
 

    

   R&I グリーンボンドアセスメント／セカンドオピニオン 

株式会社格付投資情報センター   Copyright(C) 2022 Rating and Investment Information, Inc. All rights reserved. 
 

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地テラススクエア（お問い合わせ）マーケティング本部 カスタマーサービス部  TEL 03-6273-7471 
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 の意見であり、事実の表明ではありませ

ん。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、投資判断や財務に

関する助言や、投資の是非等の推奨をするものではありません。R&I は、R&I グリーンボンドアセスメントに際し関連情報の正確性等につき独自の検証を行っておらず、これに関

し何ら表明も保証もいたしません。R&I は、R&I グリーンボンドアセスメント（変更・取り下げ等を含む）に関連して発生する損害等につき、何ら責任を負いません。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。なお、詳細につき https://www.r-i.co.jp/docs/policy/site.html をご覧下さい。 
 

 1/11 

  格付投資情報センター（R&I）は、一正蒲鉾が行う資金調達につき、「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」に適合してい
ることを確認するとともに、R&I グリーンボンドアセスメントを付与しました。 

■R&I グリーンボンドアセスメント概要 
評 価 対 象 一正蒲鉾グリーンローン 
借 入 額 35 億円  
借 入 日 2022 年 3 月 24 日 
返 済 日 2030 年 9 月 30 日 
資 金 使 途 エネルギー効率 
評 価 GA1（本評価） 

【項目別評価】 

項 目 評 価 

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  

発行体の環境活動  

※ 各項目を 5 段階で評価し、 （最上位）から （最下位）で表示している。 

 
【総合評価】 

グリーンローンの調達資金は、フレームワークで定めた適格クライテリアを満たす省エネルギーの工場新
規建設及び設備投資に充当される。各地にある生産拠点を集約することによる生産効率の向上や新規設備
の導入等により使用燃料等が削減されることにつながり、CO2 削減効果が期待できる。一正蒲鉾は食品メ
ーカーの中で ESG 経営や SDGs に率先して取り組んでいる。ESG 経営宣言の中で地球温暖化防止に向け
た取組みを推進するとして、温室効果ガス排出削減のために全社で省エネルギー活動に取り組み、再生可
能エネルギーや新技術を含めた適切なインフラ技術の導入を行うとともに、サプライチェーンとの協働に
より、あらゆる場所、あらゆる機会でエネルギー効率を高めることを掲げている。省エネルギーを資金使
途とする本件グリーンローンはその達成を目的とした資金調達として位置付けられる。調達資金は経営企
画部財務経理課が他の資産と区分して、充当までの間、excel 等を用いて適切に管理する。レポーティング
は、資金充当状況及び環境改善効果（CO2 削減効果）について、一正蒲鉾のウェブサイトまたはサステナ
ビリティレポートにて年次で開示予定。一正蒲鉾は従来から環境負荷と CO2 排出の低減に取り組んでき
ており、加えて食品メーカーの観点から賞味期限の延長や包装プラスチック削減にも取り組んでいる。環
境活動に関する取組みは優れていると判断した。 
 

一正蒲鉾株式会社 
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■セカンドオピニオン概要 

 
(1)調達資金の使途 
 グリーンローンによる調達資金は、一正蒲鉾の本社と同一敷地内に建設される「カニかま」専用の新工

場の建屋及び生産設備の費用として全額充当される。各地にある生産拠点を集約することによる生産効
率の向上や新規設備の導入等により使用燃料等が削減されることにつながり、CO2 削減効果が期待でき
る。新工場の建設や稼働にあたり潜在的にネガティブな環境面・社会面の影響に配慮がなされており、
資金使途は妥当であると判断した。 

(2)プロジェクトの評価と選定のプロセス 
 グリーンローンの調達資金の使途となるプロジェクトは、カニかま製品の製造に係る設備投資内容を FA

システム部が評価・選定し、生産拠点の統合による効率性・収益性・投資計画を経営企画部及び生産部、
FA システム部で事前確認を行い、取締役会で承認される。プロジェクトの評価と選定のプロセスは妥当
であると判断した。 

(3)調達資金の管理 
 調達資金は経営企画部財務経理課が他の資産と区分して、充当までの間、excel 等を用いて適切に管理す

る。調達資金は対象プロジェクトの新規資金として調達から概ね１年以内に充当する予定である。未充
当金が発生する場合、現金または現金同等物で適切に管理する。調達資金の管理は妥当であると判断し
た。 

(4)レポーティング 
 レポーティングは、資金充当状況及び環境改善効果（CO2 削減効果）について、一正蒲鉾のウェブサイ

トまたはサステナビリティレポートにて年次で開示予定。レポーティングは妥当な内容であると判断し
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ウェブサイトに掲載しています。 
https://www.r-i.co.jp/rating/products/esg/index.html  
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Ⅰ．発行体の概要 

 東京証券取引所一部上場で新潟県新潟市に本社を置く食品メーカー。1965 年に創業者の野崎正平氏が
生家（野崎蒲鉾）より独立して創業。「水産練製品・惣菜事業」と「きのこ事業」を事業の柱とする。「水
産練製品・惣菜事業」では、職人が中心となって製造していた蒲鉾業界にあって、近代経営と科学的な
技術による生産の導入を推進。主力の「サラダスティック」「ピュアふぶき」「オホーツク」といったカ
ニ風味かまぼこは、インスタントラーメン、レトルトカレーと並び「戦後の食品三大発明」と言われ、
当社はカニ風味かまぼこメーカーシェア第 1 位を誇る。そのほか、板付かまぼこ、ちくわ、さつま揚、
はんぺん、おでん種などを展開している。減塩商品や低脂肪・高たんぱく商品といった高付加価値の水
産練製品の市場投入にも力を入れており、水産練製品の業界シェアは全国第 2 位である。 

 経営理念として、「安全・安心を基本として、ユーザーに信頼され、愛され、感動される商品・サービス
を提供することで、社会になくてはならない企業として貢献します。」を掲げ、超長期ビジョンとして
「ICHIMASA30 ビジョン」を策定した。こうした事業経営の基盤として、社是・社訓とともに ESG 経
営が重要であると位置付けており、持続可能な社会の実現と持続的な成長を目指すための全社的な行動
規範として、「一正蒲鉾株式会社 ESG 経営宣言」「環境方針」を制定している。また、社内体制では環
境保全への取組みとして ESG 推進部を設立し、従来の取組みを体系化するとともに関連部門との連携
を強化してきた。こうしたことから 2022 年 2 月に第 2 回新潟 SDGs アワード大賞を受賞している。 

 食品メーカーの中で SDGs に対しても率先して取り組んでおり、高度化するサステナビリティ課題に対
し、ESG 経営を実効的に進めることを目的に「サステナビリティ委員会」を設置している。特に、脱炭
素への取組みに対して、従来の発想を超えた新たな思考で全社的な議論を行い、実効性を高めていく。 
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[出所：当社 HP、サステナビリティリポート 2021] 
 

Ⅱ．個別評価項目  

1. 調達資金の使途 

(1) 対象プロジェクト 

 一正蒲鉾はグリーンローンフレームワークで以下の適格クライテリアを定めた。グリーンローンの調達
資金は当該適格クライテリアを満たすプロジェクトの新規投資へ充当する。 

＜適格クライテリア＞ 

 

 

 

 対象プロジェクトは、本社と同一敷地内に建設される「カニかま」専用の新工場である。プロジェクト
総額は約 55 億円。資金使途は工場建屋、生産設備及び工場の屋上に設置される太陽光発電設備並びに
コージェネレーションシステム（いずれも賃貸借設備）への接続に係る付帯工事である。  

 

 

 

 

 

[出所：一正蒲鉾 HP] 

対象事業 グリーンボンド原則 
プロジェクトカテゴリー 

カニかま商品の生産拠点集約のための設備投資 エネルギー効率 
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(2) 環境改善効果 

 生産設備のうち、殺菌工程で使用する加熱・冷却機を従来の蒸気式から熱水式の機器に変更することで、
使用燃料を 3 割程度削減することが可能であり、CO2 排出量の削減に寄与する。また、熱効率が向上し
て短時間で殺菌が可能となることから賞味期限の延長の可能性があるなど、付加的な効果も期待できる。 

(3) 環境面・社会面におけるネガティブな影響への配慮 

 新工場の建設及び稼働に伴い、大気質、騒音・振動、水質、動植物、生態系にネガティブな影響を及ぼ
す可能性が考えられる。 

 該当するプロジェクトは、各種法令等に沿って適切に対応し、潜在的にネガティブな環境面・社会面の
影響に配慮している。また、建設にあたり近隣地区での個別説明などを実施した上でプロジェクトを進
めている点をヒアリングを通じて確認した。 

以上より、本フレームワークにおける調達資金の使途は、グリーンローン原則等に適合していると判断した。 
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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 

 経営理念として、「安全・安心を基本として、ユーザーに信頼され、愛され、感動される商品・サービス
を提供することで、社会になくてはならない企業として貢献します。」を掲げ、超長期ビジョンとして
「ICHIMASA30 ビジョン」を策定した。こうした事業経営の基盤として、社是・社訓とともに ESG 経
営が重要であると位置付けており、持続可能な社会の実現と持続的な成長を目指すための全社的な行動
規範として、「一正蒲鉾株式会社 ESG 経営宣言」「環境方針」を制定している。また、社内体制では環
境保全への取組みとして ESG 推進部を設立し、従来の取組みを体系化するとともに関連部門との連携
を強化してきた。 

 また、2022 年１月には、高度化するサステナビリティ課題に対し、ESG 経営を実効的に進めることを
目的に「サステナビリティ委員会」を設置した。特に、脱炭素への取組みに対して、従来の発想を超え
た新たな思考で全社的な議論を行い、実効性を高めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[出所：サステナビリティリポート 2021] 
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(2) プロジェクトの評価・選定の判断規準 

 ESG 経営宣言の中で地球温暖化防止に向けた取組みを推進するとしており、当社は温室効果ガス排出削
減のために、全社で省エネルギー活動に取り組み、再生可能エネルギーや新技術を含めた適切なインフ
ラ技術の導入を行うとともに、サプライチェーンとの協働により、あらゆる場所、あらゆる機会でエネ
ルギー効率を高めることを掲げている。こうした方針の実現に貢献するプロジェクトを選定する。 

 

(3) プロジェクトの評価・選定の判断を行う際のプロセス 

 グリーンローンの調達資金の使途となるプロジェクトは、カニかま製品の製造に係る設備投資内容を FA
システム部が評価・選定し、生産拠点の統合による効率性・収益性・投資計画を経営企画部及び生産部、
FA システム部で事前確認を行い、取締役会で承認される。 

以上より、本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、グリーンローン原則等に適
合していると判断した。 

3. 調達資金の管理 

 グリーンローンにより調達した資金は、経営企画部財務経理課が他の資産と区分して、充当までの間、

excel 等を用いて適切に管理する。未充当金が発生する場合、現金または現金同等物で適切に管理する。 

 調達資金は対象プロジェクトの新規資金として調達から概ね１年以内に充当する予定である。 

 貸付人に対して定期的に資金の充当状況及びプロジェクトの進行状況を報告する。 

 仮に想定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、プロジェクトの評価及び選定のプロセスに従い、適格基準を満たす他のプロジェクトを選定し

資金を充当する。 

以上より、本フレームワークにおける調達資金の管理は、グリーンローン原則等に適合していると判断した。 
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4. レポーティング 

(1) 開示の概要 

 レポーティングの概要は以下の通り。 

 

 開示事項 開示タイミング 開示方法 

資
金
充
当
状
況 

 
以下の内容を開示する。 
・充当金額 
・未充当金の残高 
 

 
調達資金が全額充当 
されるまで年次で開示 
 

 
ウェブサイトまたはサ
ステナビリティレポー
トで開示 

イ
ン
パ
ク
ト 

 
機密性及び守秘義務の観点から、開示可能な範囲に
おいて公表する。なお、以下指標は、グリーンローン
に係る調達資金の使途を含む事業全体の取組みを評
価し、開示するものとする。 
 
・CO2 排出量（毎年１％削減） 
・エネルギー消費原単位（毎年 1％削減） 

 
 
グリーンローンが償還 
されるまで年次で開示 
 

 
 
ウェブサイトまたはサ
ステナビリティレポー
トで開示 

 

 一正蒲鉾は、資金充当状況および環境への効果等について、ウェブサイトまたは年次で発行されるサス
テナビリティレポートで公表する。 

 償還期間中に資金充当状況やインパクトに重大な変化があった場合には、その旨を開示する予定。 

 

(2) 環境改善効果に係る指標、算定方法等 

 資金充当状況については調達資金が全額充当されるまでの間、インパクト・レポーティングについては
グリーンローンが償還されるまでの間、年次でレポーティングを実施する。 

 資金充当状況のレポーティングは充当金及び未充当金の残高を開示する。 

 インパクト・レポーティングは各指標について実務上可能な範囲で集約された形式で開示する。 

以上より、本フレームワークにおけるレポーティングは、グリーンローン原則等に適合していると判断した。 
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5. 発行体の環境活動 

 一正蒲鉾は、「海の命」「山の命」を活用することで商品を製造していることから、環境の変化が経営に
直結するとして、地球温暖化の防止が喫緊の課題と認識している。エネルギー消費の効率化、工場への
太陽光パネルの導入、モーダルシフトの推進等、これまでも環境負荷と CO2 排出の低減に取り組んでき
た。生産工場においては、環境マネジメントシステムの国際規格である ISO14001 の取得を順次進めて
おり、新工場についても取得を予定している。食品メーカーの観点からは、賞味期限の延長や包装プラ
スチック削減にも取り組んでいる。 

 2021 年に制定した ESG 経営宣言の中で、『地球温暖化防止に向けた取組みを進めます』『「海の命」「山
の命」を守り、自然の「恵み」を大切にします』を掲げており、サプライチェーン全体での省エネルギ
ー、省資源、廃棄資源の削減・再利用も推進している。 

 食品メーカーの中で SDGs に対しても率先して取り組んでおり、高度化するサステナビリティ課題に対
し、ESG 経営を実効的に進めることを目的に「サステナビリティ委員会」を設置している。特に、脱炭
素への取組みに対して、従来の発想を超えた新たな思考で全社的な議論を行い、実効性を高めていく。
また、TCFD の枠組みに基づくシナリオ分析等の実施も今後検討していく。 
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Ⅲ．R&I グリーンボンドアセスメント 

項目別評価 評価 評価のポイント 

調達資金の使途  

対象プロジェクトから環境改善効果が見込まれるこ
とに加え、環境面・社会面における潜在的にネガティ
ブな影響にも配慮しており、環境課題の解決に資する
程度は妥当であると判断した。 

プロジェクトの評価と 

選定のプロセス 
 

プロジェクトの評価と選定のプロセスは明確かつ合
理的であり、優れていると判断した。 

調達資金の管理  
調達資金の管理方法は適切に定められており、優れて
いると判断した。 

レポーティング  

日次でのインパクト・レポーティングやデータ集計作
業の自動化を通じ、情報開示における透明性・正確性
の向上を図っており、頻度や内容等の面から妥当であ
ると判断した。 

発行体の環境活動  
環境課題に関する明確な方針や目標のもと、具体的な
取組みを積極的に進めており、環境活動の取組みは優
れていると判断した。 

※ 各項目を 5 段階で評価し、 （最上位）から （最下位）で表示している。 

 

R&I グリーンボンドアセスメント GA1 

総合評価 

グリーンローンによる調達資金は、一正蒲鉾の本社と同一敷
地内に建設される「カニかま」専用の新工場の建屋及び生産
設備の費用として全額充当される。各地にあった生産拠点を
集約することによる生産効率の向上や新規設備の導入等に
より使用燃料等が削減されることにつながり、CO2 削減効
果が期待できる。新工場の建設や稼働にあたり潜在的にネガ
ティブな環境面・社会面の影響に配慮がなされており、資金
使途は妥当であると判断した。グリーンローンの調達資金の
使途となるプロジェクトは、カニかま製品の製造に係る設備
投資内容を FA システム部が評価・選定し、生産拠点の統合
による効率性・収益性・投資計画を経営企画部及び生産部、
FA システム部で事前確認を行い、取締役会で承認される。
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
達資金は経営企画部財務経理課が他の資産と区分して、充当
までの間、excel 等を用いて適切に管理する。調達資金は対
象プロジェクトの新規資金として調達から概ね１年以内に
充当する予定である。未充当金が発生する場合、現金または
現金同等物で適切に管理する。調達資金の管理は妥当である
と判断した。レポーティングは、資金充当状況及び環境改善
効果（CO2 削減効果）について、一正蒲鉾のウェブサイトま
たはサステナビリティレポートにて年次で開示予定。レポー
ティングは妥当な内容であると判断した。 

 
以 上 



R&I グリーンボンドアセスメント／セカンドオピニオン 

 

 11/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【留意事項】 
 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、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。 
 
【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。 


