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リニューアブル・ジャパン株式会社 
グリーン IPO・フレームワーク 

2021 年 11 ⽉ 17 ⽇ 

 

ESG 推進室 

担当アナリスト︓廣⽅ 智章 

 

格付投資情報センター（R&I）は、リニューアブル・ジャパンが策定したグリーン IPO・フレームワーク
が「グリーンボンド原則 2021」（以下、グリーンボンド原則）の趣旨に準じるものであることを確認した。 

 

【グリーンIPOの概要】 

名称 グリーン IPO・フレームワーク 

発行体 リニューアブル・ジャパン 

 

【概要】 

リニューアブル・ジャパン（以下、RJ）は、太陽光発電を主力とする再生可能エネルギー発電所の開発、

運営事業者。これまで日本国内に多数の太陽光発電所の開発・運営の実績を有し、一部の開発案件では自ら

EPC業務を担うなど、太陽光発電事業において高い専門性、豊富な実績を有する。 

RJはグリーンボンド原則の4基準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、レポーティングの趣旨を鑑みてグリーンIPO・フレームワークを策定し、RJが現在主力とする再

生可能エネルギー事業である太陽光発電所の開発・取得資金等として、当該フレームワークに基づきグリー

ンエクイティを発行する。 

 

【グリーンボンド原則の趣旨に準じている旨のセカンドオピニオン】 

グリーンIPO・フレームワークがグリーンボンド原則の趣旨に準じたものである旨のセカンドオピニオン

を提供する。 
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【評価理由】 

 フレームワークで定める調達資金の使途は、太陽光発電所の開発・取得資金等であり、グリーンボンド

原則の適格資産「再生可能エネルギー」に該当する。今次の発行による調達資金の充当先である太陽光

発電所への取り組みついて、RJ と面談を実施し、事業性の判断及び環境・社会面などへの配慮方法な

どの観点から確認を行った。結果、当初資金が充当される太陽光発電所は一定の事業性を有し、フレー

ムワークに合致した環境面・社会面にも十分に配慮された環境改善効果（CO2 削減効果）が見込める

ものとなると判断した。 

 RJ は、再エネコングロマリットの強みを生かしたビジネスを展開し、将来に亘っても再エネに専念す

る事業方針を掲げており、現時点において、再エネ以外の事業を行うことは想定していない。評価にお

いては、評価対象がエクイティであることも鑑み、将来に亘っても再エネ事業以外を行わない方針であ

る点や、RJ の取り組み方針などから、将来開発・取得等する物件についても、同様に環境改善効果が

見込まれることを考慮している。 

 プロジェクトの評価と選定のプロセスについては、RJ の「持続可能なエネルギーを届け、生き生きと

暮らせる未来を実現します」というビジョンの下、再生可能エネルギーの普及を通じて地球環境に留意

した持続可能な社会を実現する事業活動を行うとしており、本事業の位置づけは明確である。また、対

象プロジェクトの選定には、複数の部署が関与し、 終的には経営会議及び取締役会にて決議される組

織的なプロセスとなっている。よって、プロジェクトの評価と選定のプロセスは妥当と判断した。 

 調達資金は 1 年以内に全額充当される予定である。調達資金を充当するまでの間は、早期に対象プロジ

ェクトに充当される方針の下、現金または現金同等物で管理される。また、エクイティは期限がなく永

続的に存続する一方、太陽光発電所は耐用年数を有し、又は、発電期間中に一部又は全部が譲渡される

可能性もあるため、耐用年数を超えるなどした太陽光発電所に代わって代替の環境改善効果の高いアセ

ットに再充当できるかがポイントとなる。この点、再生可能エネルギー発電専業という RJ の事業方針

や、再生可能エネルギー発電所の開発、取得、運営等に関するこれまでの豊富な実績、今後の事業方

針・見通しを踏まえ、当初に資金充当した太陽光発電設備が耐用年数を超えるなどした場合において

も、フレームワークに則った環境に配慮した太陽光発電所等への再充当が見込まれると考えている。 

 レポーティングについては、資金充当の状況及び環境改善効果を示すインパクトレポートについて年に

一度、RJ のウェブサイトで開示されることが予定されている。尚、インパクトレポートについては、

グリーン IPO で調達した資金全額が充当された年の 12 月末時点までの情報を開示される予定である。

また、RJ が取り扱う再エネ関連の事業についての環境改善効果について、開示される方針であること

を確認している。レポーティングは妥当な内容であると判断した。 
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■ リニューアブル・ジャパン株式会社の概要 

 

■事業概要及び環境への取り組み 

リニューアブル・ジャパン（以下、RJ）は、2012 年 1 月に設立以来、再生可能エネルギーの開発事

業を行っている。RJ は、「再生可能エネルギーのコングロマリット」を目指し、太陽光発電所を中心と

する再生可能エネルギー発電所の①開発、②EPC（設計/調達/建設）、③資金調達・案件売却、④アセ

ットマネジメント（以下、AM）、⑤オペレーション＆メンテナンス（以下、O&M）、⑥発電・電力小売

までの再生可能エネルギーに関する事業全般を一気通貫で提供している。 

RJ は、再生可能エネルギー発電所を開発し、RJ（RJ が匿名組合出資を行う合同会社等を含む。）が

保有し発電事業による売電収入を得るとともに、RJ がメインスポンサー、東急不動産株式会社が共同

スポンサーを務める上場インフラファンドである日本再生可能エネルギーインフラ投資法人（証券コー

ド：9283）（以下、上場インフラファンド）や RJ が投資家を募り組成する私募ファンド（以下、私募

ファンド）に売却し売却収入を獲得し、売却した再生可能エネルギー発電所に関し、上場インフラファ

ンドや私募ファンドから AM 業務及び O&M 業務を受託する「循環型再投資モデル」を構築している。

RJ はこうしたビジネスモデルを通じて、パリ協定により合意された温室効果ガスの削減や、持続可能

な開発目標（SDGs）に掲げられた気候変動対策など、持続可能な社会の発展を目指している 

・RJ の案件開発/案件取得の実績は、発電所数 140 か所、PV 容量合計約 754.3MW となっている。 

・RJ の EPC 実績は、発電所数 25 か所 PV 容量約 45.4MW となっている。 

・RJ が開発中の再生可能エネルギー発電所は、14 か所、PV 容量合計約 183.0MW となっている。 

・RJ のプロジェクトボンド発行実績は、10 件、863 億円となっており、このうち 8 件は株式会社格付

投資情報センターよりグリーンボンド格付の中で 5 段階中 上位の評価である GA1 を取得している。 

・RJ が AM 業務を受託している発電所数は 124 か所、PV 容量合計約 708.8MW となっている。 

・RJ が O&M 業務を受託している発電所数は 149 か所、PV 容量合計約 886.8MW となっている。この

うち、RJ グループ以外からの受託発電所数は 28 か所、PV 容量合計約 305.1MW となっている。 

（2021 年 9 月 30 日現在） 

 

●全国 27 か所にある RJ の地域事務所は、地域の自治体・住民と密接に連携しながら地元の発電所の

運営に携わる一方で、本社とともに CSR 活動として地元への貢献、環境活動に取り組んでいる（以

下、その一例）。 

・小学校や発電所内での学童向け再エネ環境授業 

・地域住民の発電所見学の受け入れを通じた環境意識向上活動 

・発電所立地地域が推進する環境保全活動の支援（環境保全型農業へのボランティア派遣など） 

 

●RJ グループの資産運用会社であるアールジェイ・インベストメントが資産運用を受託している日本

再生可能エネルギーインフラ投資法人は 2017 年 3 月に上場した東京証券取引所インフラファンド市場
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を通じて、民間資金を再生可能エネルギー発電設備への投資につなげる重要な社会的意義を有してい

る。同投資法人において、今後も個人・法人問わず再生可能エネルギー事業への投資機会を広く提供

し、持続可能な社会の発展に寄与していく。 

 

■ 【リニューアブル・ジャパン理念体系】 

 

■ 【リニューアブル・ジャパン環境方針】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営理念

Vision

私たちが実現したい社会
 持続可能なエネルギーを届け、生き生きと暮らせる未来を実現します

Mission

Vision実現のために、私たちがやるべきこと

 クオリティの高い再生可能エネルギー発電所をつくり、安全に運営します

 金融のノウハウを活かし、再生可能エネルギーを広げます

 再生可能エネルギーで地域社会を元気にします

リニューアブル・ジャパン環境方針

低炭素社会への貢献 再生可能エネルギー事業を通じて、国際社会が目指す低炭素社会の実現に貢献します。

長きにわたる事業を約束
発電事業にあたり、関連法令やガイドラインなどを遵守した上で、将来にわたり、地域社会や環境に配慮した
事業運営を行います。

日々の活動を通じた環境貢献 社員が環境意識を高め、環境活動を実践します。

リニューアブル・ジャパンは一企業市民として環境に留意します。また、当社は発電所が立地する地域に支えられており、地域の環境と調和す
ることは、当社が事業を継続する上で重要なことであると認識しています。私たちは地域と共に持続可能な低炭素社会を実現することで発展し
てまいります。
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■ リニューアブル・ジャパン組織図 
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【R&I がグリーン評価した案件】 

発⾏⽇ 案件名称 

2019 年 2 ⽉ RJ 再⽣可能エネルギープロジェクトボンドⅢ 受益権/ABL 

（北海道登別市 MS 発電所） 

2019 年 6 ⽉ RJ 再⽣可能エネルギープロジェクトボンドⅣ 受益権/ABL 

（⼋⼾市是川太陽光発電所） 

2019 年 11 ⽉ RJ 再⽣可能エネルギープロジェクトボンドⅥ 受益権/ABL 

（東濃スーパー・ジェネレーション太陽光発電所） 

2019 年 12 ⽉ RJ 再⽣可能エネルギープロジェクトボンドⅤ 受益権/ABL 

（⾼圧完⼯ポートフォリオ 10 プロジェクト） 

2020 年 8 ⽉ RJ 再⽣可能エネルギープロジェクトボンドⅦ 受益権/ABL 

（⾼圧完⼯ポートフォリオ 12 プロジェクト） 

2021 年 2 ⽉ RJ 再⽣可能エネルギープロジェクトボンドⅧ 受益権/ABL 

（⼀関⼤東プロジェクト） 

2021 年 3 ⽉ RJ 再⽣可能エネルギープロジェクトボンドⅨ 受益権/ABL 

（南九州市頴娃町太陽光発電所） 

2021 年 9 ⽉ RJ 再⽣可能エネルギープロジェクトボンド X 受益権/ABL 

（南丹市⼋⽊町・園部町太陽光発電所） 
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■ グリーンＩＰＯ・フレームワークの概要 

RJ は、新規株式公開を通じた調達資金を、太陽光発電所の開発又は新規取得に充当する予定である。本事

業の拡大により、再生可能エネルギーの普及を通じて、地球環境に留意した持続可能な社会の創生に寄与し

ていく。RJ は、グリーン IPO による「リニューアブル・ジャパン グリーン IPO・フレームワーク」を策定

した。 

1. 調達資⾦の使途 

・ グリーンIPOで調達した資金は、下記の対象プロジェクトに充当する予定である。 

事業区分 事業概要 

再生可能エネルギー 太陽光発電所 

 

・ 対象プロジェクトは、RJ が現在主力とする再生可能エネルギー事業である太陽光発電所とする。 

・ グリーン IPO によって調達した資金は、現在開発中の複数の太陽光発電所の開発資金及び新規太陽光発

電所の取得資金に全額充当する。 

・ RJ は、太陽光発電所を主力とする再生可能エネルギー施設の開発・運営事業を通じて低炭素社会の実現

に積極的に取り組んでいる。 
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2. プロジェクトの評価と選定のプロセス 

・ RJ は、「持続可能なエネルギーを届け、生き生きと暮らせる未来を実現します」というビジョンの下、

これを実現するために以下の 3つのミッションを掲げて事業を行っている。 

① クオリティの高い再生可能エネルギー発電所をつくり、安全に運営します 

② 金融のノウハウを活かし、再生可能エネルギーをひろげます 

③ 再生可能エネルギーで地域社会を元気にします 

・ RJ では、当該 3 つのミッションに基づき、再生可能エネルギーの普及を通じて、地球環境に留意した持

続可能な社会を実現する事業活動を行っている。 

・ グリーン IPO の対象とするプロジェクトは、再生可能エネルギーであり RJ の理念や方針、実際の事業

活動に即したものとなっている。 

・ 再生可能エネルギー事業は、高い環境改善効果（CO2 削減効果）が見込まれるほか、環境面や社会面に

おける潜在的にネガティブな効果に配慮して開発、運営を行っている。 

 

【適格プロジェクトの選定プロセス】 

・ 対象プロジェクトの選定プロセスは、開発本部が中心となり、各部門（プロジェクトマネジメント、資

金調達、発電所の建設・売却・運営管理などを主管する部門）と協議したうえで事業計画を立案し、経

営会議及び取締役会にて決議する。 

・ RJ は、対象プロジェクトの適格性判断にあたり、次の事項を含む対象プロジェクトのデューデリジェン

スを実施する。 

【発電施設用地の評価】 

・ 事業性検証（技術レポート、リスクアセスメントレポート等） 

・ 実地調査、地質調査（土壌調査） 

・ 環境保護対象地域（生態学的に重要な生息地、原生林等）や文化財保護対象地域に該当または隣接

していないことの確認 

・ 近隣住民の施設建設に対する理解度の把握 

・ 法規制、条例、ガイドライン等の確認、自治体、官公庁、電力会社との協議 

【開発計画の策定】 

・ 周辺環境に影響を与えない開発計画の策定（土砂流出の防止・治水） 

・ 景観維持（完工後の植林・緑化、場外からの景観を壊さないレイアウトの工夫） 

【管理体制の構築】 

・ 発電施設の管理体制、自治体・近隣住民との共生 

 

・ 上記デューデリジェンスの結果を踏まえ、経営会議が対象プロジェクトの適格性、環境に関する基本方
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針との適合性を判断する。 

経営会議は業務執行上の重要な事項に関して、取締役会の委嘱を受けた事項およびその他会社経営に関

する重要な事項を審議することを目的とした会社機関である。代表取締役社長が招集し、常勤取締役、

執行役員、各本部長、常勤監査役等が出席する。 

 

【環境面におけるネガティブな影響への配慮】 

太陽光発電事業に伴う、環境面の潜在的にネガティブな効果としては、一般的に、大規模な土地造成に

伴う生態系の破壊や悪影響、濁水の流出、光害・景観への悪影響、関連設備からの騒音・振動などが考

えられる。RJ が開発を行う発電所では、林地開発や環境保全・文化財保護等に関する法令、条例等を満

たしたうえで発電所の建設を行うほか、近隣住民等への説明を実施しており、環境面や社会面へのネガ

ティブな効果への対応を行う方針としている。 
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3. 調達資⾦の管理 

・ グリーン IPO により調達された資金は、RJ の銀行口座において管理され、当該グリーンプロジェクト

のみを対象に充当する。そのため、資金が目的外に利用されたり他のプロジェクトと混同されたりする

こと等はない。 

・ 調達資金の充当が決定されるまでの間は、調達資金は、現金または現金同等物にて厳密に管理される。 

 

【調達資金追跡管理方法】 

RJ は、対象プロジェクトにグリーン IPO による調達資金を充当する際は、財務経理本部にてスプレッ

ドシートを使用の上、資金フローの事前確認を行う。資金フローの事前確認の後、グリーン IPO 調達資

金の充当は、財務経理本部長による承認により実行される。 

グリーン IPO 調達資金の充当後は、財務経理本部がスプレッドシートを使用の上、当該資金の追跡管理

を行い、都度、財務経理本部長に報告するものとする。グリーン IPO で調達した資金の全額は、速やか

に、若しくは早期に対象プロジェクトに充当される。グリーン IPO で調達した資金の金額が直ちに又は

一時的に対象プロジェクトに充当されない場合は、未充当資金の残高について想定される運用方法を少

なくとも年 1 回 RJ のウェブサイトで開示するとともに、未充当資金は早期に他のグリーンプロジェク

トに充当するよう努める。対象プロジェクトに充当されるまでの間、RJ は、未充当資金を特定の上、そ

の同額を現金及び現金同等物にて管理する。 

 

【未充当資金の管理方法】 

対象プロジェクトの変更等により、未充当資金が発生した場合は、現金または現金同等物にて管理し、

速やかに報告するよう努める。なお、調達資金の充当が決定されるまでの間は、調達資金は現金または

現金同等物にて管理する旨を第三者評価レポート等で投資家に開示予定である。 
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4. レポーティング 

【資金の充当状況に関する開示方法】 

RJ は、GBP で要求されるグリーン IPO 特定の情報（調達資金の充当状況、環境改善効果)につき、充当

完了まで各年 12 月末時点における情報を年 1 回、RJ のウェブサイトで開示する予定である。またグリ

ーン IPO の対象となるプロジェクト、対象プロジェクトへの資金充当状況についても、RJ のウェブサ

イトにおいて開示する。未充当資金が生じる場合には、未充当資金の金額または割合、充当予定時期、

未充当資金の一時的な運用方法も同時に開示する。 

 当該グリーン IPO で調達した資金の充当額 

 グリーン IPO で調達した資金の残高総額 

 

【インパクトレポートの開示方法及び開示頻度】 

RJ は環境改善効果として、各年 12 月末時点における以下の項目を年 1 回、RJ のウェブサイトで開示

する。インパクトレポートの開示は、グリーン IPO で調達した資金全額が充当された年の 12 月末時点

までの情報を開示する。 

 対象プロジェクトのパフォーマンスを示す指標（発電容量、電力発電量など） 

 対象プロジェクトが環境面に貢献する指標（CO2 削減量など） 

 

【未充当資金の管理方法】 

対象プロジェクトの変更等により、未充当資金が生じる場合には、未充当資金の金額または割合、充当

予定時期、未充当資金の一時的な運用方法も同時に開示する。 

 
以上 
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■ グリーンＩＰＯ・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、リニューアブル・ジャパン株式会社（以下、RJ）の作成するグリーンIPO・フレームワーク（以

下、フレームワーク）が、グリーンボンド原則の趣旨に準じていることの確認を行った。 

1. 調達資⾦の使途 

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。 

 

主な評価の根拠 

 フレームワークの記載内容の確認 

 RJの太陽光発電所等の再エネ事業への取り組み内容、既に保有している太陽光発電所及びRJの今後

の太陽光発電所の取得方針の確認 

 

評価 

 調達資金は、当該フレームワークで定める太陽光発電所の開発・取得資金等として充当されるた

め、グリーンボンド原則の適格資産「再生可能エネルギー」に属する。 

 R&I は、エクイティの発行により開発・取得等される太陽光発電所につき、（1）対象事業から十分

な環境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、RJ から提供された資料及び RJ との面談、並びに、これまでの多数の

プロジェクトファイナンス案件のグリーンボンド・ローン評価などを通じて確認している RJ の太

陽光発電所への取り組み内容を踏まえ妥当性を判断した。 

 （1）の観点では、プロジェクトファイナンス案件等と同様の方針に基づき本件の事業を実施して

いることなどが確認できたことなどから、資金充当される太陽光発電所は、一定の事業性を有し、

十分な環境改善効果が期待できるものとなると判断した。 

 （2）の観点では、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フレームワークに

記載され、RJ の複数のプロジェクトファイナンス案件における太陽光発電所への取り組みを通じて、

当該配慮の実効性についても確認しており、問題がないものと判断した。 

 RJ は、再エネコングロマリットの強みを生かしたビジネスを展開し、将来に亘っても再エネに専念

する事業方針を掲げており、現時点において、再エネ以外の事業を行うことは想定していない。評

価においては、将来に亘っても再エネ事業以外を行わない方針である点や、RJ の取り組み方針など

から、将来開発・取得等する物件についても、同様に環境改善効果が見込まれることを考慮してい

る。 

 

以上より、フレームワークにおける調達資金の使途は、グリーンボンド原則の趣旨に準じたものである
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と判断した。 

2. プロジェクトの評価と選定のプロセス 

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。 

主な評価の根拠 

 フレームワークの内容の確認 

 RJのビジョン・ミッション、環境方針等の確認 
  

評価 

 対象事業は、RJ のビジョン、ミッションや環境方針に基づくものとなっている。 

 プロジェクトの評価と選定は、開発本部が中心となり、各部門（プロジェクトマネジメント、資金

調達、発電所の建設・売却・運営などを主管する部門）と協議したうえで事業計画を立案し、経営

会議及び取締役会にて決議する。組織的な選定プロセスとなっている。 

 

以上より、フレームワークにおけるプロジェクトの評価と選定のプロセスは、グリーンボンド原則の趣旨

に準じたものであると判断した。 

3. 調達資⾦の管理 

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。 

主な評価の根拠 

 フレームワークの内容の確認 

  

評価 

 調達した資金全額の管理は、RJ の銀行口座において管理され、当該グリーンプロジェクトにのみ

を対象に充当される。 

 当該資金管理は、RJ の内部管理規定に従い RJ 財務経理本部で適切に管理される。 

 調達資金は調達後 1 年以内に全額充当される予定である。調達資金を充当するまでの期間及び未充

当資金が発生した場合は、現金または現金同等物にて管理される。また、エクイティは期限がなく

永続的に存続する一方、太陽光発電所は耐用年数を有するため、耐用年数を超えるなどした太陽光

発電所に代わって代替の環境改善効果の高いアセットに再充当できるかがポイントとなる。この

点、再生可能エネルギー発電専業という RJ の事業方針や、再生可能エネルギー発電所の開発、取
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得、運営等に関するこれまでの豊富な実績、今後の事業方針・見通しを踏まえ、当初に資金充当し

た太陽光発電設備が耐用年数を超えるなどした場合においても、フレームワークに則った環境に配

慮した太陽光発電所等への再充当が見込まれると考えている。 

 

 以上より、フレームワークにおける調達資金の管理は、グリーンボンド原則の趣旨に準じたものであると

判断した。 

4. レポーティング 

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。 

 

主な評価の根拠 

 フレームワークの内容の確認 

 レポ―ティングの開示予定内容の確認 

  

評価 

 レポーティングは、資金が全額充当されるまで、少なくとも年に一度、RJ のウェブサイトにて開

示される予定である。 

 レポーティング内容は、資金充当状況及び環境改善効果（年間発電量および CO2 削減量）等とな

る。 

 RJ は、RJ が取組む再生可能エネルギー発電事業の概要や当該事業を通じた環境改善への貢献内容

などについて、継続的に投資家等に示していく予定である。 

 頻度、期間、内容からレポーティングは適切であると判断している。 

 
以上より、フレームワークにおけるレポーティングは、グリーンボンド原則の趣旨に準じたものであると

判断した。 
 

 

＜総合評価＞ 

R&Iは、グリーンIPO・フレームワークが、グリーンボンド原則の趣旨に準じたものであると判断した。 

 

 

 

 

 



セカンドオピニオン 

 

 15/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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。 
 


