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株式会社⼤林組
⼤林組サステナビリティ・リンク・ファイナンス・
フレームワーク

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）は大林組が 2022 年 3 月に策定したサステナビリティ・リンク・ファイナン
ス・フレームワーク（以下、本ファイナンス・フレームワークとする）について、国際資本市場協会（ICMA）
の「サステナビリティ・リンク・ボンド原則」
（2020）及びローン・マーケット・アソシエーション（LMA）
の「サステナビリティ・リンク・ローン原則」
（2021）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) KPIs（Key Performance Indicators）の選定
KPIs は大林グループにおけるサプライチェーン排出量1の削減率であり、KPI-1 と KPI-2 で構成される。
KPIs は GHG プロトコル及び温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルに基づき一貫した方法で測定され
る。KPI-1 は Scope1,2 総量の削減率（基準年：2019 年度、%）、KPI-2 は Scope3 の削減率（基準年：2019
年度、%）である。KPI-2 の対象範囲はカテゴリー1（資材製造時の排出量）とカテゴリー11（引き渡した
建築物の運用に伴う排出量）であり、Scope3 総量の約 92%（2020 年度実績）をカバーする。KPI-1 と KPI2 でサプライチェーン排出量の約 92%を網羅しており、KPIs は大林グループにおいて中核的な指標であ
る。
KPIs はいずれも CO2 排出削減率であり、大林グループのマテリアリティ「環境に配慮した社会の形成」
における重要な戦略指標にあたる。KPIs は取締役会の監督下にある CSR 委員会及び環境マネジメント専
門委員会のもとで管理され、PDCA サイクルを通じて毎年度の実績評価と改善が継続的に図られる。
建築物の省エネルギー・ZEB 化を目指す社会2においては、省エネルギー技術の開発・検証や環境配慮建
物の建築設計を担うゼネコン各社に期待される役割は大きいと考えられる。大林組では設計施工を手掛け
る建築物で低炭素型建設資材の拡大や環境配慮設計の採用を積極的に提案し、営業・設計段階から顧客と
の協業を推進している。これらの取り組みは大林グループにおけるサプライチェーン排出総量の大半を占
めるカテゴリー1 とカテゴリー11 の削減に直結するものであり、KPI-2 がこれをカバーしている。KPIs は
建設業の脱炭素化に資する重要な指標である。
(2) SPTs（Sustainability Performance Targets）の測定
SPTs は以下の SPT-1 と SPT-2 で構成される。SPT-1 は Scope1,2 総量で「2030 年度末に 2019 年度比
46.2%削減」に整合する各事業年度の削減率（%）である。SPT-2 は Scope3 で「2030 年度末に 2019 年
度比 27.5%削減」に整合する各事業年度の削減率（%）である。大林グループは 2021 年 12 月に設定した
サプライチェーン排出量とは、事業者のサプライチェーンにおける事業活動に伴って発生する温室効果ガス排出量全体のこと。Scope1
（直接排出量）
、Scope2（エネルギー起源間接排出量）及び Scope3（その他の間接排出量）から構成される。大林組から提供を受けた
情報によれば、2020 年度のサプライチェーン排出量約 474 万 t-CO2 のうち、Scope1・2 総量が約 33 万 t-CO2（Scope1 排出量が約 22
万 t-CO2、Scope2 排出量が約 11 万 t-CO2）、Scope3 総量が約 441 万 t-CO2 であった。また、Scope3 総量の内訳は、カテゴリー1（資材
製造時の排出量）が 250 万 t-CO2、カテゴリー11（引き渡した建築物の運用に伴う排出量）が 155 万 t-CO2 であった。
2 政府の地球温暖化対策計画（2021 年 10 月閣議決定）によれば、
「2050 年のカーボンニュートラル実現の姿を見据えつつ、2030 年に
目指すべき建築物の姿としては、現在、技術的かつ経済的に利用可能な技術を最大限活用し、新築される建築物については ZEB 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。今後は省エネルギー基準の適合義務の対象範囲が拡大されるとと
もに、2030 年度以降新築される建築物について ZEB 基準の水準の省エネルギー性能を確保すべくこれと整合的な誘導基準の引き上げ
や省エネルギー基準の段階的な水準の引き上げが予定されている。
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新たな CO2 削減目標「Scope1,2 総量で 2030 年度末に 2019 年度比 46.2%削減、Scope3 で 2030 年度末
に 2019 年度比 27.5%削減」について、SBT3の認定を申請している。2025 年度から 2029 年度までの各
事業年度の削減率はその線形補間によって測定されている。
SPTs はパリ協定が求める水準と整合している。SPT-1 は 2030 年度まで Scope1,2 総量を年平均 4.2%の
ピッチで削減することに相当し、これは SBT1.5℃の認定要件である「少なくとも年 4.2%の削減」にあた
る。SPT-2 についても、Scope3 総量で年平均 2.5%の削減は SBTi4が野心的とする水準5の下限を十分に上
回る。
大林グループは Scope1,2 総量の削減に向け、従来から注力してきた再生可能エネルギー事業による発電
力の確保を今後も継続していくとともに、使用電力の再生可能エネルギーへの転換を進めていく。Scope3
は大林グループにおけるサプライチェーン排出量の約 93％（2020 年度実績）に相当し、中でもカテゴリ
ー1 とカテゴリー11 の削減は重要である。大林組はカテゴリー1 の削減に資する取り組みとして、大型建
築の木材利用の拡大を図る「木造・木質化建築プロジェクト」の推進、高炉副産物を使用した低炭素型コ
ンクリート等の建設資材の開発、建替え時における既存躯体の再利用に向けた技術ノウハウの蓄積などに
も引き続き取り組んでいく。またカテゴリー11 の削減に向けて、設計施工建物における運用時 CO2 排出
削減率（CASBEE 参照建物比）を 25%以上とすることを環境マネジメントシステムにおける設計部門の
環境目標に組み込み、組織的にこれを推進していく。
SDGs の観点では、SPTs は特に「7. エネルギーをみんなに そしてクリーンに」及び「13. 気候変動に
具体的な対策を」の達成に貢献していると考えられる。
(3) 債券／ローンの特性
SPT-1 と SPT-2 の各達成状況に応じて、ⅰ）利率のステップアップ／ステップダウン、またはⅱ) 寄付
が義務付けられ、各金融商品のキャッシュフローが変動する。対象とする金融商品には債券やローンのほ
か、貸付枠などのコンティンジェント・ファシリティが含まれる。SPTs 判定対象事業年度と SPTs 判定
日、各 SPTs の充足要件と適用条件については、各金融商品の満期日までインセンティブ／ディスインセ
ンティブが継続して機能するよう、資金提供者及び／またはサステナビリティ・ストラクチャリング・エ
ージェントと協議のうえ設定される。
ⅰ）利率のステップアップ／ステップダウンの場合、SPTs 判定日の直後に到来する（または SPTs 判定
日の属する）利率計算期間から満期日までの間、各 SPTs の充足要件に応じた利率が適用される。ⅱ) 寄
付の場合、SPTs 判定日から満期日までの間に各 SPTs の充足要件に応じた金額の寄付の実施が義務付け
られる。なお、寄付を実施する場合、環境保全活動を目的とした公益社団法人・公益財団法人・国際機関・
自治体認定 NPO 法人・地方自治体またはそれに準じた環境貢献団体を適格寄付先とする（ただし、SPT1 については「脱炭素の推進」に関連する適格寄付先を選定する）
。寄付はサステナビリティ・リンク・フ
ァイナンスの特性に基づき独立に実施するものであり、その他の寄付行為に何ら影響を与えないものとす
る。
サステナビリティ・リンク・ファイナンスの財務・構造的特性を定義づける KPIs と SPTs、SPTs 判定
対象事業年度と SPTs 判定日、各 SPTs の充足要件と適用条件が各金融商品の法定開示書類または契約書
類6に明記される。各金融商品のキャッシュフローは SPTs の判定結果と連動し、大林組の経済的インセン
ティブとして機能する。サステナビリティ・リンク・ファイナンスの財務・構造的特性は、マテリアリテ
ィである「環境に配慮した社会の形成」に向けた大林組のコミットメントを強化する。
(4) レポーティング
KPIs の実績値（SPTs の達成状況）を SPTs の達成に影響を与える可能性のある情報、独立の第三者に
よる保証報告書とともに大林組のウェブサイトで公表する。サステナビリティ・リンク・ファイナンスの
特性に基づき寄付を実施した場合、適格寄付先の名称及び選定理由、寄付額、寄付の実施予定時期等を大
林組のウェブサイトで公表する。
(5) 検証
KPIs の実績値は公平性、確実性、および透明性を確保するために、独立の第三者による保証報告書を取
得し、大林組のウェブサイトで公表する。SPTs の達成状況について、外部の第三者である格付投資情報
センターから検証報告書を取得し、大林組のウェブサイトで公表する。

SBT はサイエンス・ベースド・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温室効果ガス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。SPT-1 は 1.5℃水準、SPT-2 は Well Below2℃水準の認定を受ける予定である。
4 SBTi はサイエンス・ベースド・ターゲッツ・イニシアチブの略。SBT の認定主体となる国際的なイニシアチブ。気候変動対策に関す
る情報開示を推進する機関投資家の連合体である CDP、国際環境 NGO の世界資源研究所（WRI）と世界自然保護基金（WWF）、国連
グローバル・コンパクト（UNGC）の 4 団体が 2014 年 9 月に設立。
5 Scope3 については「世界の気温上昇が産業⾰命以前の気温と⽐べて、2℃未満に抑えるようにした脱炭素化の⽔準（年平均 1.23%以
上）に合致する総量排出削減⽬標」を満たす場合、野心的な目標であるとみなされる。
6 債券の場合は訂正発行登録書及び発行登録追補書類、ローンの場合は金銭消費貸借契約書（付随契約を含む）が想定される。
3
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⼤林組の概要と本ファイナンス・フレームワークの趣旨
(1)

⼤林組の概要



大手ゼネコンの一角。1892 年に大阪市で創業した大林店を起源とし、鉄道・トンネル・橋梁等のイン
フラ整備から官公庁舎・文化施設・スポーツ・レジャー施設に至るまで幅広く手掛け、終戦までに現
在の総合建設業の基礎を確立した。六本木ヒルズ森タワーや東京スカイツリーに代表される建築工事
では関西・首都圏とも顧客基盤が厚い。土木工事は官公庁向けが多くを占め、豊富な実績と高い施工
能力を背景に強い競争力を有する。2022 年 2 月現在、再生可能エネルギー事業では全国で 154MW 相
当の発電設備を所有し運営するほか、地熱発電からのグリーン水素製造事業で実証プラントの稼働と
試験販売を開始する等、ゼネコンの枠を超えた新領域事業を強化している。



2021 年 12 月には環境マネジメントにおけるベストプラクティスを実践している企業として表彰され
る CDP7気候変動 A リスト企業に 2 年連続で選出されている。

(2)

本ファイナンス・フレームワークの趣旨

・

大林組は、ICMA のサステナビリティ・リンク・ボンド原則（2020）及び LMA のサステナビリティ・
リンク・ローン原則（2021）に従ったサステナビリティ・リンク・ファイナンス・フレームワークを
策定した。本ファイナンス・フレームワークは、大林組がサステナビリティ・リンク・ファイナンス
による資金調達を継続的に実施していくことを前提とした包括的な枠組みを規定している。

・

2021 年 12 月、大林組は気候変動対応の重要性が増していることを踏まえ、SBT1.5℃と整合的な 2030
年の CO2 排出量削減目標を設定した。大林組は新たな目標に合わせて本ファイナンス・フレームワー
クを策定し、サステナビリティ・リンク・ファイナンスを通じて自グループのマテリアリティに掲げ
る「環境に配慮した社会の形成」へのコミットメントを強化する。

CDP は世界最大規模の情報開示システム。2020 年は運用資産総額 106 兆米ドルに達する 515 の機関投資家と、調達規模で総額 4 兆
米ドルに達する大手購買企業がサプライヤーに CDP を通じた開示を求めた。世界の時価総額の 50%以上を占める約 9,600 社以上の企
業が CDP を通じて環境データを開示している。
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1. KPIs の選定
評価対象の「KPIs の選定」は以下の観点で ICMA の「サステナビリティ・リンク・ボンド原則」
（2020）
及び LMA の「サステナビリティ・リンク・ローン原則」（2021）に適合している。

(1) KPIs の概要
・ KPIs は大林グループ8におけるサプライチェーン排出量削減率であり、KPI-1 と KPI-2 で構成される。
KPIs は GHG プロトコル及び「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-1 は Scope1,29総量の削減率（基準年：2019 年度、%）であり、KPI-2 は Scope3 の削減率（基準
年：2019 年度、%）である。KPI-2 の対象範囲はカテゴリー1（資材製造時の排出量）とカテゴリー11
（引き渡した建築物の運用に伴う排出量）であり、Scope3 総量の約 92%（2020 年度実績）をカバー
する。KPI-1 と KPI-2 でサプライチェーン排出量の約 92%を網羅しており、KPIs は大林グループに
おいて中核的な指標である。

■ CO2 排出量の実績推移
単位︓t-CO2(Scope1,2総量), t-CO2(Scope3)
Scope1,2総量
Scope3*

2019年度**

2020年度**

378,000

330,000

4,588,000

4,048,000

*Scope3はカテゴリー1,11排出量の合計
**実績値は独⽴の第三者による保証を取得する予定

[出所︓⼤林組サステナビリティ・ファイナンス・フレームワークより R&I 作成]

(2) KPIs の重要性
①

8
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⼤林グループのマテリアリティ



大林グループは 1892 年の創業以来、
『三箴 ― 良く、廉く、速い』の精神を受け継ぎ、優れた技術に
よる誠実な「ものづくり」を通じて信頼を獲得し、社会とともに歩んできたとしている（大林コーポ
レートレポート 2021 より）。
「大林組基本理念」はこの三箴の精神を企業活動において実践すべく、
大林組がめざす姿、社会において果たすべき使命を「企業理念」に、それを実現するための指針を「企
業行動規範」に定めた価値規範となっている。ステークホルダーや社会からの要請を踏まえ、大林グ
ループの社会的責任を明確に示しており、持続可能な社会の実現に貢献すると打ち出している。



2011 年、大林グループは中長期環境ビジョン「Obayashi Green Vision 2050」を策定し、再生可能エ
ネルギー事業の推進等環境活動に取り組んできた。2019 年には SDGs の考え方を取り入れた長期ビ
ジョン「Obayashi Sustainability Vision 2050」へと改訂し、将来の持続可能な社会の実現をゴール
とした「バックキャスティング」の手法を採用している。具体的には、2050 年の「あるべき姿」を「地
球・社会・人のサステナビリティの実現」と再定義し、あるべき姿の実現に向け大林グループが取り
組むべき 2040～2050 年の目標と事業展開の方向性を定めている。

対象範囲は支配力基準に基づき、大林組及び海外含む連結子会社とする。
Scope2 排出量は各小売電気事業者の調整後排出係数及びメニュー別の排出係数を使用して測定する。
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⼤林組基本理念

[出所︓⼤林コーポレートレポート 2021]



Obayashi Sustainability Vision 2050

[出所︓⼤林コーポレートレポート 2021]
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大林グループは大林組基本理念や経営戦略を勘案し、6 つのマテリアリティを特定している。課題抽
出のプロセスにおいては IIRC、SASB、GRI10、WEF、MSCI ESG Index 等のフレームワークや SDGs
を参照し、抽出した各課題についてステークホルダーの関心度と大林グループにおける重要度・影響
度の 2 軸で評価している。長期ビジョン「Obayashi Sustainability Vision 2050」の目標達成に向け
て、中期経営計画の事業施策にマテリアリティを組み込み、SDGs と関連付けて活動することで、中
長期的な成長と持続可能な社会の実現を目指すとしている。



マテリアリティの一つに掲げる「環境に配慮した社会の形成」においては４つのアクションプラン（環
境配慮型事業の推進、再生可能エネルギー事業の推進、脱炭素の推進、循環型社会の実現への貢献）
を掲げ、脱炭素の推進に関する重要業績評価指標に CO2 排出削減率を設定している。



社長を委員長とし、環境担当役員を含む複数の取締役及び複数の執行役員を委員とする「CSR 委員会」
がマテリアリティを統治する。取締役会が CSR 委員会を監督し、CSR 委員会は年 1 回、サステナビ
リティ実現に向けた基本方針や具体的な活動計画の策定及び活動実績のレビューを実施している。特
に気候関連問題に関しては下部組織である「環境マネジメント専門委員会」が毎年度の環境マネジメ
ントシステムの実績評価を CSR 委員会に報告し継続的改善と経営意思決定への統合を図っている。



⼤林グループ 6 つのマテリアリティ

[出所︓⼤林組 ウェブサイト]

GRI はグローバル・レポーティング・イニシアチブの略。サステナビリティ報告書のガイドライン「GRI スタンダード」を制定して
いる国際的な非営利団体。

10
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②

KPIs の重要性

・ KPIs はいずれも CO2 排出削減率であり、大林グループのマテリアリティ「環境に配慮した社会の形
成」における重要な戦略指標にあたる。KPIs は取締役会の監督下にある CSR 委員会及び環境マネジ
メント専門委員会のもとで管理され、PDCA サイクルを通じて毎年度の実績評価と改善が継続的に図
られる。
・ 政府の地球温暖化対策計画（2021 年 10 月閣議決定）によれば、
「2050 年のカーボンニュートラル実
現の姿を見据えつつ、2030 年に目指すべき建築物の姿としては、現在、技術的かつ経済的に利用可能
な技術を最大限活用し、新築される建築物については ZEB 基準11の水準の省エネルギー性能が確保12
されていることを目指す。
」としている。今後は省エネルギー基準の適合義務の対象範囲が拡大される
とともに、2030 年度以降新築される建築物について ZEB 基準の水準の省エネルギー性能を確保すべ
くこれと整合的な誘導基準の引き上げや省エネルギー基準の段階的な水準の引き上げが予定されてい
る。建築物の省エネルギー・ZEB 化を目指す社会においては、省エネルギー技術の開発・検証や環境
配慮建物の建築設計を担うゼネコン各社に期待される役割は大きいと考えられる。大林組では設計施
工を手掛ける建築物で低炭素型建設資材の拡大や環境配慮設計の採用を積極的に提案し、営業・設計
段階から顧客との協業を推進している。これらの取り組みは大林グループにおけるサプライチェーン
排出総量の大半を占めるカテゴリー1（資材製造時の排出量）とカテゴリー11（引き渡した建築物の運
用に伴う排出量）の削減に直結するものであり、KPI-2 がこれをカバーしている。KPIs は建設業の脱
炭素化に資する重要な指標である。

ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）
：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（50%以上の省エネルギー化のみで再生可能エネルギー導入なし）と定義しており、また、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。
12 再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量を現行の省エネルギー基準値から用途に応じて30%又は40%（小規模建築物につ
いては20%）削減。
11
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2. SPTs の測定
評価対象の「SPTs の測定」は以下の観点で ICMA の「サステナビリティ・リンク・ボンド原則」
（2020）
及び LMA の「サステナビリティ・リンク・ローン原則」（2021）に適合している。

(1) SPTs の概要
SPTs は以下の SPT-1 と SPT-2 で構成される。
・ SPT-1 は Scope1,2 総量で「2030 年度末に 2019 年度比 46.2%削減」に整合する 2025 年度から 2029
年度までの各事業年度の削減率（%）である。SPT-1 は下表のとおりである。
・ SPT-2 は Scope3 で「2030 年度末に 2019 年度比 27.5%削減」に整合する 2025 年度から 2029 年度ま
での各事業年度の削減率（%）である。SPT-2 は下表のとおりである。

・ 大林グループは 2021 年 12 月に設定した新たな CO2 削減目標「Scope1,2 総量で 2030 年度末に 2019
年度比 46.2%削減、Scope3 で 2030 年度末に 2019 年度比 27.5%削減」について、SBT の認定を申請
している。2025 年度から 2029 年度までの各事業年度の削減率はその線形補間によって測定されてい
る。
■KPIs の実績と SPTs

Scope1,2総量

2019

2020

実績**

実績**

2025

2026

2027

2028

2029

2030

t-CO2

378,000

330,000

282,700

266,800

250,900

235,100

219,200

203,300

削減量

t-CO2

-

-

95,300

111,200

127,100

142,900

158,800

174,700

SPT-1

%

-

-

25.2%

29.4%

33.6%

37.8%

42.0%

46.2%

4,048,000 3,899,800

Scope3*

t-CO2

4,588,000

3,785,100

3,670,400

3,555,700

3,441,000

3,326,300

削減量

t-CO2

-

-

688,200

802,900

917,600

1,032,300

1,147,000

1,261,700

SPT-2

%

-

-

15.0%

17.5%

20.0%

22.5%

25.0%

27.5%

*Scope3はカテゴリー1,11排出量の合計
**実績値は独⽴の第三者による保証を取得する予定

[出所︓⼤林組サステナビリティ・ファイナンス・フレームワークより R&I 作成]

(2) SPTs の野⼼性
①


②

SPTs の野⼼性
SPTs はパリ協定が求める水準と整合している。SPT-1 は 2030 年度まで Scope1,2 総量を年平均 4.2%
のピッチで削減することに相当し、これは SBT1.5℃の認定要件である「少なくとも年 4.2%の削減」
にあたる。SPT-2 についても、Scope3 総量で年平均 2.5%の削減は SBTi が野心的とする水準の下限
を十分に上回る。

SPTs の達成に向けた戦略の妥当性

・ 大林グループは Scope1,2 総量の削減に向け、従来から注力してきた再生可能エネルギー事業による発
電力の確保を今後も継続していくとともに、使用電力の再生可能エネルギーへの転換を進めていく。
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Scope3 は大林グループにおけるサプライチェーン排出量の削減率約 93％（2020 年度実績）に相当す
る。Scope3 の約 57％（2020 年度実績）をカテゴリー1（資材製造時の排出量）が占める。大林組で
は解決策の一つとして、大型建築の木材利用の拡大を図る「木造・木質化建築プロジェクト」を推進
している。柱・梁・床などに木材を用いた木造建築は大気中の CO2 固定効果のみならず、コンクリー
トや鉄に比べ資材製造時の CO2 排出量を抑制できる。木造・木質化建築実現のための新たな技術や工
法として世界初の 3 時間耐火を実現した「オメガウッド」や金物を使わない「剛接合仕口ユニット」
の開発に成功しており、2022 年には日本初の高層純木造耐火建築で ZEB Ready を実現する「OY プ
ロジェクト」
（神奈川県横浜市）が竣工予定となっている。今後は純木造だけでなく既存の材料との組
み合わせによるハイブリッド木造での超高層ビルの建設などにも開発の幅を広げる。資材の軽量化や
再利用によるライフサイクルコストの低減といったメリットと併せて提案の領域を広げていく考えだ。
またカテゴリー1 の削減に資するその他の取り組みとして、高炉副産物を使用した低炭素型コンクリ
ート等の建設資材の開発、建替え時における既存躯体の再利用に向けた技術ノウハウの蓄積などにも
引き続き取り組んでいく。



Scope3 の約 35％（2020 年度実績）をカテゴリー11（引き渡した建築物の運用に伴う排出量）が占め
る。カテゴリー1 に次いで排出量の多いカテゴリー11 の削減に向けて、大林組は設計施工を手掛ける
建築物について CASBEE A ランク以上の使用や ZEB の採用を積極的に提案している。具体的には、
設計施工建物における運用時 CO2 排出削減率（CASBEE 参照建物比）を 25%以上とすることを環境
マネジメントシステムにおける設計部門の環境目標に組み込み、組織的にこれを推進している。その
他、マテリアリティの一つである「環境に配慮した社会の形成」の重要業績評価指標として「CASBEE
A ランク以上の割合」を採用するなどカテゴリー11 の削減に取り組んでいる。

③
・

SDGs への貢献
SDGs の観点では、SPTs は特に「7. エネルギーをみんなに そしてクリーンに」及び「13. 気候変動
に具体的な対策を」に貢献していると考えられる。

(3) SPTs の妥当性
・ 本ファイナンス・フレームワークについて、独立の第三者である R&I から「サステナビリティ・リ
（2021）への適
ンク・ボンド原則」
（2020）及び LMA の「サステナビリティ・リンク・ローン原則」
合性についてセカンドオピニオンを取得している。
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3. 債券／ローンの特性
評価対象の「債券／ローンの特性」は以下の観点で ICMA の「サステナビリティ・リンク・ボンド原則」
（2020）及び LMA の「サステナビリティ・リンク・ローン原則」（2021）に適合している。
・ SPT-1 と SPT-2 の各達成状況に応じて、ⅰ）利率のステップアップ／ステップダウン、またはⅱ) 寄
付が義務付けられ、各金融商品のキャッシュフローが変動する。対象とする金融商品には債券やロー
ンのほか、貸付枠などのコンティンジェント・ファシリティが含まれる。SPTs 判定対象事業年度と
SPTs 判定日、各 SPTs の充足要件と適用条件については、各金融商品の満期日までインセンティブ／
ディスインセンティブが継続して機能するよう、資金提供者及び／またはサステナビリティ・ストラ
クチャリング・エージェントと協議のうえ設定される。
・ ⅰ）利率のステップアップ／ステップダウンの場合、SPTs 判定日の直後に到来する（または SPTs 判
定日の属する）利率計算期間から満期日までの間、各 SPTs の充足要件に応じた利率が適用される。
ⅱ) 寄付の場合、SPTs 判定日から満期日までの間に各 SPTs の充足要件に応じた金額の寄付の実施が
義務付けられる。なお、寄付を実施する場合、環境保全活動を目的とした公益社団法人・公益財団法
人・国際機関・自治体認定 NPO 法人・地方自治体またはそれに準じた環境貢献団体を適格寄付先とす
る（ただし、SPT-1 については「脱炭素の推進」に関連する適格寄付先を選定する）。寄付はサステナ
ビリティ・リンク・ファイナンスの特性に基づき独立に実施するものであり、その他の寄付行為に何
ら影響を与えないものとする。
・ サステナビリティ・リンク・ファイナンスの財務・構造的特性を定義づける KPIs と SPTs、SPTs 判
定対象事業年度と SPTs 判定日、各 SPTs の充足要件と適用条件が各金融商品の法定開示書類または
契約書類に明記される。各金融商品のキャッシュフローは SPTs の判定結果と連動し、大林組の経済
的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・ファイナンスの財務・構造的特性は、
マテリアリティである「環境に配慮した社会の形成」に向けた大林組のコミットメントを強化する。
・ 大林グループの大幅な事業ポートフォリオ変更等によりサステナビリティ・リンク・ファイナンス・
フレームワークを改訂する場合は第三者評価機関より適合性の評価を改めて取得する。なお、本ファ
イナンス・フレームワークに基づいて契約した金融商品については、原則的に当該金融商品の満期日
まで本ファイナンス・フレームワークを継続して適用する。

4. レポーティング
評価対象の「レポーティング」は以下の観点で ICMA の「サステナビリティ・リンク・ボンド原則」
（2020）
及び LMA の「サステナビリティ・リンク・ローン原則」（2021）に適合している。
・ KPIs の実績値（SPTs の達成状況）を SPTs の達成に影響を与える可能性のある情報、独立の第三者
による保証報告書とともに大林組のウェブサイトで公表する。
・ サステナビリティ・リンク・ファイナンスの特性に基づき寄付を実施した場合、適格寄付先の名称及
び選定理由、寄付額、寄付の実施予定時期等を大林組のウェブサイトで公表する。
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5. 検証
評価対象の「検証」は以下の観点で ICMA の「サステナビリティ・リンク・ボンド原則」
（2020）及び LMA
の「サステナビリティ・リンク・ローン原則」
（2021）に適合している。
・ KPIs の実績値は公平性、確実性、および透明性を確保するために、独立の第三者による保証報告書を
取得し、大林組のウェブサイトで公表する。
・ SPTs の達成状況について、外部の第三者である格付投資情報センターから検証報告書を取得し、大
林組のウェブサイトで公表する。

以

上
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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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サステナビリティ・リンク・ボンド
独立した外部レビューフォーム
外部レビューのガイドラインは、推奨されるテンプレートを通じた要約形式および／または全体の
いずれかで外部レビューを公開することを推奨している。これは、市場の透明性に寄与し、発行体
の本原則への整合性を明確にするものである。

セクション 1.

基本情報

発行体名:株式会社大林組
サステナビリティ・リンク・ボンドの ISIN:
大林組サステナビリティ・リンク・ファイナンス・フレームワーク
発行前にセカンドオピニオンを提供した独立外部レビュー実施者名 (sections 2 & 3):
格付投資情報センター
発行前のセカンドオピニオンの完了日:2022 年 3 月 14 日
発行後の検証を実施した独立外部レビュー実施者名 (section 4):‐
発行後の検証完了日: ‐

発行時の債券の構造:

☒
☐

利率ステップアップ／ステップダウン
排出権購入

セクション 2.
2‐1

☐
☒

繰上償還
寄付

発行前レビュー

レビュー範囲

レビューの範囲を要約するために、必要に応じて以下の項目を利用又は改定する。

本レビューは:
☒

☒

以下の要素を全て評価(完全なレビュー) し、

☐ 一部のみ評価 (部分的なレビュー)し、:

☒

KPIs の選定

☒

債券の特性

☒

SPTs の測定

☒

レポーティング

☒

検証
サステナビリティ・リンク・ボンド原則（以下、SLBP）との整合性を確認した。

Latest update: February 2021

独立した外部レビュー実施者の役割

2‐2
☒

セカンドオピニオン

☒

検証

☐

認証

☐ スコアリング/レーティング（格付け）
注記：複数のレビューを実施又は異なる複数のレビュー実施者が存在する場合、それぞれ別々の用紙にご記
入ください。

レビューのエグゼクティブサマリおよび／またはレビュー全文へのリンク （該当す

2‐3

る場合）
＜セカンドオピニオン＞
フレームワークが国際資本市場協会（ICMA）の「サステナビリティ・リンク・ボンド原則」
（2020）及びローン・マーケット・アソシエーション（LMA）の「サステナビリティ・リンク・ロ
ーン原則」（2021）に適合している旨のセカンドオピニオンを提供する。
詳細はリポート本文を参照。

セクション 3.

発行前のレビュー詳細

レビュー実施者には可能な限り以下の情報を提供し、レビュー範囲を説明するためにコメントセクションを
利用するよう推奨する。

KPIs の選定

3‐1

セクションに関する全般的なコメント（該当する場合）：
リポート本文の「１． KPIs の選定」を参照。

選定した KPIs のリスト:



KPI-1: 大林グループの Scope1,2 総量の削減率（基準年：2019 年度、%）
KPI-2: 大林グループの Scope3 の削減率（基準年：2019 年度、%）

定義、範囲、 パラメーター
☒

選定した各 KPI の明確な定義

☐

その他 :

☐

明確な計算方法

☒

KPIs が外部からの検証が可能である証拠

☒

KPIs のベンチマーク化が可能である証拠

☐

その他:

選定された KPIs の関連性、頑健性、信頼性
☒

☒

選定された KPIs は発行体のサステナビ
リティ及び事業戦略と関連性があり、
中核的で重要である
選定された KPIs は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
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3‐2

SPTs の設定

セクションに関する全般的なコメント（該当する場合）：
リポート本文の「２．SPTs の測定」を参照。

要旨および野心の度合い
☒
☒

SPTs が大幅な改善に結びつく値である
ことの証拠
SPTs が発行体のサステナビリティ及び
事業戦略に合致している証拠

☒

☐

選ばれたベンチマーク及びベースラインに
関連しており信頼性がある
SPTs は事前に設定した時間軸において策定
されている
その他:

☒

ベンチマーク手法
☐

発行体自身のパフォーマンス

☐

同業他社

☒

科学的根拠

☐

その他:

追加の開示
☐

再計算又は調整が行われる場合の説明

☒

発行体による達成に向けた戦略の説明

☒

SPTs の達成に影響を及ぼし得る重要な
要素についての説明

☒

その他: SPTs の判定ができない場合の対応等

3‐3

債券の特性

セクションに関する全般的なコメント（該当する場合）：
リポート本文の「３．債券／ローンの特性」を参照。

財務的インパクト:
利率の変動
☒
☒

その他 : SPT-1 と SPT-2 の各達成状況に応じて、ⅰ）利率のステップアップ／ステップダウン、ま
たはⅱ) 寄付が義務付けられ、各金融商品のキャッシュフローが変動する。
ⅰ）利率のステップアップ／ステップダウンの場合、SPTs 判定日の直後に到来する（または SPTs
判定日の属する）利率計算期間から満期日までの間、各 SPTs の充足要件に応じた利率が適用され
る。ⅱ) 寄付の場合、SPTs 判定日から満期日までの間に各 SPTs の充足要件に応じた金額の寄付の実
施が義務付けられる。

構造的特性:
その他: サステナビリティ・リンク・ファイナンスの財務・構造的特性を定義づける KPIs と
☒

SPTs、SPTs 判定対象事業年度と SPTs 判定日、各 SPTs の充足要件と適用条件が各金融商品の法
定開示書類または契約書類に明記される。各金融商品のキャッシュフローは SPTs の判定結果と連
動し、大林組の経済的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・ファイナンス
の財務・構造的特性は、マテリアリティである「環境に配慮した社会の形成」に向けた大林組のコ
ミットメントを強化する。
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3‐4

レポーティング

セクションに関する全般的なコメント（該当する場合）：
リポート本文の「４．レポーティング」を参照。

レポーティングされる情報:
☒

KPI のパフォーマンス

☐

SPTs の野心の度合い

☒
☒

検証保証報告書
その他: SPTs の達成に影響を与える可能性のあ
る情報、寄付を実施した場合、適格寄付先の名
称及び選定理由、寄付額、寄付の実施予定時期

頻度:
☒

年次

☐

: その他 (ご記入ください):

☐

半年に一度

開示方法
☐

財務報告書に掲載

☐

サステナビリティ報告書に掲載

☐

臨時で発行される文書に掲載

☒

その他:ウェブサイトで開示

☐

レポーティングは外部レビュー済（該当する場合は、レポートのどの部分が外部レビューの対象で

あるか明記してください）：

該当する場合は、「有益なリンク」のセクションに、報告書の名称、発行日を明記してください。

レポーティングにおける保証レベル
☒

限定的保証

☐

合理的保証

☐

その他:

有益なリンク （例えば、 レビュー実施者の評価方法や実績、発行体の文書等。）
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セクション 4.

発行後の検証

セクションに関する全般的なコメント（該当する場合）：
リポート本文の「５．検証」を参照。

レポーティングされる情報:
☒

限定的保証

☐

合理的保証

☐

その他 :

☐

半年に一度

☐

KPI の測定方法

頻度:
☒

年次

☐

その他 (ご記入ください):

重大な変更:
☐

対象範囲

☐

SPTs の設定
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