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三井不動産株式会社 
サステナビリティ・リンク・ローン フレームワーク 
 

評価⽇︓2022 年 1 ⽉ 11 ⽇ 

ESG 推進室 

担当アナリスト︓篠原 めい 

格付投資情報センター（R&I）は三井不動産がサステナビリティ・コーディネーターである三井住友銀行
とともに 2022 年 1 月 11 日付で策定したサステナビリティ・リンク・ローン フレームワーク（以下、SLL
フレームワーク）について、「サステナビリティ・リンク・ローン原則（2021 年 5 月版）」1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（Key Performance Indicator）の選定 

 KPI は三井不動産グループ全体の GHG 排出量のうち、Scope1 排出量（直接排出量）と Scope2 排
出量（エネルギー起源間接排出量）の合計2である。KPI は「温室効果ガス排出量算定・報告マニュ
アル」（環境省・経済産業省）に基づき一貫した方法で測定される。 

 KPI は保有・賃貸用物件の運用段階における排出（燃料・電気）であり、グループの自助努力によ
り削減計画の実施が可能な指標となっている。三井不動産グループが直接的な対策を講じることの
できる Scope1＋Scope2 排出量を対象としている。 

 2021 年 11 月、国内外で気候変動に対するグローバルな関心と対策の重要性が高まっていることを
受け、三井不動産は中期目標である 2030 年度までの GHG 削減目標を Scope1・2・3 排出量の総量
で 40%（2019 年度比）に引き上げる3とともに、Scope1＋Scope2 排出量について同年度までに 46.2%
削減（2019 年度比）を目指すと宣言。併せて、長期目標である 2050 年度のネットゼロ達成のため
「脱炭素社会の実現に向けたグループ行動計画（以下、グループ行動計画）」を打ち出し、その総括
にあたる「サステナビリティ推進部」を独立の組織として新設。各事業本部・部門・グループ会社が
あらゆる全社部門と連携し、脱炭素に向けた取り組みを推進していく新体制を開始した。 

 KPI はグループ行動計画で掲げる中期目標の構成要素である。KPI はグループ長期経営方針
「VISION 2025」で設定した ESG に関する重要業績評価指標の一つでもあり、三井不動産グルー
プの ESG 経営と明確に関連付けられた指標である。 

 2020 年 2 月、三井不動産は RE1004に加盟している。RE100 では「三井不動産グループが事業活動
で消費する電力を、2050 年までに 100％再生可能エネルギーとする」を目標としている。KPI は
RE100 の対象である Scope2 排出量に関係する指標として戦略的な意義をもつ。 

 KPI はサステナビリティ推進部が総括するグループ行動計画の推進体制のもとで管理され、PDCA
サイクルを通じて実績評価確認及び改善が継続的に図られる。  

(2) SPT（Sustainability Performance Target）の特定 
 SPT は三井不動産グループ全体の Scope1＋Scope2 排出量を 2030 年度までに 46.2%削減（2019 年

度比）することである。 
 SPT はパリ協定が求める水準と整合する野心的な水準である。SPT は三井不動産が 2020 年度から

2030 年度までの 11 年間において、年平均 4.2%以上のピッチで GHG 削減を進めることに相当し、

                              
1 ローン・マーケット・アソシエーション（LMA）、アジア太平洋ローン・マーケット・アソシエーション（APLMA）並びにローン・

シンジケーション＆トレーディング・アソシエーション（LSTA）が策定。 
2 三井不動産は 2019 年度から GHG 排出量を報告している。2020 年度のサプライチェーン排出量約 481 万 t-CO2 のうち、Scope1＋
Scope2 排出量約 50 万 t-CO2（Scope1 排出量が約 12 万 t-CO2、Scope2 排出量が約 38 万 t-CO2）であった。 
3 従来目標は Scope1・2・3 排出量の総量で 2030 年度までに 30%削減（2019 年度比）。新目標は従来目標を大きく上回っている。な

お、三井不動産は従来目標について、2021 年に SBT*「Well below 2℃」の認定を受けている。 
* SBT はサイエンス・ベースト・ターゲッツの略。5~15 年先を目標年として企業が設定する GHG 削減目標が、世界の気温上昇を産

業革命前より 2℃を十分に下回る水準（Well Below 2℃）に抑えるか、または 1.5℃に抑える水準と整合的であることを認定している。 
4 RE100（Renewable Energy100%）は事業を 100%再生可能エネルギー電力で賄うことを目標とする企業連合。パリ協定達成を目的

にエネルギーや気候変動適応などを推進する国際 NGO のクライメイトグループ（The Climate Group）が運営する国際イニシアチブ。 
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これは SBT1.5℃の認定要件である「少なくとも年 4.2%の削減」に相当する水準である。 
 三井不動産は SPT 達成に向けて、全国の保有物件共用部・自社利用部における使用電力をグリーン

化する。具体的には、三井不動産が使用する持ち分共用部相当電力5を対象に、2030 年度までに使用
電力のグリーン化を推進していく。使用電力のグリーン化とは、非化石証書等を利用して使用電力
を実質的に再生可能エネルギーとすること。再生可能エネルギーについては RE100 の定義に従った
調達手法を採用し、トラッキング可能な属性証明を前提としている。 

 上記の取り組みに加え、三井不動産は保有・賃貸用の新築・既存物件における環境性能向上に注力
する。新築物件においては、今後開発する全物件で ZEB または ZEH 水準6の環境性能を標準化す
る。既存物件においては、計画的なリニューアルによる省エネ性能向上やオンサイトでの再生可能
エネルギー創出を推進することで対応していく方針だ。 

 三井不動産はサステナビリティ・コーディネーターである三井住友銀行との協議により必要と認め
られる場合、サステナビリティ・コーディネーターである三井住友銀行と協議のうえ SLL フレーム
ワークを適宜見直す（例：KPI や SPT を変更する必要が生じた場合 等）。またその旨を SLL フレ
ームワークに記載している。  

(3) ローンの特性 
 三井不動産はサステナビリティ・コーディネーターである三井住友銀行とサステナビリティ・リン

ク・ローンの財務・構造的特性を協議した。 
 SPT の判定日における KPI の実績をもって適用条件を判定する。SPT の判定日は判定対象となる

事業年度の翌事業年度の 3 月 15 日とする。 
 サステナビリティ・リンク・ローンの満期日の直前の利払日が 2032 年 3 月末日以降に到来するも

のについて、2030 年度の SPT を達成した場合、2032 年 3 月 15 日以降最初に到来する金利計算期
間から満期日まで指定の金利条件が適用される（但し、最大で 3 年間とする）。2030 年度において、
①SPT を達成した場合、②未達だが 2019 年度より悪化していない場合、③2019 年度より悪化して
いる場合の 3 段階で異なる金利条件が適用される。また 2029 年度以前の事業年度に SPT を達成し
た場合、当該事業年度の翌年度以降 2029 年度まで毎年 SPT を判定する。この場合、各事業年度に
おいて、①SPT を達成した場合、②未達だが 2019 年度より悪化していない場合の 2 段階で異なる
金利条件が適用される。 

 サステナビリティ・リンク・ローンの満期日の直前の利払日が 2032 年 3 月末日より前に到来する
ものについて、2029 年度以前の事業年度に SPT を達成した場合、当該事業年度の翌年度以降 2029
年度まで毎年 SPT を判定する。この場合、各事業年度において、①SPT を達成した場合、②未達だ
が 2019 年度より悪化していない場合の 2 段階で異なる金利条件が適用される。 

 金利条件は SPT の判定結果と連動し、三井不動産の経済的インセンティブ及びディス・インセンテ
ィブとして機能する。サステナビリティ・リンク・ローンの財務・構造的特性を定義付ける KPI、
SPT、判定内容及び適用条件の詳細を SLL フレームワークで明確に規定している。SLL フレームワ
ークは貸付人との合意により金銭消費貸借契約に優先して適用される。 

(4) レポ―ティング 
 三井不動産は SPT の判定の有無に関わらず、原則として毎年度 3 月 15 日までに年次で発行する

ESG レポート等で前事業年度の KPI の実績を開示する。三井不動産は年次で発行する ESG レポー
ト等で KPI の実績を開示する。貸付人のみならず、すべてのステークホルダーが各事業年度におけ
る KPI の実績と SPT の判定結果を公開情報として確認することが可能であり、これをもって継続
的な対話が図られる。 

(5) 検証 
 KPI を構成する Scope1・2 の総排出量について、三井不動産は年 1 回、独立の第三者である検証人

より限定的保証レベルの第三者保証報告書を取得する。三井不動産が貸付人に提出する KPI の実績
値及び ESG レポート等に掲載する KPI の実績値はすべて当該保証報告書に基づいている。 

                              
5 一部所有を含み、各施設内自家発電電力相当を除く。 
6 ZEB（Net Zero Energy Building）は建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物。50%以上の省エ

ネルギーを図った上で、再生可能エネルギー等の導入により、エネルギー消費量を更に削減した建築物について、その削減量に応じて、

①『ZEB』（100%以上削減）、②Nearly ZEB（75%以上 100%未満削減）、③ZEB Ready（再生可能エネルギー導入なし）と定義される。

30～40％以上の省エネルギーを図り、かつ、省エネルギー効果が期待されているものの、建築物省エネ法に基づく省エネルギー計算プ

ログラムにおいて現時点で評価されていない技術を導入している建築物のうち 1 万㎡以上のものを④ZEB Oriented と定義している。

ZEH（Net Zero Energy House）は外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の

質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支

がゼロとすることを目指した住宅。20%以上の省エネルギーを図ったうえ上で、再生可能エネルギー等の導入により、エネルギー消費

量を更に削減した住宅について、その削減量に応じて、①『ZEH』（100%以上削減）、②Nearly ZEH（75%以上 100%未満削減）、③ZEH 
Oriented（再生可能エネルギー導入なし）と定義される。なお、「地球温暖化対策計画」（2021 年 10 月閣議決定）では、2030 年に目指

すべき建築物・住宅の姿として、ZEB・ZEH 基準の水準の省エネルギー性能が確保されていることを目指すとされる。 
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三井不動産の概要と SLL フレームワークの趣旨 

(1) 三井不動産の概要 

 国内最大手の総合不動産会社。総合デベロッパーとして、オフィスビル、商業施設、ホテル・リゾー
ト、物流施設、住宅、これらの複数の用途を組み合わせた複合施設など、総合的な街づくりを得意とす
る。事業展開力は極めて強く、幅広く展開する各事業間で相乗効果を発揮している。 

 1673 年に東京・日本橋で創業した呉服店「越後屋」を起源とし、前身である三井合名会社の不動産部
門を分離する形で 1941 年に設立された。創業者の精神である「進取の気性」と「顧客志向」を受け
継ぎ、臨海エリアの埋立事業（1950 年代以降）、日本初の超高層ビル「霞が関ビルディング」（1968
年）や本格的アウトレットモール「三井アウトレットパーク大阪鶴見」（1995 年）の開発、不動産と
金融の融合を目指した国内初の J リートの上場（2001 年）など、経済・不動産市況の転換期に新たな
価値を創造し市場を切り拓いてきた。 

 

(2) SLL フレームワークの趣旨 

・ 三井不動産はサステナビリティ・コーディネーターである三井住友銀行による支援のもと、「サステナ
ビリティ・リンク・ローン原則（2021 年 5 月版）」及び環境省の「サステナビリティ・リンク・ローン
ガイドライン 2020 年版」に従った SLL フレームワークを策定した。SLL フレームワークは、三井不
動産がサステナビリティ・リンク・ローンによる資金調達（ローン商品及びコミットメントライン等融
資枠 等）を機動的に実施するための包括的な枠組みを規定している。 

・ 2021 年 11 月、国内外で気候変動に対するグローバルな関心と対策の重要性が高まっていることを受
け、三井不動産は 2030 年度のグループ全体の GHG 削減目標を 40%（2019 年度比）に引き上げると
ともに、2050 年度のネットゼロ達成のため「脱炭素社会の実現に向けたグループ行動計画」を公表し
た。三井不動産は SLL フレームワークを策定し、脱炭素社会の実現に向けたグループの新目標並びに
行動計画へのコミットメントを強化する考えだ。 
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1. 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 は三井不動産グループ全体の GHG 排出量のうち、Scope1 排出量（直接排出量）と Scope2 排出
量（エネルギー起源間接排出量）の合計である。KPI は「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル」
（環境省・経済産業省）に基づき一貫した方法で測定される。 

・ KPI は保有・賃貸用物件の運用段階における排出（燃料・電気）であり、グループの自助努力により
削減計画の実施が可能な指標となっている。三井不動産グループが直接的な対策を講じることのでき
る Scope1＋Scope2 排出量を対象としている。 

(2) KPI の重要性 

① ステートメント・ビジョン・ミッション 

・ 三井不動産を中核とする三井不動産グループは、グループ経営の基本理念や目指すべき企業像を集約
したグループ・ステートメント「都市に豊かさと潤いを」をはじめとする「ステートメント・ビジョ
ン・ミッション」を 1999 年の策定以来、一貫して経営の指針としている。 

■ステートメント・ビジョン・ミッション 

 

[出所︓三井不動産グループ「ESG Report 2021」] 
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[出所︓三井不動産グループ「ESG Report 2021」] 

② ESG 経営の考え⽅ 

・ 三井不動産グループは、「 」マークに象徴される「共生・共存」「多様な価値観の連繋」「持続可能
な社会の実現」の理念のもと、グループの強みである「あらゆる商品セグメント」「幅広いバリューチ
ェーン」「街づくり型事業の開発力」を活かし、街づくりを通して社会課題を解決することにより、「持
続可能な社会」と「継続的な利益成長」の実現を目指している。 

・ 2018 年度に策定したグループ長期経営方針「VISION 2025」において、「街づくりを通して、持続可
能な社会の構築を実現」していくとしている。「VISION 2025」では、継続的な価値創造を実現するた
め、E（環境）・S（社会）・G（ガバナンス）を重要な経営課題と位置付け、重点的に取り組むべき 6 つ
の目標を掲げている。これらに取り組むことで街づくりを一層進化させ、“持続可能な社会”と“継続
的な利益成長”の実現を目指している。 
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■三井不動産グループの ESG 経営の考え⽅（グループ⻑期経営⽅針「VISION 2025」） 

  

 

[出所︓三井不動産グループ 統合報告書 2020] 

③ 脱炭素社会の実現に向けたグループ⾏動計画 

・ 2021 年 11 月、国内外で気候変動に対するグローバルな関心と対策の重要性が高まっていることを受
け、三井不動産は中期目標である 2030 年度までの GHG 削減目標を Scope1・2・3 排出量の総量で
40%（2019 年度比）に引き上げるとともに、Scope1＋Scope2 排出量について同年度までに 46.2%削
減（2019 年度比）を目指すと宣言。併せて、長期目標である 2050 年度のネットゼロ達成のため「脱
炭素社会の実現に向けたグループ行動計画（以下、グループ行動計画）」を打ち出し、その総括にあた
る「サステナビリティ推進部」を独立の組織として新設。各事業本部・部門・グループ会社が、全社エ
ネルギーマネジメントを担う環境・エネルギー事業部をはじめ、あらゆる全社部門と連携し、脱炭素
に向けた取り組みを推進していく新体制を開始した。 
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■新⽬標の設定 

 

■⾏動計画推進のための体制 

 
[出所︓「脱炭素社会の実現に向けたグループ⾏動計画」（2021 年 11 ⽉策定）] 

④ KPI の重要性 

・ KPI はグループ行動計画で掲げる中期目標の構成要素である。グループ長期経営方針「VISION 2025」
で設定した ESG に関する重要業績評価指標の一つでもあり、三井不動産グループの ESG 経営と明確
に関連付けられた指標である。 

・ 2020 年 2 月、三井不動産は RE100 に加盟している。RE100 では「三井不動産グループが事業活動で
消費する電力を、2050 年までに 100％再生可能エネルギーとする」を目標としている。KPI は RE100
の対象である Scope2 排出量に関係する指標として戦略的な意義をもつ。 

・ KPI はサステナビリティ推進部が総括するグループ行動計画の推進体制のもとで管理され、PDCA サ
イクルを通じて実績評価確認及び改善が継続的に図られる。 
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2. SPT の設定 

評価対象の「SPT の設定」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) SPT の概要 

・ SPT は三井不動産グループ全体の Scope1＋Scope2 排出量を 2030 年度までに 46.2%削減（2019 年度
比）することである。 

(2) SPT の野⼼性 

① SPT の野⼼性 

 SPT はパリ協定が求める水準と整合する野心的な水準である。SPT は三井不動産が 2020 年度から
2030 年度までの 11 年間において、年平均 4.2%以上のピッチで GHG 削減を進めることに相当し、こ
れは SBT1.5℃の認定要件である「少なくとも年 4.2%の削減」に相当する水準である。 

② SPT 達成に向けた⾏動計画 

・ 三井不動産は SPT 達成に向けて、全国の保有物件共用部・自社利用部における使用電力をグリー
ン化する。具体的には、三井不動産が使用する持ち分共用部相当電力を対象に、2030 年度までに使用
電力のグリーン化を推進していく。使用電力のグリーン化とは、非化石証書等を利用して使用電力を
実質的に再生可能エネルギーとすること。再生可能エネルギーについては RE100 の定義に従った調達
手法を採用し、トラッキング可能な属性証明を前提としている。 

・ 既に東京電力エナジーパートナーとの間で首都圏のオフィスビルなどを対象に「使用電力のグリーン
化に関する包括協定」を締結している7ほか、他の電力事業者との連携によるものも含め、2021 年 4 月
よりグリーン電力化を開始している。特定電気事業から電力供給を受ける施設についても、東京ミッ
ドタウン八重洲（2022 年 8 月竣工予定）で三井不動産が所有・開発する太陽光発電所8の環境価値を
活用してグリーン電力化することが決まっているほか、日本橋、豊洲エリアでも 2021 年度下期より
グリーン電力化を推進していく計画である。 

・ グリーン化される電力量は首都圏の対象約 120 施設だけでも年間換算約 3 億 kWh（東京ミッドタウ
ン日比谷共用部使用量の約 30 棟分）9におよぶという。三井不動産の試算によれば、首都圏における
グリーン電力化の取り組みから期待される CO2 削減効果は約 12 万 3 千トンとなり、一般家庭約 6 
万 9 千世帯分の CO2排出量に相当するという。 

・ 上記の取り組みに加え、三井不動産は保有・賃貸用の新築・既存物件における環境性能向上に注力す
る。新築物件においては、今後開発する全物件で ZEB または ZEH 水準の環境性能を標準化する。既
存物件においては、計画的なリニューアルによる省エネ性能向上やオンサイトでの再生可能エネルギ
ー創出を推進することで対応していく方針だ。 
  

                              
7 「三井不動産株式会社・東京電力エナジーパートナー株式会社オフィスビル等における「使用電力のグリーン化に関する包括協定」を

締結」（三井不動産・東京電力エナジーパートナー、2020 年 12 月 21 日付）。 
8 全国 5 ヵ所（大分県大分市、山口県山陽小野田市、北海道苫小牧市、青森県八戸市、福岡県大牟田市）の太陽光発電の環境価値を付

与したグリーン電力を提供する。「『八重洲二丁目北地区第一種市街地再開発事業』の街区名称を『東京ミッドタウン八重洲』に決定 日
本の玄関口・八重洲に、第 3 の『東京ミッドタウン』が 2022 年 8 月末竣工（予定）」（三井不動産、2021 年 4 月 8 日付）。 
9 「首都圏で所有するすべての施設で 2030 年度までにグリーン電力化を推進」（三井不動産、2021 年 5 月 10 日付）。 
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■グリーン電⼒化のイメージ 

 

[出所︓「脱炭素社会実現に向けたグループ⾏動計画」（2021 年 11 ⽉策定）] 

■脱炭素社会実現に向けた主な⾏動計画 

 

[出所︓「脱炭素社会の実現に向けたグループ⾏動計画」（2021 年 11 ⽉策定）] 
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参考︓Scope3 の削減に関連するグループ⾏動計画（⼀部） 

・ 三井不動産グループにおけるサプライチェーン排出量の約 9 割を占める Scope3 排出量10はその削減計
画において、建設会社、販売先、テナント企業といったステークホルダーとの協働を要するものであ
る。三井不動産は Scope3 の削減に向け、グループ行動計画の中で幾つかの具体的な施策を打ち出して
いる。 

・ まず施工段階における排出（カテゴリー1・2 に相当）については、施工時の CO2排出量を正確に把握
するツールを整備するとともに、建設会社等に削減計画書の提出を義務化していく。また、販売用物
件の運用段階で見込まれる排出（カテゴリー11 に相当）については、ZEB または ZEH 水準の環境性
能を標準化していく。さらに、保有・賃貸用物件（専有部）の運用段階における排出（カテゴリー13
に相当）については、テナントや共同事業オーナー向けにもグリーン電力化の仕組みを提案していく
ことで削減につなげる。 

・ 排出量の管理においては、新たにインターナルカーボンプライシング（ICP：社内炭素価格制度）を導
入する。2022 年度より新規開発物件の CO2排出量をプライシング、環境負荷を定量的に可視化し進捗
を管理することで CO2排出量の削減に向けた社内の意識を高める狙いである。 

 

(3) SPT の妥当性 

・ 三井不動産はサステナビリティ・コーディネーターである三井住友銀行の支援を得て SPT を設定して
いる。 

・ 三井不動産はサステナビリティ・コーディネーターである三井住友銀行との協議により必要と認めら
れる場合、サステナビリティ・コーディネーターである三井住友銀行と協議のうえ SLL フレームワー
クを適宜見直す（例：KPI や SPT を変更する必要が生じた場合 等）。またその旨を SLL フレームワ
ークに記載している。 

・ SLL フレームワークについて、独立した第三者である R&I から「サステナビリティ・リンク・ローン
原則（2021 年 5 月版）」 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」に適合している旨のセ
カンドオピニオンを取得している。 

                              
10 2020 年度のサプライチェーン排出量約 481 万 t-CO2 のうち、Scope3 排出量は 431 万 t-CO2 であった。Scope3 排出量の中でも、施

工段階における排出量約 233 万 t-CO2（Scope3 カテゴリー1・2）、販売用不動産の運用段階で見込まれる排出量約 110 万 t-CO2（Scope3 
カテゴリー11）、保有・賃貸用不動産（専有部）の運用段階における排出量約 60 万 t-CO2（Scope3 カテゴリー13）の合計が約 402 万 t-
CO2と全体の約 8 割を占めている。（三井不動産「ESG Report 2021」参照）。 
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3. 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。 

・ 三井不動産はサステナビリティ・コーディネーターである三井住友銀行とサステナビリティ・リンク・
ローンの財務・構造的特性を協議した。 

・ SPT の判定日における KPI の実績をもって適用条件を判定する。SPT の判定日は判定対象となる事
業年度の翌事業年度の 3 月 15 日（但し、当該日が営業日以外の日に該当する場合には、その翌営業
日）とする。 

・ サステナビリティ・リンク・ローンの満期日の直前の利払日が 2032 年 3 月末日以降に到来するものに
ついて、2030 年度の SPT を達成した場合、2032 年 3 月 15 日以降最初に到来する金利計算期間から
サステナビリティ・リンク・ローンの満期日まで指定の金利条件が適用される（但し、最大で 3 年間
とする）。2030 年度において、①SPT を達成した場合、②未達だが 2019 年度より悪化していない場
合、③2019 年度より悪化している場合の 3 段階で異なる金利条件が適用される。また 2029 年度以前
の事業年度に SPT を達成した場合、当該事業年度の翌年度以降 2029 年度まで毎年 SPT を判定する。
この場合、各事業年度において、①SPT を達成した場合、②未達だが 2019 年度より悪化していない
場合の 2 段階で異なる金利条件が適用される。 

・ サステナビリティ・リンク・ローンの満期日の直前の利払日が 2032 年 3 月末日より前に到来するもの
について、2029 年度以前の事業年度に SPT を達成した場合、当該事業年度の翌年度以降 2029 年度ま
で毎年 SPT を判定する。この場合、各事業年度において、①SPT を達成した場合、②未達だが 2019
年度より悪化していない場合の 2 段階で異なる金利条件が適用される。 

・ 金利条件は SPT の判定結果と連動し、三井不動産の経済的インセンティブ及びディス・インセンティ
ブとして機能する。サステナビリティ・リンク・ローンの財務・構造的特性を定義付ける KPI、SPT、
判定内容及び適用条件の詳細を SLL フレームワークで明確に規定している。SLL フレームワークは貸
付人との合意により金銭消費貸借契約に優先して適用される。 

4. 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。 

・ 三井不動産は SPT の判定有無に関わらず、原則として毎年度 3 月 15 日までに前事業年度の KPI の
実績を開示する。三井不動産は年次で発行する ESG レポート等で KPI の実績を開示する。貸付人の
みならず、すべてのステークホルダーが各事業年度における KPI の実績と SPT の判定結果を公開情
報として確認することが可能であり、これをもって継続的な対話が図られる。 

5. 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。 

・ KPI を構成する Scope1・2 の総排出量について、三井不動産は年 1 回、独立の第三者である検証人よ
り限定的保証レベルの第三者保証報告書を取得する。三井不動産が貸付人に提出する KPI の実績値及
び ESG レポート等に掲載する KPI の実績値はすべて当該保証報告書に基づいている。 

以上 
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