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株式会社 AD ワークスグループ 
株式会社 AD ワークスグループ グリーンローン 
フレームワーク 
 

2021 年 8 ⽉ 18 ⽇ 

 

 

ESG 推進室 

担当アナリスト︓篠原 めい 

 

格付投資情報センター（R&I）は AD ワークスグループが 2021 年 8 年 18 日付にて策定したグリーンロー
ン フレームワークが「グリーンローン原則 2021」及び「環境省グリーンローン及びサステナビリティ・リ
ンク・ローンガイドライン 2020 年版」の「グリーンローンに期待される事項」に適合していることを確認し
た。オピニオンは下記の見解に基づいている。 

 

■オピニオン概要 

(1)調達資⾦の使途 
 調達資金は福岡県福岡市中央区に計画する小規模オフィスビル「福岡大名プロジェクト」の開発資金に
充当される。福岡大名プロジェクトは外皮断熱や日射遮蔽に加え、全熱交換機や全館 LED 照明の導入な
どにより一次エネルギー消費量を基準値から 38%削減（BEI で 0.62）しており、国土交通省の建築物省
エネルギー性能表示制度（BELS：Building-Housing Energy-efficiency Labeling System）に基づく★
★★★評価を取得している。適格プロジェクトの外皮性能および一次エネルギー消費性能から建築物省
エネ法が定める誘導基準（BEI で 0.8 以下、PAL*で 450MJ/㎡以下）を十分に上回る省エネ効果が見込
める。敷地内外の環境に与えるネガティブな影響を踏まえた配慮もなされており、グリーンビルディン
グとして明確な環境改善効果が見込める。SDGs への貢献という観点では、特に 9.4「2030 年までに、
資源利用効率の向上とクリーン技術及び環境に配慮した技術・産業プロセスの導入拡大を通じたインフ
ラ改良や産業改善により、持続可能性を向上させる。すべての国々は各国の能力に応じた取組を行う。」
に貢献していると考えられる。 

(2)プロジェクトの評価と選定のプロセス 
 福岡大名プロジェクトは AD ワークスグループが SDGs 経営の一環として取り組むものである。グリー
ンローンは第 1 次中期経営計画の実現を目的とした資金調達として位置付けられる。プロジェクトの評
価・選定においては、国内で広く活用されている BELS を判断基準として採用している。AD ワークス
グループの財務部門がプロジェクトの評価・選定を行い、AD ワークスグループの常務取締役 CFO が適
格プロジェクトの 終承認を行う。プロジェクトの評価・選定は妥当な内部プロセスを経ている。 

(3)調達資⾦の管理 
 AD ワークスグループの財務部門が調達資金を管理する。財務部門は借入金管理システムを通じ少なく
とも毎月 1 回の頻度で充当済金額と未充当金額の追跡管理を行う。調達から原則 1 ヶ月以内に充当が完
了する予定である。未充当資金は現金または現金同等物で管理される。グリーンローンの借入期間中は
適格プロジェクトを保有する予定だが、仮に売却する際はグリーンローンを返済する。調達資金の管理
は妥当である。 

(4)レポーティング 
 AD ワークスグループはグリーンローン フレームワークを自社のウェブサイトで一般に開示する。貸付
人であるファンズ・レンディングに対しては、資金充当状況と環境改善効果を四半期毎に報告する。環
境改善効果については、竣工までの間は開発の進捗状況や認証取得状況といった定性的な情報を報告し、
竣工後はエネルギー使用量と CO2 排出量の実績値を報告する。  
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借⼊⼈の概要 
 東京証券取引所一部上場の不動産会社。1886 年に東京都墨田区で染色業にて創業し、戦後に不動産専業

に転換。現在は国内外における収益不動産の開発・賃貸・販売、プロパティマネジメント、コンサルテ
ィング、鑑定に至るまでを総合的に手掛ける。個人富裕層向けの中小規模の収益不動産開発を得意とす
る。 
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1. 調達資⾦の使途 

(1) 対象プロジェクト 

 調達資金の全額が以下の適格プロジェクトに充当される。 

適格プロジェクト︓福岡⼤名プロジェクトの開発資⾦ 

事業区分︓グリーンビルティング 

 福岡大名プロジェクトは福岡県中央区大名に 2022 年 5 月竣工予定の小規模オフィスビルである。更地
を取得のうえ収益不動産として開発を行うもの。九州 大の繁華街である天神から 500m 圏内と交通の
利便性に優れており、福岡市が天神地区で推し進める“天神ビッグバン”の西のゲートを担う旧大名小
学校跡地の再開発エリアに近接している。 

 （仮称）大名 2丁目オフィス計画 外観イメージ 

＜物件概要＞ 

建物名 （仮称）大名 2 丁目オフィス計画 

計画地 福岡県福岡市中央区大名 2 丁目 221－1、221－2、221－3 

主要用途 事務所 

敷地面積 約 228 ㎡ 

延床面積 約 1,223 ㎡ 

構造 鉄骨造 

階数 地上 12 階 

設計 MAEDA DESIGN LAB・松澤建築設計共同体 

施工 大和ハウス工業株式会社 
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竣工 2022 年 5 月（予定） 

主な環境への配慮 【熱負荷の低減】 
Low-e ガラス / 全熱交換機 / 全館 LED 

【資源の有効活用】 
節水コマ / 節水型衛生器具 / 人感センサー付き照明 

【人間の健康、ウェルネスへの配慮】 
共用部における感染予防策(エレベーター昇降ボタンの非接触、衛生器具の

自動化) / 12 階屋上ワークラウンジの開放 

主な環境認証 建築物省エネルギー性能表示制度（BELS） ★★★★（2021 年 7 月） 

省エネルギー性能 【外皮性能】 
PAL*設計値=368MJ/㎡、BPI=0.77（標準入力法） 
 
【一次エネルギー消費性能】 
設計一次エネルギー消費量（その他除く）=825MJ/㎡、 
BEI 1=0.62（標準入力法） 

 グリーンローンの調達から原則 1 カ月以内に充当が完了する予定である。グリーンローンの調達後に発
生する開発資金に充当され、リファイナンスはない。 

 調達資金の使途は金銭消費貸借契約書およびグリーンローン フレームワークに記載される。AD ワーク
スはグリーンローン フレームワークを一般開示する。 

 

(2) 環境改善効果 

 適格プロジェクトは外皮断熱や日射遮蔽に加え、全熱交換機や全館 LED 照明の導入などにより一次エ
ネルギー消費量を基準値から 38%削減（BEI で 0.62）しており、国土交通省の建築物省エネルギー性能
表示制度（BELS：Building-Housing Energy-efficiency Labeling System）に基づく★★★★評価を取
得している。適格プロジェクトの外皮性能および一次エネルギー消費性能から建築物省エネ法が定める
誘導基準（BEI で 0.8 以下、PAL*で 450MJ/㎡以下）を十分に上回る省エネ効果が見込める。 

 
 
BELS とは 
 
概要：BELS（建築物省エネルギー性能表示制度：Building-Housing Energy-efficiency Labeling System）は一

次エネルギー消費量もしくは BEI の値により住宅・建築物の省エネ性能（設計性能）を的確に評価・表示を行う

ための制度。「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針」（平成 28 年国土交通省告示第 489 号）に基

づき、一般社団法人住宅性能評価・表示協会に登録する BELS 評価機関が第三者認証を実施する。米国の

ENERGY STAR や欧州の EPC と同種の省エネ性能特化型のグリーンビルディング認証。 
 
特徴：建築物の BEI に応じて星の数で 5 段階評価する。住宅・非住宅とも BEI が省エネ基準相当の場合で 2 つ

星、誘導基準を満たす場合 3 つ星以上となる。 

  

                                                      
1 Building Energy-efficiency Index の略。建築物の省エネルギー性能を評価する指標で、値が小さくなるほど省エネ性能に優れる。設

計一次エネルギー消費量を基準一次エネルギー消費量で除して計算される。 
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(3) 環境⾯・社会⾯におけるネガティブな影響への配慮 

 開発計画において地域住民への説明会を実施し合意を得ている。施工中の騒音、振動、廃棄物といった
周辺環境への悪影響に配慮し必要に応じて対策を実施している。 

 鉄道・バスのアクセスが容易な立地にあり、車の代替となる交通手段が確保されている。共用部におけ
る感染予防策としてエレベーター昇降ボタンの非接触、衛生器具の自動化、屋上ワークラウンジの開放
といった配慮がなされている。 

 

調達資金は福岡県福岡市中央区に計画する小規模オフィスビル「福岡大名プロジェクト」の開発資金に充当
される。福岡大名プロジェクトは外皮断熱や日射遮蔽に加え、全熱交換機や全館 LED 照明の導入などにより
一次エネルギー消費量を基準値から 38%削減（BEI で 0.62）しており、国土交通省の建築物省エネルギー性
能表示制度（BELS：Building-Housing Energy-efficiency Labeling System）に基づく★★★★評価を取得
している。適格プロジェクトの外皮性能および一次エネルギー消費性能から建築物省エネ法が定める誘導基
準（BEI で 0.8 以下、PAL*で 450MJ/㎡以下）を十分に上回る省エネ効果が見込める。敷地内外の環境に与
えるネガティブな影響を踏まえた配慮もなされており、グリーンビルディングとして明確な環境改善効果が
見込める。 

 

＜SDGs への貢献＞ 
 

 

      

SDGs への貢献という観点では、特に 9.4「2030 年までに、資源利用効率の向上とクリーン技術及び環境
に配慮した技術・産業プロセスの導入拡大を通じたインフラ改良や産業改善により、持続可能性を向上させ
る。すべての国々は各国の能力に応じた取組を行う。」に貢献していると考えられる。 

  



セカンドオピニオン 

 

 6/9 

2. プロジェクトの評価と選定のプロセス 

(1) 包括的な⽬標、戦略等への組み込み 

 AD ワークスグループは 2021 年 5 月公表の第 1 次中期経営計画（2021 年 12 月期～2023 年 12 月期）
における重要な経営施策の１つとして「SDGs 経営の推進」を掲げた。 

 「SDGs 経営の推進」では自らの収益不動産事業に ESG 投資への需要を取り込み、今後 3 年間でこれ
を拡大2する。第 1 次中期経営計画では 2020 年度末に 246 億円であった収益不動産残高を 2023 年度末
に 500 億円に拡大する。原則的に収益不動産事業の全開発案件おいて、CASBEE や BELS といったグ
リーン認証を取得した省エネ・環境配慮型建築物を導入していく計画である。 

 対象プロジェクトである福岡大名プロジェクトは上記の「SDGs 経営の推進」の取り組みの一環であり、
第一次中期経営計画の文脈に位置づけられる。 

 
[出所：AD ワークスグループ「第 1次中期経営計画」より抜粋] 

 

 適格プロジェクトに期待される環境面の便益とその目的についてグリーンローン フレームワークで言
及している。 

 

 

                                                      
2 CASBEE（建築環境総合性能評価システム：Comprehensive Assessment System for Built Environment 
Efficiency）は、建築物に対する総合的な環境性能評価のニーズから 2001 年に国土交通省が支援する産学連携プロジェ

クトとして開発された。日本で も普及しているグリーンビルディング認証であり、日本の建築物省エネ法や建築基準

法、その他環境規制をベースにした評価ソフトや手順書が一般社団法人日本サステナブル建築協会（JSBC）のウェブ

サイトから入手できる。政令指定都市を中心とする一部の地方自治体では一定規模以上の建築物を建設する際に

CASBEE による自己評価の提出を義務付けるなど、建築行政における活用も進んでいる。 
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(2) プロジェクトの評価・選定の判断規準 

 プロジェクトの評価・選定においては、国内で広く活用されている認証制度である BELS を判断基準と
して採用し、期待される環境改善効果の客観性を担保している。 

 適格プロジェクトにつき以下の事項への対応状況を確認のうえ環境・社会面でのリスク低減を図ってい
る。 

 事業実施の所在地の国・地⽅⾃治体にて求められる環境関連法令等の遵守と、必要に応じた環境へ
の影響調査を実施 

 事業実施にあたり地域住⺠への⼗分な説明の実施 

 

(3) プロジェクトの評価・選定の判断を⾏う際のプロセス 

 AD ワークスグループの財務部門がプロジェクトの評価・選定を行い、AD ワークスグループの常務取締
役 CFO が適格プロジェクトの 終承認を行う。 

 

福岡大名プロジェクトは AD ワークスグループが SDGs 経営の一環として取り組むものである。グリーンロ
ーンは第１次中期経営計画の実現を目的とした資金調達として位置付けられる。プロジェクトの評価・選定
においては、国内で広く活用されている BELS を判断基準として採用している。AD ワークスグループの財
務部門がプロジェクトの評価・選定を行い、AD ワークスグループの常務取締役 CFO が適格プロジェクトの

終承認を行う。プロジェクトの評価・選定は妥当な内部プロセスを経ている。 

 

3. 調達資⾦の管理 

 AD ワークスグループの財務部門が調達資金を管理する。 

 財務部門は借入金管理システムを通じ少なくとも毎月 1 回の頻度で充当済金額と未充当金額の追跡管理
を行う。調達資金の管理方法についてグリーンローン フレームワークで言及している。 

 調達から原則 1 カ月以内に充当が完了する予定である。未充当資金は現金または現金同等物で管理され
る。グリーンローンの借入期間中は原則的に適格プロジェクトを保有するが、仮に売却する際はグリー
ンローンを返済する。 

 R&I はヒアリングを通じてグリーンローンの調達額が事業総額を超えないことを確認した。 

 

AD ワークスグループの財務部門が調達資金を管理する。財務部門は借入金管理システムを通じ少なくとも
毎月 1 回の頻度で充当済金額と未充当金額の追跡管理を行う。調達から原則 1 カ月以内に充当が完了する予
定である。未充当資金は現金または現金同等物で管理される。グリーンローンの借入期間中は適格プロジェ
クトを保有する予定だが、仮に売却する際はグリーンローンを返済する。調達資金の管理は妥当である。 
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4. レポーティング 

(1) 開⽰の概要 

 AD ワークスグループは「グリーンローン原則 2021」及び「環境省グリーンローン及びサステナビリテ
ィ・リンク・ローンガイドライン 2020 年版」の「グリーンローンに期待される事項」に従って策定した
グリーンローン フレームワークを自社のウェブサイトで一般に開示する。 

 AD ワークスグループは貸付人であるファンズ・レンディングに対し以下の通り報告する。 

 
 開⽰事項 開⽰タイミング 開⽰⽅法 

資
⾦
充
当
状
況 

 
・プロジェクト名称 
・プロジェクト概要 
（開発の進捗状況を含む） 
・調達額、充当額及び未充当⾦額 
 

 
借⼊期間にわたって
四半期毎 
 
 

 
書⾯ 
 

環
境
改
善

効
果 

 
・認証取得状況（認証制度、評価結果） 
・エネルギー使⽤量 
・CO2 排出量 
 

 

 調達資金の充当計画に大きな変更が生じた場合や、充当後に充当状況に大きな変化が生じた場合は、速
やかに開示する。 

 

(2) 環境改善効果に係る指標、算定⽅法等 

 環境改善効果のレポーティングはプロジェクト単位でなされる。 

 環境改善効果についてはエネルギー使用量と CO2 排出量の実績値を報告する。竣工までの間は開発の
進捗状況や認証取得状況といった定性的な情報を報告する。 

 

AD ワークスグループはグリーンローン フレームワークを自社のウェブサイトで一般に開示する。貸付人で
あるファンズ・レンディングに対しては、資金充当状況と環境改善効果を四半期毎に報告する。環境改善効
果については、竣工までの間は開発の進捗状況や認証取得状況といった定性的な情報を報告し、竣工後はエ
ネルギー使用量と CO2 排出量の実績値を報告する。 

 
 

以 上 
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【留意事項】 
 セカンドオピニオンは、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。 
 セカンドオピニオンは、企業等が環境保全および社会貢献等を目的とする資金調達のために策定するフレームワークについての公的機関または民間

団体等が策定する当該資金調達に関連する原則等との評価時点における適合性に対する R&I の意見です。R&I はセカンドオピニオンによって、適合

性以外の事柄（債券発行がフレームワークに従っていること、資金調達の目的となるプロジェクトの実施状況等を含みます）について、何ら意見を表

明するものではありません。また、セカンドオピニオンは資金調達の目的となるプロジェクトを実施することによる成果等を証明するものではなく、

成果等について責任を負うものではありません。セカンドオピニオンは、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。セカンドオピニオンは、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 はセカンドオピニオンを

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 がセカンドオピニオン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、R&I がセカンドオピニオンを行うに際して用いた情報、セカンドオピニオンの意見の誤り、脱漏、不適切性若しくは不十分性、又はこれら

の情報やセカンドオピニオンの使用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。セカンドオピニオン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。 
 セカンドオピニオンは、原則として発行体から対価を受領して実施したものです。 
 
【専門性・第三者性】 
R&I は 2016 年に R&I グリーンボンドアセスメント業務を開始して以来、多数の評価実績から得られた知見を蓄積しています。2017 年から ICMA
（国際資本市場協会）に事務局を置くグリーンボンド原則／ソーシャルボンド原則にオブザーバーとして加入しています。2018 年から環境省のグリ

ーンボンド等の発行促進体制整備支援事業の発行支援者（外部レビュー部門）に登録しています。 
R&I の評価方法、評価実績等については R&I のウェブサイト（https://www.r-i.co.jp/rating/esg/index.html）に記載しています。 
R&I と資金調達者との間に利益相反が生じると考えられる資本関係及び人的関係はありません。 
 


