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株式会社北洲 
サステナビリティ・リンク・ローン 
 

2022 年 8 月 31 日 

 

 ESG 評価本部 

担当アナリスト:森安 圭介 

 

格付投資情報センター（R&I）は資金調達者を北洲、貸付人を七十七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「北洲の年間引き渡し戸数（注文住宅ブランド「北洲ハウジング」）に占める HEAT201の G2 グ

レードを満たす住宅の割合」である。岩手県で創業した北洲は、雪と寒さに強い家づくり＝人が健康で安
心して住まえる住文化づくりをミッションとしてきた。SDGs の取り組みの一環として、北洲は「健康・
快適」な住宅の提供を長く担っており、断熱性等の性能面でみて建築法規や一般的な住宅における水準を
上回る高性能な住宅を手掛けている。省エネルギーだけでなく熱のコントロールなどにより住宅の快適性
を高めることが住宅の脱炭素に寄与するとの考えから、今回、ZEH 水準相当を上回る断熱等性能等級を有
した新築住宅の割合を増加させることを KPI に選定した。KPI は北洲の戦略に沿った重要な指標であると
判断した。 
 
(2)SPT の設定 
 北洲の注文住宅ブランド「北洲ハウジング」の年間引き渡し戸数のうち、G2 グレードの割合は足許 40%
前後で推移しており、G2 グレードの割合を 2025 年度時点の 70%まで段階的に引き上げることを SPT に
設定した。2022 年 10 月施行の住宅性能表示制度の改正において、G2 グレードは断熱等性能等級 6 に相
当する高い水準であり、現行省エネ基準と比較して暖冷房期にかかる一次エネルギー消費量を約 30％削減
できるとされている。住宅建築費用が高騰する中で建築法規や一般的な水準を大きく上回る住宅を販売し、
G2 グレードの割合を継続的に高めていくことは、足許の住宅市況を勘案して野心的な目標であると判断
した。 

(3)ローンの特性 
北洲と貸付人である七十七銀行との間で協議のうえ貸出条件を決めている。KPI の進捗状況を毎年確認

し、SPT 目標の達成状況をみて、達成した場合はスプレッドを引き下げる。貸出条件と北洲の 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 

北洲は貸付人である七十七銀行に対し、年に 1 回、KPI の進捗状況及び SPT の達成状況について報告す
る。北洲のウェブサイトにも KPI の進捗状況及び SPT の達成状況を開示予定である。以上により、貸付
人は KPI の進捗状況及び SPT の達成状況に関する最新の情報を入手できる。 

 

                              
1 一般社団法人 20 年先を見据えた日本の高断熱住宅研究会（Society of Hyper- Enhanced insulation and Advanced Technology 
houses for the next 20 years）の略称。低環境負荷・安心安全・高品質な住宅・建築の実現のため、主として居住空間の温熱環境・エ

ネルギー性能、建築耐久性の観点から、外皮技術をはじめとする設計・技術に関する調査研究・技術開発と普及定着を図ることを目的

としている。室温と省エネルギーの両方の観点から地域ごとの基準値（外皮平均熱貫流率：UA 値）を定めて、住宅の外皮性能水準を

G1～G3 で評価する。 
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(5)検証 
 北洲は、年に 1 回、KPI の算定結果について第三者機関からの検証を受け、貸付人である七十七銀行に
報告するとしている。 

 

1. 借入人の概要と本 SLL の位置付け 

(1) 北洲の概要 

・ 北洲は 1958 年に岩手県北上市で創業し、主に建設資材販売・住宅事業を手掛けている。本社は宮城
県富谷市。経営理念、経営ビジョン等は以下の通り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             [出所：北洲 HP] 

・ 北洲の目指す健康で快適な住宅づくりは、2015 年に国連で採択された SDGs とも関係性が深く、北
洲の健康基準を設けてヒートショックの無い暮らしの提供や、快適性に裏打ちされた高い省エネ性能
の実現など、人も資源も地球も、持続可能な未来のための取り組みを実践している。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[出所:北洲 HP] 
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[出所:北洲 HP] 

 

（2）SLLの位置付け及び推進体制 

・ 北洲は省エネルギー性能のみを追求するのではなく、建築地域を踏まえた住宅性能を指標化したもの
が住宅の快適性や健康性を測定する際に適切であるとの考えに基づいて家づくりを行っており、
HEAT20 が提案する住宅外皮性能（G1～G3）と共通性が高いといえる。今回、SLL の手法を通じて
HEAT20 の住宅外皮性能の指標を基に目標値（SPT)を設定し、北洲のこれまでの取り組みをさらに推
進するとともに、日本において快適性や健康性を踏まえた家づくりの普及に寄与することも意図して
いる。 

・ 北洲で新築物件を担うハウジング事業部を中心に、設計部も含めた事業部会議で定期的に KPI/SPT の
進捗を確認、推進していく。 

  

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、「北洲の年間引き渡し戸数（注文住宅ブランド「北洲ハウジング」の新築住宅）に占める G2
グレードを満たす住宅の割合」である。 

(2) KPI の重要性 

① 北洲の家づくり 

・ 適切な断熱性や気密性が保たれていない住宅では、冬に暖かい部屋から寒い廊下に出たときなど、急

激な温度変化によって血圧や脈拍が大きく変動するヒートショックと呼ばれる現象が発生する。脳梗

塞や脳出血、心疾患や呼吸器疾患などを引き起こす原因となるヒートショックを防ぐためには、家の

中の寒暖の差をなくすことが重要である。 

・ 北洲は、長年の家づくりで培ったノウハウと高度な設計・施工技術を駆使して、寒暖ストレスを寄せ

付けない高断熱・高気密の誰もが健康かつ快適に暮らせる住まいを新築及びリフォームにて提供して

いる。 



セカンドオピニオン 

 

 4/7 

② KPI の重要性 

・ 日本の住宅では一般に省エネルギー性能等のエネルギー面が重視されているが、北洲は住む人の快適
性や健康性を踏まえた家づくりを従前から実践しており、HEAT20 が提唱する住宅外皮性能および地
域性を考慮した指標（G1～G3）は、北洲の家づくりの方針と合致している。 

 

3. 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 

・ 北洲と貸付人である七十七銀行は、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 を設定した。 

・ 北洲の注文住宅ブランド「北洲ハウジング」の新築住宅の年間引き渡し件数に占める G2 グレードの
住宅の割合を、2025 年度時点の 70%まで段階的に引き上げることを SPT に設定した。集計対象は、
北洲が手掛けるシリーズの中でも快適性や健康性を踏まえて必要と考える住宅性能を実現したブラン
ドである。 

・ HEAT20 において、G1～G3 の基準となる外皮平均熱貫流率2（UA 値）は地域ごとに異なる。したが
って、引き渡し住宅が G2 グレードを満たすかどうかは UA 値のほかに各住宅の所在地域等の属性情
報が必要となる。 

・ 外皮平均熱貫流率（UA 値）等の住宅性能含め、引き渡し住戸に関する情報はデータベースで一元的に
管理されており、各住宅が G2 グレードを満たすかどうかを判別できる。北洲は当該データベースを
基に実績を集計することで毎年の SPT の達成状況を把握する。なお、各住宅の外皮平均熱還流率の値
については、外皮性能計書等により確認可能である。 

 
  SPT 及び過去実績 

年度 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

G2 グレード割合(*) 38％ 48% 38% 47% 54％ 60％ 65％ 70% 

(*)注文住宅ブランド「北洲ハウジング」の新築住宅の年間引き渡し件数に占める G2 グレードの割合。 

(2) SPT の野心性 

① SPT の野心性 

・ 北洲における G2 グレードの割合の過去実績は、上記の通り。現在の建築基準を相応に上回る性能の
住宅のため相対的に高コストになることが多く、住宅市況等の外部環境の影響を受けやすいと考えら
れ、過去数年の実績は年度によって上下している。 

 

                              
2 室内から屋外への熱の移動の程度を表す指標（UA 値）。外皮熱貫流率とは、住宅全体からの熱損失量を外皮合計面積（窓、壁、天

井等）で除した値。数値が小さいほど断熱性能が高い住宅といえる。 
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・ 脱炭素社会に向けて、国は住宅の更なる省エネ性能向上を目指しており、G2 グレードは断熱性能でみ

て ZEH を上回る水準である。2022 年 10 月施行の住宅性能表示制度の改正において、G2 グレードは
断熱等性能等級 6 に相当する高い水準であり、現行省エネ基準と比較して暖冷房期にかかる一次エネ
ルギー消費量を約 30％削減できるとされている3。北洲の注文住宅ブランド「北洲ハウジング」は従前
から概ね G1 グレード相当以上の住宅性能を有しており、今後その割合を高めていく目標を立てて推
進することで、日本において快適性や健康性も含めた環境性能の高い住宅の普及および環境負荷低減
の促進を図る有意義な目標である。 

・ 住宅建築費用が高騰している中で、建築法規や一般的な水準を大きく上回る住宅を販売し、G2 グレー
ドの割合を段階的に高めていくことは、足許の住宅市況を勘案して野心的な目標であると判断した。
以上の点から、SPT は野心的な水準かつ有意義な目標である。 

（参考）住宅性能表示制度の改正（省エネ性能に係る上位等級の創設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[出所: 国土交通省資料（住宅性能表示制度における省エネ性能に係る上位等級の創設）] 

                              
3 国土交通省資料（住宅性能表示制度における省エネ性能に係る上位等級の創設）より引用。 
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（参考）HEAT20 における地域別の代表都市と外皮平均熱貫流率 

 
・  
・  
・  
・  
・  
・  
・  
・  
・  

[出所: HEAT20 HP より抜粋] 
 

② SPT の達成に向けた戦略の妥当性 

・ 北洲へのヒアリングによると、注文住宅ブランド「北洲ハウジング」の住宅性能は概ね G1 グレード相
当以上であるとしている。家づくりにおいて重要と考える住宅の 8 つの基本性能（断熱、蓄熱、遮熱、
空気室、換気、調湿、気密、安全）に沿って最適な断熱材や内装材（塗り壁）を選択していくとともに、
省エネルギー性能に加えて快適性や健康性の観点からより性能の高い住宅に対する施主の理解を得て
行くことを通じて、「北洲ハウジング」における G2 グレードの住宅の割合を高めていく。 

(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。 
 

・ 北洲と貸付人である七十七銀行との間で協議のうえ貸出条件を決めている。SPT の進捗状況を毎年確
認し、判定年度における目標を達成した場合はスプレッドを引き下げるよう設計されている。 

・ 貸出条件と北洲の SPT に対するパフォーマンスが連動しており、SPT の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。 

・ 北洲は貸付人である七十七銀行に対し、年に 1 回、KPI の進捗状況及び SPT の達成状況について報告
する。北洲のウェブサイトにも KPI の進捗状況及び SPT の達成状況を開示予定である。 

・ 以上により、貸付人は KPI の進捗状況及び SPT の達成状況に関する最新の情報を入手できる。 
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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。 
 

・ 北洲は、年に 1 回、KPI の算定結果について第三者機関からの検証を受け、貸付人である七十七銀行
に報告するとしている。 

・ 七十七銀行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・達成の判定と共に適用ス
プレッドを北洲に通知する。 

 
 

以 上 
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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。 


