に充当することを定

めている。 
 

■省エネルギーおよび CO2排出量削減に向けた取り組み： 

 
 

 

 
 

   
 

 
④-1 山陰アシックス工業（自社工場）の増改築費用 

 山陰アシックス工業はアシックスの100％子会社であり、自社工場としては国内で唯一のシューズ

生産拠点として、「日本製」の特徴を生かした高付加価値商品群の生産を担っている。 
 2017年5月に新工場棟の建設および既存棟の改築を目的とした増改築工事を行い、本サステナビリ

ティボンドの調達資金は当該工事のリファイナンス資金として充当する予定である。 
 増改築工事においては、これまで4棟に分かれていた生産エリアを、新たに建設した2階建て生産棟

1棟に集約し、既存棟についても改築・改装を行ったもので、設備配置の見直しによって工程間のロ

スが削減されたほか、生産需要の変動に対して柔軟なレイアウト変更も可能で、生産効率が改善さ

れた。また、自社工場というメリットを最大限に生かし、アシックススポーツ工学研究所と連携し

た新たな材料の開発やその生産テスト、グループ全体の生産工程改善のテストの場としても活用し

ていくとしている。 
 建物には、十分な換気や採光が可能な吹き抜け空間構造を導入し、太陽光発電、LED照明を配備す

ることなどにより、従来型設備と比較してCO2排出量、水道光熱費ともに約12％削減することを企

図している。 

 再生可能エネルギーの利用率向上  

 排出量の多い事業所でのエネルギー効率の向上  

 エネルギー効率の良い設備・車両の導入   

 事業所の新設・改修の際にエネルギー効率の良い建物設計を導入 
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④-2 米国ミシシッピ州配送センターの屋上ソーラーパネル設置費用 

 アシックスの子会社であるアシックスアメリカコーポレーションが、再生可能エネルギーの調達を

向上させるため、2017年に米国ミシシッピ州にある同社配送センターに1MWの屋上ソーラーパネ

ルを設置した。本サステナビリティボンドの調達資金は、当該設置資金のリファイナンス資金とし

て充当される予定である。 
 このソーラーパネルは、ミシシッピ州で最大のものであり、設置後25～30年間にわたり配送センタ

ーの年間エネルギー需要の25％をカバーし、年間約800トンのCO2削減効果を企図している。 
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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 

 アシックスは「私たちを取り巻く環境をまもり、世界の人々とその社会に貢献する」を企業理念と

して掲げており、従前から製品の設計や製造工程をはじめとする事業活動のすべてにおいて環境負

荷の低減と人々の健康的な生活につながる製品やサービスの提供に取り組んでいる。また、各対象

事業の環境面や社会面における潜在的にネガティブな効果に対する配慮を行った上で事業を選定し

ている。 
 アシックスのCSR統括部、経理財務統括部、スポーツ工学研究所および各プロジェクトに関連する

事業所等との協議により、これらのプロジェクトについてサステナビリティボンドによる調達資金

の使途となる適格性を持つものであるかを評価・選定し、経理財務統括部長が決定する。 
 アシックスでは、2030年までにSBT（Science Based Targets）として事業所からのCO2排出量を

33％削減する目標とサプライチェーンでのCO2排出量を製品あたり55％削減する目標（ともに2015
年比）を掲げている。この他に、環境サステナビリティの取り組みでは、2017年にbluesign 
technologies ag社とシステムパートナー契約を締結し、環境に配慮した安全な繊維生産基準の活用

を進めている。 
 マテリアリティ（重要性）評価プログラムを実施し、事業活動にとって重要なサステナビリティ課

題を特定している。社内外のステークホルダーとの協議結果を反映した2018年版では、「製品安全

と品質」を社内外双方の極めて重要な課題と位置付けており、「エネルギーの効率的利用とCO2排出

削減」も重要性の高い課題と位置付けている。また、「運動不足とその影響」はアシックスの企業戦

略上重要な課題としている。 

 
 中期的には、2016年から2020年まで5カ年のサステナビリティ目標を策定している。優先的に取り

組む6領域とその進捗状況は下表の通り。 
■優先的に取り組む 6 領域 

 
 
 
 
 
 
 
 

 製品・サービスのサステナビリティ  

 製品の化学物質管理とトレーサビリティ  

 事業活動の省エネ化と環境マネジメントシステム  

 １次及び２次委託先工場での安全で倫理的な労働基準とサステナビリティ活動  

 ガバナンスと透明性、組織の効率化と一体感のある職場整備  

 世界各地でのスポーツ振興を通じた健康的な社会への貢献 
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1. 環境への配慮（製品と事業活動） 

 
※1.SAC Higg 製品指標と整合。サステナビリティ基準を設定する 2016 年目標を達成したため、目標を更新  
※2.廃棄物の測定及び報告が可能な事業所 

 
2. 人と社会への貢献（サプライチェーン） 

 
※アシックスでは、自社で委託先工場の評価を行っている。17 の評価基準に基づく総合評価の結果、A（卓越）～E（要大幅改善）まで 5 段階に分類され

る。  
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ASICS SPIRIT 

 
 

1. フィロソフィー 
創業哲学 
「健全な身体に健全な精神があれかし “ANIMA SANA IN CORPORE SANO”」 

 
アシックスの理念 

1．スポーツを通して、すべてのお客様に価値ある製品･サービスを提供する 
2．私たちを取り巻く環境をまもり、世界の人々とその社会に貢献する 
3．健全なサービスによる利益を、アシックスを支えてくださる株主、地域社会、従業員に還元する 

4．個人の尊厳を尊重した自由で公正な規律あるアシックスを実現する  

 

2. ビジョン： 

CREATE QUALITY LIFESTYLE THROUGH INTELLIGENT SPORT TECHNOLOGY 

－スポーツでつちかった知的技術により、質の高いライフスタイルを創造する 

 

3. バリュー 

 

  第 1 条：スポーツマンはルールを守る 

  第 2 条：スポーツマンはフェアプレーの精神に徹する 

  第 3 条：スポーツマンは絶えずベストを尽くす 

  第 4 条：スポーツマンはチームの勝利のために闘う 

  第 5 条：スポーツマンは能力を高めるために常に鍛錬する 

  第 6 条：スポーツマンは、「ころんだら、起きればよい。失敗しても成功するまでやればよい。」 

 

 
 

 
 アシックスの理念（ASICS SPIRIT）、グローバル環境方針の概要は以下のとおり。 
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3. 調達資金の管理：Management of Proceeds 

 サステナビリティボンド発行による調達資金の充当および管理は、アシックスの経理財務統括部が

行う。 
 調達資金は、過去2年前までに行った対象事業のリファイナンス資金および各対象事業の新規資金と

して調達から3年以内に充当される予定である。調達資金の充当に際しては所定の決裁プロセスを経

ることとされているほか、発⾏体の経理財務統括部は充当状況について四半期末ごとに集計し、未

充当金の残高を管理する。 
 アシックスではロンドンにグローバルCMSの口座を開設し、日本を含む各国のアシックス現地子会

社の口座とロンドンの口座を繋げてグループで有効活用する資金管理を行っている。そのため、米

国ミシシッピ州の配送センターの屋上ソーラーパネル設置にかかるリファイナンス資金は、本サス

テナビリティボンドによる資金調達後、当該ロンドンの口座を通じて充当される予定である。 
 未充当資金は現金および現金同等物にて管理する予定である。調達資金は、調達から3年以内に充当

され、以降は原則として未充当金は発生しない予定であるものの、仮に未充当金が発生することと

なる場合は現金および現金同等物にて管理する方針である。 

グローバル環境方針 
 
アシックスは、自らの業務の中にとどまらず、より広範なサプライチェーンでの環境への影響を管

理するため、体系的かつ継続的な改善を主導していきます。  
 
具体的に我々が目指すのは以下のとおりです： 

1. アシックスグループ内の環境マネジメントシステム(ISO14001)を拡大、整備し、権限と責任を

明確にする。 

2. 全ての役員および従業員に、日々の業務の中で環境への責任を果たし、地球規模での環境保全

を推進するよう促す。 

3. あらゆる企業活動で、事業の優先順位を考慮しながら、省資源、省エネルギー、廃棄物の削減、

グリーン購入の促進、汚染防止など地球環境への負荷の低減に継続的に取り組む。 

4. ライフサイクル分析および製品管理の視点を開発工程に取り入れ、環境に優しい技術と施策の

発展および普及に努めることによって、製品およびサービスの環境負荷を低減する。 

5. サプライチェーンでの事業活動の透明性を高めることで、製品の安全性向上および環境の改善

を継続的に図り、企業の社会的責任を果たす。  

6. アシックスの役員、従業員およびビジネスパートナーの環境問題に関する意識を向上させ、最

善の取組みを目指す。  

7. 環境活動およびその成果の情報公開を通じて、顧客、消費者、サプライヤーおよびその他のス

テークホルダーとの効果的なコミュニケーションと関係構築を図る。 
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4. レポーティング：Reporting 

 サステナビリティボンド発行1年後から償還までの期間、サステナビリティボンド発行による調達資

金の資金使途への充当状況および定められた定量的あるいは定性的指標を基に環境・社会改善効果

を年次でレポーティングし、R&Iによるレビューを受ける。  
 レポーティング内容および外部機関によるレビュー結果については、アシックスのウェブサイトも

しくは年次で発行するサステナビリティレポートで開示する。 
 各プロジェクトの環境改善効果、社会改善効果としては、主として以下の内容を想定している。 

 
＜各プロジェクトと環境・社会改善効果＞ 

資金使途 環境改善効果・社会改善効果（予定） 

① アシックススポーツ工学研究所の研究費用 

 環境改善効果：SBTに基づくCO2削減量 
（スコープ 3、2015 年比、グループ全体） 

 社会改善効果：健康増進・運動能力向上に関

する研究成果及び研究に基づく商品・サービ

スの開発実績 

② 
介護予防事業 Tryus（トライアス）の開設・

運営費用 

 契約者の介護度が一定期間でどれだけ維持・

改善できたか（※1） 
 契約者の体力改善度 

③ ASICS KIDS GINZA の開店設備・工事費用  新規計測者数（名） 

④ 
山陰アシックス工業（自社工場）増改築費用、 
米国ミシシッピ州配送センターの屋上ソーラ

ーパネル設置費用 

 SBTに基づくCO2削減量 
（スコープ 1&2、2015 年比、グループ全体） 

    
   

（※1）介護予防事業Tryusのインパクトレポ―ティング・イメージ 
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■ サステナビリティボンドフレームワークに対する評価 （セカンドオピニオン） 

R&Iは、R&Iグリーンボンドアセスメント（サステナビリティボンド セカンドオピニオン）の評価方

法に則り、アシックスの作成するサステナビリティボンドフレームワークが、ICMAのサステナビリテ

ィボンドガイドラインに適合しているか否かの確認を行った。 
 

1. 調達資金の使途：Use of Proceeds 

サステナビリティボンドの調達資金が、環境問題、社会課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、社会問題の解決に資する事業である必要があ

る。 
 

主な評価の根拠 

 本フレームワークの内容の確認 

 本サステナビリティボンドの各対象事業の内容の確認 

 

評価 

 R&Iは、（1）各対象事業から十分な環境改善効果、社会改善効果が見込めるか、（2）環境面、社会

面における潜在的にネガティブな効果への配慮がなされているかについて、発行体との面談、書面

による確認、研究所や店舗への訪問調査等を基に確認を行った。 

 4つの資金使途別に評価を行った。各資金使途に関する評価は以下の通り。 

 
① アシックススポーツ工学研究所の研究費用 

アシックススポーツ工学研究所における研究開発は、アシックスが企業理念として掲げる「環境と

社会への貢献」を実現する基礎となる部門である。実際に全ての研究分野（人間特性、材料、構造、

分析評価試験手法、生産技術）において、当該理念を実現するための取り組みがなされこれまでに多

くの成果を挙げてきていることから、高い環境改善効果、社会改善効果が見込まれる資金使途として

妥当であると判断した。 

（環境改善効果） 

 アシックスは、SBT（Science Based Targets）として、2030年にサプライチェーンでのCO2排出

量を製品当たり55％削減する目標（2015年比）を設定している。アシックスは、製品の9割以上を

国内外の一次委託先工場（サプライチェーン）にて生産が行われており、本研究所における材料や

製造工程に関する研究開発はサプライチェーンにおけるCO2排出量削減に貢献している。 
 特に、全ての製品の研究開発について「軽量化」が考慮されており、「軽量化」による機能面の向上

とCO2排出量の削減が推進されている。具体的には、例えば、軽く、耐久性がありバイオマス由来

材料の新素材であるセルロースナノファイバー（CNF）を使用し、シューズの靴底のミッドソール

（中間クッション）材を独自に開発し、従来のミッドソール素材と比較して約55％の製品軽量化を

実現した。その結果、1足当たりの使用材料の削減に繋がり、製品レベルで従来の同等商品と比較し

て約24％のCO2排出量を削減するとともに、輸送時のCO2排出量削減効果も得られる環境改善効果

を上げている。 
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 材料研究に関しては、上記以外のバイオマス由来材料によるCO2排出量の削減、リサイクルによる

CO2排出量削減の研究開発が行われている。 
 製造工程の研究に関しては、ロボット生産技術や射出成型技術といった省力化生産技術の研究開発

が行われている。 
 その他にも、コンピューターシミュレーション技術の活用により、試作品の制作頻度を削減し、研

究開発自体から発生するCO2排出や廃棄製品を削減する取り組みを行っている。 
 以上より、アシックススポーツ工学研究所では、材料開発・機能構造設計・製品評価・生産技術等

のあらゆる研究フェーズにおいてCO2排出量の削減に向けた取り組みがなされており、併せて、リ

サイクルや廃棄物の削減等に関する研究開発が行われている。本研究開発費用は、「高環境効率商

品・環境適応商品・環境に配慮した生産技術およびプロセス」、「エネルギー効率」、「汚染防止及び

抑制」に分類され、SBT目標の達成に資する環境改善効果の高い資金使途であると判断した。 
 

（社会改善効果） 

 「研究は社会貢献である」とする理念のもと設立されたアシックススポーツ工学研究所では、アス

リートに関わらず高齢者・障がい者・子供をはじめ広く一般市民を対象とした足の健康や運動効果

にかかる研究開発を行っている。 
 全ての人の安全で健康的な生活に寄与し、「ケガから守る」ことを共通のコンセプトとしたシューズ

等の開発は、アシックススポーツ工学研究所に蓄積された人間特性に関する科学的なデータを活用

することで可能となっている。足の疾患を予防し、健康を守る製品や障がい者、高齢者の運動率向

上や健康増進プログラムは、当該研究が土台となって提供されている。 
 また、アシックススポーツ工学研究所の研究に基づき開発された製品やサービスを利用した利用者

の足型データや運動データは、再び研究所に還元される。こうして蓄積が進むデータを基に、研究

所ではあらゆる人間にとって快適で健康な生活を実現するための「人間中心設計」のコンセプトに

沿った研究の進化と深化を継続的に図っている。 
 他社との共同研究においても高齢者や障がい者が安全にスポーツを実施できる環境の実現に貢献す

る社会改善効果を上げており、ナブテスコ社と障がい者や高齢者の運動参加率向上を目指すための

共同研究の取り組みは、スポーツ庁が目指している2022年3月までに同実施率を40％に引き上げる

との方針に寄与できるものであると考えられる。また、「足病学」をテーマに掲げた診療を行う下北

沢病院との共同開発においても、足に疾患（痛み、しびれ、外反母趾、その他）を持つ人々の健康

で快適な生活の実現に貢献する社会改善効果を上げており、今後も継続的な効果が期待される。 
 以上より、アシックススポーツ工学研究所では、全ての人の状態に適した健康を増進させるための

研究開発に一貫して取り組んでおり、本研究開発費用は全ての人の健康や健康管理に資する社会改

善効果の高い資金使途であると判断した。 
 

＜健康に関する政策の取り組み＞ 
 
国は、平成 12 年度より、生活習慣病やその原因となる生活習慣の改善等に関する課題について目標等を

選定し、国民が主体的に取り組める新たな国民健康づくり運動として「21 世紀における国民健康づくり運

動（健康日本 21）」（以下、「健康日本 21」）を開始している。当該「健康日本 21」の中間評価報告書（平

成 30 年 9 月厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会）の中で、今後の課題として、国民全体の健康づく

りの取り組みを各地域において一層推進するために、スポーツ庁の「FUN+WALK PROJECT」などの好事

例を広めることで、予防・健康づくりを社会全体で推進していくこと等が挙げられている。「FUN+WALK 
PROJECT」は、『「歩く」を入口に、国民の健康増進を目指す』をコンセプトとし、歩くことを推進する

もので、アシックスが人々の心身の健康を支えていくというコミットメントと共鳴するものである。そして、

これを実現する土台となるのが、アシックススポーツ工学研究所における研究開発の取り組みであり、国の

政策・方針とも整合的なものとなっている。 
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② 介護予防事業Tryus（トライアス）の開設・運営費用 

 高齢者をターゲットに介護予防のためのサービスを提供するTryus（トライアス）事業は、65歳以

上の高齢者の割合が27.7%（2017年）と、世界に先駆けて超高齢社会に突入した日本においては、

社会的に意義の大きな事業であると考えられる。 
 発行体の2016年度から2020年度に向けた中期経営計画「ASICS Growth Plan (AGP) 2020」におい

て、Tryus（トライアス）事業は「スポーツで培った知的技術を用いた独自の商品・サービスで、

人々の健康維持・増進や安全・安心をサポートする」健康快適事業領域に位置付けられ、強化する

方針としている。 
 本事業は、発行体の中期経営計画やロングライフサポートの観点で行っているソーシャルサステナ

ビリティの研究に則したものであり、当該事業の推進は、健康寿命の延伸・健康格差の縮小に寄与

し、介護負担の軽減や高齢者自身の就労を促進する環境の整備に繋がるものと考えられる。 
 世界に目を向けても高齢化率は、1950年の5.1%から2015年には8.3%に上昇している。2060年には

17.8%にまで達し、先進地域はもとより開発途上地域においても高齢化が急速に進展すると見込ま

れている。今後、本格的な高齢化社会を迎える世界においてもこうした発行体の取り組みはロール

モデルとなり得るものであり、当該事業を「将来的なグローバル展開を視野に入れて、日本でビジ

ネスを拡大、成長させる」とする発行体の中期経営計画とも整合的である。 
 以上より、高齢化社会が急速に進展する日本において、高齢者の介護予防サービス事業にかかる本

資金は高齢者の健康増進と社会経済的向上に繋がる社会改善効果の高い資金使途であるとして評価

できると判断した。 
 

③ ASICS KIDS GINZAの開店設備・工事費用 

 ASICS KIDS GINZAの開店に当たり必要となった費用から絞り込まれた一部の設備資金や工事資

金のリファイナンスに充当される。 
 「子供の健康」を最大のコンセプトとするASICS KIDS GINZAの開店設備・工事費用は、スポー

ツ工学研究所における研究に裏付けられた足の健康に配慮した製品とサービスの提供に繋がる設備

投資費用である。 
 以上より、子供の足の健康に資する本資金は、社会改善効果が得られる資金使途として妥当である

と判断した。 
 

④ 米国ミシシッピ州配送センターの屋上ソーラーパネル設置費用、山陰アシックス工業（自社工場）増

改築費用 

 アシックスは、2011年から事業所の直接的なエネルギー使用量をグローバル規模で測定し、そのエ

ネルギー効率の向上とCO2排出量の削減に取り組んでいる。SBTとして、2020年に事業所における

CO2排出5％削減（2015年比）、2030年に事業所からのCO2排出量を33％削減する目標（2015年比）

を設定しており、再生可能エネルギーの利用率向上やエネルギー効率の良い設備の導入などを通じ

た省エネルギーに取り組んでいる。 
 山陰アシックス工業の新工場棟の建設および既存棟の改築は、「事業所の新設・改修の際にエネルギ

ー効率の良い建物設計を導入」するという発行体の「省エネルギーおよびCO2排出量削減に向けた

取り組み」の方針に基づくものである。ソーラーパネルの設置や省エネ設備導入を含めた増改築工

事に伴いCO2やエネルギー削減効果が見込まれることから、エネルギー効率に分類される一定の環

境改善効果が得られる資金使途として妥当であると判断した。 
 米国ミシシッピ州の配送センターにおける屋上ソーラーパネルの設置についても、再生可能エネル

ギーの利用率向上を推進する発行体の方針や目標とも整合的であり、再生可能エネルギーに分類さ

れる環境改善効果の高い資金使途として妥当であると判断した。 
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以上より、本フレームワークにおける調達資金の使途は、サステナビリティボンドガイドラインに則

ったものとなっていると判断した。 
 

 

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

サステナビリティ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や社会課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。 
 

主な評価の根拠 

 本フレームワークの内容の確認 
 アシックスの企業理念、CSR方針、グローバル環境方針、サステナビリティ目標 
 各対象事業全体の内容に関する確認 
  

評価 

 各対象事業はアシックスの企業理念、CSR方針、グローバル環境方針、サステナビリティ目標に則

したものである。 
 各対象事業は十分な環境改善効果・社会改善効果が見込め、環境面や社会面における潜在的にネガ

ティブな効果に対する配慮がなされている。 
 プロジェクトの評価と選定のプロセスについて、CSR統括部、経理財務統括部、スポーツ工学研究

所が評価選定を行い、そのプロセスにおいては対象事業に関わる各部門や事業所等（子会社、工場、

配送センター、店舗・施設など）が関与することで環境面、社会面に関する専門性が担保されてい

る。 
 最終的には経理財務統括部長が決定し、組織的な選定体制が確保されている。 

 
以上より、本フレームワークにおける対象事業の選定のプロセスは、サステナビリティボンドガイド

ラインに則ったものとなっていると判断した。 
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3. 調達資金の管理：Management of Proceeds 

サステナビリティボンドの調達資金が、環境問題や社会課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。 
 

主な評価の根拠 

 本フレームワークの内容の確認 

  

評価 

 サステナビリティボンド発行による調達資金は、過去2年前までに行った対象事業のリファイナンス

資金および各対象事業の新規資金として調達から3年以内に充当され、管理は、アシックスジャパン

の経理財務統括部が行う。 
 調達資金の充当に際しては所定の確認、決裁プロセスを経ることされている。また、アシックスは

サステナビリティボンド発行による調達資金の充当の状況について四半期末ごとに集計し、未充当

金の残高を管理する。未充当資金は資金充当が決定されるまでの間、対当額を現金および現金同等

物にて管理する予定である。以上より、調達資金を充当するための措置は整っていると考えられる。 
 資金調達から3年以内に原則として充当が完了し、以降、未充当金は発生しない予定であるものの、

プロジェクトへの充当時期の遅れ以外の理由により未充当金が発生することが明らかになった場合

は、投資家に報告を行うとともに現金および現金同等物にて管理することとしており、調達資金を

管理するうえで妥当な方針が定められている。 
 
以上より、本フレームワークにおける調達資金管理の方針は、サステナビリティボンドガイドライン

に則ったものとなっていると判断した。 
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4. レポーティング：Reporting 

 サステナビリティボンドの調達資金が、調達後、環境問題や社会課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、

社会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。 
  

主な評価の根拠 

 本フレームワークの内容の確認 

  

評価 

 本サステナビリティボンドのレポーティングは、アシックスのウェブサイトまたは年次のサステナ

ビリティレポートで開示される予定である。 

 レポーティングの内容は、サステナビリティボンド発行による手取金の資金使途への充当状況およ

び環境改善効果、社会改善効果についてであり、妥当な内容となっている。 

 

以上より、本フレームワークにおけるレポーティングは、サステナビリティボンドガイドラインに則

ったものとなっていると判断した。 
 

＜総合評価＞ 
R&Iは、R&Iグリーンボンドアセスメント（サステナビリティボンド セカンドオピニオン）の評価方

法に則り、本フレームワークが、サステナビリティボンドガイドラインに則ったものとなっていると判

断した。 
 
本セカンドオピニオンは、今回発行するサステナビリティボンドにのみ適用されるものであって、2

回目以降に発行される際には、再度確認の上ニュースリリースを行う。 
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■ 本サステナビリティボンドに対する評価 

R&Iは、R&Iグリーンボンドアセスメント（サステナビリティボンド セカンドオピニオン）の評価方

法に則り、本サステナビリティボンドにおいて予定されている発行額や期間、具体的な対象プロジェク

トの内容や充当スケジュール等が、本フレームワークの内容に則ったものとなっているか確認を行った。 
 

1. 調達資金の使途：Use of Proceeds  
本サステナビリティボンドの資金使途は、アシックススポーツ工学研究所における研究費用、介護予

防事業の開設・運営費用、キッズシューズ専門店の開店設備・工事費用、山陰アシックス工業（自社工場）

の増改築費用、米国配送センターの屋上ソーラーパネル設置費用である。本フレームワークに定められ

た適格資産であり、サステナビリティボンドの発行額や期間も踏まえて妥当なものとなっていることを

確認した。 
 

2. プロジェクトの評価と選定のプロセス：Process for Project Evaluation and Selection 
本サステナビリティボンドは、発行体が定めた本フレームワークに基づき、プロジェクトが選定され

ていることを確認した。 
 

3. 調達資金の管理：Management of Proceeds  
本サステナビリティボンドは、発行体が定めた本フレームワークに基づき、調達資金が管理される予

定であることを確認した。 
 

4. レポーティング：Reporting  
本サステナビリティボンドは、発行体が定めた本フレームワークに基づき、レポーティングが行われ

る予定であることを確認した。 
 
 

R&Iグリーンボンドアセスメント（サステナビリティボンド セカンドオピニオン）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 

 
 
 

R&Iグリーンボンド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。 
また、R&Iグリーンボンドボンドアセスメント（サステナビリティボンド セカンドオピニオン）は、

対象事業の環境効果や社会効果等を証明するものではなく、当該効果について責任を負うものではあり

ません。 
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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。 R&Iグリーンボンドアセスメントでは、グリーンボンドフレームワークに関してのセカンドオピニ

オンを付随的に提供する場合があります。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、およ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、およ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およ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、翻訳お

よ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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サステナビリティボンド／サステナビリティボンド・プログラム 

独立した外部レビューフォーム 

セクション  1.  基本情報 

発行体名：株式会社アシックス 

サステナビリティボンドの ISIN又は  発行体のサステナビリティボンド発行に関するフレームワー

ク名（該当する場合）：   

独立した外部レビュー実施者名：格付投資情報センター 

本フォーム記入完了日：2019年 3 月 7 日 

レビュー発表日：2019年 3 月 7 日 

セクション  2.  レビュー概要 

レビュー範囲 

必要に応じて、レビューの範囲を要約するために以下の項目を利用又は採用する。 

本レビューでは、以下の要素を評価し、グリーンボンド原則（以下、GBP）・ソーシャルボンド原

則（以下、SBP）との整合性を確認した： 

☒  調達資金の使途  ☒  プロジェクトの評価と選定のプロセス 

☒  調達資金の管理  ☒  レポーティング 

 

独立した外部レビュー実施者の役割 

☒  セカンドオピニオン  ☐  認証 

☐  検証  ☐  スコアリング/レーティング（格付け） 

☐  その他（ご記入ください）：     

注記：複数のレビューを実施又は異なる複数のレビュー実施者が存在する場合、それぞれ別々の用紙にご記
入ください。 

Latest update: June 2018 
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レビューのエグゼクティブサマリおよび／またはレビュー全文へのリンク 

（該当する場合） 

【R&I グリーンボンドアセスメント（サステナビリティボンド セカンドオピニオン）】 
R&I は、サステナビリティボンドフレームワークが ICMA のサステナビリティボンドガイドライン

に則ったものである旨のセカンドオピニオンを提供する。 
 
なお、今回発行を検討している本サステナビリティボンドについて、債券の発行額や期間、具体的

な対象事業・資産の内容や充当スケジュール等の内容を踏まえ、本フレームワークに則ったものと

なっていることを確認している。 
 
レビュー全文は、本リリースの本文を参照。 

 

セクション  3.  レビュー詳細 

レビュー実施者には可能な限り以下の情報を提供し、レビュー範囲を説明するためにコメントセクションを
利用するよう推奨する。 

1.  調達資金の使途 

セクションに関する全般的なコメント（該当する場合）： 

＜本フレームワークについて＞ 
R&I は、（1）各対象事業から十分な環境改善効果、社会改善効果が見込めるか、（2）環境面、

社会面における潜在的にネガティブな効果への配慮がなされているかについて、発行体との面談、

書面による確認、研究所や店舗への訪問調査等を基に確認を行った。 
4 つの資金使途別に評価を行った。各資金使途に関する評価は以下の通り。 

 
① アシックススポーツ工学研究所の研究費用 
アシックススポーツ工学研究所における研究開発は、アシックスが企業理念として掲げる「環境

と社会への貢献」を実現する基礎となる部門である。実際に全ての研究分野（人間特性、材料、構

造、分析評価試験手法、生産技術）において、当該理念を実現するための取り組みがなされこれま

でに多くの成果を挙げてきていることから、高い環境改善効果、社会改善効果が見込まれる資金使

途として妥当であると判断した。 
（環境改善効果） 
アシックスは、SBT（Science Based Targets）として、2030 年にサプライチェーンでの CO2

排出量を製品当たり 55％削減する目標（2015 年比）を設定している。アシックスは、製品の 9 割

以上を国内外の一次委託先工場（サプライチェーン）にて生産が行われており、本研究所における

材料や製造工程に関する研究開発はサプライチェーンにおける CO2 排出量削減に貢献している。 
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特に、全ての製品の研究開発について「軽量化」が考慮されており、「軽量化」による機能面の

向上と CO2 排出量の削減が推進されている。具体的には、例えば、軽く、耐久性があり環境に優

しい新素材であるセルロースナノファイバー（CNF）を使用し、シューズの靴底のミッドソール（中

間クッション）材を独自に開発し、従来のミッドソール素材と比較して約 55％の製品軽量化を実現

した。その結果、1 足当たりの使用材料の削減に繋がり、製品レベルで従来の同等商品と比較して

約 24％の CO2 排出量を削減するとともに、輸送時の CO2 排出量削減効果も得られる環境改善効果

を上げている。 
材料研究に関しては、上記以外にもバイオマス由来材料による CO2 排出量の削減、リサイクル

による CO2 排出量削減の研究開発が行われている。 
製造工程の研究に関しては、ロボット生産技術や射出成型技術といった省力化生産技術の研究開

発が行われている。 
その他にも、コンピューターシミュレーション技術の活用により、試作品の制作頻度を削減し、

研究開発自体から発生する CO2 排出や廃棄製品を削減する取り組みを行っている。 
以上より、アシックススポーツ工学研究所では、材料開発・機能構造設計・製品評価・生産技術

等のあらゆる研究フェーズにおいて CO2 排出量の削減に向けた取り組みがなされており、併せて、

リサイクルや廃棄物の削減等に関する研究開発が行われている。本研究開発費用は、「高環境効率

商品・環境適応商品・環境に配慮した生産技術およびプロセス」、「エネルギー効率」、「汚染防

止及び抑制」に分類され、SBT 目標の達成に資する環境改善効果の高い資金使途であると判断した。 
 
（社会改善効果） 
「研究は社会貢献である」とする理念のもと設立されたアシックススポーツ工学研究所では、ア

スリートに関わらず高齢者・障がい者・子供をはじめ広く一般市民を対象とした足の健康や運動効

果にかかる研究開発を行っている。 
全ての人の安全で健康的な生活に寄与し、「ケガから守る」ことを共通のコンセプトとしたシュ

ーズ等の開発は、アシックススポーツ工学研究所に蓄積された人間特性に関する科学的なデータを

活用することで可能となっている。足の疾患を予防し、健康を守る製品や障がい者、高齢者の運動

率向上や健康増進プログラムは、当該研究が土台となって提供されている。 
また、アシックススポーツ工学研究所の研究に基づき開発された製品やサービスを利用した利用

者の足型データや運動データは、再び研究所に還元される。こうして蓄積が進むデータを基に、研

究所ではあらゆる人間にとって快適で健康な生活を実現するための「人間中心設計」のコンセプト

に沿った研究の進化と深化を継続的に図っている。 
他社との共同研究においても高齢者や障がい者が安全にスポーツを実施できる環境の実現に貢

献する社会改善効果を上げており、ナブテスコ社と障がい者や高齢者の運動参加率向上を目指すた

めの共同研究の取り組みは、スポーツ庁が目指している 2022 年 3 月までに同実施率を 40％に引き

上げるとの方針に寄与できるものであると考えられる。また、「足病学」をテーマに掲げた診療を

行う下北沢病院との共同開発においても、足に疾患（痛み、しびれ、外反母趾、その他）を持つ人々

の健康で快適な生活の実現に貢献する社会改善効果を上げており、今後も継続的な効果が期待され

る。 
以上より、アシックススポーツ工学研究所では、全ての人の状態に適した健康を増進させるため

の研究開発に一貫して取り組んでおり、本研究開発費用は全ての人の健康や健康管理に資する社会

改善効果の高い資金使途であると判断した。 
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② 介護予防事業 Tryus（トライアス）の開設・運営費用 
高齢者をターゲットに介護予防のためのサービスを提供する Tryus（トライアス）事業は、65 歳

以上の高齢者の割合が 27.7%（2017 年）と、世界に先駆けて超高齢社会に突入した日本において

は、社会的に意義の大きな事業であると考えられる。 
発行体の 2016 年度から 2020 年度に向けた中期経営計画「ASICS Growth Plan (AGP) 2020」に

おいて、Tryus（トライアス）事業は「スポーツで培った知的技術を用いた独自の商品・サービス

で、人々の健康維持・増進や安全・安心をサポートする」健康快適事業領域に位置付けられ、強化

する方針としている。 
本事業は、発行体の中期経営計画やロングライフサポートの観点で行っているソーシャルサステ

ナビリティの研究に則したものであり、当該事業の推進は、健康寿命の延伸・健康格差の縮小に寄

与し、介護負担の軽減や高齢者自身の就労を促進する環境の整備に繋がるものと考えられる。 
世界に目を向けても高齢化率は、1950 年の 5.1%から 2015 年には 8.3%に上昇している。2060

年には 17.8%にまで達し、先進地域はもとより開発途上地域においても高齢化が急速に進展すると

見込まれている。今後、本格的な高齢化社会を迎える世界においてもこうした発行体の取り組みは

ロールモデルとなり得るものであり、当該事業を「将来的なグローバル展開を視野に入れて、日本

でビジネスを拡大、成長させる」とする発行体の中期経営計画とも整合的である。 
以上より、高齢化社会が急速に進展する日本において、高齢者の介護予防サービス事業にかかる

本資金は高齢者の健康増進と社会経済的向上に繋がる社会改善効果の高い資金使途であるとして

評価できると判断した。 
 
③ ASICS KIDS GINZA の開店設備・工事費用 

ASICS KIDS GINZA の開店に当たり必要となった費用から絞り込まれた一部の設備資金や工事

資金のリファイナンスに充当される。 
「子供の健康」を最大のコンセプトとする ASICS KIDS GINZA の開店設備・工事費用は、スポ

ーツ工学研究所における研究に裏付けられた足の健康に配慮した製品とサービスの提供に繋がる

設備投資費用である。 
以上より、子供の足の健康に資する本資金は、社会改善効果が得られる資金使途として妥当であ

ると判断した。 
 
④ 米国ミシシッピ州配送センターの屋上ソーラーパネル設置費用、山陰アシックス工業（自社工

場）増改築費用 
アシックスは、2011 年度から事業所の直接的なエネルギー使用量をグローバル規模で測定し、そ

のエネルギー効率の向上と CO2 排出量の削減に取り組んでいる。SBT として、2030 年に事業所か

らの CO2 排出量を 33％削減する目標（2015 年比）を設定しており、中期的には 2020 年度サステ

ナビリティ目標として事業所における CO2 排出 5％削減（2015 年比）を掲げ、再生可能エネルギ

ーの利用率向上やエネルギー効率の良い設備の導入などを通じた省エネルギーに取り組んでいる。 
山陰アシックス工業の新工場棟の建設および既存棟の改築は、「事業所の新設・改修の際にエネ

ルギー効率の良い建物設計を導入」するという発行体の「省エネルギーおよび CO2 排出量削減に

向けた取り組み」の方針に基づくものである。ソーラーパネルの設置や省エネ設備導入を含めた増

改築工事に伴い CO2 やエネルギー削減効果が見込まれることから、エネルギー効率に分類される

一定の環境改善効果が得られる資金使途として妥当であると判断した。 
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米国ミシシッピ州の配送センターにおける屋上ソーラーパネルの設置についても、再生可能エネ

ルギーの利用率向上を推進する発行体の方針や目標とも整合的であり、再生可能エネルギーに分類

される環境改善効果の高い資金使途として妥当であると判断した。 
 
以上より、本フレームワークにおける調達資金の使途は、サステナビリティボンドガイドラインに

則ったものとなっていると判断した。 
 
＜本サステナビリティボンドについて＞ 
本サステナビリティボンドの資金使途は、アシックススポーツ工学研究所における研究費用、介

護予防事業の開設・運営費用、キッズシューズ専門店の開店設備・工事費用、山陰アシックス工業

（自社工場）の増改築費用、米国配送センターの屋上ソーラーパネル設置費用である。本フレーム

ワークに定められた適格資産であり、サステナビリティボンドの発行額や期間も踏まえて妥当なも

のとなっていることを確認した。 

 

GBP による調達資金の使途カテゴリ： 

☒  再生可能エネルギー 
 

☒  エネルギー効率   
 

☒  汚染防止および管理  ☐  生物自然資源および土地利用に係る環

境持続型管理 
 

☐  陸上および水生生物の多様性の保全 
 

☐  クリーン輸送 

☐  持続可能な水資源および廃水管理 
 

☐  気候変動への適応 

☒  高環境効率商品、環境適応商品、環境に配

慮した生産技術およびプロセス 
 

☐  グリーンビルディング（環境配慮型ビ

ル） 
 

☐  発行時には知られていなかったが現在 GBP

カテゴリへの適合が予想されている、又は、

GBP でまだ規定されていないその他の適格

分野 

☐  その他（ご記入ください）： 
 

GBP の事業区分に当てはまらない場合で、環境に関する分類がある場合は、ご記入ください： 
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SBP による調達資金の使途カテゴリ： 

☐  手ごろな価格の基本的インフラ設備 
 

☒  必要不可欠なサービスへのアクセス 
 

☐  手ごろな価格の住宅  ☐  中小企業向け資金供給及びマイクロフ

ァイナンスによる潜在的効果を通じた

雇用創出 
 

☐  食糧の安全保障 
 

☒  社会経済的向上とエンパワーメント 
 

☐  発行時には知られていなかったが現在 SBP

カテゴリへの適合が予想されている、又は、

SBP でまだ規定されていないその他の適格

分野 

☐  その他（ご記入ください）: 
 

SBP の事業区分に当てはまらない場合で、社会に関する分類がある場合は、ご記入ください: 

 

2.  プロジェクトの評価と選定のプロセス 

セクションに関する全般的なコメント（該当する場合）： 
   

＜本フレームワークについて＞ 

各対象事業はアシックスの企業理念、CSR 方針、グローバル環境方針、サステナビリティ目標に

則したものである。 

各対象事業は十分な環境改善効果・社会改善効果が見込め、環境面や社会面における潜在的にネ

ガティブな効果に対する配慮がなされている。 

プロジェクトの評価と選定のプロセスについて、CSR 統括部、経理財務統括部、スポーツ工学研

究所が評価選定を行い、そのプロセスにおいては対象事業に関わる各部門や事業所等（子会社、工

場、配送センター、店舗・施設など）が関与することで環境面、社会面に関する専門性が担保され

ている。 

最終的には経理財務統括部長が決定し、組織的な選定体制が確保されている。 

 

以上より、本フレームワークにおける対象事業の選定のプロセスは、サステナビリティボンドガイ

ドラインに則ったものとなっていると判断した。 
 

＜本サステナビリティボンドについて＞ 

本サステナビリティボンドは、発行体が定めた本フレームワークに基づき、プロジェクトが選定

されていることを確認した。 
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評価と選定 

☒  十分な発行体の環境・社会面での目標が

ある 

☒  文書化されたプロセスにより、定義された事

業区分にプロジェクトが適合すると判断さ

れる 

☒  サステナビリティボンドの適格プロジ

ェクトを定義した透明性の高いクライ

テリアがある 

☒  文書化されたプロセスにより、プロジェクト

に関連する潜在的な ESG リスクは特定・管

理される 

☒  プロジェクトの評価と選定のためのク

ライテリアの概要が、公表される 

☐  その他（ご記入ください）： 

責任およびアカウンタビリティに関する情報   

☐  外部機関の助言または検証を受けた評

価／選定基準である 

☒  組織内で定められた評価基準である 

☐  その他（ご記入ください）：     

 

3.  調達資金の管理 

セクションに関する全般的なコメント（該当する場合）： 
 

＜本フレームワークについて＞ 

サステナビリティボンド発行による調達資金は、過去 2 年前までに行った対象事業のリファイナ

ンス資金および各対象事業の新規資金として調達から 3 年以内に充当され、管理は、アシックスジ

ャパンの経理財務統括部が行う。 

調達資金の充当に際しては所定の確認、決裁プロセスを経ることされている。また、アシックス

はサステナビリティボンド発行による調達資金の充当の状況について四半期末ごとに集計し、未充

当金の残高を管理する。未充当資金は資金充当が決定されるまでの間、対当額を現金および現金同

等物にて管理する予定である。以上より、調達資金を充当するための措置は整っていると考えられ

る。 

資金調達から 3 年以内に原則として充当が完了し、以降、未充当金は発生しない予定であるもの

の、プロジェクトへの充当時期の遅れ以外の理由により未充当金が発生することが明らかになった

場合は、投資家に報告を行うとともに現金および現金同等物にて管理することとしており、調達資

金を管理するうえで妥当な方針が定められている。 
 

以上より、本フレームワークにおける調達資金管理の方針は、サステナビリティボンドガイドライ

ンに則ったものとなっていると判断した。 
 

＜本サステナビリティボンドについて＞ 

 本サステナビリティボンドは、発行体が定めた本フレームワークに基づき、調達資金が管理され

る予定であることを確認した。 
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調達資金の追跡管理： 

☒  サステナビリティボンドの調達資金は、発行体により適切な方法で分別又は追跡管理され

る 

☒  未充当資金について、想定される一時的な運用方法の種類が開示される 

☐  その他（明記ください）： 

 

追加的な開示： 

☐  将来の投資にのみ充当  ☒  既存および将来の投資に充当 

☒  個別単位の支出に充当  ☐  ポートフォリオ単位の支出に充当 

☐  未充当資金のポートフォリオを開示す

る 

☐  その他（ご記入ください）： 

 

 

4.  レポーティング 

セクションに関する全般的なコメント（該当する場合）： 
 

＜本フレームワークについて＞ 

本サステナビリティボンドのレポーティングは、アシックスのウェブサイトまたは年次のサステ

ナビリティレポートで開示される予定である。 

レポーティングの内容は、サステナビリティボンド発行による手取金の資金使途への充当状況お

よび環境改善効果、社会改善効果についてであり、妥当な内容となっている。 
 

以上より、本フレームワークにおけるレポーティングは、サステナビリティボンドガイドラインに

則ったものとなっていると判断した。 
 

＜本サステナビリティボンドについて＞ 

 本サステナビリティボンドは、発行体が定めた本フレームワークに基づき、レポーティングが行

われる予定であることを確認した。 
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調達資金の使途に関するレポーティング： 

☒  プロジェクト単位  ☒  プロジェクトポートフォリオ単位 

☐  個別債券単位  ☐  その他（明記ください）： 

   

レポーティングされる情報： 

  ☒  充当した資金の額  ☐  投資総額に占めるサステナビリティボンド

による調達額の割合 

  ☐  その他（明記ください）：     

  頻度： 

  ☒  年次  ☐  半年に一度 

  ☐  その他（明記ください）：   

 

環境・社会改善効果に関するレポーティング： 

☒  プロジェクト単位  ☐  プロジェクトポートフォリオ単位 

☐  個別債券単位  ☐  その他（明記ください）： 

  頻度： 

  ☒  年次  ☐  半年に一度 

  ☐  その他（明記ください）：     

  レポーティングされる情報（計画又は実績）： 

  ☒  温室効果ガス排出量／削減量    ☐    エネルギー削減量 

  ☐  水使用量の減少  ☒    受益者の数： 

  ☐  対象とする人々  ☒    その他 ESG 指標（明記ください）：本文該当

項目「サステナビリティボンドフレームワー

クの概要  4.レポ―ティング」参照 

 

開示方法 

☐  財務報告書に掲載  ☐  サステナビリティ報告書に掲載 

☐  臨時に発行される文書に掲載  ☒  その他（明記ください）：ウェブサイト 

☐  レポーティングは外部レビュー済（該当する場合は、レポートのどの部分が外部レビューの
対象であるか明記してください）： 
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該当する場合は、「有益なリンク」のセクションに、報告書の名称、発行日を明記してください。 

有益なリンク  （例えば、  レビュー実施者の評価方法や実績、発行体の文書等。） 

R&I グリーンボンドアセスメント評価方法

https://www.r-i.co.jp/rating/products/green_bond/assessment.html 

 

該当する場合は、利用可能なその他外部レビューをご記入ください 

実施されるレビューの種類： 

☐  セカンドオピニオン  ☐  認証 

☐  検証  ☐  スコアリング/レーティング（格付け） 

☐  その他（ご記入ください）： 

 

レビュー実施者：  発表日： 
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GBP で定義された独立した外部レビュー機関の役割について 

(i) セカンドオピニオン：発行体の支配下にない環境・社会面の専門性を有する機関がセカンド

オピニオンを提供する。オピニオンの提供者は発行体のサステナビリティボンドフレームワ

ーク構築のためのアドバイザーから独立しているべきである。そうでなければ情報隔壁を設

けるなど、セカンドオピニオンの独立性を確保するための措置をとることになる。オピニオ

ンは通常はGBP・SBPへの適合性評価を基本とする。特に持続可能性に関する包括的な目標、

戦略、方針、プロセスの評価と、調達資金を充当するプロジェクトの種類に応じた環境・社

会面の特徴に対する評価を含むことができる。 

(ii) 検証：発行体は、事業プロセスやサステナビリティ基準などに関連づけて設定する基準に対

して独立した検証を受けることができる。検証は、内部基準や外部基準あるいは発行体が作

成した要求との適合性に焦点を当てるものになる。また原資産の環境・社会面での持続可能

性に係る特徴についての評価を検証と称し、外部クライテリアを参照することがある。さら

にサステナビリティボンドで調達される資金の内部追跡管理方法とその資金の充当状況、環

境面での影響、GBP・SBPのレポーティングとの適合性に関する保証や証明も検証と呼ぶこと

がある。 

(iii) 認証：発行体は、サステナビリティボンドやそれに関連するサステナビリティボンド・フレ

ームワーク、または調達資金の使途について、一般に認知されているサステナビリティ基準

やサステナビリティラベルへの適合性に係る認証を受けることができる。サステナビリティ

基準やサステナビリティラベルは具体的なクライテリアを定義したもので、通常は認証クラ

イテリアとの適合性を、検証などの手法を用いて、資格認定された第三者機関が確認する。 

(iv) スコアリング/レーティング（格付け）：発行体は、サステナビリティボンド、それに関連

するサステナビリティボンド・フレームワーク、調達資金の使途などの特徴について、専門

的な調査機関や格付機関の資格を有する第三者機関から、それぞれの機関が確立した評価手

法に基づく査定や評価を受けることができる。評価結果には、環境・社会面のパフォーマン

スデータ、GBP・SBPに関連するプロセス、2℃目標のようなベンチマークなどに焦点を当て

たものが含まれることがある。このようなスコアリングや格付は、信用格付（たとえその中

に重要なサステナビリティ面のリスクが反映されているとしても）とはまったく異なったも

のである。 

 
 


