
 

    

   R&Iグリーンボンドアセスメント 
 
 

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。 
©Rating and Investment Information, Inc. 

 1/11 
 

OHGリニューアブルエナジー1グリーンローン 

：GA1（本評価） 

2022年 10月 31日 

 

ESG評価本部 

担当アナリスト：大石 竜志 
 
格付投資情報センター（R&I）は、OHG リニューアブルエナジー1 が行う資金調達につき R&I グリーン

ボンドアセスメントを付与しました。R&I は予備評価を 2022 年 10 月 25 日に公表しており、今回予備評
価を本評価に切り替えました。 
 
■R&Iグリーンボンドアセスメント概要 
 

評 価 対 象 OHGリニューアブルエナジー1 グリーンローン 
借 入 額 17億円 
実 行 日 2022年 10月 31日 
満 期 日 2038年 9月 30日 
資 金 使 途 再生可能エネルギー（太陽光発電所） 
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】 
調達資金はオープンハウスグループ（OHG）がフレームワークで定めた適格クライテリアを満たす太陽光発
電所について、OHG リニューアブルエナジー1（SPC）が借入を通じて取得又はリファイナンスならびに改
修する資金に充当される。太陽光発電施設は、継続的な環境改善効果（CO2 削減効果）が期待できると判断
した。OHG は重点課題の一つに「環境保全」を掲げ中長期的な GHG（温室効果ガス）排出削減目標を設定
するなど、脱炭素に向けた取り組みを進めている。太陽光発電事業への参画は、脱炭素化に向けた取り組み
を更に進め、グループとして再生可能エネルギー創出の推進を目的としている。グリーンファイナンスによ
る調達資金は、プロジェクト SPC 名義の口座にて管理される。インパクトレポーティングはグリーンファイ
ナンスの満期日まで年次で環境改善効果（CO2 削減効果等）を開示する。OHG では、グループ全体でのカ
ーボン・ニュートラル実現に向けた明確な目標を掲げたうえで具体的な取組を進めており、環境活動に関す
る取組は優れていると判断した。 
 

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 



R&Iグリーンボンドアセスメント／セカンドオピニオン 

 

 2/11 

Ⅰ．オープンハウスグループについて 

1. 概要 

 OHG は 1997 年 9 月に新築一戸建住宅の売買仲介業者として東京都渋谷区で創業。2001 年に自社新築
一戸建て住宅の販売を開始した。グループは用地の仕入れから建設、売買仲介に至るまでの全ての機能
を完結できる体制を構築し、効率的な事業運営を実現することで、共働き世帯の増加による生活スタイ
ルの変化に伴い増加する利便性の高い都心部の戸建て需要を取り込むべく、都心部においてリーズナブ
ルな価格で新築一戸建て住宅を提供している。2020 年にワンルーム及びファミリー向けマンション事
業のプレサンスコーポレーションを持分法適用関連会社化し、2021 年に連結子会社化してマンション
分譲事業、収益不動産事業等も強化している。    

 M&A を通じたグループ全体での着実な業績拡大及び経営効率の改善を行うことで、更なる企業価値の
向上を図るとともに、持続的成長を支える経営基盤を整えるべく、2022 年 1 月 1 日付で持株体制へ移
行し、商号をオープンハウスグループに変更した。 
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Ⅱ．個別評価項⽬ 

1. 調達資金の使途 

(1) 対象プロジェクト 

 OHG はグリーン・ファイナンス・フレームワークで以下の適格クライテリアを定めた。調達資金は下記
クライテリアを満たすプロジェクトへ充当される。 

 

＜適格クライテリア＞ 

グリーボンド原則 

カテゴリー 
事業概要 

SDGs 

ターゲット 

再生可能エネルギー 

既往もしくは取得予定の太陽光発電プロジェクト

（太陽光発電設備、発電所までの送電線を含む）の

取得、リファイナンスならびに改修資金   

 対象プロジェクトは、以下の適格プロジェクトの基準を満たしている。 

・対象設備が日本国内に存在していること 

・対象設備の建設・設置にあたり、森林法をはじめとする法令および諸規則を遵守することについて、適
用される法令を確認した上で必要となる手続きが行われていること 

・対象設備の建設・設置にあたり、所在土地の権利・契約関係が安定的であり、地元自治体を含めた周辺
住民からの理解が適切なレベルで得られていること 

・対象設備の所在地に環境・土壌の汚染がなく、将来においても対象設備がそれら汚染を引き起こすおそ
れがないこと 

・各種専門家レポートにおいて審査基準を満たさない状況であることの指摘がないこと 

・プロジェクトへの投資は、関連グリーンファイナンスの実行日後速やかに実施されるものであること 

 

 資金の調達方法と投資先 

・資金の調達方法：借入による調達 

 ・投資先：新規投資、リファイナンス、適格プロジェクトの改修 
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■資金充当する適格プロジェクトの一覧 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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。本件の調達資金の使途は、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。グリー
ンファイナンスの対象事業として高い環境改善効果（CO2 削減効果）の実現が期待できると判断した。 

No 所在地 パネル出力(kW) 

1 北海道苫前郡 234 

2 北海道苫前郡 794 

3 青森県つがる市 374 

4 福島県郡山市 471 

5 群馬県吾妻郡 272 

6 茨城県水戸市 719 

7 茨城県水戸市 1,947 

8 静岡県御殿場市 245 

9 静岡県牧之原市 678 

10 長野県大町市 610 

11 愛媛県西予市 1,602 
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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 

 太陽光発電所は全て既存の施設であり、選定にあたって法的要件、環境要件について適格プロジェクト
の基準を設定し、確認している。 

 加えて、太陽光発電設備の取得時に事業リスクの特定を行っている。その中で環境に対する負の影響を
与えると考えられる「事故・災害による運用資産の毀損、滅失又は劣化のリスク」について、デュー・
ディリジェンスを行い、土壌調査に関するレポートおよび地震リスク分析報告書等を取得し、耐震性能
判断その他事故・災害における資産の毀損状況についてリスクの検証を行っている。 

 リスクに関しては、再エネ発電設備等の点検及び保守を適切に行うことができる O&M 業者を選任し、
事故・災害による運用資産の毀損、滅失又は劣化が生じた際に被害を最小化するための適切なメンテナ
ンス体制を構築及び維持している。また関連契約上、当該 O&M 業者に対する事故・災害が発生した場
合の対応の義務付け、及び賃借人等の再エネ発電設備等に関与するものを対象とした報告義務や対応義
務等の事故・災害による運用資産の毀損、滅失又は劣化が生じることを回避するための条項を設けるこ
とで、運用資産の毀損、滅失又は劣化による被害が生じる可能性を低減させている。 

 
調達資金の使途に関する評価︓  
 
調達資金は OHG がフレームワークで定めた適格クライテリアを満たす太陽光発電所について、SPC が借入
を通じて取得又はリファイナンスならびに改修する資金に充当される。発電所の取得にあたって適格プロジ
ェクトの基準を定めるとともに、デュー・ディリジェンスを行い、土壌調査に関するレポートおよび地震リ
スク分析報告書等を取得し、耐震性能判断その他事故・災害における資産の毀損状況についてリスクの検証
を行っている。加えて、再エネ発電設備等の点検及び保守を適切に行うことができる O&M 業者を選任し、
契約条項により運用資産の毀損、滅失又は劣化による被害が生じる可能性を低減させている。運営等におい
て環境・社会面へ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。 
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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 

 OHG はグループを取り巻く環境、社会、ガバナンス（ESG）に関する課題について、特に取り組みを進
めるべき重点課題として、6 つのマテリアリティ（下表参照）を特定している。重点課題の一つに「環
境保全」を掲げており、事業活動が環境に与える影響を認識し、OHG グループのみならずバリューチェ
ーン全体において、環境負荷低減・環境保全へ向けた取り組みを進めていく考え。なお、環境保全に向
けた活動は、「オープンハウスグループ環境方針」に基づいて行っている。 

 「オープンハウスグループ環境方針」は 1. 気候変動緩和・適応へ向けて、2. 省資源・資源循環へ向け
て、3. 有害物質の管理と環境汚染防止へ向けて、4. 環境教育の推進――の 4 項目からなり、このうち
1. 気候変動緩和・適応へ向けて、については以下に定めている。 

異常気象や大規模自然災害等、社会の持続的発展に大きな影響を及ぼす可能性のある気候変動の緩和
に貢献するため、 

・ 省エネルギー推進や再生可能エネルギー利用拡大等を通じ、事業活動に伴う温室効果ガスの排出量
削減に取り組みます。 

・パリ協定採択を受け決定された日本の「地球温暖化対策計画」を踏まえ、温室効果ガス排出量削減
に関する長期目標を策定し、着実な環境負荷低減を目指します。 

・住宅における省エネ推進や再生可能エネルギー利用促進等、低炭素社会の実現に貢献する商品・サ
ービスを提供します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

[出所：OHGウェブサイト] 
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 OHG は取締役・執⾏役員から構成されるサステナビリティ委員会を設置している。委員会は取締役会
の監督のもとに運営され、マテリアリティの項⽬ごとに ESG リスクとその対応への進捗状況を管理し、
各事業部⾨・グループ会社から取り組み情報を収集している。 

 進捗状況及び結果は、サステナビリティ委員会へ報告されるとともに議論される。議論された重要事項
は、取締役会に定期的に報告される。 

 OHG は重要課題に掲げる環境保全において気候変動への対応が急務であると認識している。2021 年 11
月に「TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）」提言に基づく情報開示に伴い、中長期的な GHG
（温室効果ガス）排出削減目標を設定するなど、脱炭素に向けた取り組みを進めている。 

 2022 年 10 月よりグループの物件を購入した顧客に対して電力の CO2 フリーメニューを導入した。こ
れに加入した顧客は、使用する電力の CO2 排出量は実質ゼロとなる。OHG の太陽光発電事業への参画
は、脱炭素化に向けた取り組みを更に進め、グループとして再生可能エネルギー創出の推進を目的とし
ている。   

(2) プロジェクトの評価・選定の判断規準 

 OHG が重要課題として掲げる「環境保全」及び脱炭素化に向けた取組として、グループ全体でのカーボ
ン・ニュートラル達成に資する再生可能エネルギー創出の推進を目的としてプロジェクトを選定する。 

 適格基準に基づいてプロジェクトを選定し、リスクに関しては、再エネ発電設備等の点検及び保守を適
切に行うことができる O&M 業者を選任して適切なメンテナンス体制を構築及び維持する。 

(3) プロジェクトの評価・選定の判断を行う際のプロセス 

 フレームワークに基づき調達する資金の使途となる適格プロジェクトへの適合性の検討や評価及び選定
は、プロジェクト SPC の運営会社であるリアルリンク国際投資顧問へ委託する。 

 リアルリンク国際投資顧問が太陽光発電設備等を裏付とするファンドの匿名組合出資持分取得及び借入
の実行に関して計画案を起案し、それらについて OHG の経営企画本部において本部内での審議・決議
を経たうえで、取締役会において報告することによって決定する。 

 プロジェクトの適格性の評価にあたっては、適格プロジェクトの基準を満たしたうえで環境に対する負
の影響に関するディー・ディリジェンスや、適切な対応をすべく O&M 業者を選定し運営に配慮してお
り、環境面及び事業の運営面でのリスクに対応している。 

 

プロジェクトの評価と選定のプロセスに関する評価︓  

適格プロジェクトへの適合性の検討や評価及び選定は、プロジェクト SPC のアセットマネジメント会社であ
るリアルリンク国際投資顧問へ委託する。同社が太陽光発電設備等を裏付とするファンドの匿名組合出資持
分取得及び借入の実行に関して計画案を起案し、それらについて OHG の経営企画本部において本部内での
審議・決議を経たうえで、取締役会において報告することによって決定するプロセスとなっている。また OHG
が重点課題として「環境保全」を掲げており、太陽光発電事業への参画は、脱炭素化に向けた取り組みを更
に進め、グループとして再生可能エネルギー創出を推進することを目的としてい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。 
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3. 調達資金の管理 

 調達資金はあらかじめ選定された個別のプロジェクトに全額紐付けられる。 

 フレームワークに基づき、借入によって調達した資金はプロジェクト SPC 名義の口座で管理し、速やか
にその全額をフレームワークで定めた適格プロジェクトに充当する。 

 調達資金の充当は原則的には即日に行われる。 

 プロジェクト SPC 名義の口座のモニタリング等の管理は、リアルリンク国際投資顧問が行い、その出金
指示に基づき、本件 SPC の事務受託者である東京ユナイテッド綜合事務所が出金を行う。また、この入
出金手続きは、OHG グループの経営企画本部にて確認を行っており、監査機関による外部監査の対象
となっている。 

 調達資金の充当が決定されるまでの間は、調達資金は現金又は現金等価物にて管理する旨をローンの契
約書類等にて開示する。 

 資産を売却した場合は、ローン契約等に基づき原則として売却資産に係る未払元本相当額を当該資産の
取得にかかる借入金の返済に充当する。なお、残余資金が生じた場合は、現金または現金同等物で管理
し、保有資産の改修資金に充当する。 

 

調達資金の管理に関する評価︓  

調達資金はあらかじめ選定された個別のプロジェクトに全額紐付けられる。フレームワークに基づき調達し
た資金はプロジェクト SPC 名義の口座で管理し、速やかにその全額を適格プロジェクトに充当する。仮に未
充当資金が生じた場合は、現金及び現金同等物で管理することとしている。調達資金の管理は妥当であると
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。 

 
 開示事項と開示方法 開示タイミング 

資
金
充
当
状
況 

 
フレームワークに基づき調達された資

金は近日中に全額を充当予定であること
をローン契約の中で開示。 

 
未充当資金が発生した際には、適格プロ

ジェクトに充当するまでの間、現金又は現
金等価物にて管理するとともに、その旨を
貸付人に報告する。 

 
 

 
調達資金が全額充当されるまでの間
開示するが、全額直ちに充当される予
定。 

環
境
改
善
効
果 

 
・再生可能エネルギー発電施設の概要 
・保有する太陽光発電所のパネル出力容量 
・CO2 排出削減量 
 
上記を OHGウェブサイトに開示 

 
グリーンファイナンスの満期日まで
の間、年次で開示 
 
 
 

 調達資金充当後、充当状況に大きな変化が生じた場合は、適時開示する。 

 

(2) 環境改善効果に係る指標、算定方法等 

 インパクトレポーティングは、グリーンファイナンスの満期日まで年次で実施する。 

 

レポーティングに関する評価︓   

レポーティングはフレームワークに基づき調達された資金は近日中に全額を充当予定であることをローン契
約の中で開示する。未充当資金が発生した際には、適格プロジェクトに充当するまでの間、現金又は現金等
価物にて管理するとともに、その旨を貸付人に報告する。環境改善効果（CO2 削減効果）について、OHG の
ウェブサイトにて年次で開示する。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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5. 発行体の環境活動 

 OHG では持続可能な社会の実現に事業活動を通じて貢献するとともに、企業の持続的成長を目指す「サ
ステナビリティ」を推進しており、重点課題（マテリアリティ）の一つに「環境保全」を掲げている。 

 2021 年 1 月より、企業などに対して気候変動関連リスクと機会に関する情報開示を推奨する気候関連財
務情報開示タスクフォース「TCFD」の提言に賛同し、TCFD の提言に沿った情報開示に取り組んでい
る。 

 気候変動に伴うリスクの低減のため、中長期の GHG 排出削減目標を設定について 2030 年に Scope1,2,3    
46％削減（原単位、2018 年度比）、2050 年に Scope1,2,3 ネットゼロとする目標を掲げている（下図参
照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

[出所：OHG] 

 GHG 排出量削減において Scope1,2 に関しては、営業車両の環境負荷の低い車両への順次切り替え、省
エネ及び中長期的には再生可能エネルギー電力の活用等により、目標の達成を見込んでいる。ただし、
OHG グループは Scope3 の全排出量に占める割合が高く、Scope3 への対応が重要であると認識してい
る。 

 Scope3 においては、特にカテゴリー11（販売した住宅を 30 年間使用した際に想定される電力、都市ガ
ス)からの温室効果ガスの割合が全体の排出の 73%を占めていることから、住宅の提供・運営においてエ
ネルギー消費を抑え温室効果ガスの排出を低減するような住宅づくりが重要であると考えている。 

 子会社で戸建およびマンションを開発するオープンハウス・ディベロップメントでは、建物のすべてに
断熱材を用いている。一般的なグラスウール断熱材よりも気密性が高く、防湿気密性にすぐれた「高性能
グラスウール」を採用し、外気に接する場所には、すべて断熱材を敷き詰めて、上から準耐火仕様の石膏
ボードとクロスを貼るなど空調効率の良い家を実現することにより、生活する上での環境負荷の低減を
図っている。 

 同様に戸建およびマンション等の建築を請け負うオープンハウス・アーキテクトでは、断熱材は全てノ
ンフロン断熱材を使用し、建物の建造から解体・廃棄までに発生する CO2 総排出量を考えた家づくりを
実践している。 
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 このほか、2022 年 4 月よりオープンハウス・ディベロップメントで新築注文住宅を建設する全国の顧客
を対象に、初期費用が設置工事費のみで太陽光発電設備を導入できるサービス「ずっともソーラー（フラ
ットプラン）」の提供を開始した。また、同年 10 月より戸建住宅を購入した顧客に対して再生可能エネ
ルギー電力「おうちリンクでんき」の提供も開始した。 

 オープンハウスグループは、SDGs の課題解決のための取り組みの一環として、三栄建築設計、ケイアイ
スター不動産と協働し、「一般社団法人 日本木造分譲住宅協会」を 2021 年 4 月に設立した。協会の活
動を通し、日本の木材における「切る」「使う」「植える」の持続的・発展的サイクルを補助することによ
り、「脱炭素社会」の実現に貢献していく。 

 同協会の目的は、①高品質で安心して住める木造住宅の普及及び木造分譲住宅業界の健全な発展、②木
造分譲住宅における国産木材の利用を促進することで、国内の森林が持つ、多面的機能（温室効果ガス削
減、水源涵養及び生物多様性の保全）の維持回復――である。 

 
発行体の環境活動に関する評価︓  

 
OHG では、グループ全体でのカーボン・ニュートラル実現に向けた明確な目標を掲げたうえで具体的な

取組を進めており、環境活動に関する取組は優れていると判断した。 
 

 以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 
【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。 


