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剛

格付投資情報センター（R&I）は、滋賀銀行が策定した融資フレームワーク『しがぎん』サステナビリテ
ィ・リンク・ローン」“しが CO2 ネットゼロ”プランを評価対象として「サステナビリティ・リンク・ロー
ン原則」1及び「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン」2に対する適合性に関
して評価した。オピニオンの構成は次の通り。

■オピニオンの構成
１．オピニオンの位置づけ
２．『しがぎん』サステナビリティ・リンク・ローン推進に係るサステナビリティ⽅針
３．
「サステナビリティ・リンク・ローン原則」 及び「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・
ローンガイドライン」に対する適合性について
(1)定義
(2)借り⼿の包括的な社会的責任に係る戦略と SPTs との関係
(3)SPTs の設定と借り⼿のサステナビリティの改善度合いの測定
(4)レポーティング
(5)レビュー
４．まとめ
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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 の意見であり、事実の表明ではありません。また、R&I は、適合以外の事柄につき意見を表明するものではなく、資金調
達の目的となる成果の証明、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、セカンドオピニオン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、セカンドオピニオン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。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。なお、詳細につき本稿末尾をご覧下さい。
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1. オピニオンの位置づけ
滋賀銀行は近江商人の「三方よし（売り手よし、買い手よし、世間よし）
」の精神を継承した行是「自分に
きびしく、人には親切、社会につくす」のもと、経営理念として CSR 憲章を制定し、地域社会・役職員・地
球環境との共存共栄を実現することを企業の社会的責任としてきた。共存共栄の精神のもと SDGs を企業行
動へつなげ、地域の社会的課題解決と経済成長の両立をはかり、持続可能な社会の実現に努める「しがぎん
SDGs 宣言」を策定し SDGs の経営への融合を進めている。金融事業おける SDGs や ESG を基点とした社
会課題解決型ビジネスとして ESG 地域金融を据え、
『しがぎん』サステナビリティ・リンク・ローンの取り
扱いを開始した。
『しがぎん』サステナビリティ・リンク・ローンは顧客のサステナビリティ経営をサポートし、企業価値
向上と持続可能な社会の実現を目指す融資フレームワークである。外部レビューをしがぎん経済文化センタ
ー（KEIBUN）へ依頼するケースが本件の評価対象となる。
R&I は本フレームワークが国内外で策定されているサステナビリティ・リンク・ローン（SLL）に係る原
則・ガイドラインに対して適合しているか、また融資スキームを実施する体制が準備されているかに関して
第三者評価を提供する。
■滋賀銀⾏ ⾏是

[出所：滋賀銀行 Web ページ]
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2. 『しがぎん』サステナビリティ・リンク・ローン推進に係るサステナビリ
ティ⽅針
滋賀銀行は経営に環境を取り込んだ「環境経営」を 1990 年代後半から実践してきた。
「環境経営」は地球
環境の保護を慈善事業として行うのではなく、事業を通じて地球環境へ貢献する取り組みであり、事業の持
続可能性と地球環境の持続可能性を両立させる考え方である。このような考え方は企業と社会が共有する価
値を創造していくサステナビリティに係る取り組みである。この考え方を環境から社会へ広げ 2017 年に地
方銀行として初めて SDGs 宣言をした。SDGs 宣言では次の重点項目を設定している。

[出所：滋賀銀行 Web ページ]

第 7 次中期経営計画においてサステナビリティビジョンを示し、行是と CSR 憲章のもと経済・環境・人に
関する 2030 年のマイルストーンを明確にし、SDGs の経営への融合を進めている。2020 年に制定したサス
テナビリティ方針は 5 つの項目から構成され、なかでも「事業活動による社会的インパクトを重視した経営」
「地球環境の保全・再生に資するビジネスモデルの確立」に資する取り組みとして『しがぎん』サステナビ
リティ・リンク・ローンは位置付けられる。
評価対象である『しがぎん』サステナビリティ・リンク・ローン」“しが CO2 ネットゼロ”プランが主に
対象とする顧客は地域の中堅・中小企業である。CO2 削減目標を SPTs として脱炭素へ貢献する。脱炭素に
係る取り組みは特定の事業者だけが行うものではなく、すべての事業者が取り組むべきものであるとの考え
のもと、多くの事業者が利用可能な融資フレームワークとして設定した。滋賀銀行は地域の企業を支える地
方銀行の使命として、個々の企業の取り組みを積み重ね 2050 年のネットゼロへ向けた取り組みを促進する
ものと位置付けている。
フレームワークによるサステナビリティ・リンク・ローンの組成は、滋賀銀行が目指す持続可能な社会の
実現に寄与する取り組みであるともに、地方銀行としての持続可能性にも寄与することを確認した。また、
国内外の原則・ガイドラインが期待する持続可能な社会に資するファイナンスの形成に整合的である。
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3. 「サステナビリティ・リンク・ローン原則」 及び「グリーンローン及びサステ
ナビリティ・リンク・ローンガイドライン」
（原則等）に対する適合性について
滋賀銀行はフレームワークによる『しがぎん』サステナビリティ・リンク・ローンを「サステナビリティ・
リンク・ローン原則」および環境省「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン」
に適合するものとしており、R&I は確認事項（
「べきである」として履行を求める項目）を中心にサステナビ
リティ・リンク・ローンの 4 要素について評価した。
(1) 定義
①

原則等におけるサステナビリティ・リンク・ローン（SLL）の定義に合致しているか。
『しがぎん』サステナビリティ・リンク・ローン”しが CO2 ネットゼロ“プランによる SLL（本
件 SLL）は、顧客に野心的な CO2 削減目標の設定を求め SPTs とする。SPTs の達成度合いに応じ
金利等の融資条件を変更させる仕組みである。
SLL は原則等により「借り手による事前に設定された野心的な SPTs の達成への動機付けを与え
る、あらゆる種類のローン商品またはコンティンジェント・ファシリティである」と定義されてお
り、本件 SLL はこの定義に合致している。

(2) 借り⼿の包括的な社会的責任に係る戦略と SPTs との関係
①

社会的責任に係る戦略に⽰されるサステナビリティ⽬標、及びその⽬標と KPI・SPTs 案の関係を明
確にする考え⽅・体制が存在するか。
滋賀銀行は顧客との対話において、顧客の社会的責任及びサステナビリティ方針を確認する。公
表情報の参照、社長等の経営者との対話、事業現場の実査等の方法により実践する。中心となる対
象顧客には中小企業を据えており対話・実査を重視する。本件 SLL に設定される SPTs は CO2 削
減に関する目標であり、多くの事業者において推進されるべきであると認識したうえで、事業者の
サステナビリティ目標との関係を確認する。対話にあたっては ESG ファイナンス戦略チームに専
担者を配置し、営業店担当者と同行して顧客の事業内容を ESG の観点から確認・分析する。
滋賀銀行はローン組成に係る顧客とのコミュニケーションにおいて、顧客の事業内容におけるサ
ステナビリティ目標と CO2 削減目標との関係を確認する。脱炭素の推進は普遍的に取り組むべき
課題であるとの考えのもと対話する。対話に際する十分な体制が整備されている。

(3) SPTs の設定と借り⼿のサステナビリティの改善度合いの測定
①

借り⼿との間で適切な SPTs を交渉し、設定する⽅針・体制が存在するか。
SLL で設定される SPTs は CO2 削減に関するものに限定されている。目標の水準及び指標は顧
客の事業内容及びヒストリカルデータ、事業活動と CO2 排出量の関係性から適切に設定される。
指標の種別毎に想定顧客や管理手法、顧客における CO2 削減手段や支援について事例を整理して
いる。融資コベナンツには SPTs の達成だけでなく、低炭素社会づくりに係る滋賀県の取り組みで
ある「事業者行動計画書制度」を活用し、事業者行動計画書の提出を求める。同時に滋賀県の取り
組みである“しが CO2 ネットゼロ”ムーブメント賛同書の提出も求める。今後、他の都道府県にお
ける制度も対象とする予定だが、滋賀県と類似の制度であれば、制度を活用する目的は達成される
ものと考えられる。
滋賀銀行は SPTs の水準や指標についての考え方を整理しており、SPTs が野心的かつ有意義で
あるように適切に設定する方針・体制がある。地域における適切な取り組みとするため、自治体の
低炭素に係る制度を活用するものである。
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②

設定する SPTs がサステナビリティの改善に結びつけられていると判断する考え⽅、⽅法が存在す
るか。
本件 SLL に設定される SPTs は CO2 削減に関するものに限られている。滋賀銀行は政府の 2050
年 CO2 排出ネットゼロの表明により、国内における CO2 削減への取り組みは加速度的に求められ
ると考えている。この取り組みは大企業だけの課題ではないと認識しており、CO2 削減に取り組ま
ない中小企業はサプライチェーンから外れる可能性がある。CO2 削減に係る目標を SPTs とするこ
とで、サステナビリティの改善に直結すると判断している。また、本業が SDGs に直接結びつかな
い事業者においても、SLL を組成することで脱炭素というサステナビリティにおける重要な課題に
取り組むこととなる。以上より、設定する SPTs がサステナビリティの改善へつながるものと判断
する考え方が存在することを確認した。

③

貸付条件と SPTs のベンチマークに対するパフォーマンスの連動の⽅法は何か。また、借り⼿にイ
ンセンティブが⽣じる仕組みが設定される考え⽅、⽅法があるか。
本件 SLL では融資期間中、年次のマイルストーンを定め毎年進捗を確認する。達成状況に応じて
予め定めた優遇金利を適用する。設定する目標方法によって、達成できない場合に予め定めた金利
を引き上げる場合もある。目標の達成状況が毎年確認され、その達成状況に応じて融資の経済条件
が変動する設計により借り手にインセンティブが生じる仕組みを設定していることを確認した。

④

SPTs の適切性を確認する考え⽅、⽅法があるか。それは、第三者の意⾒によるものか、または借り
⼿内部の専⾨的知識・体制によるものか。内部による場合、その⼿法が借り⼿において確⽴される
仕組みがあるか。
SPTs の適切性は KEIBUN の産業・市場調査部が作成する個々の案件へのセカンドオピニオン
を取得することで確認する仕組みである。KEIBUN は滋賀銀行とは異なる主体としてセカンドオ
ピニオンに係るレビューを実施する。KEIBUN における確認体制及び考え方について R&I は確認
している。

(4) レポーティング
①

SPTs の達成状況について少なくとも年に 1 回以上貸し⼿へ報告されるか。
顧客は滋賀県の「事業者行動計画書制度」に則って年に 1 回 SPTs の取り組み状況を報告する。
この報告内容を滋賀銀行へ提出する仕組みである。報告内容は滋賀県への報告は公表されるもので
あり、県による検証がなされるが、KEIBUN においても検証を行う仕組みとしている。報告頻度、
方法、開示に関して問題がないことを確認した。今後他の都道府県における同様の制度を用いた案
件の取り組みが予定されているが、制度の類似性が確保されていれば、滋賀県の制度と同様に評価
することができる。

(5) レビュー
①

外部レビューを取得するか。
個別案件の実行時には KEIBUN からセカンドオピニオンを取得する。KEIBUN における外部レ
ビューに係る取り組み方針や考え方について R&I は確認した。また、期中の SPTs のパフォーマン
スレビューは、(4)に記載した KEIBUN による検証をもってレビューとする仕組みであることを確
認した。
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4. まとめ
評価対象の『しがぎん』サステナビリティ・リンク・ローン“CO2 ネットゼロプラン”は滋賀銀行が脱炭
素という課題への取り組みを多くの事業者に推進することが可能な融資スキームである。原則等における確
認事項（
「べきである」として履行を求める項目）を中心に確認し適合性を評価した。組成される本件 SLL の
定義、顧客のサステナビリティ目標及び目標と SPTs の関係の把握、適切な SPTs の設定方法、レビュー、レ
ポーティング等の「べきである」事項及び実施に係る体制を確認し「サステナビリティ・リンク・ローン原
則」 及び「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン」に対する適合性を確認し
た。評価対象である融資スキームによって原則等に適合した SLL が組成される。
以

上
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