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株式会社ウオロクホールディングス 
サステナビリティ・リンク・ボンド 
 

評価日：2022年 3月 24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）は資金調達者をウオロクホールディングス、エージェント及び総額引受人

及び保証人を第四北越銀行とするサステナビリティ・リンク・ボンド（SLB）について、国際資本市場協会
（ICMA）の「サステナビリティ・リンク・ボンド原則」（2020）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)KPIの選定 
KPI は経済産業省の外局である資源エネルギー庁の評価制度であるベンチマーク制度に基づく食料品ス

ーパー業のベンチマーク指標、及び CO2 排出量の発生原単位（「CO2 排出量（t-CO2）」÷「延床面積（m2）」）
で、延床面積当たりの CO2 発生量である。ウオロクホールディングスの 100%子会社であるウオロクは環
境経営方針にて基本理念に「私たちは、地域社会の一員として環境保全活動に取り組むとともに、環境経
営を継続的に発展させ、持続可能な社会の実現に貢献します。」としている。その理念のもと取り組む基本
方針において「二酸化炭素排出量の削減に寄与します」と掲げている。再生可能エネルギーの活用や省エ
ネルギー化により CO2 を削減することを目的とした KPI は、ウオロクグループが掲げる経営方針におい
て重要な意味を持った指標である。  
 
(2)SPTsの特定 
 SPT1 はベンチマーク指標において 2030 年度にクリアすべく目標に掲げる 0.799 を達成するための中
間的な目標値である。0.799 は同制度において最高ランクの S を達成する水準である。SPT2 は CO2 排出
量の原単位で、国が掲げる 2030 年までに CO2 排出量を 2013 年比 46％減という国の目標（2030 年の原
単位ベースで 0.0102）を上回る削減目標を達成するための経過的な目標値を設定している。食料品スーパ
ーは生鮮食料品、冷凍冷蔵商品を多く扱っているため冷凍冷蔵用ショーケースの店舗に占める割合が高い
ことや、生活必需品である食料品を扱っていることから営業時間が長い。このため店舗における使用電力
量がどうしてもかさんでしまう。食料品スーパー専業の企業において、指標の達成は容易ではなく、CO2
発生原単位の削減目標も、国の削減を上回る水準を掲げていることから、どちらも十分に野心的な目標と
いえる。 

(3)債券の特性 
ウオロクホールディングスとエージェント及び総額引受人及び保証人の第四北越銀行との間で協議のう

え条件を決めている。2022 年度から 2025 年度の毎年度の SPT1 及び SPT2 の達成状況をみて、両方が達
成した場合は保証料率を引き下げる。変動する保証料率水準は一般的なサステナビリティ・リンク・ボン
ドやサステナビリティ・リンク・ローンの金利とさほど変わらない水準で設計されている。条件とウオロ
クホールディングスの SPTs に対するパフォーマンスが連動しており、SPTs の目標達成のインセンティ
ブになっている。 
 
(4)レポ―ティング 

ウオロクホールディングスはエージェントに対し、年に 1 回、SPT の達成状況について報告する。エー
ジェントへの報告とともに、ウオロクグループのウェブサイトにも開示する。総額引受人及び保証人は以
上により SPTs の達成状況に関する最新の情報を入手できる。 

 
(5)検証 
 ウオロクグループは KPI の算定結果について第三者機関からの検証を受け、エージェントに報告する。
エージェントは報告書面の内容から SPTs 達成の判定について評価し、未達・達成の判定と共に適用保証
料率の通知をウオロクホールディングス及び総額引受人及び保証人に連絡する。 



セカンドオピニオン 

 

 2/8 

1. 借入人の概要と本 SLBの位置付け 

(1) ウオロクグループの概要 

① 事業概要 

 ウオロクホールディングスは、新潟市に本社を置く 1953 年創業の食品スーパーを運営するウオロク
を傘下に持つ。ウオロクは新潟県内に 42 店（2022 年 2 月現在）を配し、地元密着型の展開をしてい
る。 

 ウオロクホールディングスは、購買業務、資金調達業務を行い、スーパーの店舗運営を担うウオロク
の本部機能を果たしている。 

 ウオロクは環境省が定めた環境経営システムに関する第三者認証・登録制度のエコアクション 21 の
認定・登録を 2012 年 7 月 5 日付けで受け、グループ全体の経営に生かすべく PDCA サイクルの実践
に取り組んでいる。同様に 2019 年度から経済産業省の外局である資源エネルギー庁が評価するベン
チマーク制度に登録し、グループ全体の経営に活用している。 

② 環境経営方針 

・ ウオロクは環境経営方針を定め、基本理念、基本方針の下、持続可能な社会の実現に貢献するとして
いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [出所：ウオロクウェブサイト] 
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③ ２０２０年度からの中期環境目標 

・ ウオロクは 2020 年からの中期環境目標として以下の目標を掲げている。 

・売場面積当りの電力使用量 

・売上高当り水道使用量 

・地場産直野菜販売額 

・コピー用紙使用量 

・廃棄ロス率の改善 

・食品リサイクル法の再生利用率 

・コジカカードホルダーの拡大 

・営業車の燃費改善 

・ 上記の環境目標のうち、売場面積当りの電⼒使用量については直近の 2 年における取り組みについて
下表に記載の内容を実行に移し、そのうえで、実績を評価し、翌年以降の活動につなげている。こうし
た PDCA サイクルはエコアクション 21 への参画から続けており、グループ全体での環境経営の実践
につなげている。下表は直近の取り組み内容である。 

 
年度 取り組み内容 

2020年度 

・天井照明のＬＥＤ化（３月までに全店導入完了） 

・空調自動制御システムの追加導入（４店舗） 

・冷蔵・冷凍機器の入れ替え（７店舗） 

・デマンド監視装置を活用したピークカット対策 

2021年度 

・太陽光発電の導入（５店舗） 

・省エネにつながるような業務の⾒直し 

・デマンド監視装置の活用推進 

 

（2）SLBの位置付け 

・ ウオロクグループは環境経営を目標に終わらせないよう経営に組み込み、様々な取り組みを実践して
きた。これまで継続してきた環境への取り組みと資金調達をリンクさせる試みはウオロクグループと
しては初めての試みではあるが、掲げた目標は経営目標の達成を図るべく従来から重視してきた指標
と同一である。 

・ 今般の SLB 実施に当たって、総務部（環境担当）及び開発部（エネルギー管理の担当）とで検討し、
第四北越銀行との協議のうえ、役員会にて決定している。CO2 の削減は地球温暖化防止のためには不
可欠であり、環境経営方針にて基本理念としている「持続可能な社会の実現に貢献する」と合致して
いる。 
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2. KPIの選定 

評価対象の「KPI の選定」は以下の観点からサステナビリティ・リンク・ボンド原則に適合している。 

(1) KPIの概要 

・ KPI はウオロクが資源エネルギー庁の設定する食料品スーパー業のベンチマーク制度に基づくベンチ
マークの値及び、CO2 排出量の発生原単位（「CO2 排出量（t-CO2）」÷「延床面積（m2）」）で、売り
場面積当たりの CO2 発生量である。 

・ ベンチマーク制度とは、資源エネルギー庁による事業者クラス分け評価制度及び産業トップランナー
制度による評価制度で、特定の業種・分野について、当該業種等に属する事業者が、中長期的に達成
すべき省エネ基準（ベンチマーク）を指す。省エネの状況が他社と比較して進んでいるか遅れている
かを明確にし、進んでいる事業者を評価するとともに、遅れている事業者には更なる努力を促すた
め、各業界で全体の約 1~2 割の事業者のみが満たす水準を、事業者が目指すべき水準として設定して
いる。食料品スーパーに関する基準は以下の通り。 

当該事業を行っている店舗におけるエネルギー使用量を①から③の合計量にて除した値を、店舗ごと
のエネルギー使用量により加重平均した値 

① 延床面積に 2.543 を乗じた値 
② 年間営業時間に 0.684 を乗じた値 
③ 店舗に設置されている冷蔵用又は冷凍用のショーケースの外形寸法の幅の合計に 5.133 を乗じ

た値 

・ 資源エネルギー庁はこの値を基にクラス分けをしている。食料品スーパー業に関してはベンチマーク
値が 0.799 以下を達成すれば S ランクと評価している。ただ、現状、食料品スーパー専業者に関して
は多くの企業が達成できていない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[出所：資源エネルギー庁ウェブサイト]  
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(2) KPIの重要性 

① 環境経営方針 

・ ウオロクは環境経営方針を定め、多様な観点から環境改善に資する取り組みをグループ全体で推進し
てきた。その基本理念は「私たちは、地域社会の一員として環境保全活動に取り組むとともに、環境経
営を継続的に発展させ、持続可能な社会の実現に貢献します。」としている。その理念のもと取り組む
基本方針において「二酸化炭素排出量の削減に寄与します」と掲げている。 

② KPIの重要性 

・ KPI に定めた内容は、国の定めたベンチマーク制度、CO2 排出原単位の削減目標も国が定める一般的
な改善目標でもあり、これまでウオロクグループが環境経営の一環として指標としてきた数値を採用
している。 

・ 目標の設定については総務部（環境担当）及び開発部（エネルギー管理の担当）とで協議を行い、指標
を決定している。 

・ 環境経営に取り組むウオロクグループにおいて、今回の取り組みは環境経営方針及び中期環境目標に
沿ったものであるとともに、SDGs への貢献にも資するものとしている。 
 

SDGs目標 ターゲット 

 

7.2 2030 年までに、世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合を大幅に拡

大させる。 

7.3 2030年までに、世界全体のエネルギー効率の改善率を倍増させる。 

3. SPTsの設定 

評価対象の「SPTs の選定」は以下の観点からサステナビリティ・リンク・ボンド原則に適合している。 

(1) SPTsの概要 

・ ウオロクホールディングスとエージェント及び総額引受人及び保証人の第四北越銀行は SPTs の客観
性、計画の妥当性、レポーティングなどを踏まえて条件を交渉し SPTs を設定している。 

・ SPT1 はベンチマーク値において 2030 年度に達成すべく目標に掲げる 0.799 を達成するための中間的
な目標値である。0.799 は同制度において最高ランクの S を達成する水準である。 

・ SPT2 は CO2 排出量の原単位で、国が掲げる 2030 年までに CO2 排出量を 2013 年比 46％減という
国の目標（2030 年の原単位ベースで 0.0102）を上回る 2030 年度の目標を達成するための経過的な目
標値を設定している。 
   

   実績値 計画値 SPTs 長期目標 

年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2030年度 

ベンチマーク指

標（SPT1） 
0.862 0.861  0.841  0.817  0.812 0.808 0.779 

CO2排出量原単

位（SPT2） 
0.0171 0.0151 0.0147  0.0141 0.0138 0.0134 0.0101 
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(2) SPTsの野心性 

① 過去実績からみた SPTs目標の水準感 

・ SPT1 のベンチマーク値は、2020 年度のウオロクの値は 0.862 である。食料品スーパー業で S 評価と
なる 0.799 以下には差があるが、業界各社によるアンケート調査によると、2019 年度の平均値は 0.9
を上回っており、現状のウオロクは決して悪い水準ではない。 

・ 食料品スーパーは生鮮食料品、冷凍冷蔵商品を多く扱っているため冷凍冷蔵用ショーケースの店舗に
占める割合が高いことや、生活必需品である食料品を扱っていることから営業時間が長い。このため
店舗における使用電力量がどうしてもかさんでしまう。同じ業態でも菓子類や長期保存品などを多く
扱っているディスカウンターのような企業や店舗の方が電力使用量が少なく、ベンチマーク制度の構
造上、有利に働く。当該制度において、食料品スーパー専業者が 0.799 以下の値を出すのは容易では
ない。 

・ SPT2 の目標である CO2 排出量の原単位ベースの削減は、CO2 排出量を 2013 年比 46％減という国
の目標を超す水準に定めている。実質的にはこの値を削減しない限り、SPT1 のベンチマーク値は向上
しない。食料品スーパーにとって、使用エネルギーの大半は照明や空調、冷凍冷蔵用ショーケースで
使用する電力。ウオロクはこれまでに店舗照明の LED 化を終えているほか、各種の対策も打ってき
た。このため、目標の達成にはさらに思い切った対策が必要になる。 

■ベンチマーク達成による S評価を受けている事業者の例（令和 2年度より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

[出所：資源エネルギー庁ウェブサイト] 

② SPTs目標の達成手段と不確実性要素 

・ 達成においては日常の管理のさらなる徹底や、今後出店する店舗において最新の設備を導入するとい
った対策のほか、太陽光パネルが設置可能な店舗屋上に発電設備を設置するなど以下の①~④の対策を
想定している。 

①太陽光発電設備設置による再生可能エネルギーへの切り替え 

②空調機・冷凍機等の設備更新による省エネルギー化 

③エネルギー負荷の高い既存店舗の営業時間の見直し 

④CO2 フリー電力・CO2 排出権等の購入 

・ 不確実な要素としては、排出権の高騰や設備費用の高騰などにより、想定した以上にコストかかり、
計画通りに投資が進まないことが考えられる。 
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③ SPTsの野心性 

・ 店舗運営するために多くの電力を消費する食料品スーパーにとって、商品を陳列する冷凍冷蔵ショー
ケースを減らすわけにもいかず、より省エネルギーな設備に更新するとしてもコストがかかる。営業
時間が長く、客が少ない深夜だからといって、安易に節電するわけにもいかない。環境経営を推進し
てきたウオロクは、既に LED 照明への切り替えを終え、電力使用量を削減する日々の細かなコントロ
ールに以前から取り組んできたことから、従来通りの方法で削減できる余地はそう大きくはない。 

・ 太陽光発電設備の導入など、できる対策をすべて投入して目標の達成に取り組む方針である。食料品
スーパー専業者がベンチマーク指標を達成するのは容易ではなく、CO2 発生原単位の削減目標も、国
の削減を上回る水準を掲げていることから、十分に野心的な目標といえる。 

・ SPTs はウオロクグループが掲げる課題への取り組みに結びついている。目標達成にあたり、環境面へ
の負荷など特段ネガティブな要素もないと考える。ウオロクグループの企業活動が環境や社会にも
たらすポジティブ及びネガティブなインパクトを包括的に捉え、サステナビリティに関連するポジテ
ィブなインパクトが大きいものとなっている。 

(3) SPTsの妥当性 

・ SPT の適切性は独立した第三者である R&I からセカンドオピニオンを取得している。 

4. 債券の特性 

評価対象の「債券の特性」は以下の観点からサステナビリティ・リンク・ボンド原則に適合している。 
 

・ ウオロクホールディングスとエージェント及び総額引受人及び保証人の第四北越銀行との間で協議の
うえ条件を決めている。2022 年度から 2025 年度の毎年度の SPT1 及び SPT2 の達成状況をみて、両
方が達成した場合は保証料率を引き下げる。 

・ 変動する保証料率水準は一般的なサステナビリティ・リンク・ボンドやサステナビリティ・リンク・ロ
ーンの金利とさほど変わらない水準で設計されている。条件とウオロクホールディングスの SPTs に
対するパフォーマンスが連動しており、SPTs の目標達成のインセンティブになっている。 

5. レポーティング 

評価対象の「レポーティング」は以下の観点からサステナビリティ・リンク・ボンド原則に適合してい
る。 

・ ウオロクホールディングスはエージェントを通じて総額引受人及び保証人に対し、年に 1 回、SPTs の
達成状況について報告する。 

・ 投資家への報告とともに、ウオロクグループのウェブサイトにも開示する。総額引受人及び保証人は
以上により SPTs の達成状況に関する最新の情報を入手できる。 
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6. 検証 

評価対象の「検証」は以下の観点からサステナビリティ・リンク・ボンド原則に適合している。 
 

・ ウオロクホールディングスは KPI の算定結果について第三者機関からの検証を受け、エージェント
である第四北越銀行に報告するとしている。 

・ 第四北越銀行は報告書面の内容から SPT 達成の判定について評価し、未達・達成の判定と共に適用
保証料率の通知をウオロクホールディングス及び総額引受人及び保証人に連絡する。 

 
以 上 

 

 セカンドオピニオン商品は、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。 

 


