
SDGsスコアリングモデルサービス 
“Sustainable Scale Index” 

 

 約200の評価項目に回答することで、自社のSDGsへの取組み
を指標化・可視化できる 

 業種別に評価されるため、業界平均と自社の数値を比較するこ
とで、立ち位置を把握できる 

 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ（取締役会長兼社長 柴戸 隆成、以下、「FFG」）は、地域企業の

SDGsへの取組みをサポートするため、FFGグループの株式会社福岡銀行、株式会社熊本銀行、株式会社十八親和

銀行（以下「グループ各行」）にて、SDGsスコアリングモデルサービス「Sustainable Scale Index」（以下、本

サービス）及び本サービスを付帯した「Sustainable Scale Index付きローン」の取扱いを開始いたします（2021

年11月15日取扱開始予定）。 

 本サービスは、FFG子会社である株式会社サステナブルスケール（代表取締役社長 藤善 匡）が九州大学と協業

で開発いたしました。 

以  上 
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《 本件に関するお問合せ先 》 

㈱ふくおかフィナンシャルグループ 営業統括部 担当：寺崎・神園 

TEL 092 - 723 – 2555（福岡銀行 産業金融部） 

FFGの法人のお客さま向けSDGsの取組み 

POINT1 地域のみなさまに活用いただける指標の提供 

POINT2 九州大学と協業による独自の評価システムの構築 

FFGでは、地域企業のSDGsに関する課題解決をサポートするため、本サービスを解決のツールとして、法人のお
客さまのSDGsへの取組みを支援してまいります。  

SDGsの導入をサポート 

• 上場企業に比べ、非上場企業のESG/SDGsの取組みを指標化し
たデータは少ないため、FFGグループが上場・非上場を問わな
いスコアリングモデルを構築し、多くのお客さまに活用いただ
ける指標を提供いたします。 

本サービスの活用 

評価結果による銀行との対話 

優先課題の特定・対応策検討 

目標設定・経営計画への導入 • FFG子会社サステナブルスケールと九州大学が協業で開発しま
した独自のSDGs評価モデルをご提供いたします。 

※ 本サービスを付帯した「Sustainable Scale Index付きローン」も同時に取扱開始します。本ローンは、グループ各行所定の審
査がございます。詳細につきましては、グループ各行の本支店までお問い合わせ下さい。 

 回答への取組みを通じて、SDGs
の理解が深まる 

 

 SDGs目線で事業を棚卸しするこ
とで、自社の状況が把握できる 

 FFGでは本商品を通じまして、ＳＤＧｓ達成に向けた取組を進めると共に、地域のお客さまのさまざまなニーズ

にお応えし、今後も地域経済の持続的な発展に貢献してまいります。 



SDGs取組みの評価・分析を通じて、サステナビリティ活動をサポート

『持続可能な開発目標』（Sustainable Development Goals）の略称で、2015年
9月に国連で採択された国際目標です。17の目標と、その目標を具体的にした
169のターゲットからなり、国連に加盟する全ての国が、2030年までに、貧困や
飢餓、エネルギー、気候変動、平和社会など、幅広い課題の解決を目指しています。

■SDGsとは

2021年11月15日取扱い開始予定

SDGsの取組みが求められる理由

FFGでは、お客さまのサステナビリティ実現に向けた活動を支援するため、
豊富なサポートメニューをご用意しています。

これまでの経済モデルでは、世界全体で経済成長を遂げた一方、環境・社会における課題が発生・拡大
しました。新型コロナウイルスの影響が相まって、社会の考え方や行動の変化が加速し、ビジネスを
進める上での経営リスクが表面化しています。このことから、国内の企業においては、ビジネスモデル
の見直しや個人の新たな価値観への対応、世界とつながる視点が求められるようになってきました。

SDGsへの取組みは全産業にわたっており、それぞれの産業ごとに、ビジネス機会と事業へのリスク
があります。（以下の図では一例を記載しています。）

大量生産・大量消費・大量廃棄これまでの経済モデル

環境汚染・ジェンダー差別・企業の不祥事発生してきた課題（一例）

働き方の多様化・生活様式の見直し・優先軸の多様化社会の考え方・行動の変化

経営リスク ※これまでの勝ちパターンが通じなくなる事業モデル上のリスク 等
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ビジネスモデルの見直し、個人の新たな価値観への対応、世界とつながる視点

SDGsにおけるビジネスチャンスとリスク
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ビジネスチャンス

人や環境にやさしい消費の考え方の広がり
により、環境や産地で働く人々の支援につ
ながる商品の売上UP

消費者の意識の高まりから、環境や社会に
配慮した商品の売上が向上
一方で従来から存在する未対応の商品の
売上が減少する

リスク
食品メーカーの脱プラスチック化に
伴う、容器包装メーカーのプラスチック
容器の納入量の減少

リスク
教育の現場でもSDGsが扱われるように
なり、若年層の意識が変化
SDGsに取組む企業に人材が流れていっ
てしまう

ビジネスチャンス
SDGsに積極的に取組むことで
企業のイメージが向上し、優秀
な人材の確保につながった

リスク
児童労働などが明るみになった
場合、不買運動につながる可能
性がある

ビジネスチャンス
リユース製品や環境にやさしい
素材を取り入れることで需要が
増加し、ブランド価値も向上

近い将来メーカーが環境対応でガソリンエン
ジン車を廃止すると関連部品が不要になる…

環境対応設備を工場に早期に導入する
ことで、完成車メーカーに注目され需要
が拡大

ビジネスチャンス
食品廃棄物削減につながる規格外商品を
活用した新商品が、消費者に注目され、売
上が向上するとともに企業イメージも向上

太陽光発電や環境配慮の仕組みを
建物に取り入れることで、企業や建
物のブランド価値が向上

建築する際、環境や社会へ
配慮した取組みがなされて
いるかといった条件を求め
られるようになった



まずはSDGsについて、必要性を認識し、
理解することが重要です

Sustainable Scale Indexについて
Sustainable Scale Indexは、約200の評価項目に回答することで、回答した企業の
SDGsに関連する取組みを指標化します。類似同業者との相対評価で、回答した企業の
立ち位置を把握することができます。

企業理念や自社
事業をSDGs起点
でマッピングし、
自社の強み・弱み
を把握。優先課題
を設定！

SDGs取組みの
本格始動

対して非上場企業のESG/SDGsの取組み
を指標化したデータは少ない

世の中には、上場企業のESG/SDGs
の取組みを指標化したデータは多い

地域企業と幅広くお取引いただくFFGが本モデルを構築し、多くの地域企業が活用
することで、企業のESG/SDGsの活動を指標化し、地域のESG/SDGsの取組みに貢献
できる

FFGが本サービスに取組む意義

地域のみなさまに活用いただける指標の提供POINT 1

九州大学との協業による独自の評価システムの構築POINT 2

約200の評価項目（九州大学と協業）

SDGs

環境(E) 社会(S) 企業統治(G)

FFG がお手伝いします！

理解するといっても
何をしたら良いかわからない

2021年4月1日にFFGが設立した
SDGs支援子会社「㈱サステナブル
スケール」は、国連の「新国富報告書」
の代表を務める九州大学主幹教授
の馬奈木俊介氏を取締役に迎え、
SDGs評価における新しい“ものさ
し”を創り、SDGsの取組みを適切に
評価・発信し、地域社会の健全な成
長に貢献することを目指します。

既存事業のブラッ
シュアップや新規
事業への取組み
を検討する。

受け取った評価書
を基に、自社の事
業をSDGs目線で
棚卸し。

ご利用の流れ

Sustainable Scale Index付きローン 概要

Sustainable Scale Index概要

対 象 先 法人のお客さま

資金使途 事業資金全般

融資期間 １年以上

商品名 Sustainable Scale Index 対象先 法人のお客さま

特徴 利用料
11万円（税込）

融資金額 1,000万円以上 留意事項

融資利率 グループ各行所定利率

ローンのお申込でSustainable Scale Indexの利用料が無料に！

窓口でのお申込は受け付けておりません。 https://www.s-scale.co.jp/entry/ss-index

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4

STEP5 STEP6 STEP7 STEP8

お申込必要事項の入
力、付帯ローンお申
込の有無の確認

質問事項回答専用
URL（質問表）の受領
及びＵＲＬへのアクセス

お申込確認メールの
受信及び受信確認

営業店担当者とのご
面談（オンライン含む）
及び利用料のお支払

※評価完了まで一定期間お時
間をいただきます。評価に
際し、グループ各行または
サステナブルスケール社よ
り、お問い合わせさせてい
ただく場合がございます。

※付帯ローンにつきまして
は本件サービスとは別に
グループ各行所定の審査
がございます。

質問事項に
ご回答・ご提出

お申込ページへ
アクセス

営業店担当者によ
る評価書のお渡し
及びフィードバック

評価完了の
お知らせ

【お申込完了】

※質問表の送付までに１週
間程度お時間をいただく
場合がございます。

付帯ローンお申込の
有無の最終確認 【評価開始】

注意事項
サービス利用にあたりいただいた情報は、評価・分析または研究を目的として、個社が特定され
ないように加工された状態で、九州大学及び、合同会社経済研究所へ提供させていただきます。

グループ会社の場合、会社単位での
お申込となります。
付帯ローンのお申込で利用料が
無料となります。

※商標登録及び特許出願中

●FFG子会社サステナブルスケールと九州大学が構築したスコアリン
グモデルで、企業のESG/SDGsの取組みを指標化し、評価します。
●スコアリングモデルは約200項目の二者択一方式で構成。
●類似同業者との相対評価で、回答いただいた企業の立ち位置を
把握することができます。

お申込はWeb限定！ お申込はコチラ！

本商品のご利用にあたってはグループ
各行所定の審査があります。
ご利用について、詳しくはお近くの営業
店までご相談下さい。

2021年10月5日現在


