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株式会社ヤマナカ
ポジティブインパクトファイナンス

ESG 評価本部
担当アナリスト︓新井

真美

格付投資情報センター（R&I）は名古屋銀行がヤマナカに対して実施したポジティブインパクトファイナ
ンスについて国連環境計画 金融イニシアティブ（UNEP FI）が制定したポジティブインパクト金融原則（PIF
原則）に適合していることを確認した。
R&I は別途、名古屋銀行のめいぎんポジティブインパクトファイナンス実施体制が PIF 原則に適合してい
ることを確認している1。今回のファイナンスに関して名古屋銀行の調査資料の閲覧と担当者への質問を実施
し、実施体制の業務プロセスが PIF 原則に準拠して適用されていることを確認した。
名古屋銀行が実施するインパクトファイナンスの概要は以下のとおり。

(1) 融資先
社名
所在地
設立
資本金
事業内容
売上高
従業員数

株式会社ヤマナカ（証券コード：8190）
名古屋市
1957 年 7 月
4,220 百万円
食品スーパーマーケット事業を中核とする小売事業及び小売周辺事業
916 億円（連結 2022 年 3 月期）
社員 793 人(出向者含)、パートタイマー2,402 人(8 時間換算)

1922 年に名古屋市で食料品店として創業。1957 年に株式会社化して愛知県を中心にスーパーマーケッ
トチェーンを展開。2022 年 4 月時点で 62 店舗を持つ。商品政策として他社との差別化を図ったラインナ
ップを強化しており、来店者のニーズを捉えた新たなプライベートブランドの開発や地元商品の取り扱い
を拡大している。商品の販売だけでなく店舗の運営や地域の活動を通して顧客のニーズを的確に把握する
ことに努めている。店舗運営においては省エネ、プラスチック使用量削減、食品廃棄物削減などの環境負
荷低減の取り組みに関して来店者の理解を得ながら進めている。自治体との地域防災協定の締結や職場見
学等の実施を通じて地域とともに発展することを目指す。これらの取り組みを支える従業員の教育・研修、
健康管理を推進している。

(2) インパクトの特定
名古屋銀行は融資先の主要な仕入先、事業活動、販売先等の関係を示す「ビジネスモデル俯瞰図」に基
づいて事業評価を行い、バリューチェーンの各段階において発現するインパクトを分析した。
主要事業である小売事業について融資先と川上の事業に関連するインパクトを UNEP FI が提供するイ
ンパクトマッピングのデータから洗い出した。消費者ニーズに即したプライベートブランドの開発や地元
商品の積極的な取り扱いを通じ、地域経済の活性化に貢献する。店舗で排出される食品廃棄物由来の堆肥
で栽培された野菜を販売し、地産地消と資源循環に資する取り組みとして来店者に訴求する。プラスチッ
ク製カトラリーの廃止やトレー等の自主回収強化、食品リサイクル率の向上に取り組むことで店舗から排
出される廃棄物を削減し環境負荷低減を図る。地域の子供達を対象とした職場見学等の食育活動や、地元
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自治体との地域防災協定の締結を通じて豊かな地域社会の実現に貢献する。労務環境については、多様な
人材が活躍できる職場づくりに取り組むことで従業員の成長と健康増進を支援する。全体として経済面・
社会面のポジティブインパクトと環境面のネガティブインパクトを特定している。特に地域特性を踏まえ
た独自商品の販売による地域経済への貢献はインパクト増大が期待できる。
名古屋銀行は上記分析で特定したインパクトカテゴリを SDGs に対応させてインパクトニーズを確認し
た。国内の活動については、環境省が策定した「インパクトファイナンスの基本的考え方」に示された日
本国内のインパクトニーズマップを参照し、融資先の事業に関連する SDGs の取り組みは必要であること
を確認した。愛知県の食育推進計画においても地産地消の促進や食品廃棄物の削減等が取り組むべき課題
として位置付けられており、融資先のインパクトと整合している。

(3) インパクトの評価
名古屋銀行は特定したインパクトの実現を測定できるようにインパクトの内容を整理して KPI を設定し
た。
① 商品の品質向上による地域の経済循環への貢献
インパクトの種類
インパクトカテゴリ
関連する SDGs

経済面でポジティブインパクトを拡大
「包括的で健全な経済」「経済収束」

対応方針

商品の開発力強化、商品ラインナップの充実、地産地消商品の取り扱い増加、消
費者の農業に関する知識・理解の深化
 売上全体に占める「ヤマナカ・フランテならでは商品」の割合を 20％以上とす
る（実績開示）
 特設コーナー等で取り扱う地域のベーカリー店や有名和洋菓子店等の対象店舗
を 5 年間で 20 店舗増加させる（実績開示）

KPI

② 地域社会との連携・共⽣
インパクトの種類
インパクトカテゴリ
関連する SDGs

社会面でポジティブインパクトを拡大
「健康・衛生」「食料」「住居」

対応方針
KPI

消費者や地域社会との食を通じた積極的な連携
 加盟している「あいち食育企業団」活動を通じ、子供の食育活動を推進する（取
り組み開示）
 小学生の社会科見学を定期的に受け入れ、地域の子供の教育環境との連携を図
る（取り組み開示）
 マラソン大会や収穫体験を通じて地域の健康づくりや食育活動を支援する（取
り組み開示）
 レジ袋収益金の一部を餌代として東山動植物園に寄付する（実績開示）
 自治体との災害時物資援助協定、避難所協定を順次締結・継続する（実績開示）
※2022 年時点 災害時物資援助協定：60 事業所、一時避難場所協定：13 事業所
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③ CO2 排出削減に向けた取り組み
インパクトの種類
インパクトカテゴリ
関連する SDGs

環境面でネガティブインパクトを縮小
「気候」

対応方針
KPI

再生可能エネルギー等のクリーンエネルギーの利用促進
 温室効果ガスを 2030 年までに 2013 年度比 46％削減する（実績開示）
省エネタイプの冷蔵ケース・空調機器導入、LED 照明導入、節電行動やデマン
ド管理による電気使用量コントロール等を実施する

④ プラスチックごみ・⾷品ロスの削減によるサーキュラーエコノミーの実践
インパクトの種類
インパクトカテゴリ
関連する SDGs

対応方針
KPI

環境面でネガティブインパクトを縮小
「廃棄物」

使い捨てプラスチックの使用量削減、食品リサイクルの促進
 トレー・ラップの使用量削減と店頭でのトレー回収量を増やすことでファイナ

ンス期間中にプラスチック容器使用量を 2018 年度比 10％削減する（実績開示）
 カトラリー（スプーン・フォーク）のバイオマスや紙への素材変更に続き、フ

ァイナンス期間中に全店でプラスチック製ストローを紙素材へ変更する（取り
組み開示）
 食品リサイクル率を 87.4％（2020 年度実績）から 90.0％へ上昇させる（実績
開示）
 店舗の生ごみを堆肥化し、地元生産者がその堆肥で栽培したブロッコリーを「お
かえりやさい」としてフランテ店舗で販売し（12～3 月）、資源循環に取り組
む（実績開示）

⑤ ダイバーシティ経営によるインクルーシブ社会への対応
インパクトの種類
インパクトカテゴリ
関連する SDGs

社会面でネガティブインパクトを縮小
「雇用」「人格と人の安全保障」

対応方針

人権、労働、安全衛生に配慮した、笑顔があふれ働きがいのある職場づくりの徹
底
 男性の育児休暇取得率を 50％以上にする（実績開示）
 健康診断受診率 95％を維持する（実績開示）
 女性管理職比率を 8％以上にするとともに、障がい者雇用率 2.46％（2021 年実
績）以上を維持する水準で継続的に採用する（実績開示）
 認知症サポーター講習を年 1 回以上開催し、従業員サポーターを育成する（取
り組み開示）

KPI

名古屋銀行は、融資先が社長を中心として SDGs に関する施策を検討・実施・検証する体制を整備して
いることを確認した。同社が KPI 達成を目指すことによって地域社会の持続的発展や環境保全に寄与すると
考えている。
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(4) モニタリング
名古屋銀行のモニタリング担当者は、融資先でインパクトを管理する担当者と少なくとも年に一度 KPI
の達成度を検証し、必要に応じて KPI の実効性を高めるために修正・追加・削除を検討する。同行はイン
パクトの実現に向けた支援も実施する。
以

上
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【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。
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