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株式会社新昭和 
サステナビリティ・リンク・ローン 

2022年 7月 29日 

 

 ESG評価本部 

担当アナリスト：大石 竜志 

 
格付投資情報センター（R&I）は資金調達者を新昭和、貸付人を京葉銀行およびりそな銀行とするとする

サステナビリティ・リンク・ローンについて、「サステナビリティ・リンク・ローン原則」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 2022 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の選定 
新昭和は創業 40 年の 2010 年をエコ元年とし、太陽光発電の普及事業に本格参加した。自社でも太陽光

発電事業にも参画をしているが、太陽光発電システムの普及、推進を始め省エネルギー設備、仕様の提案
や啓蒙活動を展開している。KPI は新昭和グループにおける事業活動で消費する電⼒における再⽣可能エ
ネルギー由来の電力使用割合である。環境方針を定め、太陽光発電システムの普及、推進している新昭和
にとって、再生可能エネルギーにて自社グループが必要とする電力を自社で賄うというKPIは、同社の戦
略において重要な意味を持つ。 
 
(2)SPTの特定 
 SPT は新昭和が RE100 を 2040 年までに達成することを目標に、2030 年には 50％の達成を目指してお
り、その達成に向けた経過的な目標を本ローンの SPT とした。サステナビリティ方針に整合的な目標で
あり、日本政府における 2050年にカーボンニュートラル、その中間の 2030年にCO2を 2013年度比 46%
削減する目標と比べても、十分に野心的な目標といえる。加えて必要な再生可能エネルギーを 2040 年の
RE100 達成に向けて全て自社が設置した太陽光発電設備で賄うとしており、非化石証書の購入は想定し
ていない。RE100 達成を目指す企業において、全ての電力を自社による再生可能エネルギー設備で賄う
企業はそう多くはないとみられ、野心性は十分あると考えられる。SPT を達成することは市場における再
生可能エネルギーの普及・推進に貢献するものであり有意義な内容といえる。 

(3)ローンの特性 
新昭和と貸付人との間で協議のうえ貸出条件を決めている。SPT 目標の達成状況をみて、達成した場合

は適用スプレッドを引き下げるよう設計されている。SPT が達成した場合に引き下げる金利は公表されな
い。引き下げる金利水準は他のサステナビリティ・リンク・ローンやサステナビリティ・リンク・ボンド
と同程度で設計されている。貸出条件と新昭和の SPT に対するパフォーマンスが連動しており、SPT の
目標達成のインセンティブになっている。 
 
(4)レポ―ティング 

ローン契約における確約事項として、貸付人に SPT 報告期限までに、直前期における第三者の検証を
受けた SPT の達成状況がわかる資料を提出する。貸付人はこれにより SPT の達成状況に関する最新の情
報を入手できる。また、KPI 及び目標は新昭和の Web ページに開示される。 

 
(5)検証 
 新昭和はKPIの算定結果について、第三者からの検証を受け、貸付人に報告する。貸付人は報告書面の
内容から SPT 達成の判定について評価し、未達・達成を判定する。 
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1. 借入人の概要と本 SLLの位置付け 

(1) 新昭和の概要 

1 事業概要 

 新昭和は 1970 年に創業した千葉県君津市に本社を置く不動産事業を中核とした企業。住宅・不動産
事業をはじめ、環境エネルギー事業やホテル事業、未就学保育事業など、暮らしに関わる「住・総合
建設業」ビジネスをグループで展開する。 

 注文住宅をはじめ、分譲住宅・マンションなど「住まいづくり」で実績と信頼を積みあげたのち、大
型建設や商業施設、大規模太陽光発電などの「街づくり」へと事業領域を拡大してきた。2017 年に
事業持ち株会社体制への移行と共に「社会づくり」へと視野を広げ、農業法人の設立や幼稚園の開園、
温浴、フィットネス施設の開設など住生活に関する様々なニーズに対応すべく、新たな事業に取り組
んでいる。 

 創業 40 年の 2010 年をエコ元年とし、太陽光発電の普及事業に本格参入した。2022 年 5 月末時点に
おいて環境エネルギー事業で日本全国に保有する太陽光発電所は、26 カ所にのぼり、累計 101MW
の発電量を持つ。他社が保有する太陽光発電所の運営に関しては 338MW を請け負っている。また、
現在、太陽光発電を利用して水素を取り出す事業への取り組みを検討している。 

 

 

■新昭和グループ各社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

［出所：新昭和］ 
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2 経営理念 

新昭和グループは「新昭和クレド（信条）」という信念や使命を示す信条を定めている。行動・判断の基
準となるもので、新昭和グループのスタッフは、常にこの行動規範に基づいて行動するとしている。 
 

経営理念：私たちはつねに、より良い明日を創造するイノベーション＆ヒューマンコミュニケーション企業
であり続ける 

社是：私たちは仕事を通し社会人としての倫理観を学ぶと同時に、お客様の最高の満足をみずからの糧と
し、常に市場を創造するとともに、地球環境へ配慮し、楽しく豊かな社会づくりを使命とする 

社訓：1.お客様の為になるそして必要とされる企業であり続ける 
   2.取引先に信頼される誠実な企業であり続ける 
   3.社員には常に努力のしがいのある企業であり続ける 
 
3 つの根本原理 
行動力を高める 9 カ条 
行動力基本動作 5 カ条 

新昭和グループ行動規範 

1. 法令の遵守 
2. 社会とのコミュニケーションの促進 
3. 地域との共存 
4. 環境保全への寄与 
5. お客様の信頼の獲得 
6. 取引先との信頼関係の確立 
7. 同業者・競合他社との関係 
8. 従業員の自己実現への環境づくり 
9. 株主の理解と支持 
10. インサイダー取引の禁止 
11. 機密情報の取り扱い 
12. 政治・行政との健全な関係 
13. 寄付行為 
14. 反社会的勢力への対処 
15. 基本的人権の尊重 
16. 制定および改訂 

・ 上記 4 の環境保全への寄与では、私たちは、日常業務の中でひとりひとりが「ムリ・ムダ・ムラ」を
なくすよう努め、省資源・省エネルギーを徹底して、環境にやさしい職場を目指します。新昭和グル
ープは事業活動を通じて、豊かな社会と環境保全の両立に寄与していくため、環境にやさしい優れた
性能の商品の開発・施工に努めます――と定義している。 
 

・ 新昭和グループはこの規範のもと、太陽光発電のシステムの普及を中心に環境保全やエネルギー問題
の課題解決などに積極的に取り組んでいる。基幹となる住宅事業では、早くから太陽光発電住宅など
省エネルギー商品の開発に注力してきた。 

・ グループが手掛ける住宅のコンセプトである「ウィザース＝WITHEARTH」は、地球環境に配慮し
た地球に やさしい住まいづくりをテーマにしたものである。 

・ 2020 年に創業 50 周年という節目を迎え、これから更なる成長を遂げるため多彩なビジネス領域に挑
戦し SDGs の理念を具体化し、持続可能な社会の実現に向け、総合的かつ多面的に貢献していく。 
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2. 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 は新昭和グループにおける事業活動で消費する電⼒における再生可能エネルギー由来の電力使用
割合である。 

(2) KPIの重要性 

1 新昭和の環境方針 
 

・ 新昭和は創業 40 周年の節目である 2010 年を「エコ元年」と定め、太陽光発電の普及事業に本格的に
参画している。地域に根ざした様々な活動を通じて、未来の低炭素社会の実現に貢献していく考えを
基に環境方針を定めている。 

1. 事業活動において環境に与える影響を的確にとらえ、可能な限りの対策を実施することにより汚染

の予防を図る。 

2. 事業活動に関する環境関連法規・規制・協定・自主基準の要求事項を明確にし、これを遵守する。 

3. 環境保全活動を展開するにあたり、以下の項目について重点的に取り組む。  

Ⅰ.環境に配慮した住宅の提案を積極的に行う 
Ⅱ.環境に配慮した住宅資材の活用を図る 
Ⅲ.住宅の新築施工時または解体工事時に、お客様及び地域住民の環境に与える騒音・汚染の発生を抑制 
Ⅳ.建設副産物の適正処理と、廃棄物削減及びリサイクルの向上、省資源を目指す施工改善への取り組み 
Ⅴ.当社のオフィス業務全般において、省資源及び省エネルギー及びリサイクルを推進する 

4. 社内環境教育・広報活動を通して、全従業員の環境方針の理解と環境に関する意識を図ると共に、

協力業者に環境方針を周知させ理解と協力を要請する。 

2 KPIの重要性 

・ 新昭和は創業 40 年の 2010 年をエコ元年とし、太陽光発電の普及事業に本格参加した。自社でも太陽
光発電事業にも参画をしているが、太陽光発電システムの普及、推進を始め省エネルギー設備、仕様
の提案や啓蒙活動を展開している。 

・ 自社での社内環境教育、広報活動を通じて全従業員の環境方針の理解と環境に関する、意識を図ると
ともに協力業者に環境方針を周知させ理解と協力を要請する。当社のオフィス業務全般において、省
資源及び省エネルギー及びリサイクルを推進している。 

・ 環境方針を定め、太陽光発電システムの普及、推進している新昭和にとって、再生可能エネルギーに
て自社グループが必要とする電力を自社で賄うという KPI は、同社の戦略において重要な意味を持つ。 

・ KPI の選定は特建事業本部中心となり、最終的には役員会にて決定した上で、貸付人と協議し決定し
ている。 
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・ なお、本 SLL の取り組みは、以下の SDGs の目標に貢献すると考えられる。 

 
SDGs 目標 ターゲット 

 

7.2 2030年までに、エネルギーをつくる方法のうち、再生可能エネルギー※を使う方法の割合を大

きく増やす。2030年までに、世界全体のエネルギー効率の改善率を倍増させる。 

 

■新昭和が保有又は管理する太陽光発電所 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

［出所：新昭和ウェブサイト］ 
 
 

3. SPTの設定 

評価対象の「SPT 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) SPTの概要 

・ 新昭和と貸付人は SPT の客観性、計画の妥当性、レポーティングなどを踏まえて貸出条件を交渉し
SPT を設定している。 

・ SPT は新昭和が RE100 を 2040 年までに達成することを目標に、2030 年には 50％の達成を目指して
おり、その達成に向けた経過的な目標を本ローンの SPT とした。 
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(2) SPTの野心性 

1 市場動向や過去実績からみた SPT目標の水準感 

・ 新昭和は 2021 年 2 月に RE100 に加盟し、その時点では「2040 年までに事業活動で消費する電⼒を
100%再⽣可能エネルギーにする」ことを宣言していた。 

・ 2022 年 3 月期の再エネ率の達成状況は 0％で、今年度以降、順次引き上げる。 

・ RE100 に参加している企業は 2022 年 6 月現在で 72 社、再エネ 100 宣言 RE Action に加盟している
企業・組織は 2021 年 6 月で 269 社に過ぎない。加盟している企業自体が環境への取り組みに関心が
高く、先進的といえる。加えて、日本政府が 2050 年にゼロエミッションを目指しているが、新昭和
では RE100 の達成を 2040 年としている。 

2 SPT目標の達成手段と不確実性要素 

・ 達成手段は太陽光発電設備を自社が投資して、必要な再生可能エネルギーを全て自社で賄う。 

・ グループにおいて特に電力使用力が多い施設が、子会社のアグリードにおけるレタス工場と、新昭和
が運営する木更津ワシントンホテル。まずは植物工場とホテルに太陽光発電設備を導入する考え。自
社グループが保有する施設の空いた屋根や駐車場など、太陽光パネルが設置可能な場所に設置し、さ
らに発電設備が設置可能な土地を賃借して新たな発電所を設置していく。 

・ 不確実な要素としては、中長期的なグループ全体の使用電力量を横ばいとみているが、グループの規
模の拡大などによる使用量の増加や、太陽光発電の開発規制の強化に伴う（生物多様性の問題含め）、
再エネ事業の取り組みが難しくなり、想定通り開発できなくなる可能性もある。 

3 SPTの野心性 

・ サステナビリティ方針に整合的な目標であり、日本政府における 2050 年にカーボンニュートラル、
その中間の 2030 年に CO2 を 2013 年度比 46%削減する目標と比べても、十分に野心的な目標といえ
る。 

・ 加えて必要な再生可能エネルギーを 2040 年の RE100 達成に向けて全て自社が設置した太陽光発電設
備で賄うとしており、非化石証書の購入は想定していない。RE100 達成を目指す企業において、全て
の電力を自社による再生可能エネルギー設備で賄う企業はそう多くはないとみられ、野心性は十分あ

年度 
2022年 

3月期（実績） 

2023年 

3月期 

2024年 

3月期 

2025年 

3月期 

2026年 

3月期 

【SPT】 

新昭和グループにお

ける再生可能エネル

ギー由来の電力使用

割合 

0％ 6.25％ 12.5％ 18.75％ 25.00％ 

再生エネルギー由来

の電力使用量 

（ｋW） 

0 591,204 1,182,409 1,773,613 2,364,817 
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ると考えられる。 

 

・ SPT を達成することは市場における再生可能エネルギーの普及・推進に貢献するものであり有意義な
内容といえ、新昭和のサステナビリティの方針に結びついている。SPT は新昭和の企業活動が環境や
社会にもたらすポジティブ及びネガティブなインパクトを包括的に捉え、サステナビリティに関連す
るポジティブなインパクトが大きいものとなっている。 

(3) SPTの妥当性 

SPT の適切性は独立した第三者である R&I からセカンドオピニオンを取得している。 

4. 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。 
 

・ 新昭和と貸付人との間で協議のうえ貸出条件を決めている。SPT 目標の達成状況をみて、達成した場
合は適用スプレッドを引き下げるよう設計されている。 

・ SPT が達成した場合に引き下げる金利は公表されない。引き下げる金利水準は他のサステナビリテ
ィ・リンク・ローンやサステナビリティ・リンク・ボンドと同程度で設計されている。貸出条件と新
昭和の SPT に対するパフォーマンスが連動しており、SPT の目標達成のインセンティブになってい
る。 

5. 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。 

・ 本ローンは新昭和の契約における確約事項として、貸付人に対し、2025年 3月期までの達成状況につ
いて年に毎年 1 回、報告する。 

・ 貸付人への報告とともに、新昭和のウェブサイトに掲載する。貸付人はこれによりSPT の達成状況に
関する最新の情報を入手できる。 

6. 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。 
 

・ 新昭和は KPI の算定結果について第三者機関からの検証を受け、貸付人に報告するとしている。 
・ 貸付人は報告書面の内容から SPT 達成の判定について評価し、未達・達成を判定する。 

 
以 上 
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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、企業等が環境保全およ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。 
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