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株式会社横浜銀⾏ 
サステナビリティローン 融資フレームワーク 

公表⽇︓2021 年 10 ⽉ 22 ⽇ 

 

ESG 推進室 

担当アナリスト︓宇佐⾒ 剛 

 

格付投資情報センター（R&I）は、横浜銀行が策定したサステナビリティローン 融資フレームワークを評
価対象として次の内容についてオピニオンを提供する。融資フレームワークの内、「SDGs グリーンローン」
組成に係る部分について「グリーンボンド原則 2021」1及び「グリーンローン原則 2020」2、「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」3に対する整合性、「SDGs サステナビリティ・リ
ンク・ローン」組成に係る部分について「サステナビリティ・リンク・ローン原則」4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」に対して整合的と評価した。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．横浜銀⾏の「サステナビリティローン」推進に係るサステナビリティ⽅針 

３．「グリーンボンド原則 2021」及び「グリーンローン原則 2020」、「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」に対する準拠性について 

(1)調達資⾦の使途 

(2)評価と選定のプロセス 

(3)調達資⾦の管理 

(4)レポーティング 

４．「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」に対する整合性について 

(1)KPI の選定 

(2)SPT の設定 

(3)ローンの特性 

(4)レポーティング 

(5)検証 

５．まとめ 
  

                              
1 国際資本市場協会（ICMA）が策定 
2 ローン市場協会（LMA）、ローン・シンジケーションズ・アンド・トレーディング協会（LSTA）及びアジア太平洋ロ

ーン市場協会（APLMA）の３者が策定 
3 環境省が策定 
4 LMA 及び LSTA、APLMA の 3 者が策定 
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1. オピニオンの位置づけ 

横浜銀行はコンコルディア・フィナンシャルグループの一員として、グループ SDGs 方針のもと持続的な
企業価値の向上を実現し、本業を通じて社会課題を解決するとともに、地域の一員として地域貢献活動に取
り組むことにより、社会の持続可能な発展に貢献していくとしている。行動計画としてサステナビリティ長
期 KPI を 3 つ設定した。その中の一つが 2030 年度までにサステナブルファイナンスの 2 兆円実行（うち、
1 兆円はグリーンファイナンス）があり、この実現に資するものとしてサステナビリティローンを新たに設
定した。 

「サステナビリティローン 融資フレームワーク」は「SDGs グリーンローン」と「SDGs サステナビリテ
ィ・リンク・ローン」の二つを組成するものとして設定され、それぞれ各原則・ガイドラインに従う枠組み
である。外部評価会社または浜銀総合研究所のどちらかを評価会社として選択する枠組みであり、本オピニ
オンの対象は浜銀総合研究所を評価会社とする仕組みである。 
 R&I は融資フレームワークが国内外で策定されている原則・ガイドライン等に対する整合性5について、ま
た融資制度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。 

2. サステナビリティローン推進に係るサステナビリティ⽅針 

 横浜銀行は価値創造プロセスを通じて、企業価値の向上と持続的な地域社会の発展を両立させ、長期的に
目指す姿である「従来の銀行を超える新しい金融企業」と「レジリエントでサステナブルな社会」の実現を
目標としている。そのプロセスにおいてステークホルダーへの影響度、地域金融機関としての社会的存在意
義などの観点から取り組むべき課題の優先度合について検証し、6 つのマテリアリティを特定した。 
  
■コンコルディア・フィナンシャルグループの 6 つのマテリアリティ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[出所：コンコルディア・フィナンシャルグループのウェブサイトをもとに R&I 作成] 

  

                              
5フレームワークの骨格や考え方及び業務プロセスを確認し、整合的であるかどうかについての意見である。 



セカンドオピニオン 

 

 3/7 

 
マテリアリティのうち「地域の持続的成長をサポート」や「地域経済の活性化」は顧客の中心である中堅・

中小企業をサポートすることが解決につながる取り組みである。これまで大企業中心であった SDGs に関す
る取り組みは企業の規模を問わず広がっており、多くの企業が取り組めるようなサステナビリティファイナ
ンスの必要性が高まっている。また、「地球温暖化・気候変動対策」においても、自行における取り組みだけ
でなく、顧客における気候変動への適応力向上や脱炭素社会への移行を踏まえた対話を積極的に行い、顧客
に対してソリューションを進めていくとしている。 

横浜銀行は本件フレームワークによるサステナブルファイナンスの実施を通じて、営業基盤を置く地域の
中小企業による SDGs 経営高度化への取り組み支援をしていくことを企図している。 

横浜銀行は浜銀総合研究所の評価による「SDGs グリーンローン」及び「SDGs サステナビリティ・リン
ク・ローン」を中堅・中小企業の ESG／SDGs への取り組みを支援することを目的として設計しており、横
浜銀行のグループ SDGs 方針及びサステナビリティ長期 KPI の達成に資する取り組みである。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. 「グリーンボンド原則 2021」及び「グリーンローン原則 2020」、「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

る整合性について 

横浜銀行は設定した「SDGs グリーンローン」に係るフレームワークを「グリーンボンド原則 2021」及び
「グリーンローン原則 2020」、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」に準じたものであるとしており、R&I は原則・ガイドラインにおける確認事項（「べきである」として履
行を求める項目）を中心にグリーンローンの 4 要素について評価した。 

(1) 調達資⾦の使途 

① 調達される資⾦は、明確な環境改善効果をもたらすグリーンプロジェクトに充当されるか。 

横浜銀行は資金使途を明確な環境改善効果をもたらすグリーンプロジェクトとし、原則設備資金
を対象と定めている。新規資金、リファイナンスのいずれにも対応可能である。リファイナンスの
ルックバックは 3 年以内である。フレームワークに定める「環境改善効果をもたらすグリーンプロ
ジェクト」は以下の通り。 

A. 再生可能エネルギーに関する事業 
B. 省エネルギーに関する事業 
C. クリーンな輸送に関する事業 
D. 気候変動に対する適応に関する事業 
E. 環境配慮商品、環境に配慮した製造技術・プロセスに関する事業 

フレームワークにおけるグリーンプロジェクトはカテゴリーのもと具体例が示され、その環境改
善効果が定量化できることを条件としている。環境改善効果だけでなく想定されるリスクについて
確認を実施することで、総合的な環境改善効果を判断できる仕組みである。案件の受注までのプロ
セスにおいて、顧客、横浜銀行及び浜銀総合研究所の三者面談を実施し、浜銀総合研究所がその専
門性から環境改善効果を判断する役割を担い、最終的には正式依頼後に浜銀総合研究所が作成する
評価書をもとに横浜銀行が判断をする。 

② 調達資⾦の使途に関する貸し⼿への事前説明がなされるか。 

横浜銀行は専用の帳票を用いてグリーンプロジェクトの概要、プロジェクトによる環境改善効果、
及び想定されるネガティブインパクトに関して顧客から事前説明を受ける。 

③ 調達資⾦の使途がリファイナンスである場合及び複数トランシェの⼀部がグリーン/ソーシャルロ
ーンである場合 

調達資金の使途がリファイナンスの場合はルックバック期間を 3 年以内に限定しており、長期の 
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リファイナンスを前提とする案件は対象外である。グリーントランシェと通常のトランシェが同時
に設定されるような複数トランシェは設定されない。 

 

(2) 評価と選定のプロセス 

① 環境⾯・社会⾯での⽬標や選定の基準を含む評価と選定のプロセスの事前説明がなされるか。また、
包括的な⽬標、戦略等への組み込みがなされるか。 

顧客はフレームワークに定められたプロジェクトを資金使途として横浜銀行からグリーンロー
ンを借り入れることができる。フレームワークは顧客から環境面・社会面の目標の提示やフレーム
ワークに定められた事業カテゴリーに該当するプロジェクトを選定することを求める。横浜銀行は
専用の帳票を用いてサステナビリティ戦略及び目標を確認した上で、グリーンプロジェクトとサス
テナビリティ目標の関係をヒアリングし、選定したプロジェクトが借入人のサステナビリティ目標
の内容と整合していることを確認する。原則等が求める顧客により作成されたフレームワークによ
る事前説明とは異なるが、顧客自らの意志決定により、横浜銀行が策定するフレームワークに基づ
きローンを申し込むことは、原則等が求める評価と選定のプロセスの事前説明に相当すると評価で
きる。 

② グリーンプロジェクトが有する潜在的に重⼤な環境的、社会的リスクを特定し、制御するために排
除基準を設定する場合には、規準の⼀つとして貸⼿に事前に説明されるか。 

資金使途の確認の際にプロジェクト実施上の想定されるリスクをヒアリングしたうえで、潜在的
に重大な環境的、社会的リスクが特定され、制御する措置がなされていることを確認されることが
条件となっている。 

(3) 調達資⾦の管理 

① 調達された資⾦が確実にプロジェクトに充当されるか 

本フレームワークにおいては借入人から調達資金をプロジェクトに全額充当する旨の表明保証
を受けることと、資金充当の都度エビデンスを横浜銀行が受理することで、資金使途及び充当の確
認を行う。専用口座設定等の措置はとられていないが、貸付人に設定された口座に資金実行がなさ
れることを勘案すれば、原則等が求める資金管理と同等の管理状況を貸付人は実現ができる。 

(4) レポーティング 

① 調達資⾦の使⽤⽅法等に関する報告及び⼀般的開⽰がなされるか 

融資期間中は年 1 回の頻度でプロジェクトの概要及び進捗、プロジェクトに充当した金額、未充
当金額及び充当予定、プロジェクト実施による環境改善効果について顧客から開示・報告を受ける。 

フレームワークが求めるレポーティング内容は、貸付人に対して報告されるべき事項を含む。環
境省ガイドラインはグリーンローンとして表明する場合には貸し手に対する報告事項を一般に開
示するべきとしているが、原則に適合したグリーンローンとは異なるローンであることが認識され
ており問題ない。 

② 環境改善効果に係る指標、算定⽅法等は適切か 

フレームワークにおいて環境改善効果に係る指標及び算定方法は三者面談及び浜銀総合研究所
による評価を通じて確認される。浜銀総合研究所は原則・ガイドライン等の例示等を用いて環境改
善効果を定量的な指標から算定されることを確認する。横浜銀行は評価書を受領しその内容を確認
した上で、最終的に判断を行う。 
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4. 「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」に対する準拠性について 
横浜銀行は設定した「SDGs サステナビリティ・リンク・ローン」に係るフレームワークを「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」と整合的であるとしていることから、R&I はガイドラインにおける確認事項（「べきである」として
履行を求める項目）を中心にサステナビリティ・リンク・ローンの 5 要素について評価した。 

(1) KPI の選定 

① 設定される KPI 及び KPI の重要性 

KPI は当該企業のビジネス全体に関連性があり、中核的で重要であり有意義なものであることが
フレームワークでは求められている。横浜銀行は顧客からサステナビリティビジョン・戦略、及び
サステナビリティ目標、KPI の設定について確認した上で、顧客・横浜銀行・浜銀総合研究所の三
者面談を通じて、KPI の適切性について判断する。原則及びガイドライン等との整合性は、第三者
の観点から浜銀総合研究所が確認する体制をとっている。浜銀総合研究所は KPI がサステナビリテ
ィ目標と整合することを、持続可能性に関する包括的な目標、戦略、政策等（中期経営計画、サス
テナビリティに関する包括的な戦略等）に位置づけられているかを確認する。また、KPI が一貫し
た方法に基づき測定可能、または定量的なものであることに加え、外部からの検証可能性を確認す
る。最終的な判断は、浜銀総合研究所が作成する評価書を用いて横浜銀行が行う。 

(2) SPT の設定 

① SPT の概要 

フレームワークにおいて SPTs は顧客が設定するサステナビリティ改善の目標値と定めている。
専用の帳票を用いて SPTs と顧客のサステナビリティとの関係、SPTs の水準及び野心的かつ有意
義と考える理由、計測方法を確認する。特に計測方法については、一貫した方法であるかまたは、
定量的で外部からの検証が可能、もしくは外部指標・定義を活用するなどによりベンチマーク化が
可能な指標であることを確認する。SPTs は企業の中核的かつ重要な事業領域のサステナブルな取
り組みにおける数値目標であり、顧客のサステナビリティ戦略との整合性を求める。 

② SPT の野⼼性 

SPTs の野心性は原則・ガイドラインに示されている要素を中心として確認を行うようフレーム
ワークにて定められている。KPI 値の大幅な改善に結びつけられており、Business as Usual シナ
リオを超えていること、および融資実行前に設定された時間軸に基づき決定されていることを確認
する。SPTs に考慮されたベンチマーク等の確認は以下の項目及び組み合わせで確認される。 

A) 科学的根拠に基づくシナリオ分析や絶対値（炭素予算等）、国・地域単位または国際的な目標
（パリ協定、CO2 の排出ゼロ目標、SDGs 等）、認定された BAT（利用可能な最良の技術）
および ESG のテーマ全体で関連する目標を決定するその他の指標 

B) 同業他社と比較した場合における、設定した SPTs の相対的な位置付け（例：平均的なパフ
ォーマンス水準なのか、業界トップクラスの水準なのか等） 

C) 借入人自身の直近のパフォーマンス水準（可能な限り、最低過去 5 年分のトラックレコード
を有する KPI を選定）に基づき、定量的なものを設定し、また KPI の将来の予測情報も可
能な限り開示する 

これらの観点は原則やガイドラインが求める野心性に係る判断と同様の手法である。 
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③ SPT の達成⼿段と不確実性要素 

フレームワークは顧客のサステナビリティな取り組みや方針、戦略について確認を行い KPI 及び
SPTs との関連性を明らかにすることを求める。その過程において SPT の達成手段や不確実性が洗
い出されるものと考えられる。 

④ SPT の妥当性 

SPTs の野心性・有意義性は KPI と同様に専用の帳票を用いて情報取集がなされたうえで三者面
談を実施し、原則やガイドライン等との整合性は専門性を持つ浜銀総合研究所が評価する。評価結
果は評価書として顧客及び横浜銀行へ提示され最終的な判断を実施する。浜銀総合研究所はフレー
ムワーク及び原則・ガイドライン等に整合的であることを評価するとしており、SPTs の妥当性は
確保される。 

(3) ローンの特性 

フレームワークにおいてファイナンススキームのインセンティブ設計により SPTs の達成を促す
仕組みが必要であることが示されている。インセンティブ設計は 1 年毎に SPTs の達成状況を判定
し、達成した場合に優遇利率を適用するものと、融資期間中 1 回のみ SPTs の達成状況を判定する
ものがある。1 年毎に判定を行う場合、金利優遇は累積しない。金利の優遇幅は案件ごとに設定さ
れるが、標準の引き下げ幅を設定している。この設計は企業がサステナビリティな取り組みを続け
るためのインセンティブ設計を求める原則・ガイドラインの考え方とは整合的な仕組みと考えられ
る。 

(4) レポーティング 

フレームワークにおいてレポーティングは年に 1 回以上、SPTs の達成状況等に関する最新の情
報について開示・報告を受けるものと設計されている。SPTs の野心度合いを測るために有用な情
報やパフォーマンスの改善に寄与した主な要因についての定性的・定量的な説明についても可能な
範囲で情報を受ける。 

原則では公開は「べき事項」ではないが、ガイドラインにおいてはサステナビリティ・リンク・
ローンとして表明する場合には貸し手に対する報告事項を一般に開示するべきとしている。横浜銀
行はフレームワークを原則やガイドラインに整合的であるように設計しており、開示については原
則のみに従っている。 

(5) 検証 

フレームワークでは浜銀総合研究所が受けたレポーティング内容について検証する第三者とし
て指定されている。企業からのレポーティングと浜銀総合研究所からの検証結果により、SPTs の
達成状況を確認する体制としている。横浜銀行がフレームワークを運営するにあたり適切と考える
検証フローが採用されていると判断できる。検証結果について外部公表はされないが、レポーティ
ングと同様の整理ができる。 
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5. まとめ 

評価対象のフレームワークは横浜銀行が取引基盤を置く地域の中堅・中小企業による SDGs 経営高度化へ
の取り組みを支援するため、浜銀総合研究所による第三者評価を活用するスキームとして設定されている。
顧客と横浜銀行、そして専門性を持つ浜銀総合研究所による三者面談を機動的に行うことにより、サステナ
ビリティに取り組みたい企業の間口を広げることを目的としたものである。フレームワークに対して原則・
ガイドラインとの整合性に関する第三者評価と、個別案件に対しては浜銀総合研究所の第三者評価を組み合
わせることで、幅広い顧客層を対象としている。グリーンローン原則 2020 及びグリーンボンド原則 2021、
サステナビリティ・リンク・ローン原則 2021、環境省ガイドラインの「べきである」事項について整合性を
評価した。グリーンローン部分及びサステナビリティ・リンク・ローン部分のそれぞれにおいて原則・ガイ
ドラインと整合的であることを確認した。情報公開などに関して、原則・ガイドラインとの完全な適合性は
ないものの、原則・ガイドラインが期待する考え方のもと設計されていると判断できる。以上より評価対象
は原則・ガイドラインに整合的である。 

 
以 上 
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