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株式会社⾼島屋 
⾼島屋グループ グリーンボンド・フレームワーク 
 

2021 年 11 ⽉ 12 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、高島屋が 2021 年 11 月に策定したグリーンボンド・フレームワークが
国際資本市場協会（ICMA）の「グリーンボンド原則 2021」及び環境省の「グリーンボンドガイドライン 2020
年版」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 
  グリーンビルディングの適格クライテリアは国内外で広く認知された環境認証を参照しており、いず
れにおいても建築物省エネ法が定める誘導基準を十分に上回る省エネ効果が見込める。GBP2021 のカ
テゴリーでは「グリーンビルディング」に該当する。再生可能エネルギー電力の調達、EV 車両への切り
替え・導入及び EV 充電設備整備はそれぞれ RE100、EV100 の達成を目指した計画のもとで実施され、
パリ協定の目標達成に資する明確な環境改善効果が見込める。それぞれ「再生可能エネルギー」、「クリ
ーン輸送」に該当する。商業施設における照明設備の LED 化は省エネ効果が大きいことに加え、長寿
命・水銀フリーといった LED の特性を踏まえれば、明確な環境改善効果が期待でき、「エネルギー効率」
に該当する。衣料品の回収とリサイクル製品の開発・製造・販売は廃棄物の削減と循環型社会の実現に
資する取り組みであり、プラスチックごみの削減を目的としたリサイクル等はプラスチック資源循環に
資する取り組みである。ともに有害化学物質等の適切な管理を実施しており、明確な環境改善効果が見
込めることから、「汚染の防止及び管理」、「資源循環型の商品、生産技術及びプロセス、認証付きの高環
境効率商品」に該当する。いずれのプロジェクトもグリーンボンドの資金使途として妥当である。 

 

(2)プロジェクトの評価と選定のプロセス 
 適格プロジェクトはいずれもグループのマテリアリティに向けた取り組み・対応策として明確に位置付
けられている。株式会社高島屋財務部及び経営戦略部 ESG 推進室が適格基準を満たすプロジェクトを
選定する。企画本部長が適格プロジェクトを 終決定し、その結果を経営会議に報告する。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 
 財務部が調達資金の全額が充当されるまで四半期毎に内部管理システムを用いて管理し、発行から 24 カ
月以内に充当が完了する予定である。調達資金の管理は妥当である。 

 

(4)レポーティング 
 高島屋グループはグリーンボンド原則 2021 の主要な推奨事項に従い、グリーンボンド・フレームワー
クをウェブサイトで開示する。債券発行後に実施する資金充当状況及び環境改善効果のレポーティング
はプロジェクト単体で実施する。環境改善効果に係る指標について ICMA が推奨する定量指標を挙げ、
グリーンボンドの残高がある間、年次で開示する。レポーティングは妥当な内容となっている。 
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発⾏体の概要 

1831 年創業の国内百貨店大手。主力の国内百貨店業は老舗としてのブランド力がある。2021 年 11 月現在、
国内百貨店 15 店舗、海外 4 店舗と連結子会社の東神開発が手掛ける主要施設 2 店舗（但し、10,000m²以上
単独施設）のあわせて 21 商業施設を展開。国内外の百貨店のほか、ショッピングセンターの運営・開発を行
なう商業開発、金融、建装など幅広い分野で事業を手掛けている。 

 

■店舗網 

 

[出所︓⾼島屋グループ ウェブサイト] 
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1. 調達資⾦の使途 

(1) 対象プロジェクト 

 グリーンボンドの調達資金は以下の適格プロジェクトに関する支出に全額充当する（新規またはリファ
イナンス）。リファイナンスの場合は債券の発行日から遡って 36 カ月以内に実施または竣工した事業の
支出に限定する。 

 適格プロジェクトの名称と事業カテゴリーは下表の通り。 
  

                                                      
1 ICMA のグリーンボンド原則に示されるグリーン適格カテゴリーとして、10 カテゴリーが示されている。 

適格プロジェクト 事業カテゴリー1 

1 環境配慮型建物の開発 グリーンビルディング 

2 再⽣可能エネルギー由来の電⼒への転換・導⼊ 再⽣可能エネルギー 

3 店舗・施設（賃貸部分）の照明設備の LED 化 エネルギー効率 

4 EV ⾞両への切り替え・導⼊、EV 充電施設の整備 クリーン輸送 

5 
環境配慮型商品の開発や製造、販売や回収等 

／循環型ビジネスプラットフォームの構築 

汚染の防⽌及び管理 
／資源循環型の商品、⽣産技術及び 
プロセス、認証付きの⾼環境効率商品 

6 廃棄プラスチックのリサイクル推進／廃棄物総量削減 
汚染の防⽌及び管理 
／資源循環型の商品、⽣産技術及び 
プロセス、認証付きの⾼環境効率商品 
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適格プロジェクト︓１．環境配慮型建物の開発 

事業区分︓グリーンビルディング 

事業概要︓高島屋グループでは「高島屋グループ環境方針」（後述）のもと、全ての店舗・事業所におけ
る省エネ化を推進している。グリーンボンドの調達資金は省エネ効果の高い環境配慮型建物の開発資金
に充当する。 

日本橋三丁目スクエアは 2021 年 12 月竣工予定のオフィスビル。環境配慮型オフィスをコンセプトに
連結子会社である東神開発が開発を手掛ける。隣接街区の日本橋高島屋 S.C.と一体でグループ総合戦略
「まちづくり」が目指す「街のアンカー2」としての重要な役割を担う。 
 

■「⽇本橋三丁⽬スクエア」 

   計画地周辺    外観イメージ 

 

[出所：News Release「『日本橋高島屋 S.C.』隣接街区でオフィスビルの新規開発を推進」（2020 年 10 月 13 日付）] 
 
＜物件概要＞ 

建物名 ⽇本橋三丁⽬スクエア 

計画地 東京都中央区⽇本橋三丁⽬ 9 番 1 号他 (地番) 

主要⽤途 事務所・店舗 

敷地⾯積 1,389.83 ㎡ 

延床⾯積 14,127.71 ㎡ 

構造 地上︓鉄⾻鉄筋コンクリート造、鉄⾻造、鉄筋コンクリート造 

地下︓鉄⾻鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造 

                                                      
2 グループ総合戦略「まちづくり」（https://www.takashimaya.co.jp/corp/info/plan/）参照。「集客力のある商業施設を

つくることで人の流れを新たにつくり、街をより賑わせるというアンカーとしての役割」を発揮し、「地域社会と共生し

続けることを目指す」としている。 
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階数 地下 1 階、地上 12 階、塔屋 1 階 

設計 株式会社 NTT ファシリティーズ ⼀級建築⼠事務所 

施⼯ 株式会社フジタ 

着⼯ 2020 年 2 ⽉ 

竣⼯ 2021 年 12 ⽉末（予定） 

主な環境への配慮 ＜⾃然エネルギーの利⽤＞ 

• 太陽光発電設備（⾼圧連系）の設置 

• 地中熱利⽤空調システム 

• ⾃然採光 

＜ヒートアイランド現象の抑制＞ 

• 広場等の緑化 

＜熱負荷の低減＞ 

• 外⽪断熱／⾃然換気（サッシ組み込み型）／Low-e 複層ガラス／グラデ

ーションブラインド／デシカント外調機／放射空調システム／LED 照明

制御（在室検知・適正照度調整・昼光連動・タイムスケジュール） 

＜資源・マテリアル＞ 

• ⾬⽔利⽤／リサイクル鋼材／有害物質を含まない材料の使⽤ 

＜空気質環境＞ 

• Ｆフォースター内装材／⼆酸化炭素センサーによる換気量制御 

主な環境認証等 ZEB Oriented（2020 年 11 ⽉）（オフィス⽤途部分） 

BELS（建築物省エネルギー性能表⽰制度）5 つ星（オフィス⽤途部分） 

省エネルギー性能 ⼀次エネルギー消費性能︓BEI=0.57*（標準法）（オフィス⽤途部分） 

*オンサイトの太陽光発電を除く 

環境改善効果︓グリーンボンドの調達資金は以下の適格クライテリアを満たす建物の開発資金に充当さ
れる。適格クライテリアは国内外で広く認知された環境認証を参照しており、いずれにおいても建築物
省エネ法が定める誘導基準（BEI で 0.8 以下）を十分に上回る省エネ効果が見込める。 

適格クライテリア︓ 
下記①〜⑤の第三者認証機関の認証／再認証のいずれかを取得済み、または取得予定の物件 
① ZEB 認証（ZEB、Nearly ZEB、ZEB Ready、ZEB Oriented） 
② DBJ Green Building 認証︓5 つ星または 4 つ星 
③ 「CASBEE-不動産」評価認証︓S ランクまたは A ランク 
④ BELS 認証︓5 つ星または 4 つ星 
⑤ LEED 認証︓Platinum または Gold 

なお、日本橋三丁目スクエア（オフィス用途）は各種の環境配慮設計から設計段階の一次エネルギー
消費量を基準値に比べ 42%削減（BEI で 0.57）し、BELS 認証 5 つ星及び Zeb Oriented の評価を取得
している。 

ネガティブな影響への配慮︓事業の実施に際しては関係機関と十分に協議するとともに、周辺地域への
悪影響が生じないよう必要な措置を講じる。近隣関係者に対しては事業計画及び工事内容について理解
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が得られるよう事前に説明を行うとともに、万一近隣関係者との間で問題が生じた場合は責任をもって
速やかに対処する。 

適格プロジェクトの評価︓適格クライテリアは国内外で広く認知された環境認証を参照しており、いず
れにおいても建築物省エネ法が定める誘導基準（BEI で 0.8 以下）を十分に上回る省エネ効果が見込め
る。関係機関や近隣関係者に十分な説明を実施した上で必要な対策を講じることから、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。 

 

適格プロジェクト︓２．再⽣可能エネルギー由来の電⼒への転換・導⼊ 

事業区分︓再⽣可能エネルギー 

事業概要︓高島屋グループは 2019 年より RE100 に参加している。「2050 年までに事業活動で使用する
電力を再生可能エネルギー由来の電力に 100％転換すること」を目標に掲げ、脱炭素社会の実現に向け
た取り組みを推進している。 

環境改善効果︓グリーンボンドの調達資金は、再生可能エネルギー由来の電力の購入費用に充当される。
再生可能エネルギー由来の電力については RE100 の定義に従った調達手法を採用し、トラッキング可
能な属性証明を前提とする（例：グリーン電力証書の購入や非化石証書付き電力メニューへの切り替え 
など）。適格プロジェクトにおいて、パリ協定の達成に資する明確な環境改善効果が見込める。 

ネガティブな影響への配慮︓館全体の省エネ化を一層推進し、使用電力量を減らしていくことによって、
再生可能エネルギー由来の電力への転換・導入にともなうコスト負担を軽減する。 

適格プロジェクトの評価︓再生可能エネルギー電力の調達は RE100 の達成を目指した計画のもとで実
施される。パリ協定の達成に資する明確な環境改善効果が見込め、GBP2021 が定めるカテゴリーでは
「再生可能エネルギー」に該当する。 

 

適格プロジェクト︓３．店舗・施設（賃貸部分）の照明設備の LED 化 

事業区分︓エネルギー効率 

事業概要︓高島屋グループでは、店舗ごとに設備を省エネ効率の高い機器へと順次更新し、省エネ化を
推進している。主な取り組みとして、既存照明を LED 照明へ変更することにより、使用電力及び CO2

の削減に努めており、2011 年から 2019 年までの実績で 15 万 4 千台の LED 照明を導入した。 

環境改善効果︓グリーンボンドの調達資金は、既存店舗・施設（賃貸部分）の照明設備の LED 化に充当
される。一般社団法人日本照明工業会によれば、蛍光灯から LED への改修により、ダウンライトで約
57%の消費電力削減、スクエアベースライトで約 51%削減と大幅な省エ効果が見込める3。大量の照明器
具を必要とする商業施設では特に LED 化による省エネ効果は大きい。長寿命、水銀フリーといった LED
の特性を踏まえれば、廃棄物管理の観点からも環境面の便益が期待できる。 

ネガティブな影響への配慮︓産業廃棄物となる照明器具の処分は委託先の中間処理業者及び 終処分業
者の選定、委託先の産業廃棄物管理票（マニフェスト）の管理を通じて適切に実施される。 

適格プロジェクトの評価︓商業施設における照明設備の LED 化は省エネ効果が大きいことに加え。長寿
命、水銀フリーといった LED の特性を踏まえれば、明確な環境改善効果が期待できる。GBP2021 が定
めるカテゴリーでは「エネルギー効率」に該当する。 

 

                                                      
3 一般社団法人日本照明工業会ウェブサイト「照明のリニューアルで省エネ・快適・安全 店舗・施設の照明リニュー

アル」（https://www.jlma.or.jp/led-navi/contents/cont40_shopLighting.htm）参照。白熱灯から切り替える場合は更に

空調負荷の軽減効果も期待できる。 
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適格プロジェクト︓４．EV ⾞両への切り替え・導⼊、EV 充電施設の整備 

事業区分︓クリーン輸送 

事業概要︓高島屋グループでは 2019 年より EV100 に参加している。「2030 年までに直接管理車両を
100％電気自動車化すること」を目標に掲げ、脱炭素社会の実現に向けた取り組みを推進している。 

EV 充電施設のイメージ 

環境改善効果︓グリーンボンドの調達資金は、EV 車両への切り替え・導入、EV 充電施設の整備に充当
される。2021 年 7 月に国際クリーン交通委員会が発表した調査4によれば、乗用車におけるライフサイ
クル GHG 排出量の削減効果を比較した結果、パリ協定の目標水準を満たす可能性があるのは二次電池
式電気自動車と燃料電池式自動車のみとされる。適格プロジェクトにおいて、パリ協定の達成に資する
明確な環境改善効果が見込める。 

ネガティブな影響への配慮︓リース契約にもとづく車両の入れ替えであり、旧車両はリース会社によっ
て適切に管理または廃棄がなされる。 

適格プロジェクトの評価︓EV 車両への切り替え・導入及び EV 充電施設の整備は EV100 の達成を目指
した計画のもとで実施される。パリ協定の目標達成に資する明確な環境改善効果が見込め、GBP2021 が
定めるカテゴリーでは「クリーン輸送」に該当する。 

 

適格プロジェクト︓5．環境配慮型商品の開発や製造、販売や回収等／循環型ビジネスプラットフォーム
の構築 

事業区分︓汚染の防⽌及び管理／資源循環型の商品、⽣産技術及びプロセス（リユース・リサイクル可
能な、またはリファービッシュされた材料・部品・商品の設計及び導⼊、再資源化の⼿段やサービスの
提供）、認証付きの⾼環境効率商品 

事業概要︓高島屋グループは環境や資源に配慮した持続可能な商品・サービスの提供に取り組んでいる。
「Depart de Loop（デパート デ ループ）」は高島屋が日本環境設計株式会社と協力して取り組む循環型
プロジェクト。衣料品やプラスチック製品など幅広い商品を回収・リサイクルし、再生原料から新たな
商品開発を行うなど、資源を循環させ廃棄物を排出しない循環型社会の実現に向けて取り組みを推進し
ていく。 

2019 年 9 月には高島屋各店の婦人ブラックフォーマル売場にて日本環境設計のリサイクルプロジェク

                                                      
4 Bieker, Georg (2021). A GLOBAL COMPARISON OF THE LIFE-CYCLE GREENHOUSE GAS EMISSIONS OF COMBUSTION 
ENGINE AND ELECTRIC PASSENGER CARS. ICCT（The International Council on Clean Transportation）. 
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ト「BRING（ブリング）5」回収キャンペーンを実施し、全店で 726 着のフォーマルウェアを回収した。
回収した衣類は BRING を通じて、服のポリエステル原料やジェット燃料、バイオエタノールなどにリ
サイクルされ、再利用されている。2021 年 6 月にはクリエイターズブランドとの共同制作による再生ポ
リエステル糸「Bring Material（ブリングマテリアル）6」由来の衣類を販売開始、さらに天然繊維であ
るカシミヤにも事業領域を広げ 2021年 11月からは再生カシミヤを使用したセーター及びベストを販売
している。 

 

「Depart de Loop」 

環境改善効果︓グリーンボンドの調達資金は、環境配慮型商品の開発や製造、販売や回収等の費用に充
当される。環境省「令和 2 年度 ファッションと環境に関する調査業務」（2020 年 3 月）によれば、国
内で供給された衣類（81.9 万トン、2020 年）のうち、家庭で使い終わって手放される衣服は 78.7 万ト
ンになると推計され、その 64.8％（51.0 万トン）がそのまま廃棄されるとの推計結果が示された。リサ
イクルされるのは僅か 15.6%、リユースが 19.6%に留まり、家庭から廃棄される衣料品をいかにリサイ
クルやリユースにつなげるかが課題となっている。また同調査では、原材料の栽培や染色の過程で、日
本国内で使用される水利用の 10.4%に相当する年間約 83.8 億㎥の水が使用されているとの推計結果も
示された。適格プロジェクトは衣料品の回収とリサイクル製品の開発・製造・販売を通じて廃棄物の削
減と循環型社会の実現に資するものであり、明確な環境改善効果が見込める。 

ネガティブな影響への配慮︓再生ポリエステル樹脂は日本環境設計の北九州工場で製造されており、有
害化学物質等の取り扱いについては同社の基準に基づき適切に管理される。また再生衣料品の製造工程
においても同様に、高島屋グループの取引指針・環境方針及び各委託先の基準に従い有害化学物質が適
切に管理される。 

適格プロジェクトの評価︓衣料品の回収とリサイクル製品の開発・製造・販売は廃棄物の削減と循環型
社会の実現に資する取り組みであり、明確な環境改善効果が見込める。GBP2021 が定めるカテゴリーで
は「汚染の防止及び管理」、「資源循環型の商品、生産技術及びプロセス（リユース・リサイクル可能な、
またはリファービッシュされた材料・部品・商品の設計及び導入、再資源化の手段やサービスの提供）、
認証付きの高環境効率商品」に該当する。 

 

 

 

                                                      
5 日本環境設計株式会社が企画運営し衣料品リサイクルに取り組むブランド。独自技術により、回収した衣類や繊維製

品のポリエステル繊維を再生ポリエステル原料に変えて新しい服に再生する。 
6 BRING のサプライチェーンでつくられた原料・糸・生地・ 終製品を素材として使用する場合に表示される商標。

アパレル製品をつくる際に発生する残反や残糸、顧客が提供した古着などを原料にして再生したポリエステル。 
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適格プロジェクト︓6．廃棄プラスチックのリサイクル推進／廃棄物総量削減 

事業区分︓汚染の防⽌及び管理／資源循環型の商品、⽣産技術及びプロセス（リユース・リサイクル可
能な、またはリファービッシュされた材料・部品・商品の設計及び導⼊、再資源化の⼿段やサービスの
提供）、認証付きの⾼環境効率商品 

事業概要︓高島屋グループはプラスチックの削減に向け、従業員食堂でのプラスチックストローの提供
廃止や百貨店統一ハンガーなどの再利用システム活用といった各種取り組みを実施している。深刻化す
るプラスチック問題に対し、各種用度の非プラ材への素材変更などの取り組みを強化する。 

また高島屋では、環境や資源に配慮した持続可能な商品・サービスの提供にも取り組んでいる。2021
年 10 月より海洋プラスチックごみの削減を目的として廃棄漁網7由来の再生原料から製造した鞄の販売
を開始している。収益の一部は一般社団法人 ALLIANCE FOR THE BLUE8に寄付し、海洋保全活動に
役立てる。本取り組みは複数の国内企業が連携することで実現したもので、10 月から販売する商品につ
いては北海道の有限会社山本漁網店が廃漁網を回収、ごみの分別や洗浄などを行い、リファインバース
株式会社が回収漁網を原料に再生ペレットを製造。株式会社モリトが紡糸・織布、テープなどを手掛け、
豊岡鞄が製品化した。生地に対する廃漁網の配合率は 25％となっている。 

 

廃漁網由来の再⽣原料から製造した鞄 

環境改善効果︓グリーンボンドの調達資金はプラスチックごみの削減を目的としたリサイクル等にかか
る費用に充当される。プラスチックは機能の高さゆえに生活に多大な利便性と恩恵をもたらしている。
一方、資源・廃棄物制約や海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題等との関連も指摘されており、世
界的にも脱プラスチックは喫緊の課題である。日本は 2019 年に「プラスチック資源循環戦略」を策定、
G20 大阪サミットでは「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」を国際社会と共有した。 

プラスチック資源循環戦略は、回避可能なプラスチックの使用は合理化した上で、必要不可欠な使用
については、より持続可能性が高まることを前提に再生可能性の観点から再生素材や再生可能資源（紙、
バイオマスプラスチック等）に適切に切り替え、徹底したリサイクルによる再生利用、それが難しい場
合には熱回収によるエネルギー利用を図ることとしている。またその際には、経済性及び技術可能性を
考慮するとともに、製品・容器包装の機能確保との両立を図ることとしている。適格プロジェクトはプ
ラスチック資源循環戦略の実現に資するものであり、明確な環境改善効果が見込める。 

ネガティブな影響への配慮︓プラスチック廃棄物については適格な中間処理業者及び 終処分業者を通

                                                      
7 2016 年に環境省が実施した国内 10 地点での漂着ごみの調査結果によれば、プラスチック類の漂着ごみを調査したと

ころ漁網・ロープが高い割合（重量ベースで 41.8%、容積ベースで 26.2%）を占めたとされる。漁網は海洋ごみの中でも

特に自然分解されにくく海を漂流し続けるとも言われ、陸域での回収を徹底しつつ、可能な限り分別、リサイクル等の取

り組みを推進すべきとされる（「プラスチック資源循環戦略」（2019 年 5 月））。 
8 2020 年に日本財団が設立した企業連合。石油化学業をはじめ、日用品や包装材メーカー、小売、リサイクルなどの多

業種の日本企業が参画し、海洋ごみによる海への負荷を軽減する商品開発・共同研究・社会実験などを推進している。 
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じて適切にリサイクル処理される。また再生原料を使用した製品の製造工程においては、高島屋グルー
プの取引指針・環境方針及び各委託先の基準に従い有害化学物質が適切に管理される。 

適格プロジェクトの評価︓プラスチックごみの削減を目的としたリサイクル等はプラスチック資源循
環に資する取り組みであり、明確な環境改善効果が見込める。GBP2021 が定めるカテゴリーでは「汚染
の防止及び管理」、「資源循環型の商品、生産技術及びプロセス（リユース・リサイクル可能な、または
リファービッシュされた材料・部品・商品の設計及び導入、再資源化の手段やサービスの提供）、認証付
きの高環境効率商品」に該当する。 

 

調達資⾦の使途に関する評価︓ 

グリーンビルディングの適格クライテリアは国内外で広く認知された環境認証を参照しており、いずれに
おいても建築物省エネ法が定める誘導基準を十分に上回る省エネ効果が見込める。GBP2021 のカテゴリー
では「グリーンビルディング」に該当する。再生可能エネルギー電力の調達、EV 車両への切り替え・導入及
び EV 充電設備整備はそれぞれ RE100、EV100 の達成を目指した計画のもとで実施され、パリ協定の目標
達成に資する明確な環境改善効果が見込める。それぞれ「再生可能エネルギー」、「クリーン輸送」に該当す
る。商業施設における照明設備の LED 化は省エネ効果が大きいことに加え、長寿命・水銀フリーといった
LED の特性を踏まえれば、明確な環境改善効果が期待でき、「エネルギー効率」に該当する。衣料品の回収
とリサイクル製品の開発・製造・販売は廃棄物の削減と循環型社会の実現に資する取り組みであり、プラス
チックごみの削減を目的としたリサイクル等はプラスチック資源循環に資する取り組みである。ともに有害
化学物質等の適切な管理を実施しており、明確な環境改善効果が見込めることから、「汚染の防止及び管理」、
「資源循環型の商品、生産技術及びプロセス、認証付きの高環境効率商品」に該当する。いずれのプロジェ
クトもグリーンボンドの資金使途として妥当である。 

 

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 

 高島屋グループは経営理念に「いつも、人から。」を掲げ、その実現に向けた 5 つの指針を示している。 

 
[出所︓⾼島屋ウェブサイト] 
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 経営理念の指針のひとつに「地球環境を守るためのたゆまぬ努力」を掲げるとともに、「高島屋グループ
環境方針」において地球温暖化防止を目的とした CO2排出量削減の取り組みや、環境負荷の軽減を目指
したライフスタイルの発信を進めていくと明記している。 

■髙島屋グループ 環境⽅針 

 

[出所︓⾼島屋ウェブサイト] 

 「高島屋グループ ESG 経営」では、経営理念や指針、長年培った信頼に基づく高島屋ブランド力を基本
的価値観とし、「環境」・「社会」・「ガバナンス」の視点から経営を推進している。 

■髙島屋グループ ESG 戦略概念図 

 
[出所︓⾼島屋ウェブサイト] 
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 2019 年 4 月、SDGs の達成に強く貢献・寄与できる 5 つのテーマ（1. 地球環境への配慮、2. まちづく
り、3. アクセスフリー・ストレスフリーな商品・施設、4. 持続可能な商品・サービスの提供、5. 働き
がいの創出）を「高島屋グループ SDGs 原則」として設定した。ESG 経営では更にこれらを環境、社会
の領域毎に 10 項目の重点課題（マテリアリティ）9に再構築している。 

 

■髙島屋グループ 重点課題（マテリアリティ）とアクションプラン 

 

   [出所︓⾼島屋ウェブサイト] 

                                                      
9 マテリアリティについては定量的な KPI を設定し、PDCA サイクルを通じ中長期目標や年度目標に対する実績の進捗

を確認している。 
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(2) プロジェクトの評価・選定の判断規準 

 高島屋グループはマテリアリティに「脱炭素化推進 RE100」、「脱炭素化推進 EV100」、「循環型ビジネ
ス」、「廃棄プラスチック削減」を選定しこれらを推進している。適格プロジェクトはいずれもグループ
のマテリアリティに向けた取り組み・対応策として明確に位置付けられている。 

 グリーンボンド・フレームワークに下記の排除基準を定めている。また、高島屋グループはが自社の環
境方針 8のもと適切な環境・社会的リスクの低減措置を図っている。 

【排除基準】 

 所在国の法令を遵守していない不公正な取引、贈収賄・腐敗・恐喝・横領等の不適切な関係 
 ⼈権・環境等社会問題を引き起こす原因となり得る取引 

 

(3) プロジェクトの評価・選定の判断を⾏う際のプロセス 

 株式会社高島屋財務部及び経営戦略部 ESG 推進室が適格基準を満たすプロジェクトを選定する。 

 企画本部長が適格プロジェクトを 終決定し、その結果を経営会議に報告する。 

 

プロジェクトの評価と選定のプロセスに関する評価︓ 

適格プロジェクトはいずれもグループのマテリアリティに向けた取り組み・対応策として明確に位置付け
られている。株式会社高島屋財務部及び経営戦略部 ESG 推進室が適格基準を満たすプロジェクトを選定す
る。企画本部長が適格プロジェクトを 終決定し、その結果を経営会議に報告する。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 

 財務部が調達資金の充当状況を管理する。調達資金の全額が充当されるまで四半期毎に内部管理システ
ムを用いて管理する。調達資金が適格事業・プロジェクトへ充当されるまでの間は、現金又は現金同等
物にて管理する。 

 調達資金は発行から 24 カ月以内に充当が完了する予定である。 

 

調達資⾦の管理に関する評価︓ 

財務部が調達資金の全額が充当されるまで四半期毎に内部管理システムを用いて管理し、発行から 24 カ
月以内に充当が完了する予定である。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 

 高島屋グループはグリーンボンド原則 2021 の主要な推奨事項に従い、グリーンボンド・フレームワー
クをウェブサイトで開示する。 

 債券発行後のレポーティングの概要は以下の通り。資金充当状況及び環境改善効果のレポーティングは
いずれもプロジェクト単体で実施する。 

 
 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/物件のリスト 
・進捗状況を含むプロジェクトの概要 
・充当額及び未充当額 
・未充当額の充当予定時期 
 

 
適格プロジェクトに
調達資⾦が全額充当
されるまでの間、年次
で開⽰ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⾼ 島 屋 グ ル ー プ 
ウェブサイトで 
開⽰ 
 

環
境
改
善
効
果 

 
以下の環境効果に関する指標等を、実務上可能
な範囲で開⽰する。 
 
【環境配慮型建物の開発】 
 認証取得⼿続きの進捗状況 
 取得済み／予定認証⼀覧 
 エネルギー使⽤量（実績値） 
 CO2 排出量（実績値） 
 ⽔使⽤量（実績値） 
 
【再⽣可能エネルギー由来の電⼒への転換 

・導⼊】 
・年間発電量 
・年間 CO2 排出削減量 
 
【店舗・施設（賃貸部分）の照明設備の LED 化】 
・年間節電量 
・年間 CO2 排出削減量 
 
【EV ⾞両への切り替え・導⼊／EV 充電施設の 

整備】 
・EV ⾞両導⼊数、率 
・EV 充電設備整備状況、件数 
 
【環境配慮型商品の開発や製造、販売や回収等

／循環型ビジネスプラットフォームの構築】 
・⾐料品の回収量 
 
【廃棄プラスチックのリサイクル推進／廃棄物

総量削減】 
・廃棄プラスチックリサイクル率 
・廃棄物削減量 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
グ リ ー ン ボ ン ド の 
発⾏残⾼がある間、 
年次で開⽰ 
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 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 

 環境改善効果に係る指標について、ICMA のインパクト・レポーティング基準案が推奨する定量指標を
挙げている。 

 

レポーティングに関する評価︓ 

高島屋グループはグリーンボンド原則 2021 の主要な推奨事項に従い、グリーンボンド・フレームワーク
をウェブサイトで開示する。債券発行後に実施する資金充当状況及び環境改善効果のレポーティングはプロ
ジェクト単体で実施する。環境改善効果に係る指標について ICMA が推奨する定量指標を挙げ、グリーンボ
ンドの残高がある間、年次で開示する。レポーティングは妥当な内容となっている。 

 
 

以 上 
 

 

 

 

 

 

 

【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。 
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グリーンボンド／グリーンボンド・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：株式会社高島屋 

グリーンボンドの ISIN又は  発行体のグリーンボンド発行に関するフレームワーク名（該当する場

合）：  高島屋グループ  グリーンボンド・フレームワーク 

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：2021年 11 月 12日 

レビュー発表日：2021年 11月 12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）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） 

 
＜セカンドオピニオン＞ 
フレームワークがグリーンボンド原則 2021 及び環境省のグリーンボンドガイドライン 2020 年

版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。 
 
詳細はリポート本文を参照。 

 

 

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）： 
 
リポート本文の「１．調達資金の使途」を参照。 

 
 

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 
 

☒  資源循環型の商品、生産技術及びプロセ

ス、認証付きの高環境効率商品 
 

☒  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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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）： 

 
リポート本文の「２．プロジェクトの評価と選定のプロセス」を参照。 

 

 

評価と選定 

☒  十分な発行体の環境面での持続可能性

に係る目標がある 

☒  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 

☒  グリーン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）： 

 
 リポート本文の「３．調達資金の管理」を参照。 
 

 

調達資金の追跡管理： 

☒  グリーン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）：   
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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）： 

 
 リポート本文の「４．レポーティング」を参照。 
 

 

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  ☐  投資総額に占めるグリーンボンドによる調

達額の割合 

  ☒  その他（明記ください）： 

・プロジェクト名称/物件のリスト 
・進捗状況を含むプロジェクトの概要 
・充当額及び未充当額 
・未充当額の充当予定時期 
 

   

  頻度： 

  ☒  年次  ☐  半年に一度 

  ☐  その他（明記ください）：   

 

環境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  ☒  その他 ESG指標（明記ください）： 

以下の環境効果に関する指標等を、実務上可能
な範囲で開⽰する。 
 
【環境配慮型建物の開発】 
 認証取得⼿続きの進捗状況 
 取得済み／予定認証⼀覧 
 エネルギー使⽤量（実績値） 
 CO2 排出量（実績値） 
 ⽔使⽤量（実績値） 



 
 
 
 

 5 / 7
 

 
【再⽣可能エネルギー由来の電⼒への転換 

・導⼊】 
・年間発電量 
・年間 CO2 排出削減量 
 
【店舗・施設（賃貸部分）の照明設備の LED

化】 
・年間節電量 
・年間 CO2 排出削減量 
 
【EV ⾞両への切替え・導⼊／EV 充電施設の 

整備】 
・EV ⾞両導⼊数、率 
・EV 充電設備整備状況、件数 
 
【環境配慮型商品の開発や製造、販売や回収等

／循環型ビジネスプラットフォームの構築】 
・⾐料品の回収量 
 
【廃棄プラスチックのリサイクル推進／廃棄

物総量削減】 
・廃棄プラスチックリサイクル率 
・廃棄物削減量 
 

 

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）： 

 

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。） 

 
１．評価手法及びサービス 

https://www.r-i.co.jp/rating/products/esg/index.html 
 

２．評価実績 

（１）グリーンファイナンス 
https://www.r‐i.co.jp/rating/esg/greenfinance/index.html 

 

（２）サステナビリティファイナンス 
https://www.r‐i.co.jp/rating/esg/sustainabilityfinance/index.html 

 

（３）ソーシャルファイナンス 
https://www.r‐i.co.jp/rating/esg/socialfinance/index.html 

 

 



 
 
 
 

 6 / 7
 

 

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グリーンボンド・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への適合性評価を基本とする。特に環境面での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、事業プロセスや環境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。さらにグリーン

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

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、グリーンボンドやそれに関連するグリーンボンド・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グリーン基準やグリーンラベルへの

適合性に係る認証を受けることができる。グリーン基準やグリーン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、グリーンボンド、それに関連するグリ

ーンボンド・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、環境面のパフォーマンスデータ、GBP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環境面のリス

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。 
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