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いちご ECO エナジー株式会社 
グリーンファイナンスフレームワーク 
 

2022 年 3 ⽉ 31 ⽇ 

 

ESG 推進室 

担当アナリスト︓税所さやか 
 
格付投資情報センター（R&I）は、いちご ECO エナジー株式会社が 2022 年 2 月 18 日付にて策定したグ

リーンファイナンスフレームワークが「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 
  調達資金は茨城県、岐阜県、愛知県、千葉県、岡山県、長野県、宮崎県、兵庫県、広島県に所在する

15 の太陽光発電所の建設資金（新規及びリファイナンス）に充当される。グリーンボンド原則
（GBP2021） のカテゴリー「再生可能エネルギーに関する事業」に該当する。各地の遊休地や耕作放
棄地、工場跡地などの未利用地や溜池を活用し、地元の業者を積極的に採用するなど地域貢献を重視し
て開発している。各発電所の設備状況、気象条件等を踏まえた事業計画や保守・点検（O&M）体制は
妥当である。自然災害、その他やむを得ない事情により環境改善効果が得られない状況になった場合
は、同等以上の環境改善効果が見込まれる設備への入れ替えを検討することがフレームワークに記載さ
れている。これらのことから安定稼働および環境改善効果が期待できると判断した。開発・運営は環境
面・社会面のネガティブな影響にも配慮している。グリーンローン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 
  不動産の有効活用とエネルギー創出を軸とした事業を展開する親会社のいちごは、長期 VISION「い
ちご 2030」の中でサステナブルな社会を実現するための「サステナブルインフラ事業」を目指すこと
を掲げている。その子会社であるいちご ECO エナジー（借入人）は、グループにおけるクリーンエネ
ルギー事業の中核とされる再生可能エネルギー（太陽光及び風力発電）を担っている。事業化に際して
は遊休地を有効活用するほか、地域コミュニティとの協働、地域の雇用促進や経済活性化にも貢献する
ことを重視している。いちご ECO エナジーは①再生可能エネルギー事業、②いちごの理念や方針、実
際の事業活動に即した事業をグリーンローンの対象としている。個別のプロジェクトの選定に当たって
は、グリーン適格クライテリアを設定しており、「安全性、収益性、環境改善効果」の観点からプロジ
ェクトの候補リストを作成している。選定のプロセスにおいては関係部署がグリーン適格クライテリア
を策定し、それに基づきプロジェクトの候補リストが作成され、国の環境関連法令対応への遵守状況、
各種許認可の取得状況、環境・社会へのネガティブな影響とその環境保全措置等を確認したうえで、取
締役会にて 終的な意思を決定する。牽制・確認機能と専門性が確保されたプロセスと評価できる。 

 

(3)調達資⾦の管理 
  資金充当状況は社内システムを用いて親会社が管理する体制となっている。未充当金額は親会社の留
保金口座にて現金または現金同等物、短期金融資産等で管理されるほか、証憑文書等についても経営管
理契約に基づき親会社の財務本部財務部が社内規定に基づいて適切に保管するなど適切な対応を定めて
いる。 

 

(4)レポーティング 
  ローン調達時レポートと年度レポートが開示される。年度レポートでは各プロジェクトの概要、充当
金額およびグリーンプロジェクトによる環境改善効果（CO2 排出削減量）が親会社のウェブサイトに
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開示される。資金充当計画が変更になるなど、大きな状況の変化が生じた場合も適宜開示される。レポ
ーティングの内容は妥当である。 

借⼊⼈の概要 

 いちご ECO エナジー（借入人）は、いちごグループの太陽光発電や風力発電等「クリーンエネルギ
ー」事業を行うために 2012 年に設立された。不動産の新たな有効活用としての太陽光発電事業を主軸
に ECO 関連コンサルティング、物件の ECO 化等による付加価値の増加など「ECO」関連事業を推進
している。 

 グループの中核企業で借入人の親会社であるいちごは 2000 年に創業、不動案の有効活用とエネルギー
創出を軸とした事業を展開している。社名は千利休が説いた「一期一会」に由来し、「人との出会いを
大切に」という精神を理念に各ステークホルダーとの強固な信頼関係を築く事を目指している。コア事
業の不動産事業は、中古不動産をリフォームし耐用年数を伸ばす形で新しい価値を創造する「心築（し
んちく）」、太陽光発電や風力発電等の「クリーンエネルギー」、3 つの上場投資法人をはじめとした不
動産を運用する「アセットマネジメント」を柱としている。クリーンエネルギー事業を日本全国に展開
する太陽光及び風力発電所は、2021 年 11 月末でグループのいちごグリーンが運営する分を加えて 57
カ所にのぼり累計 163MW の発電量を持つ。2022 年 2 月期以降に予定されている分を加えると 67 カ
所、199MW になる。 

 いちごは自社をサステナブルな社会を実現するための「サステナブルインフラ企業」と位置付けてい
る。取り組んでいる不動産事業、不動産事業から発展したクリーンエネルギー事業は、人々の暮らしに
密接に関わっており、人々の生活を支える社会インフラであり、生活インフラと認識している。不動産
を単なる建物として捉えるのではなく、そこに住む人、働く人、泊まる人、利用する人々に目を向け、
人を主役として捉え、多様化するニーズに対応することで、日本の豊かな暮らしに貢献していく理念の
もと事業に取り組んでいる。 

 

 

■取⼿下⾼井⻄発電所 

[出所：いちごホームページ]       
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1. 調達資⾦の使途 
(1) 対象プロジェクト 

 グリーンローンの調達資金は太陽光発電所 15 件の建設に係る新規およびリファイナンス資金に充当さ
れる。いずれもいちご ECO エネジーによる開発物件であり、土地、設備及び発電事業に係る投資に充
当される。発電した電力は FIT により売電される。事業区分は「再生可能エネルギーに関する事業」
である。 

■対象プロジェクトの概要 
No プロジェクト名（県名） 着⼯時期 稼働時期 

1 鉾⽥⻘柳（茨城） 2019年10⽉ 2020年4⽉ 

2 美濃加茂蜂⾕町（岐⾩） 2020年3⽉ 2020年9⽉ 

3 瀬⼾定光寺（愛知） 2020年4⽉ 2020年10⽉ 
4 取⼿下⾼井⻄（茨城） 2020年6⽉ 2021年1⽉ 
5 千葉若葉区⼤宮町東（千葉） 2021年4⽉ 2021年9⽉ 
6 笠岡井⽴池（岡⼭） 2021年2⽉ 2021年10⽉ 
7 千葉若葉区⼤宮町⻄（千葉） 2021年4⽉ 2021年11⽉ 
8 駒ヶ根⾚穂北（⻑野） 2021年5⽉ 2021年11⽉ 
9 駒ヶ根⾚穂南（⻑野） 2021年5⽉ 2021年11⽉ 
10 ⾠野町澤底（⻑野） 2021年6⽉ 2021年12⽉ 
11 都城⾼崎町（宮崎） 2021年3⽉ 2021年12⽉ 
12 神⼾ポンプ池（兵庫） 2021年7⽉ 2022年1⽉ 
13 ⼤府吉⽥町（愛知） 2021年8⽉ 2022年3⽉ 
14 世羅下津⽥（広島） 2021年9⽉ 2022年3⽉ 
15 上⽥吉⽥池（⻑野） 2022年6⽉（予定） 2022年11⽉（予定） 

     [出所：いちご ECO エナジーグリーンファイナンスフレームワーク]  
 

 全て自社開発の太陽光発電所。6 番の笠岡井立池と 15 番の上田吉田池は水上太陽光発電。1~14 番は発
電を開始している。15 番は農業用溜池の施工に関する手続き中であり、今後 EPC 工事を経て本年 11
月に稼働する予定。 

 地域貢献を重視した開発となっている。開発地には各地の遊休地や耕作放棄地、工場跡地などの未利用
地や溜池を活用している。4 番の取手下高井西発電所は不法投棄の多かった耕作放棄地を太陽光発電所
に切り替えることで、ごみを捨てられない環境にして地域貢献につなげた。このほか電気保安管理や草
刈り等の業務には地元の業者を積極的に採用している。年に一度はいちご ECO エナジーの職員が現地
を巡回し、地域コミュニティとの長期的な信頼関係の構築に努めている。 

 設備の状況や気象条件、開発に係る諸手続き等を踏まえた事業計画は妥当である。いちご ECO エナジ
ーは各発電所の運用および O&M 体制については設計・調達・建設工事を請け負った業者に委託するこ
とで安定した発電を担保している。 

 自然災害、その他やむを得ない事情により環境改善効果が得られない状況になった場合は、同等以上の
環境改善効果がある設備への入れ替えを検討することがフレームワークに記載されている。これらのこ
とから安定稼働が期待できる。 

 各プロジェクトのプロジェクト総額、本ローンによる調達資金からの充当金額、リファイナンスの内訳
は以下の通り。リファイナンスのルックバック期間は 3 年。 
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■プロジェクト総額に対する資⾦充当額      （単位︓億円） 

 
[出所：いちご ECO エナジーグリーンファイナンスフレームワーク]     

 当該資金使途についていちご ECO エナジーはグリーンファイナンスフレームワーク等を通じて貸付人
に対し事前に説明している。 

 

(2) 環境改善効果 

 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の 1.5℃特別報告書の影響から 2019 年以降はパリ協定が目
指す世界共通の長期目標としてカーボンニュートラルを打ち出す国や自治体、企業の動きが加速し世界
的な潮流となっている。日本においても 2020 年 10 月に菅前首相が所信表明演説で 2050 年カーボン
ニュートラルを目指すと宣言、2021 年 10 月に閣議決定された第 6 次エネルギー基本計画は 2030 年
度の電源構成における再生可能エネルギーの比率を 36～38％へと大幅に引き上げ、再生可能エネルギ
ーの主力電源化を明確に打ち出した。調達資金の使途は、再生可能エネルギーを主力電源化していく国
の戦略に沿ったものである。 

 当該プロジェクトは太陽光発電によりグリッド電力を代替し CO2 削減に貢献するものである。対象プ
ロジェクトの環境改善効果として年間 CO2 削減量（t-CO2）がレポーティングされる予定である。プ
ロジェクト全体で年間約 11,823.4t-CO2 の削減を見込んでいる。 

  

No プロジェクト名（県名） プロジェクト 
充当予定額 

プロジェクト 
総額 新規資⾦ リファイナンス 

1 鉾⽥⻘柳（茨城） 5.10 5.95 0.00 5.10 

2 美濃加茂蜂⾕町（岐⾩） 2.00 2.32 0.15 1.85 

3 瀬⼾定光寺（愛知） 2.10 2.46 0.02 2.08 

4 取⼿下⾼井⻄（茨城） 3.56 4.15 1.36 2.20 

5 千葉若葉区⼤宮町東（千葉） 0.87 1.02 0.87 - 

6 笠岡井⽴池（岡⼭） 4.01 4.71 3.00 1.01 

7 千葉若葉区⼤宮町⻄（千葉） 0.87 1.03 0.87 - 

8 駒ヶ根⾚穂北（⻑野） 0.46 0.56 0.46 - 

9 駒ヶ根⾚穂南（⻑野） 0.87 1.02 0.87 - 

10 ⾠野町澤底（⻑野） 0.87 1.05 0.87 - 

11 都城⾼崎町（宮崎） 5.57 6.61 4.45 1.12 

12 神⼾ポンプ池（兵庫） 3.55 4.18 3.55 - 

13 ⼤府吉⽥町（愛知） 1.52 1.79 1.47 0.05 

14 世羅下津⽥（広島） 4.04 4.75 4.04 - 

15 上⽥吉⽥池（⻑野） 1.80 2.17 1.80 - 

 合計 37.21 43.77 23.80 13.40 
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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 
 

 各プロジェクトがもたらすと想定される環境リスクおよび主な環境保全措置は、以下の通り。 

 

■ネガティブインパクト及び主な環境保全措置 

想定される環境リスク 主な環境保全措置および評価 

⽣態系への影響 

・ ⽣態系への影響を最⼩限とするため事業⽤地の選定は主に未利⽤地（⼯場跡地、⼟
捨て場、荒廃農地等）を活⽤する。 

・ 環境保全・⽂化財保護等に関する法令・条例等を確認し、それらを遵守しながら発
電所の建設を⾏う。 

・ 絶滅のおそれのある野⽣動植物の種の保存に関する法律に基づく⽣息地等保護区に
該当していないこと、希少植物が存在しないことを確認する。希少植物が存在する
可能性がある場合は現地調査と標本の⽣育状況を調査し、法令および専⾨家の助⾔
を受けた上で当該種の⽣育環境の保全措置を講じる。 

・ ⽔上太陽光発電所においては、開発の前後で⽔質調査を実施し影響がないことを確
認する。必要に応じ定期的なモニタリングを⾏う。 

[出所：いちご ECO エナジーグリーンファイナンスフレームワークより R&I 作成] 

 各プロジェクトがもたらすと想定される環境リスクを特定して法規制に従って環境保全措置がとられて
いる。また、各プロジェクトは環境法令等や自治体が定める条例に則り、環境影響評価を実施してい
る。 

 

調達資金は茨城県、岐阜県、愛知県、千葉県、岡山県、長野県、宮崎県、兵庫県、広島県に所在する 15
の太陽光発電所の建設資金（新規及びリファイナンス）に充当される。グリーンボンド原則（GBP2021） 
のカテゴリー「再生可能エネルギーに関する事業」に該当する。各地の遊休地や耕作放棄地、工場跡地など
の未利用地や溜池を活用し、地元の業者を積極的に採用するなど地域貢献を重視して開発している。各発電
所の設備状況、気象条件等を踏まえた事業計画や保守・点検（O&M）体制は妥当である。自然災害、その
他やむを得ない事情により環境改善効果が得られない状況になった場合は、同等以上の環境改善効果が見込
まれる設備への入れ替えを検討することがフレームワークに記載されている。これらのことから安定稼働お
よび環境改善効果が期待できると判断した。開発・運営は環境面・社会面のネガティブな影響にも配慮して
いる。グリーンローンの資金使途として妥当である。 
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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 

 親会社のいちごは 2019 年に長期 VISION「いちご 2030」を公表し、サステナビリティ方針を掲げ
た。注力する分野の一つである「クリーンエネルギー事業」において再生可能エネルギーを中核と位置
付けている。太陽光発電と風力発電を中心に国内エネルギー自給率を向上させることでサステナブルな
社会を形成することを目指す。 

 事業化に際しては遊休地の有効活用のほか、地域コミュニティとの協働、地域の雇用促進や経済
活性化にも貢献することとされている。 

 

■サステナビリティ⽅針 
 
1.環境との調和 

事業が地球環境に与える影響を的確に把握し、環境への負荷を最⼩限とするよう積極的に取り組みます。 
 

2.省エネルギー、低炭素化と資源循環 
事業の遂⾏にあたっては、エネルギー使⽤量の削減、施設等の⻑寿命化、節⽔、廃棄物の削減・リサイクル等に
努めます。また、グリーン調達を推進し、低炭素社会と資源循環型社会の実現を⽬指します。 
 

3.法令適応と環境管理体制の整備 
環境に関わる法規制や、⾃ら受け⼊れを決めたその他の環境に関わる要求事項を順守し、環境保全に努めます。
また、法規制等の動向を常に注視し、その変化に適応いたします。 
 

4.教育・啓発活動 
当⽅針を全役職員に周知し、意識の向上を図るとともに、サステナビリティに関する教育・啓発活動を推進いた
します。 
 

5.サステナビリティ活動の開⽰等 
本⽅針やサステナビリティに関する活動の情報開⽰に努め、広く社会とのコミュニケーションを図ります。また、
サステナビリティに関する認証等の取得に継続的に取り組みます。 
 

[出所：いちごサステナビリティレポート] 

 いちご ECO エナジーは「環境面での目標」（グリーンローンを通じて実現しようとする環境上のメリ
ット）についてフレームワークに明記し、その内容について貸し手に事前に説明している。 

 

 
 

(2) プロジェクトの評価・選定の判断規準 

 いちご ECO エナジーはグリーンローンの対象として選定する事業は①再生可能エネルギーであり、か
つ②いちごの理念や方針、実際の事業活動に即したものであること、としている。 

 個別のプロジェクトの選定に当たっては「安全性、収益性、環境改善効果」の観点からプロジェクトの
候補リストを作成した。特に安全性に関してはハザードマップや地歴から災害等の危険が高い場所は避
けるといった基準を設けている。 
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■期待される環境改善効果 
 

No. 
プロジェクト名（県名） 

  
  

a. 
出⼒ 

 

ｂ. 
発電量 

（年間） 

ｃ. 
設備利⽤率 

 

ｄ. 
実質発電量 
（年間）* 

e. 
CO2排出 
係数** 

g. 
年間CO2 

排出削減量 
kW kWh % kWh t-CO2/kWh t-CO2 

 a*24*365  b*c  d*e 

1 鉾⽥⻘柳（茨城） 2,486 21,780,864 13.52% 3,417,934 0.000443 1,514.14 

2 美濃加茂蜂⾕町（岐⾩） 1,290 11,300,400 13.87% 1,659,692 0.000379 629.02 

3 瀬⼾定光寺（愛知） 1,450 12,702,000 14.05% 1,710,617 0.000379 648.32 

4 取⼿下⾼井⻄（茨城） 2,840 24,878,400 12.97% 3,555,581 0.000443 1,575.12 

5 千葉若葉区⼤宮町東 
（千葉） 749 6,561,240 13.12% 653,824 0.000443 289.64 

6 笠岡井⽴池（岡⼭） 2,667 23,362,920 13.67% 2,224,350 0.000521 1,158.89 

7 千葉若葉区⼤宮町⻄ 
（千葉） 749 6,561,240 12.76% 446,263 0.000443 197.69 

8 駒ヶ根⾚穂北（⻑野） 393 3,442,680 14.96% 444,726 0.000379 168.55 

9 駒ヶ根⾚穂南（⻑野） 749 6,561,240 14.42% 830,442 0.000379 314.74 

10 ⾠野町澤底（⻑野） 749 6,561,240 14.08% 575,562 0.000379 218.14 

11 都城⾼崎町（宮崎） 2,967 25,990,920 13.70% 2,623,273 0.00048 1,259.17 

12 神⼾ポンプ池（兵庫） 2,735 23,958,600 13.84% 2,968,136 0.000351 1,041.82 

13 ⼤府吉⽥町（愛知） 1,009 8,838,840 13.61% 1,203,000 0.000379 455.94 

14 世羅下津⽥（広島） 2,928 25,649,280 13.02% 3,338,979 0.000521 1,739.61 

15 上⽥吉⽥池（⻑野） 1,164 10,196,640 15.85% 1,616,481 0.000379 612.65 

 合計    27,268,859  11,823.44 

[いちご ECO エナジーグリーンファイナンスフレームワーク] 

 
*実質発電量（年間）について 
No.1-4: 2021 年 1-12 ⽉の実績発電量。No.5-9:2021 年 9-12 ⽉のうちの実績発電量を年換算（実績発電量/稼働⽇
×365（⽇）。No.10･11: 2021 年 12 ⽉-2022 年 2 ⽉の実績発電量を年換算（実績発電量/稼働⽇×365（⽇）。 
No.12: 2022 年 1-2 ⽉の実績発電量を年換算（実績発電量/稼働⽇×365（⽇）。No.13-14: 事業計画策定に際し、技
術コンサルタントが作成する超過確率 50%（P50 ベース）での予想発電量。No.15: 2022 年 3 ⽉ 31 ⽇時点における
建設前の試算値。 
 
**排出係数について 
CO2/kWh）︓「電気事業者別排出係数（特定排出者の温室効果ガス排出量算定⽤）－R2 年度実績－R4.1.7 環境省・経
済産業省公表、R4.2.17 ⼀部修正」における所管電⼒会社の調整後排出係数を使⽤。   
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(3) プロジェクトの評価・選定の判断を⾏う際のプロセス 

 いちご ECO エナジーの営業本部エナジーソリューション部と運用管理部が共同でグリーン適格クライ
テリアを策定し、運用管理部がグリーン適格クライテリアに基づいてプロジェクトの候補リストを作成
した。エナジーソリューション部は国の環境関連法令対応への遵守状況を確認するとともに、地方自治
体の窓口と調整を行い、行政の指導のもと各種許認可を取得した。エナジーソリューション部は環境・
社会へのネガティブな影響を確認し、必要に応じて環境保全措置をはじめとする必要な措置を講じた。
これらを受けて取締役会は 終的な意思決定を行った。 

 

不動産の有効活用とエネルギー創出を軸とした事業を展開する親会社のいちごは、長期 VISION「いちご
2030」の中でサステナブルな社会を実現するための「サステナブルインフラ事業」を目指すことを掲げて
いる。その子会社であるいちご ECO エナジー（借入人）は、グループにおけるクリーンエネルギー事業の
中核とされる再生可能エネルギー（太陽光及び風力発電）を担っている。事業化に際しては遊休地を有効活
用するほか、地域コミュニティとの協働、地域の雇用促進や経済活性化にも貢献することを重視している。
いちご ECO エナジーは①再生可能エネルギー事業、②いちごの理念や方針、実際の事業活動に即した事業
をグリーンローンの対象としている。個別のプロジェクトの選定に当たっては、グリーン適格クライテリア
を設定しており、「安全性、収益性、環境改善効果」の観点からプロジェクトの候補リストを作成してい
る。選定のプロセスにおいては関係部署がグリーン適格クライテリアを策定し、それに基づきプロジェクト
の候補リストが作成され、国の環境関連法令対応への遵守状況、各種許認可の取得状況、環境・社会へのネ
ガティブな影響とその環境保全措置等を確認したうえで、取締役会にて 終的な意思を決定する。牽制・確
認機能と専門性が確保されたプロセスと評価できる。 

 

3. 調達資⾦の管理 

 本調達資金の追跡管理は経営管理契約に基づき、親会社の財務本部財務部が行う。調達資金総額、各プ
ロジェクトヘの充当済み資金、未充当資金は電子ファイルで管理され、全ての調達資金が充当されるま
での間は、未充当額と充当額の合計が調達資金全額と整合するように管理される。全ての調達資金が充
当された後は、各プロジェクトヘの累計充当額が調達資金総額と整合もしくは上回るように管理され
る。これらの確認は年次で実施される。 

 未充当金額は親会社の留保金口座にて、現金または現金同等物、短期金融資産等で管理される。 

 調達資金に関連する証憑となる文書等については、経営管理契約に基づき親会社の財務本部財務部が社
内規定に基づき適切に保管する。いちご ECO エナジーは調達資金の追跡管理の方法について、貸し手
に対し、グリーンファイナンスフレームワークを通じて事前に説明している。 

 

資金充当状況は社内システムを用いて親会社が管理する体制となっている。未充当金額は親会社の留保金
口座にて現金または現金同等物、短期金融資産等で管理されるほか、証憑文書等についても経営管理契約に
基づき親会社の財務本部財務部が社内規定に基づいて適切に保管するなど適切な対応を定めている。 
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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 

 
・各プロジェクトの概要（進捗状況を含む） 
・各プロジェクトに充当した資⾦の額 
・未充当資⾦の額、資⾦充当の予定、未充当資⾦

の運⽤⽅法 
 

 
・本ローンが実⾏さ

れた直後に実施 
・本ローンの返済ま

での間、年に 1 度 

 
以下をいちごのウェ
ブサイトにて公表 
・ 調達時レポート 
・ 年度レポート 

環
境
改
善
効
果 

 
・プロジェクトによる環境改善効果（CO2 排出

削減量） 

 
・本ローンが実⾏さ

れた直後に実施 
・本ローンの返済ま

での間、年に 1 度 
 

 
以下をいちごのウェ
ブサイトにて公表 
・ 調達時レポート 
・ 年度レポート 

 

 ローン調達時レポートおよび年度レポートは、借入人の財務本部財務部が主管として作成する。調達
資金に関する情報収集・記載事項の確認、環境改善効果に関する情報収集・記載事項の確認も実施す
る。 

 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、適
宜開示する。 

 

(2) 環境改善効果に係る指標、算定⽅法等 

 レポーティングにおいては、CO2 排出削減量を開示する。環境改善効果の算定方法は、以下の通り。 

 

■太陽光発電による CO2 排出量削減量 
 
算定⽅法 
 

プロジェクト実施によって新たに取得した太陽光発電設備による発電量に対して、当該電⼒を
販売する電⼒会社の CO2 排出係数を乗じて算出する。 

 
算定式 
 

[CO2 排出削減量（tCO2/年]=発電量（kWh）x 電⼒ CO2 排出係数（kgCO2/kWh）÷1,000 

[出所：いちご ECO エナジーグリーンファイナンスフレームワーク] 

 

ローン調達時レポートと年度レポートが開示される。年度レポートでは各プロジェクトの概要、充当金額
およびグリーンプロジェクトによる環境改善効果（CO2 排出削減量）が親会社いちごのウェブサイトに開
示される。資金充当計画が変更になるなど、大きな状況の変化が生じた場合も適宜開示される。レポーティ
ングの内容は妥当である。 

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（債券実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、原則として実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

ーンボンド等の実行促進体制整備支援事業の実行支援者（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。 
 


