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格付投資情報センター（R&I）は、みずほ銀行が策定した「みずほサステナビリティ・リンク・ローン PRO」
フレームワークを評価対象として「サステナビリティ・リンク・ローン原則 2021」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。R&I が行った手続
きの範囲において「サステナビリティ・リンク・ローン原則 2021」に適合してデザインされ融資案件に適用
されることを確認した。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．みずほサステナビリティ・リンク・ローン

PRO 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 2021」 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)KPI の選定
(3)SPTs の設定
(4)ローンの特性
(5)レポーティング
(6)検証
４．まとめ
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1. オピニオンの位置づけ
みずほフィナンシャルグループ（以下、みずほ FG）は環境・気候変動への取り組み強化や 2019 年に署名
した国連環境計画・金融イニシアティブ「責任銀行原則」等を踏まえ、サステナビリティの定義や基本的考
え方・推進方法等を定めた「サステナビリティへの取り組みに関する基本方針」を策定し、グループ全体で
戦略と一体的にサステナビリティへの取り組みを推進している。みずほ銀行はみずほ FG の一員としてサス
テナビリティへ取り組むだけでなく、顧客におけるサステナビリティへの取り組みを支援することは重要な
経営課題であると認識している。
特に、中堅・中小企業においては、事業構造改革・成長戦略において抱える課題やニーズを理解し、エン
ゲージメントを通じて、気候変動対策、脱炭素社会への移行、人権尊重を始めとする、こうした課題認識か
ら、今回、主に顧客におけるサステナビリティ戦略の立案や取り組みの推進支援が必要と考えている。中堅・
中小企業のサステナビリティへの取り組みに対して支援することを目的として、サステナビリティ・リンク・
ローンの取り扱いを開始した。
みずほサスナビリティ・リンク・ローン PRO は顧客のサステナビリティ経営の高度化を支援し、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。
R&I はフレームワークが「サステナビリティ・リンク・ローン原則 2021」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」に対して適合しているか、また、個別案件が適合性を確認し
て組成できるように業務プロセスがデザインされていることについて第三者評価を提供する。

2. みずほサステナビリティ・リンク・ローン PRO 推進に係るサステナビリ
ティ⽅針
みずほ FG の「サステナビリティへの取り組みに関する基本方針」は長期的な視点を持ってサステナビリ
ティ重点項目（マテリアリティ）に取り組むものである。マテリアリティは次表の通り。
サステナビリティ重点項目（マテリアリティ）

［出所：みずほフィナンシャルグループ

Web サイト］

マテリアリティは中期経営計画や業務計画へ組み込まれ、目標・KPI を設定し推進している。具体的な取
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り組みは次の 3 つの考え方に基づいている。
具体的な取組推進にあたっての考え方
 経済・産業・社会・環境に対する直接的・間接的なポジティブインパクトの拡大とネガティブイン
パクトの低減
 金融グループとして、ビジネスやお客さまとの対話（エンゲージメント）を通じた間接的なインパ
クトの重視
 ステークホルダー間で意見対立がある場合、経済・産業・社会・環境の調和と長期視点に基づき取
り組む
みずほ FG のサステナビリティへの取り組みの特徴の一つが「エンゲージメント」である。
「エンゲージメ
ント」を顧客と行うことで、顧客のニーズや課題の理解の深化を図り、伴走することで顧客の課題解決を進
め持続可能性の向上へつなげる。この考え方はサステナビリティ・リンク・ローンとの親和性が高い。サス
テナビリティ・リンク・ローンは、借り手がサステナビリティに係る目標を設定し、これの達成がインセン
ティブとなるようファイナンススキームの設計がなされるが、目標設定においては貸し手とのコミュニケー
ションが重要である。エンゲージメントはサステナビリティ・リンク・ローンの組成において重要な役割を
担う。
持続可能な社会の実現へ向けた取り組みは大企業だけの課題ではなく、中堅・中小企業にとっても課題と
なっている。特にサプライチェーンによる繋がりのほか、消費者や投資家からの要請等から、自社の課題と
してサステナビリティに取り組む必要性が高まっている。みずほ銀行はこれらの動きに対して支援していく
ことが必要と考え、顧客のサステナビリティ推進における戦略的パートナーとして伴走するため、サステナ
ビリティ・リンク・ローン原則 2021 に適合したフレームワークを導入した。対象とする顧客はサステナビリ
ティへ取り組もうとする層であり、広く活用されることを期待しており、多くの事業者が検討できるよう日
本の「SDGs 実施指針」の 8 つの優先課題やみずほ FG のマテリアリティに資する SPTs をカテゴリー化す
るといった設計としている。
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、みずほ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、みずほ FG の持続可能性にも寄与する。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。

3. 「サステナビリティ・リンク・ローン原則 2021」 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
みずほ銀行はフレームワークによる「みずほサステナビリティ・リンク・ローン PRO」を「サステナビリ
ティ・リンク・ローン原則 2021」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「サステナビリティ・リンク・ローン原則 2021」の確認事
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・ローンの定義及び 5 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。
みずほサステナビリティ・リンク・ローン PRO（本件 SLL）は、顧客の CSR 戦略に沿った SPTs
を設定し、SPTs の達成状況と借入条件を連動させることにより、顧客のサステナビリティに関す
るパフォーマンス向上を促すローンである。
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) KPI の選定
①

借⼊⼈のビジネス全体に関連性があり、中核的で重要であり、かつ、借⼊⼈のビジネスにおいて戦
略的に⼤きな意義があるか。⾃社が属する産業部⾨に関連する ESG の課題に対処するものか。
KPI はマテリアリティもしくは内閣府の SDGs 宣言またはそれに準じるものを設定しているこ
とを確認し、その他の情報と合わせて借入人のサステナビリティ戦略を分析した上で、関連性のあ

3/6

セカンドオピニオン

るものが選定される。
本件 SLL の KPI はサステナビリティにおけるテーマごとに設定されている。みずほ銀行が気候
変動やサプライチェーン、労働、ダイバーシティ、人権等のテーマ別に予め設定した KPI より、借
入人は自らの経営目標やサステナビリティ戦略と整合する KPI を選定する。KPI は複数選定する
ことが可能であり、KPI 候補事にその認証方法及び評価方法を予め確認し、選定するための前提要
件を定めている。想定する借入人像および取得時のメリットという形で事業・経営戦略との関連性
を整理している。
KPI の選定に係る業務プロセスにおいて、営業部店が本部の支援部署との連携のもと借入人との
対話を通じてサステナビリティ戦略の確認と関連した KPI の検討を行う。検討および本件 SLL の
KPI としての適切性の判断は用意された専用のチェックリストを用いて、行内でサステナブルビジ
ネスに関する専門性及び独立性を備えた法人業務部内に存在する SDGｓビジネスデスク、もしく
はそれに同等の専門性と独立性があると判断される部署が実施する。
以上より、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関連する KPI が選定される。KPI 候補が特定されているが、候補はすべて企
業のサステナビリティに関連し、複数選定が可能であり、借入人ごとに適切な KPI を選定できるよ
う設計され、それを運用する業務プロセスとなっている。
②

KPI は⼀貫した⽅法に基づき測定可能か、または定量的であるか。及びベンチマーク化が可能か。
KPI 候補はすべて第三者による認証もしくは評価がなされ、計測が可能なものである。第三者に
よる認証・評価については、既にベンチマークとして活用されており、第三者による情報の開示を
確認することで測定可能。計測を要するものは CO2 排出量であり、定量的指標であり、削減目標と
いう形でのベンチマーク化がなされている。

(3) SPTs の設定
①

SPTs は貸付期間全体にわたって該当する限りにおいて融資との関係性が保たれるか。
選定可能な KPI ごとに SPTs の採用可能性を予め整理している。そのうえで KPI についての長
期目標を確認する。SBT のように長期目標が存在する場合はこの達成に準じた年次目標を設定す
る。KPI が第三者認証による場合は、借入人のステータスに合わせて長期目標を設定し、これをバ
ックキャストすることで SPTs を設定する。貸付期間よりも長期の目標を確認することで、融資と
の関係性は保たれている。

②

野⼼的な SPTs が設定されるか。
KPI 候補ごとに SPTs の評価基準及び SPTs の妥当性についての考え方に従って SPTs は決定さ
れる。SPTs の種類によってその野心性の判断の考え方は異なるが、原則に示されている以下の考
え方に従って類型ごとに整理されている。


借入人自身の長期的な目標達成状況。可能であれば、選択した KPI に関する最低 3 年間の
測定実績に基づくこと



借入人の同業他社と比較した場合の SPTs の相対的な位置づけ（平均的な目標達成状況、業
界最高の目標達成状況）、また可能な場合は、現行の業界や産業部門の基準との比較



科学的根拠の提示、すなわち科学的なシナリオや絶対的水準（炭素関連予算等）に関する体
系的な提示、国や地域の、あるいは国際的な目標等（気候変動に関するパリ協定と実質ゼロ
目標、持続可能な開発目標等）への言及、または ESG のテーマ全体に関連する目標を決定
するために一般的に認められた利用可能な技術やその他の代替案の提示

案件ごとの判断の際には、借入人との対話を通じて KPI の選定理由や SPTs の達成に向けた具体
的な取組内容などの判断のために必要な情報が含まれるチェックリストを用いて SDGs ビジネス
デスクによって判断される。考え方及び業務プロセスによって野心的な SPTs が設定されることを
確認した。
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③

SPTs の設定において、⽬標達成のスケジュール、KPI のベースライン、SPTs の達成に影響を及ぼ
す可能性のある要因等について⾔及されるか。
SPTs の設定にあたり作成されるチェックリストは、長期目標及びバックキャストした年次目標、
達成に向けた具体的な取り組み、KPI の過去の実績などを含んでいる。また、SPTs の類型ごとに
前提の要件、採用可能な SPTs、評価基準等が整理されている。こういった情報を基に SDGs ビジ
ネスデスクが判断する。

④

適切な KPI 及び SPTs が、取引案件ごとに借⼊⼈と貸付⼈の間で決定及び設定されるか。
KPI の選定及び SPTs の決定に係る業務プロセスは適切に定められている。案件検討から融資実
行、モニタリングまでのプロセスごとに所管部署が適切に定められ、借入人と相対する営業店の対
話の流れといった具体的な進め方について整理されている。また、案件に関与する部署は複数にわ
たるが、SLL に関する重要なポイントの共有やそれぞれの役割を業務分掌として設定しており、業
務プロセスを通じて適切に KPI 及び SPTs が設定されることを確認した。

⑤

外部評価を取得しない場合、内部の専⾨知識を⽂書化したものを貸付⼈に提供すること。
SPTs には客観性が重要とされており、その適切性は第三者評価を取得することが望ましいとさ
れている。本件 SLL ではオピニオンはみずほ銀行の SDGs ビジネスデスクがその専門性及び行内
における第三者性を確保し作成することとなっており、原則が求める第三者評価の取得には該当せ
ず、外部評価を取得しない場合に該当する。業務プロセスにおいて貸付人が借入人との対話を通じ
て伴走することで助言などを行う。直接的な助言をする役割は営業店が担うが、SPTs の適切性に
ついては SDGs ビジネスデスクへ相談する体制になっている。SPTs の前提要件を始めとして適切
性に係る要件設定と確認は先に挙げた通りである。専門性を担う SDGs ビジネスデスクはサステナ
ブルビジネスの知見、環境・社会的インパクトの測定・評価、社内外での関連する専門家とのネッ
トワークを有しており、借入人に伴走する者の要件を満たしている。これらの対応の前提条件とし
て、みずほ銀行が責任銀行原則の署名行としてサステナブルファイナンスを経営戦略へ明確に組み
込んでおり、これに資するようフレームワークの設計がなされていることを確認している。加えて
KPI 候補について評価手法が事前に整理されていること、及び SPTs の適切性についての考え方を
インタビューにて確認している。以上より、フレームワーク及び業務プロセス、貸付人であるみず
ほ銀行の体制によって SPTs の適切性を客観的に判断できることを確認している。

(4) ローンの特性
①

SLL の主な特徴である選択された SPTs の達成状況に応じたインセンティブが設定されているか。
本件 SLL は借入人と合意した SPTs について年次で達成状況を判定する。判定は①取り組みつ
いて進捗状況を貸付人へ報告すること、②SPTs の目標数値を達成する、の 2 つの要件による。①
が遵守される前提において、②が達成されスプレッドを縮小する仕組みである。この仕組みはコベ
ナンツとして設定され、借入人が SPTs を達成しようとするインセンティブが生じていると判断で
きる。その他、借入人の信用力によって判断される条件が存在するが、通常のローンと同様の取扱
いでありインセンティブには影響を与えない。

(5) レポーティング
①

レポーティングは適切に実施されるか。
フレームワークにおいて少なくとも年 1 回、貸付人に対して借入人は報告する必要がある。本件
の KPI 候補は第三者評価に基づくものが多くこれらは一般に公開されている情報である。報告義務
自体はコベナンツとして設定されることから、適切な実施がなされることを確認した。

(6) 検証
①

ローン実⾏後に KPI について検証が実施されるか。
本件 SLL の SPTs に対する KPI の達成状況は年次判定時に、検証済みのデータであることを確
認する。設定した KPI が第三者評価そのものである場合は、KPI パフォーマンスは検証済みのデー
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タと整理される。それ以外の KPI に対しては検証内容及び検証対応機関の想定を予め行っている。
ローン実行後における KPI に対する検証は確認可能であることを確認した。

4. まとめ
評価対象のみずほサステナビリティ・リンク・ローン PRO はみずほ銀行がサステナビリティに関して取り
組んでいる／取り組もうとする幅広い企業を対象に本件 SLL の組成を通じて伴走することが可能な融資ス
キームである。本件 SLL を推進することで、社会におけるサステナビリティへの取り組みの拡大が図れると
とともに、みずほ銀行のサステナビリティ戦略に貢献するものである。
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、KPI の選定及び SPTs の設定、ローンの特性、レポーティング、検証の「べきで
ある」事項及び実施に係る業務プロセスを確認し「サステナビリティ・リンク・ローン原則 2021」 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。また、個
別案件が適合性を確認して組成できるように業務プロセスがデザインされていることについて確認した。
以

上
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