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株式会社インテリックス 
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、インテリックスを資金調達者、貸付人を京葉銀行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 
KPI はインテリックスが扱う中古マンションのリノベーションにおける省エネルギー性を高めた仕様の

「エコキューブ」の販売件数である。エコキューブは温熱計算を実施したうえで内窓や最適な断熱を施し、
熱交換式換気システムと高効率エアコンで室内の温度調整を行なうなど、冷暖房費を節約できる。リノベ
ーションは取り壊して新築するスクラップ&ビルドと比べて、もとより環境負荷が低い。インテリックス
は環境負荷軽減に向けた取り組みを全社一丸となって取り組むために、より環境性能の高いエコキューブ
の販売を増やしていく。サステナビリティ委員会を設置し環境問題に取り組んでいく考えを打ち出してい
ることに加え、創業以来、リノベーションしたマンションの販売を主力事業としており、選定した KPI は
インテリックスにとって重要な指標といえる。 
 
(2)SPTの特定 
 SPT はエコキューブの販売件数を毎年増やし、2026 年 5 月期には 2022 年 5 月期の約 19 倍の 1000 件
達成することとしている。これは現状のリノヴェックスマンション（インテリックスの商品名）の販売実
績と比較すると約 9 割をエコキューブが占めることになる。インテリックスが販売の中心とする首都圏の
中古マンション価格は、この 10 年で 1 平方メートル当たりの単価が 1.6 倍に上昇している。エコキューブ
はリノベーションに係る費用もやや高くなる。平均的な収入が伸びていない状況下において、想定通りに
販売できるかは不透明で、目標の達成は十分に野心的といえる。商品の提供において特段ネガティブな要
素もないと考える。 

(3)ローンの特性 
インテリックスと貸付人との間で協議のうえ貸出条件を決めている。毎年のエコキューブの販売件数に

ついて、SPT を達成したか否かを金利優遇措置の基準として用いる。SPT の達成状況をみて、達成した場
合にスプレッドを引き下げるよう設計されている。達成した場合の変動金利幅は、一般的なサステナビリ
ティ・リンク・ローンやサステナビリティ・リンク・ボンドと同程度の水準で設計されている。貸出条件
とインテリックスの SPT に対するパフォーマンスが連動しており、SPT 達成のインセンティブになって
いる。 

 
(4)レポ―ティング 

インテリックスは貸付人に対し、年に 1 回、SPT の達成状況について報告する。貸付人への報告ととも
に、インテリックスのウェブサイトにも開示する。以上により貸付人は SPT の達成状況に関する最新の情
報を入手できる。 
 
(5)検証 
 インテリックスは毎年 5 月末の会計年度における KPI の値について第三者による検証を受ける。数値に
ついて貸付人に書面で報告するとともに、当社のウェブサイトに掲載する。貸出人は報告書面から SPT の
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) インテリックスの概要 

① 事業概要 

 インテリックスは東京都に本社を置く、1995 年創業のリノベーションマンションの販売を中心に、不
動産の仕入や企画、運営、販売、管理業務などを担う総合企画会社。 

 中古マンションをリノベーションして販売するリノヴェックスマンション事業は、中古マンションを
一般の市場から一戸単位で取得し、最適なリノベーションを施した後、アフターサービス保証を付け、
不動産仲介会社を通じて一般の顧客に販売することで、中古住宅流通の促進を図っている。これまで
の累計で 25,000 戸以上の販売実績があり、アフターサービス保証は中古マンション業界初の試み。
一般社団法人リノベーション協議会が定める優良なリノベーション品質基準を満たす「適合リノベー
ション住宅（R 住宅）」の取り扱いにおいて業界 1 位を誇る。 

 リノベーション内装事業は、リノヴェックスマンション事業で培ってきた施工ノウハウに加え、スケ
ールメリット、高い内装品質と良心的な価格、アフターサービス保証を提供している。 

 2021 年 7 月からは省エネリノベーション「ECOCUBE（エコキューブ）」搭載マンションの販売を開
始し、より省エネ性能の高いリノベーションに取り組んでいる。 

② 企業理念 

・ インテリックスは MISSION、VISION、VALUE を以下に策定している（下図参照）。 

MISSION は、「インテリックスが社会に対して果たすべき使命」を、 
VISION は、「インテリックスが実現したい未来の社会像・世界観」を、 
VALUE は、「インテリックスが大切にしている 11 のこと」を、 

「つぎの価値を測る」をスローガンに、全社一丸となってすべての人にリノベーションで豊かな生活
を提供できるよう、進んでまいります――としている。 

・ VISION に掲げた「すべての人にリノベーションで豊かな生活を」においては、そこで生活する人に
心地良い空間を創造し、豊かな生活を送って欲しいという願いこそが、リノベーションの目的であ
り、インテリックスの達成したい未来と説明している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

[出所：インテリックス] 
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（2）SLLの位置付け 

・ インテリックスグループは持続可能な社会の実現に向けた取り組みを、全社活動として実践するため、
2022 年 6 月に、代表取締役社長を委員長とする「サステナビリティ委員会」を発足させている。 

・ SDGs や 2050 年 CO2 排出量実質ゼロ化といった中長期的な社会課題解決の要請に対し、グループ一
丸となって取り組んでいく考えで、「サステナビリティ委員会」のもと、企業理念の VISION である
「すべての人にリノベーションで豊かな生活を」の実現に向けてグループのサステナブル経営をさら
に加速していく。 

・ 環境面ではマンションを取り壊して新築するスクラップ&ビルドと比較した場合、リノベーションに
よる資産長期化の方が、温室効果ガス削減効果が高い。インテリックスによると CO2 排出量は、建替
工事に比べて 33 分の 1 とわずかにとどまるという。 

・ リノベーションした中古マンションの再生流通事業の拡大（販売戸数増）だけではなく、省エネリノ
ベーション「エコキューブ」搭載マンションにより環境負荷軽減に向けた取り組みを全社一丸となっ
て取り組む方針。 

・ 加えて、「エコキューブ」の産学連携、メーカーとの共同開発を通じ、更なる省エネ化を推進する。 

・ 「エコキューブ」は建築物省エネルギー性能表示制度（BELS）の基準適合認定を取得しており、イン
テリックスは今般の SLL への取り組みについて、自社の持つソリューションを生かせるとともに、社
会課題に対応する手段と捉えている。 
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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 はエコキューブ搭載マンションの販売件数である。件数は省エネ型のリノベーションを施した中
古マンションの戸数およびリノベーション内装のみの件数の合算値である。 

＜エコキューブの特徴＞ 

省エネ：温熱計算に基づき内窓（樹脂製サッシ）や断熱材を施すことで断熱性・気密性を高め、さらに
熱交換式換気システムを設置し、効率的な空気の入れ替えを行う。 

快適な空気：熱交換式換気システムが新鮮な空気を常に部屋に取り込む。また、空気を取り込む際に
は、換気フィルターが、花粉や粉じんなどの侵入を抑える。 

経済的：冷暖房に使用するエネルギーを改修前に比べて大幅に抑えられ、冷暖房費を節約することがで
き、快適に暮らせて、経済的。 

結露しにくい：結露とは温度が低いところに水蒸気が触れて「水」になる現象。断熱材や内窓（樹脂製
サッシ）の効果によって断熱性が高まることで、結露の発生を大幅に軽減でき、結露から来るカビ
の発生も大幅に抑えられる。 

健康にも良い：断熱性の高い住宅では、せき・のどの痛み・アトピー性皮膚炎などの症状が改善したと
いう結果が出ている。また、ヒートショックの防止にも有効。 

CO2 削減：エコキューブは、地球環境にやさしい省エネルギーのリノベーションマンションであり、
快適に暮らしながら、CO2 も削減できる。 

 

■エコキューブのブランドイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[出所：インテリックス] 
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 [出所：インテリックス] 
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＜エコキューブによる経済効果＞ 

エコキューブは断熱性能が高く、高効率エアコンで室内の温度調整を行なうため冷暖房費を節約できる。下
記のシミュレーションにおいて、約 65 ㎡ 1LDK の物件で 1 年間住んだと仮定した場合、冷暖房費が施工
前の年間約 11 万円から、施工後では同 1.1 万円まで抑えられると試算している。 

・Before：月平均冷暖房費 ￥9,020×12カ月＝￥108,240 

・After ：月平均冷暖房費 ￥962×12カ月＝ ￥11,544 

前提条件：東京都渋⾕区 | マンション | 1LDK | 約 65㎡ | ⼊居者数 2名想定 | 平均外気温 16.1℃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[出所：インテリックス] 

 
 

(2) KPIの重要性 

① サステナブル方針 

・ 企業理念の VISION において「すべての人にリノベーションで豊かな生活を」の実現に向けてグ
ループのサステナブル経営をさらに加速していく――としている。 

② KPIの重要性 

・ インテリックスは創業以来リノベーションマンションの販売を主力事業としてきた。リノベーション
は中古住宅を活用するため、環境への負荷が少ないことが大きな特徴であり、世の中に普及させるこ
とを推進してきた。 

・ 環境負荷軽減を一段と進化すべく、省エネリノベーション「エコキューブ」により更なる CO2 削減に
貢献できると考えている。 

・ 今般の SLL で採用する目標については、経営管理部にて事業部門との協議のうえ起案し、経営陣との
協議を経て取締役会にて決められた。 
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・ エコキューブの取り扱いを増やすことは、インテリックスの企業理念、サステナビリティ方針に沿っ
たものであるといえる。なお、本件の取り組みは SDGs への貢献にも資するものと考えられる。 
 
 

SDGs目標 ターゲット 

 

7.3  2030年までに、今までの倍の速さで、エネルギー効率をよくしていく。 

 

9.4  2030年までに、資源をよりむだなく使えるようにし、環境にやさしい技術や生産の方法をより

多く取り⼊れて、インフラや産業を持続可能なものにする。すべての国が、それぞれの能力に応じて、

これに取り組む。 

             

11.6  2030 年までに、大気の質やごみの処理などに特に注意をはらうなどして、都市に住む人（一

人当たり）が環境に与える影響を減らす。 

3. SPTの設定 

評価対象の「SPTs 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 

・ インテリックスと貸付人は SPTs の客観性、計画の妥当性、レポーティングなどを踏まえて交渉し SPT
を設定している。 

・ SPT はエコキューブの販売件数を毎年増やし、2026 年 5 月期には 1000 件達成することとしている。 

・ SPT は毎年の 5 月期決算期のデータにより判定する。 

 

 

 実績値 SPT 

年度 
2022年 

5月期 

2023年 

5月期 

2024年 

5月期 

2025年 

5月期 

2026年 

5月期 

エコキューブの件数 54 500 650 800 1,000 
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(2) SPTの野心性 

① 過去実績からみた SPT目標の水準感 

・ エコキューブは 2021 年 7 月から販売を開始しているため、実績はまだ乏しい。多くは中古マンション
の販売時におけるリノベーションとして取り扱われることから、当社が販売しているリノヴェックス
マンションの内数として含まれる。リノヴェックスマンションの過去の販売実績をみると、年度ごと
に変化はあるものの、慣らしてみれば大きな変化はみられない。 

・ 新築マンションは価格や在庫変動は相応にあるが、中古マンション自体はそこまで、市場変動がなく、
価格も新築に比べ安いこともあり、一定の需要がある。 

■リノヴェックスマンションの販売実績 

  
2017年 5月 2018年 5月 2019年 5月 2020年 5月 2021年 5月 2022年 5月 

販売戸数 1,441 1,450 1,187 1,336 1,420 1,129 

[出所：インテリックス IR資料] 

② SPT目標の達成手段と不確実性要素 

・ 目標の達成においては、今後、リノヴェックスマンションについては原則搭載していく方針。ただ、区
分所有マンションを対象としている為、一部管理組合との協議が必要な内容がある。技術面において
は、熱交換式換気システムを導入する際に、一部新たに壁に穴をあける必要がある建物の存在等、技術
的に導入できないケースもある。また、1 階部分は床下の既存断熱が不足しており生活空間を犠牲にし
ない断熱技術の開発が必要で、現在開発中である。全館空調の導入には既存天井や壁の活用が難しく
一部コスト増に繋がる要素がある。 

・ 通常のリフォームより高額になることから、顧客に納得して購入してもらう必要がある。また、販売
開始してから間がないこともあり、消費者への認知度にも課題がある。 

・ 不確実要素としては、リーマンショック等の不動産市況の急激な悪化や、住宅ローンの急激な引き締
め、大幅な金利上昇等が想定できる。 

③ SPTの野心性 

・ 2026 年 5 月期には 2022 年 5 月期の約 19 倍の件数目標を掲げている。これは現状のリノヴェックス
マンションの販売実績と比較すると約 9 割はエコキューブが占めることになる。現状の実績を踏まえ
ると目標としては高い。 

・ インテリックスが販売の中心とする首都圏の中古マンション価格は、この 10 年で 1 平方メートル当た
りの単価が 1.6 倍に上昇している。エコキューブはリノベーションに係る費用もやや高くなる。平均
的な収入が伸びていない状況下において、想定通りに販売できるかは不透明で、目標の達成は十分に
野心的といえる。 

・ インテリックスの企業活動が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 
・ SPTs 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。 
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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。 
 

・ インテリックスと貸出人との間で協議のうえ貸出条件を決めている。毎年のエコキューブの販売件数
について、SPT を達成したか否かを金利優遇措置の基準として用いる。SPT の達成状況をみて、達成
した場合にスプレッドを引き下げるよう設計されている。 

・ 達成した場合の変動金利幅は、一般的なサステナビリティ・リンク・ローンやサステナビリティ・リ
ンク・ボンドと同程度の水準で設計されている。貸出条件とインテリックスの SPT に対するパフォー
マンスが連動しており、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。 

・ インテリックスは貸付人に対し、年に 1 回、SPT の達成状況について報告する。 

・ 業務管理部によるシステムからの実績抽出（担当者→部長確認）、経営管理部、及びサステナビリティ
委員会にて当該実績のチェックを行い、財務部にて金融機関宛の報告書を作成する。 

・ 貸付人への報告とともに、インテリックスのウェブサイトに開示する。以上により貸付人は 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。 
 
 

・ インテリックスは SPT の目標達成について毎年 5 月末の会計年度の値を判定値として設定してい
る。 

・ 毎年第三者による検証を受ける。 
・ 数値について貸付人に書面で報告するとともに、当社のウェブサイトに掲載する。 
・ 貸出人は報告書面から SPT の未達・達成を判定する。 

 
以 上 

 
 

 



セカンドオピニオン 
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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。 

 


