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竜志

格付投資情報センター（R&I）は資金調達者を九州リースサービス（以下、九州リース）
、貸付人を西日本
シティ銀行とするサステナビリティ・リンク・ローンについて、「サステナビリティ・リンク・ローン原則」
及び環境省「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 2020 年版」の「サステ
ナビリティ・リンク・ローンに期待される事項」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
九州リースは経営理念として掲げている「共存共栄」
「地域貢献」を通じて持続可能な社会づくりに貢献
することを目標としている。2021 年度からスタートした中期経営計画＜共創 2024＞～Challenge for the
Future～では、九州発の総合金融サービス企業として、様々なステークホルダー (株主様、お取引先様、
地域・社会、従業員など）と共に、新たな価値や豊かな未来を創造することを目指している。中期計画の
基本方針として事業基盤の拡充を図ることとしており、その重点戦略として 4 つの取り組みを掲げ、その
1 つに環境関連分野の取り組み強化を打ち出している。サステナビリティ・リンク・ローンはこの経営目
標に資するプロジェクトと位置付けられる。
サステナビリティ・リンク・ローンの KPI は温室効果ガス削減に寄与する環境関連資産の資産残高とし
ている。企業理念である 「共存共栄」
「地域貢献」に基づく事業活動、戦略を通じて貢献する SDGs 項目
を整理し、重要度や貢献に応じて優先して取り組むゴールを定め推進している。この SDGs への貢献にお
いても、LED 照明レンタルや太陽光発電といった取り組みを環境面に寄与する事業として整理されており、
具体的な施策と合わせ、取り組んでいくこととしている。環境資産残高を伸ばすという KPI は、九州リー
スのサステナビリティと事業戦略にとって重要な意味を持つものと考えられる。
(2)SPTs の特定
SPTs は 2022 年 3 月期～2024 年 3 月期の 3 期の環境資産残高で、それぞれ 190 億円、200 億円、240
億円の値を達成する。2021 年 3 月期との対比では 111％、117％、140％の水準にあたる。SPTs の水準は
過去 3 年間の成長ペース、とりわけ新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた 2020 年度の国内リース
市場全体の需要減退を勘案すると大きく上回る値である。また、自社の営業資産全体の将来計画からみて
も、より高い目標を掲げている。コロナ禍が収まる見通しが立っておらず先行きが不透明な状況を踏まえ
ると、SPTs の野心性は十分あると判断した。
(3)ローンの特性
九州リースと貸付人との間で協議して貸出条件を決めている。目標達成の基準日を 2021 年度末～2023
年度末の 3 回設定しており、SPTs の達成状況をみて、達成した場合は融資金利を引き下げ、未達の場合に
引き上げるように設計されている。SPTs を達成した場合に引き下げる金利及び未達の場合に引き上げる
金利水準は公表されないが、R&I はサステナビリティ・リンク・タームローン契約書（2021 年 9 月 28 日
調印）に記載されている条件の内容を確認している。引き下げ及び追加で支払う金利水準は他のサステナ
ビリティ・リンク・ローンやサステナビリティ・リンク・ボンドと同程度で設計されている。貸出条件と
九州リースの 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。
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(4)レポ―ティング
ローン契約遵守事項では九州リースに対し、SPTs の進捗を貸付人に年 1 回開示することを義務付けて
いる。貸付人はこれにより SPTs の達成状況に関する最新の情報を入手できる。
(5)検証
九州リースは SPTs の目標の基準日を 2021 年度末～2023 年度末の 3 回設定している。SPTs の達成状
況について九州リースは年 1 回貸付人に書面で報告し、その報告内容につき第三者による検証を受け、検
証結果は貸付人に共有されるとしている。貸付人は検証結果から SPTs 達成の判定について評価する。
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1. 発行体の概要と本 SLL の位置付け
(1)

九州リースの概要

① 事業概要


九州リースは 1974 年創業の福岡市に本社を置く総合リース会社で、リース・割賦事業のほか、融資、
不動産、フィービジネスなど多様な事業を展開している。九州地区最大のリース会社で、筆頭株主は
福岡地所。西日本シティ銀行グループとは会社設立の経緯から親密な関係にある。

② 経営理念、行動指針
・ 九州リースは経営理念として「共存共栄」
「地域貢献」を掲げ、地域に根ざした総合金融サービス業と
して、「リース割賦」
「ファイナンス」
「不動産」
「フィービジネス」の 4 つの注力事業分野を軸に、企
業経営に必要な付加価値の高いサービスを提供してお客さまと共に発展・成⻑することを目指してい
る。
・ 加えて九州リースは持続可能な地域社会の実現に向け、国連が提唱する SDGs の趣旨に賛同し、経営
理念に基づく事業活動、事業戦略を通じて貢献する SDGs 項目を整理し、重要度や貢献度に応じて優
先して取り組むゴールを定め推進している。

[出所：九州リースのウェブサイト]

(2)

SLL の位置付け

・ SLL は資金充当対象を特定せず、九州リース自身の経営理念の遂行につながる KPI を事前に定め、野
心性のある SPTs 目標の達成することで、社会への貢献を高めることを意図している。
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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・ローン原則に適合している。

(1) KPI の概要
・ KPI は温室効果ガス削減に寄与する以下の環境資産残高である。

SPTs の対象資産
1 再生可能エネルギー発電設備
2.LED 関連機器
3.リース用自動車（ハイブリッド車、EV 等）
リース資産

省エネ・脱炭素機器・再生可

4.リース用蓄電池

能エネルギーその他環境関

5. 冷蔵設備・冷凍設備

連機器のリース資産残高

6. 空調設備
7.その他の環境関連機器
（注1） 上記 3～6 については、高い環境性能を保有しており、低炭素信用保
険の対象資産であるものに限定
（注2） 上記 7.は除菌・電解水などコロナ関連のリース資産を一部含む

ファイナンス資産

1.再生可能エネルギー発電設備（FIT・自家消費用問わず）
再生可能エネルギー発電設

2.環境配慮建物（BELS3 つ星以上、ZEB のいずれかの認証を取得）

備・環境配慮建物への融資残
高
1.環境配慮建物（BELS３つ星以上、ZEB のいずれかの認証を取得）

不動産

環境配慮建物への投資額

2.再生可能エネルギー発電所の設備及び土地

再生可能エネルギーへの投

3.グリーン建物のみを保有する私募・ファンド・SPC への出資額

資額（土地部分）

（注 3）上記 3.のグリーン建物は、DBJ グリーンビルディング認証、CASBEE、
LEED いずれかの上位 3 カテゴリーまたは BELS3 つ星以上

レンタル資産

1.子会社が行う LED 照明レンタルの資産残高
LED 照明レンタルの営業資
産残高

環境関連自社資産

1.再生可能エネルギー発電所の取得・保有額（売電事業）
太陽光発電所の保有

2.再エ可能エネルギープロジェクトのみを保有する私募・ファンド・SPC への

その他の再生可能エネルギ

出資額

ーへの投資・出資

3.自家消費型太陽光への投資額
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(2) KPI の重要性
① 重要経営課題（マテリアリティ）
・ 九州リースは経営理念として掲げている「共存共栄」
「地域貢献」を通じて持続可能な社会づくりに貢
献することを目標としている。2021 年度からスタートした中期経営計画＜共創 2024＞～Challenge
for the Future～では、九州発の総合金融サービス企業として、様々なステークホルダー (株主様、お
取引先様、地域・社会、従業員など）と共に、新たな価値や豊かな未来を創造することを目指してい
る。

・ 中期計画の基本方針として事業基盤の拡充を図ることとしており、その重点戦略として 4 つの取り組
みを掲げ、その 1 つに環境関連分野の取り組み強化を打ち出している。サステナビリティ・リンク・
ローンはこの経営目標に資するプロジェクトと位置付けられる。
■九州リースの中期経営計画の重点戦略

[出所：九州リースの中期経営計画資料]

② サステナビリティ戦略と KPI の重要性
KPI は温室効果ガス削減に寄与する環境関連資産の資産残高としている。
・ 九州リースは中期経営計画における重点戦略を掲げるとともに、企業理念である 「共存共栄」「地域
貢献」に基づく事業活動、戦略を通じて貢献する SDGs 項目を整理し、重要度や貢献に応じて優先し
て取り組むゴールを定め推進している。
・ この SDGs への貢献においても、LED 照明レンタルや太陽光発電といった取り組みを環境面に寄与す
る事業として整理されており、具体的な施策と合わせ、取り組んでいくこととしている。
・ 選定した環境関連資産の残高を伸ばすという KPI は、当該マテリアリティの中で地域の「共存共栄」
「地域貢献」にもつながるという点からみて、九州リースのサステナビリティと事業戦略にとって重
要な意味を持つものと考えられる。

5/10

セカンドオピニオン

■SDGs への取り組み

SDGs項目

取組内容

具体的取組例

・LED照明レンタル事業
・クロス21UTO発電所／熊本県宇土市
LED照明に切り替えたことにより年間1,200トンの
・相生発電所／兵庫県相生市
CO₂ 排出量削減
・太陽光発電事業
保有する発電所6箇所で2019年度CO₂削減量は
8,700ｔ

・嘉麻発電所／福岡県嘉麻市

・建物リース事業
地方への積極的な進出によるまちづくりを促進

・Avant Mall 菊陽/熊本県商業施設

・クロス21UTO/熊本県商業施設
・社会問題解決への取組み
ナンバー認証機能付駐車場管理システムを導入し
出入口付近での渋滞が緩和され、交通事故の防止 ・駐車場管理システム/立体駐車場

・リースによる設備投資
・農業分野へのリース
作業の効率化や生産性向上につながる最新設備を
提供。イニシャルコストを抑制しながら治療効果 ・医療分野へのリース
の高い医療機器の提供
・ファンドへの出資
・九州活性化2号投資事業有限責任合
事業基盤強化・一層の成長・事業承継を支援し更
なる地域経済の活性化に寄与するファンドを設立 ・Fukuoka Growth Next
・スタートアップ企業の支援
豊かな未来を創造するアイデアを持ったスタート
アップ企業を応援
・地元TV番組への協賛を通じて地域の自然保護をサポ ・『STORY 未来に残したいふるさ
ート
との風景』
・広告活動
地元テレビ放送局ミニ番組の協賛スポンサーとな 毎週日曜日17:55～18:00 九州朝
り、自然の豊かさを守ることに貢献
日放送にて放送中

[出所：九州リースの IR 資料]
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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・ローン原則に適合している。

(1) SPTs の概要
・ SPTs は 2022 年 3 月期～2024 年 3 月期の 3 期の環境資産残高で、それぞれ 190 億円、200 億円、240
億円の値を達成する。2021 年 3 月期との対比では 111％、117％、140％の水準にあたる。九州リース
と貸付人は 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貸出条件を交渉し SPTs を
設定している。

(2) SPTs の野心性
① 市場成長や過去の取扱実績からみた SPTs 目標の水準感
・ リース事業協会の統計資料によると、2020 年度から遡って過去 3 年の国内リース取扱高は、前年度比
で 102.8％→106.4％→86.1％と推移した。顧客の設備投資に直結するビジネスであることから、景気
などの外部要因影響を受けやすく、取扱高に波がある。特に 2020 年度はコロナ禍による影響で、国内
リース市場は落ち込んだ。
・ リース事業協会の調べによるリースに係る資産残高推移をみると、資産残高はほとんど伸びていない
ことがわかる。資産残高は取扱高と異なり減価償却による減少分を織り込んだ推移となる。このため、
残高を伸ばすには減価償却分を打ち返して取り扱いを伸ばさないと残高は伸びない。

・ 目標とする SPTs は残高の推移である。九州リース自体の全体の営業資産残高の伸びは 2021 年 3 月期

から 2024 年 3 月期にかけて 122％を計画している。この数値自体も意欲的な水準と思えるが、今回
SPTs に設定した環境資産残高は、それを上回る 140％の伸長を計画している。足元の 2020 年度は業
界全体で取扱高が大きく落ち込んだ状態を勘案すると相応の努力を必要とする水準である。

② SPTs 目標の達成手段と不確実性要素
・ 目標とする環境資産残高の内、約半数をリース資産が占め、さらにその半分強を自社が保有する太陽
光発電等の資産、さらに自社資産の半分がファイナンス資産で、不動産はわずかにとどまる。計画で
はそれぞれの指針を積極的に伸ばすこととしているが、自社保有資産はほぼ横ばいで考えており、伸
ばすのはリース、LED レンタル、ファイナンス資産となっている。

・ リースや LED レンタルは取り扱う商材の単価は数十万からで、高くても車両の数百万程度であり、
地道な営業努力により取扱件数を増やさないと目標とする SPTs の達成につながらない。
・ ファイナンス資産は再生可能エネルギー発電設備（FIT・自家消費用問わず）と環境配慮建物（BELS3
つ星以上、ZEB のいずれかの認証を取得）が要件となっている。特に当社の環境配慮建物の部分は、
自社が保有するためのものではなく、顧客のための繋ぎ資金であり、比較的回転の早い資産であるこ
とから残高を積み上げるのは容易でない。

・ 2020 年以降の新型コロナウイルスの影響で足元ではリース需要が落ち込んでいる。同ウイルスの影響
がさらに長期化した場合や競合企業の動向次第では SPTs の達成の難易度が増す可能性がある。
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③ SPTs の野心性
・ SPTs の水準は過去 3 年間の国内リース市場の成長ペース、とりわけ新型コロナウイルス感染拡大の影
響を受けた 2020 年度の市場全体の需要減退を勘案すると大きく上回る値である。また、自社の営業
資産全体の計画からみても、より高い目標を掲げている。コロナ禍が収まる見通しが立っておらず先
行きが不透明な状況を踏まえると、SPTs の野心性は十分あると判断した。
・ 事前に設定する SPTs のベンチマークに関連して、九州リースのサステナビリティ改善に結びつけら
れている。九州リース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をもたらすものとなっている。

(3) SPTs の妥当性
・ SPTs 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。

■国内リースに係る資産残高推移（リース投資資産、賃貸資産、リース債権）

（単位：億円）

［出所：リース事業協会（2020 年リース産業の現況調査）
］
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4. ローンの特性
評価対象の「ローンの特性」は以下の観点からサステナビリティ・リンク・ローン原則に適合している。
・ 九州リースと貸付人との間で協議して貸出条件を決めている。
目標達成の基準日を 2021 年度末～2023
年度末の 3 回設定しており、SPTs の達成状況をみて、達成した場合は融資金利を引き下げ、未達の場
合に引き上げるように設計されている。
・ SPTs 達成した場合に引き下げる金利、及び未達の場合に引き下げる金利水準は公表されない。R&I は
サステナビリティ・リンク・ローン契約書（2021 年 9 月 28 日調印）に記載されている条件の内容を
確認している。引き下げ及び追加で支払う金利水準は他のサステナビリティ・リンク・ローンやサス
テナビリティ・リンク・ボンドと同程度で設計されている。貸出条件と九州リースの 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・ローン原則に適合してい
る。
・ 本ローンは九州リースのローン契約遵守事項として貸付人に対する年 1 回 SPTs の進捗の開示を義務
付けている。毎年 6 月末までに前年度の 4 月から 3 月までの対象資産残高を集計し、書面にて貸付人
に通知する。これにより SPTs の達成状況に関する最新の情報を入手できる。

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・ローン原則に適合している。
・ 九州リースは SPTs の目標達成の基準日を 2021 年度末～2023 年度末の 3 回設定している。
・ SPTs の達成状況について九州リースは年 1 回、貸付人に書面で報告し、その報告内容につき第三者
による検証を受け、検証結果は資金供給者の貸付人に共有される予定としている。
・ 貸付人は検証結果から SPTs 達成の判定について評価し、達成状況に応じて金利を変動する。
以
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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、企業等が環境保全及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。
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