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株式会社広島銀行 
サステナビリティ・リンク・デリバティブ  
フレームワーク 

公表日：2022年 3月 29日 

 

ESG推進室 

担当アナリスト：大石 竜志 

 
格付投資情報センター（R&I）は、広島銀行が策定した「サステナビリティ・リンク・デリバティブ」の

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。当該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」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．広島銀行の「サステナビリティ・リンク・デリバティブ」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」に対する整合性について 

(1)KPI の選定 

(2)SPTs 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 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 
2 環境省が策定 
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1. オピニオンの位置づけ 

広島銀行はひろぎんグループ全体の経営ビジョンとして「お客さまに寄り添い、信頼される〈地域総合サ
ービスグループ〉として、地域社会の豊かな未来の創造に貢献します」を定めている。これを実現するため
5 つの行動規範を策定し、地域社会と共に共通価値を創造し、持続可能な社会の実現に努めるとしている。
経営ビジョンと行動規範を合わせて経営理念として据えている。地域金融機関を取り巻く経営環境が人口減
少や異業種参入などにより厳しさを増すとの予想に加え、急速な DX の進展を始めとする経済・社会情勢の
変化、ライフスタイル・価値観の変化等により、人々の課題が多様化しつつあると認識している。地域金融
機関としてこのような経営環境のなか、従来の銀行業務の枠組みだけでは、柔軟かつ的確に対応していくこ
とは難しくなっていくと考え、目指すべき姿を「地域社会・お客さまとのリレーションを一層深め、個々の
ニーズや課題を知る中で、その解決に向けて徹底的に取組み、確かなソリューションを提供していく」こと
と考えている。 
これらは地域の文化・ひとを育て、地域の環境を守り。地域の経済・産業を支えることで、地域社会・顧

客の成長へ貢献し、企業価値を向上させ、ひいてはひろぎんグループの持続可能性の向上へつながるサステ
ナビリティ経営を推進するという考え方につながるものである。 
中期計画 2020 ではこれらの経営環境認識に基づき、地域社会・お客さまの課題解決に徹底的に取り組み、

地域の発展に貢献していくとし、基本方針の一つ目に「地域活性化に向けた地域社会の課題解決への取組強
化」を据えており、地域社会の持続可能性の向上がひろぎんグループの持続可能性につながるという考え方
は明確に経営計画において位置づけられている。 
国内外におけるサステナビリティに対する取組みの広がりと、これらに資する取組みとしてのサステナビ

リティファイナンスの進展を踏まえ、地域社会に責を持つ金融機関として、顧客のサステナビリティに係る
取組みを支援すべく、2021 年 12 月に「サステナブルローンフレームワーク」を策定し、さらに今般、「サス
テナビリティ・リンク・デリバティブ」フレームワークを策定した。 
「サステナビリティ・リンク・デリバティブ」は「サステナビリティ・リンク・ローン原則」に従いなが

ら、地域の顧客が取り組み易く設定されている。 
 R&I は本フレームワークが国内外で策定されているサステナビリティ・リンク・ローンに係る原則・ガイ
ドラインに対する整合性 3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。 

  

                              
3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。 
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2. 「サステナビリティ・リンク・デリバティブ」推進に係るサステナビリテ
ィ方針 

 ひろぎんグループはカーボンニュートラルへの対応など、サステナビリティをめぐる課題への解決に向け
て、2021 年 11 月に「サステナビリティ基本方針」の制定及び「グループサステナビリティ推進委員会（委
員長：社長）」、「サステナビリティ統括室」の新設を含む組織体制を整備した。基本方針では、サステナビリ
ティをめぐる課題への対応を重要な経営課題として認識し、地域社会、顧客を始めとするステークホルダー
の権利や立場を尊重しながら適切に協働し、地域の社会・環境課題の解決と持続的な成長とともに、ひろぎ
んグループ自身の持続的成長と企業価値向上の好循環を実現するとしている。また、ひろぎんグループは「ひ
ろぎんグループ SDGs 宣言」を策定し、付加価値の高い地域総合サービスの提供を通じて、地域の社会・環
境課題の解決と持続的な成長に貢献する。 

 
[出所：ひろぎんグループ SDGsハンドブック] 

 
広島銀行は地域における SDGs の重点課題として、地域、高齢化、人権、環境を捉えている。特に地域に

おける重点課題は「地域・企業の持続的成長を支える」であり、地域金融機関の使命として「〈ひろぎん〉SDGs
取組支援サービス」などの地元企業への SDGs 啓発・取組向上支援を進めてきた。これら取組みを通じて、
顧客のサステナビリティに対する関心の高まりを認識し、地域の企業を対象としてより一層の支援を目的と
して 2021 年 12 月に「サステナブルローンフレームワーク」を設定し、今般、当該「サステナブルローンフ
レームワーク」を骨子に「サステナビリティ・リンク・デリバティブ」を策定した。 
これらの取組みは国内外の原則・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。 
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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」に対する整合性

について 

広島銀行は設定したフレームワークのサステナビリティ・リンク・デリバティブに係る部分を「サステナ
ビリティ・リンク・ローン原則 2021」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」と整合的であるとしており、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 

フレームワークでは環境省ガイドラインに示されている具体例を参考に KPI を設定可能である。
設定に際して広島銀行はサステナビリティ戦略を確認し、事業活動における取組およびその成果を
測定するものとしての KPI を確認するプロセスをとる。KPI は定量的な指標であることを求める。
KPI の設定に際して、自社単独での計測が難しい場合においては、広島銀行が連携先の提案を実施
することで、自ら KPI を計測できる体制とする。 

② KPIの重要性 

KPI の選定にあたっては顧客からヒアリングした持続可能な社会の実現に向けた自社の戦略及
び自社の事業活動における取組に関する情報をもとに KPI の重要性を判断する。第三者評価として
ひろぎんエリアデザインが実施する外部レビューを取得したうえで、最終的な判断はサステナビリ
ティに関する専門性を有する法人企画部とデリバティブを所管する国際営業部が共同で行うプロ
セスを採用しており、客観的な判断が可能となっている。 

(2) SPTの設定 

① SPTsの概要 

フレームワークにおいて SPTs は野心的かつ事業に関連性のある目標として設定されることが求
められる。SPTs は企業のサステナブル戦略と整合性のある数値目標と位置づけている。SPTs は融
資期間において年度ごとの目標として設定される。 

② SPTsの野心性 

SPTs の野心性はいくつかの観点から判断される。 

A) 科学的根拠に基づくシナリオ分析や絶対値、国・地域単位又は国際的な目標値との比較 

B) 同等あるいは同業他社との比較 

C) 自社の過去実績との比較 

A 乃至 C の観点は原則やガイドラインが求める野心性判断に係る観点と同様である。野心性に関
しても KPI 同様、第三者評価としてひろぎんエリアデザインの外部レビューを取得したうえで、最
終的な判断を法人企画部と国際営業部が共同で行うプロセスを採用している。 
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③ SPTsの達成手段と不確実性要素 

広島銀行は KPI・SPTs の設定のプロセスを通じて、サステナビリティ目標と SPTs の整合性や
SPTs 達成へ向けた手段についての概要を確認する。不確実性はこのプロセスを通じて洗い出され
るものと考えられる。 

④ SPTsの妥当性 

ひろぎんエリアデザインによる外部レビューを取得することで、客観的な観点からその妥当性が
担保される。 

(3) デリバティブの特性 

フレームワークにおいて対象となるデリバティブ取引は以下となる。 

・通貨スワップ 

・特約付連続型通貨オプション 

・消滅条件付連続型通貨オプション（ヨーロピアン消滅条件のみ） 

・消滅条件・特約付連続型通貨オプション（ヨーロピアン消滅条件のみ） 

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目標が未達の場合に設定した SPTs に関連のある先かつ導入企業と利害
関係のない先に寄付することを約するものである。SPTs が未達になった場合にキャッシュアウト
を伴う。金額は通常時年間交換金額を基に設定しており、デリバティブ取引に係る取扱手数料とあ
まり変わらない水準で、インセンティブとして機能する。2 年以上原則 5 年以内とした期間中の各
決算期に対応した SPTs を設定し、これに対する達成可否をレポーティングの内容から判定する。
達成時は変わりなく、未達成時に寄付するとしており、原則やガイドラインが求める効果が期待で
きる。 

(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一度、企業の決算期の値をもって SPTs の達成状
況を確認するものとして定められている。企業はひろぎんエリアデザインに確認を受けた上でレポ
ーティングを実施する。レポーティング情報の公開は推奨する。 

(5) 検証 

フレームワークではひろぎんエリアデザインが検証を実施することとなっている。企業はひろぎ
んエリアデザインの検証を受けたうえでレポーティングを広島銀行へ提出し、これに基づき SPTs
の達成状況を確認する体制としている。広島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。 
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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。 

 

4. まとめ 

評価対象の「サステビリティ・リンク・デリバティブ」のフレームワークは地域の企業を対象として、サ
ステナビリティに係る取組み、特に SDGs への取組みを促すことを目的として設定されている。対象企業に
は環境や社会への貢献に取り組む意志があることを求める。ひろぎんエリアデザインを外部評価者として利
用することや、適切なサポートを広島銀行が行うことで、中堅・中小企業が取組み易いフレームワークとし
て設計されている。フレームワークに第三者評価を取得することで、幅広い顧客へ原則やガイドラインと整
合的なスキームによるデリバティブ取引の機会を提供することを目的として策定された。サステナビリテ
ィ・リンク・ローン原則 2021 および環境省ガイドラインとの整合性を評価した。KPI・SPTs の設定、レポ
ーティング及びその検証については原則・ガイドラインが求める方法に従っていることを確認した。取引の
特性において SPTs が未達になった場合に SPTs に関連のある先かつ導入企業と利害関係のない先に寄付す
ることになっており、インセンティブ効果はあると考えられる。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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


