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株式会社クレディセゾン 
ソーシャルボンド・フレームワーク 
 

2022年 2月 14日 

 

ESG推進室 

担当アナリスト：大石 竜志 

  
格付投資情報センター（R&I）は、クレディセゾンが 2022 年 1 月に策定したソーシャルボンド・フレーム

ワークが「ソーシャルボンド原則 2021」（以下、SBP2021）及び金融庁「ソーシャルボンド・ガイドライン
2021 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 
対象事業は、東南アジアやインドをはじめとした新興国全般を中心とする銀行等から十分な金融サー

ビスが受けられていないアンダーサーブド層に対し、事業性資金、個人ローン・リース、ファイナンシ
ャル・インクルージョンに資する商品など、必要不可欠な金融サービスを提供するための資金供与であ
る。現地では先進国と比べ、金融当局による規制や資金量に起因して銀行などから十分な金融サービス
を受けられていないアンダーサーブド層が人口に対して多く存在する。こうした層に資金を提供して企
業の成長や個人の生活の向上を促すことは、社会的課題を解決するための対応として認識できる。具体
的にはクレディセゾンのインド及びシンガポールの現地法人から Fintech 業者等を通じて提供されるか、
直接インド及びシンガポールの現地法人から投融資される。ネガティブな影響については、資金を必要
以上に供給することによる借入人の負債の増加が想定されるが、適切な与信管理を行うことにより対応
される。R&I は対象事業が社会全体としてポジティブな成果を生み出すと評価した。SBP2021 に例示
されている事業区分では「必要不可欠なサービスへのアクセス」、「中小企業向け資金供給及びマイクロ
ファイナンスによる潜在的効果を通じ、社会経済的な危機に起因する失業の防止又は軽減するために設
計された、プログラムと雇用創出」、「社会経済的向上とエンパワーメント」に対応し、地理的・社会経
済的に困難な状況に置かれている地域の企業・住民、及び十分な金融サービスが受けられていないアン
ダーサーブド層に位置する中小零細企業や個人が対象となる。 

(2)プロジェクトの評価と選定のプロセス 
  クレディセゾンの経営理念、経営ビジョンを念頭に、対象事業が事業計画において柱となる事業とし

て組み込まれている。プロジェクトの評価・選定のための適格クライテリア及び除外クライテリアは明
確に定められている。評価の基準、対象事業の選定は適切なプロセスを経ており専門性が確保されたも
のとなっている。 

 

(3)調達資金の管理 
 調達資金は全額償還されるまでの間、社債専用に開設された銀行口座を通して、財務経理部が適切に
管理する。現地における適格プロジェクトへの投融資計画に基づき、必要な金額を各現地法人に配賦し、
配賦後に財務経理部は別途定めた SDGs 債資金管理表に必要事項を記載して送金依頼書の写し等を添付
し保管する。未充当資金については、適格プロジェクトへの充当が完了するまでの間、現金または現金
同等物にて管理される。 
 

(4)レポーティング 
投資家に対して調達資金の充当状況及び社会的成果を明確に説明する資料を開示する。充当状況及び

インパクト・レポーティングはウェブサイト等にて開示される。資金の充当状況及びアウトプット・ア
ウトカム・インパクトに関するレポーティングは適切と評価できる。 
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発行体の概要 

 1951 年創業の国内トップクラスのカード会社。クレジットカードや他社カードの業務受託といったペ
イメント事業のほか、リース事業、住宅向けのフラット 35 や投資用マンションなどの不動産ローン、
提携金融機関の証書貸付に対する信用保証といったファイナンス事業を主力とする。子会社で不動産や
エンタテインメントなどの事業も手掛ける。 

 海外展開ではベトナム、インド、インドネシアを中心としたリテールファイナンス、シンガポールを拠
点とした CVC（コーポレート・ベンチャー・キャピタル）事業を軸とする。ベトナムでは現地の HD 
Bank の知名度と顧客基盤を背景に急速に規模が拡大しており、主力の二輪車などのローン事業に加え
て新たにクレジットカード事業も立ち上げた。シンガポールでは東南アジアを主としたアーリーステー
ジの企業への出資に加えインパクト投資も展開している。 

 経営戦略の基本コンセプトに「Innovative」「Digital」「Global」を掲げ、変革を加速させている。
この「Global」においては、新興市場におけるファイナンシャル・インクルージョンの推進によりグ
ローバル事業の基盤強化を掲げている。 

■クレディセゾンの海外展開状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［出所：クレディセゾン 統合レポート］ 
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1. 調達資金の使途 

(1) 対象プロジェクト 
対象事業 

調達資金は、以下のプロジェクトを対象事業として関連する新規支出又はリファイナンスに充当される。
既存のプロジェクトに充当する場合、ソーシャルボンドの発行日から 3 年以内に行われた投融資等が対
象となる。 

・インド現地法人（Kisetsu Saison Finance (India) Pvt. Ltd.）への増資金及び貸付金を通じて現地の
ノンバンクや FinTech 事業者等へ融資し、当該事業者及びインド現地法人自らが中小零細企業や個
人に融資する。 

・シンガポール現地法人（Saison Capital Pte. Ltd.）への貸付金を通じて、ファイナンシャル・イン
クルージョン実現に取り組むスタートアップ企業（ノンバンクや FinTech 事業者等）等に対して投
融資拡大の資金に充当する。 

  ＜適格プロジェクト＞ 

・事業性資金（運転資金、仕入資金、決済資金、貿易資金、設備資金等） 

・個人ローン・リース（生活資金、給与前借、教育資金、二輪・四輪、住宅資金、インフラ設備資
金、事業開業資金等） 

・ファイナンシャル・インクルージョンに資する必要不可欠なサービスへのアクセスを提供するサ
ービス・商品等 

   ＜対象とする人々＞ 

東南アジアやインドをはじめとした新興国全般を中心とする、地理的・社会経済的に困難な状況に
置かれている地域の企業・住民、及び銀行等から十分な金融サービスが受けられていないアンダー
サーブド層に位置する中小零細企業や個人 

 本件の対象は現地の銀行等から十分な資金を借り入れ等により調達できない企業や人々へ資金提
供するものであり、資金力のある企業や富裕層は対象としていない。 

 

対象事業の目的 

 クレディセゾンは「顧客満足主義の実践」「取引先との相互利益の尊重」「創造的革新の社風創り」を経
営理念に、ステークホルダーの皆様に対し社会的責任を果たしていくとしている。 

 現在は「総合生活サービス企業グループへの転換～リアルとデジタルの融合でカスタマーサクセスを実
現」をビジョンに経営改革を進めている。ビジョン実現に向けては「Innovative」「Digital」「Global」
の 3 つを基本コンセプトに掲げている。 

 「Global」のコンセプトにおいては、新興市場におけるファイナンシャル・インクルージョン推進によ
る事業の基盤強化を経営課題の一つとしており、現状の中期経営ビジョンにおいて「Neo Finance 
Company in Asia」を掲げている。 

 この経営課題を解決するための個別の課題については、①アンダーサーブド層に必要資金の融資・金融
ソリューションを提供、②FinTech 等スタートアップ企業への投融資支援、③社会課題解決の糸口とな
り得る資金ニーズへの対応――としている。 
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■シンガポール現地法人における CVC事業とインパクト事業の実践 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［出所：クレディセゾン 統合レポート］ 

 

社会の課題認識 

 東南アジアやインドをはじめとした新興国では先進国と比べ、金融当局による規制や銀行等の資金量
に起因して金融機関から十分な金融サービスが受けられていないアンダーサーブド層が人口に対
して多く存在する。 

 新興国ではインフラの整備が遅れているため、銀行をはじめとする金融機関は社会・経済のインフラへ
の資金供与を優先しがちで、中小企業や個人に対しては十分な資金が供与されていない状況が散見され
る。また、個人においては、所得水準の低さからクレジットカードを保有することが出来なかったり、
銀行から住宅ローンを借りることが出来なかったりするといった規制も存在する。また、中小企業や個
人への資金提供を業とする民間金融会社においても、資金調達力が弱いことにより十分な資金供与がで
きないこともあるうえ、資本等の規制により、先進国の資力のある企業が直接当該国で事業展開をする
ことができないケースも多い。 

 こうしたアンダーサーブド層に対して資金を提供することで、企業の成長や個人の生活の向上を促すこ
とは社会的課題に対する対応として認識できる。この課題は、クレディセゾンが認識する課題と一致し
ており、本件の課題は社会的課題と判断される。 
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（2）対象事業の目標がポジティブな社会的成果であること 

対象事業による便益及び影響は、次のように整理される。 

  対象事業による便益及び影響 

直接的 1な便益  企業及び個人の資金繰りの改善 

間接的な便益  雇用の維持拡大 

 生活に必要な施設、教育などあらゆる点における質的向上 

 資金提供する事業者の経営基盤の安定 

ネガティブな影響と

その対応 

 資金を必要以上に供給することによる負債の増加に対しては、適切に与信管理す

ることで対応されている 

 

対象事業は東南アジアやインドをはじめとした新興国において、銀行等から十分な金融サービスを受け

られていないアンダーサーブド層に対し、事業性資金、個人ローン・リース、その他ファイナンシャル・

インクルージョンに資する商品など、必要不可欠な金融サービスを提供するための資金供与である。これ

らの直接的な便益は資金提供により企業の成長や資金繰りの改善、個人の生活の向上につながる。これに

より雇用の維持、向上、個人の生活の質的向上が図れるとともに、資金を提供する金融会社の経営基盤を

安定させることで、さらなる資金供給力の向上に寄与する。ネガティブな影響については、資金を必要以

上に供給することによる借入人の負債の増加が想定されるが、適切な与信管理を行うことにより対応され

る。以上より、R&I は対象事業が社会全体としてポジティブな成果を生み出していると評価した。 

対象事業が関わる持続可能な開発目標(SDGs)との整合 

 ICMA の事業カテゴリーと SDGs のマッピングテーブルを参考に対象事業による SDGs への貢献を確
認した。投融資には教育施設なども含むことが現時点で念頭にあることから、適格プロジェクトと SDGs
との対応関係は以下の通りとした。 

 
SDGs目標 ターゲット 

   

1.4 2030年までに、貧困層及び脆弱層をはじめ、全ての男性及び女性が、基礎的サービスへのアク

セス、土地及びその他の形態の財産に対する所有権と管理権限、相続財産、天然資源、適切な新技術、

マイクロファイナンスを含む金融サービスに加え、経済的資源についても平等な権利を持つことがで

きるように確保する。 

 

4.7 2030年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイル、人権、男女の平

等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズンシップ、文化多様性と文化の持続可能な開発

への貢献の理解の教育を通して、全ての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び

技能を習得できるようにする。 

 

8.3 生産活動や適切な雇用創出、起業、創造性及びイノベーションを支援する開発重視型の政策を促

進するとともに、金融サービスへのアクセス改善などを通じて中小零細企業の設立や成長を奨励する。 

  
直接的には上記のターゲットに貢献すると考えるが、資金の使途は多様に考えられ、用途によってはさ
らに多くの目標、ターゲットに該当することが想定できる。 

                                                      
1 「直接的」とは対象事業の利用者、「間接的」とは対象事業を行う社会、「広範囲」とは対象事業を行う社会を超える

社会を指している。詳細は、「R&I ソーシャルボンドオピニオン 評価方法」を参照のこと。https://www.r-
i.co.jp/rating/products/esg/so_social_jpn.pdf 
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SDGs アクションプランとの整合 

 
日本政府のSDGsの達成へ向けた「SDGsアクションプラン2022」に示された①～⑧の優先課題に関し

て、本ソーシャルボンドでの充当事業が特に以下の課題に貢献すると考えられる。 
 

優先課題 対応するSDGsターゲット 

①あらゆる人々が活躍する社会・ジェンダー平
等の実現 

      

 

SBP2021 に例示される事業区分との整合 
 対象事業は、SBP2021 に例示されている事業区分「必要不可欠なサービスへのアクセス」、「中小企業向

け資金供給及びマイクロファイナンスによる潜在的効果を通じ、社会経済的な危機に起因する失業の防止

又は軽減するために設計された、プログラムと雇用創出」、「社会経済的向上とエンパワーメント」に対応

し、主に地理的・社会経済的に困難な状況に置かれている地域の企業・住民が対象となる。 
 
 
 
対象事業は東南アジアやインドをはじめとした新興国全般を中心とする銀行等から十分な金融サービスが

受けられていないアンダーサーブド層に対し、事業性資金、個人ローン・リース、ファイナンシャル・イン

クルージョンに資する商品など、必要不可欠な金融サービスを提供するための資金供与である。現地では先

進国と比べ、金融当局による規制や資金量に起因して銀行などから十分な金融サービスが受けられていない

アンダーサーブド層が人口に対して多く存在する。こうした層に資金を提供して企業の成長や個人生活の向

上を促すことは、社会の課題として認識できる。具体的にはクレディセゾンのインド及びシンガポールの現

地法人から Fintech 業者等を通じて提供されるか、直接インド及びシンガポールの現地法人から投融資され

る。ネガティブな影響については、資金を必要以上に供給することによる借入人の負債の増加が想定される

が、適切な与信管理を行うことにより対応される。R&I は対象事業が社会全体としてポジティブな成果を生

み出すと評価した。SBP2021 に例示されている事業区分では「必要不可欠なサービスへのアクセス」、「中小

企業向け資金供給及びマイクロファイナンスによる潜在的効果を通じ、社会経済的な危機に起因する失業の

防止又は軽減するために設計された、プログラムと雇用創出」、「社会経済的向上とエンパワーメント」に対

応し、地理的・社会経済的に困難な状況に置かれている地域の企業・住民、及び十分な金融サービスが受け

られていないアンダーサーブド層に位置する中小零細企業や個人が対象となる。 
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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 

 クレディセゾンは「顧客満足主義の実践」「取引先との相互利益の尊重」「創造的革新の社風創り」を経
営理念に、ステークホルダーの皆様に対し社会的責任を果たしていくとしている。 

 経営ビジョンとして「総合生活サービス企業グループへの転換～リアルとデジタルの融合でカスタマー
サクセスを実現」を掲げている。実現に向けては「Innovative」「Digital」「Global」の 3 つを基本コ
ンセプトに掲げている。 

 解決する社会課題はファイナンシャル・インクルージョン実現による経済発展への貢献である。これを
解決するための個別の課題については、①アンダーサーブド層に必要資金の融資・金融ソリューション
を提供、②FinTech 等スタートアップ企業への投融資支援、③社会課題解決の糸口となり得る資金ニー
ズへの対応――としている。 

 対象事業は基本コンセプトにおける「Global」において新興市場におけるファイナンシャル・インクー
ジョン推進により、クレディセゾンの事業基盤を強化することであり、対象事業が事業計画の中に柱と
なる事業として組み込まれている。 

(2) プロジェクトの評価・選定の判断規準 

 対象事業の判断基準として、選定したプロジェクトがクレディセゾンの経営方針・取組み課題等と整合
し、かつ SDGs のゴールやターゲットの達成に貢献すると見込まれること、社会的な目標に照らして、
プロジェクトの「対象者」、「達成目標」が適切であること――としている。 

 適格プロジェクトにおける資金使途は、銀行等から十分な金融サービスが受けられていないアンダーサ
ーブド層に位置する中小零細企業や個人に対して、必要な融資・金融ソリューションを提供、FinTech
等スタートアップ企業への投融資支援、ファイナンシャル・インクルージョン実現による経済発展への
貢献を目的としている。これらはソーシャルボンド原則の事業区分である「必要不可欠なサービスへの
アクセス」に該当するものである。また、これらの実行に際して目的に当たらない債務者や事業は対象
としない。 

 これらの評価・選定の判断基準は、フレームワークの策定プロセスによって決定されている。経営企画
部、財務経理部及び専門性を持つグローバル事業部といった該当する事業部門と協議のうえ、サステナ
ビリティ推進委員会による審議・確認により決定される。 

(3) プロジェクトの評価・選定の判断を行う際のプロセス 

 最終的なプロジェクトの選定は、インド及びシンガポールの各現地法人の投融資実行部署が、案件を選
定し原案を策定する。 

 融資実行に係る各現地法人の与信審査プロセスにおいて、案件の適格性も含めて審議・承認される。 

 融資等実行状況について、少なくとも四半期毎にクレディセゾン本社に報告し、本社において適切に運
営管理される。 

クレディセゾンの経営理念、経営ビジョンを念頭に、対象事業が事業計画において柱となる事業として組
み込まれている。プロジェクトの評価・選定のための適格クライテリア及び除外クライテリアは明確に定め
られている。評価の基準、対象事業の選定は適切なプロセスを経ており専門性が確保されたものとなってい
る。 
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 3. 調達資金の管理 
 ソーシャルボンドによって調達される資金に係る手取金の全部、あるいは手取金と同等の金額は、社債

専用に開設された銀行口座を通して、財務経理部が適切に管理する。 
 
 現地における適格プロジェクトへの投融資計画に基づき、必要な金額を各現地法人に配賦することとし、

配賦後に財務経理部は「SDGs 債資金管理表」に必要事項を記載し、送金依頼書の写し等を添付し保管
する。 

 
 調達資金のうち、対象プロジェクトへの未充当金が発生する場合は、現金または現金同等物として管理

される。 
 

 監査室は必要に応じ、調達資金の管理方法について、モニタリングや監査を行うことができる。 

 調達資金は全額償還されるまでの間、社債専用に開設された銀行口座を通して、財務経理部が適切に管理
する。現地における適格プロジェクトへの投融資計画に基づき、必要な金額を各現地法人に配賦し、配賦後
に財務経理部は別途定めた SDGs 債資金管理表に必要事項を記載して送金依頼書の写し等を添付し保管する。
未充当資金については、適格プロジェクトへの充当が完了するまでの間、現金または現金同等物にて管理さ
れる。 
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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。資金充当状況及び定期レポートについては、ソーシャルボンドが
償還されるまでの期間に亘って開示される。 

 開示事項 開示タイミング 開示方法 

資
金
充
当
状
況 

調達資金の充当額 
 インド、シンガポール別の資金充当額 
未充当資金 

年次 ウェブサイト等 

定
期
レ
ポ
ー
ト 

インパクト・レポーティング 年次 ウェブサイト等 

(2) インパクト・レポーティング 

下表の指標についてレポーティングが実務上可能な範囲で公表される。 

対象プロジェクト 
アウトプット 

（プロジェクトの成果） 

アウトカム 

（アウトプットの結果と

して期待される効果） 

インパクト 

（アウトカムから発現す

る効果及び最終目標） 

インド現地法人への増資金

及び貸付金 

・融資件数と残高・融資件

数（累計） 

 

・融資の概要と属性及び

期待される効果（定性的・

定量指標）等 

・アンダーサーブド層に

金融等必要不可欠なサー

ビスへのアクセスを実現 

シンガポール現地法人への 

貸付金 

・投融資件数と残高・投融

資件数（累計） 

・融資の概要と属性及び

期待される効果（定性的・

定量指標）等 

・スタートアップ企業等

の支援・ファイナンシャ

ル・インクルージョンの実

現による社会課題の解決 

 対象事業による社会的効果について、アウトプット、アウトカム、インパクトの 3 段階でレポーティン
グが予定されている。アウトプット指標は資金充当による投融資件数・残高等の直接的なプロジェクト
の成果である。アウトカム指標はプロジェクトの実施によってどういった債務者に資金が供与され、ポ
ジティブな効果を生んでいるかの指標である。インパクトはその結果として間接的に現れるものであり、
クレディセゾンが直接的に測定することが困難なことから、定性的な評価について事前に実施している。 

投資家に対して調達資金の充当状況及び社会的成果を明確に説明する資料を開示する。充当状況及びイン
パクト・レポーティングはウェブサイト等にて開示される。資金の充当状況及びアウトプット・アウトカム・
インパクトに関するレポーティングは適切と評価できる。 

 
以 上 



セカンドオピニオン 

 

 10/10 

 

【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。 


