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イオン株式会社 
サステナビリティ・リンク・ローン 

2022 年 11 ⽉ 30 ⽇ 

 ESG 評価本部 

担当アナリスト︓篠原 めい 

格付投資情報センター（R&I）は、イオンを借入人、三菱ＵＦＪ銀行を貸付人兼サステナビリティ・コー
ディネーターとするサステナビリティ・リンク・ローン（契約締結日：2022 年 11 月 30 日）が「サステナビ
リティ・リンク・ローン原則1」（2022）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（Key Performance Indicator）の選定 

・ KPI は一貫した方法で測定・検証可能な定量指標であり、ベンチマークや参照値との比較が可能であ
る。 

 KPI は店舗使用電力の CO2 フリー化率（%）である。CO2 フリー化した年間電力使用量（kWh）
を年間電力使用量（kWh）で除した値の百分率として定義する。イオンの連結対象子会社が運営
する日本国内の全店舗を対象とする。 

 毎年 4 月 1 日から翌 3 月末日迄を計測期間とし、CO2フリー化した年間電力使用量（kWh）を年
間電力使用量（kWh）で除した値の百分率として定義する。イオンの連結対象子会社が運営する
日本国内の全店舗を対象とする。CO2 フリー化した年間電力使用量は非化石証書付電力契約によ
り買電した電力使用量と太陽光 PPA などにより買電したオフグリッド電力使用量の合計である。
年間電力使用量は電力会社との直接契約により買電した電力使用量とオンサイト・オフサイト
PPA などにより買電したオフグリッド電力使用量の合計である。電力会社が発行する明細書等の
信頼性のあるエビデンスを裏付けとしており、外部からの検証が可能である。ベンチマークとし
て SBT1.5℃、RE100 が推奨する中間目標が利用可能である。 

 KPI は中核事業である GMS 及び SM を含む小売事業全体と結びついており、自社の事業活動からの
直接・間接排出（Scope1・2 総量）及びサプライチェーンの下流における事業活動からの間接排出
（Scope3）の一部を網羅する重要な指標である。KPI は以下の通りイオンのサステナブル経営におい
て戦略的意義を有するとともに、国やセクターの課題に対応するものである。 

 KPI はイオンサステナビリティ基本方針で定める重点課題のうち、「脱炭素社会の実現」に対応し
ている。イオンはパリ協定と整合する脱炭素化の取り組みを進めており、2018 年にイオン脱炭素
ビジョン 2050 を策定し、RE100 にも加盟した。2021 年にはより高い CO2 排出削減目標を設定
し、SBT 1.5℃の更新認定を受けるとともに、新たな CO2 排出削減目標に基づき脱炭素ビジョン
を改訂、国内全店舗の脱炭素化を 2040 年に達成すると掲げた。イオンは KPI を当該中間目標
「2030 年までに店舗使用電力の 50％を再生可能エネルギーに切り替え（国内）」に基づき設定し
ている。KPI はイオンの小売事業を通じて、国内の再エネ主力電源化や災害レジリエンス向上と
いった社会課題への対策に資するとの意義を併せ持っている。CO2 フリー化の対象となる使用電
力には Scope3 の一部に該当するテナント専有部の使用電力も含まれる。本 KPI に関連する取り
組みはテナント企業の脱炭素化に資するとの側面からも重要である。 

 KPI の実績については、重要度に応じて「イオン・マネジメントコミッティ」及び取締役会に報
告する。重点課題に関連する取り組みは毎年度発行するイオンサステナビリティデータブックで
開示している。  

                              
1 ローン・マーケット・アソシエーション（LMA）、アジア太平洋ローン・マーケット・アソシエーション（APLMA）

並びにローン・シンジケーション＆トレーディング・アソシエーション（LSTA）が策定・改訂。 
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(2) SPT（Sustainability Performance Target）の設定 

 イオンはイオン脱炭素ビジョン（2021 年改訂）の中間目標として「2030 年までに店舗使用電力の 50％
を再生可能エネルギーに切り替え（国内）」を設定している。SPT は当該中間目標の達成経路として設
定された目標値である。SPT は以下の観点から野心的である。 

 SPT は科学的に根拠があると認められた CO2排出削減目標（SBT 1.5℃）と整合的である。改定
後のイオン脱炭素ビジョンとその中間目標は、SBT 1.5℃認定を取得したイオンの CO2 排出削減
目標に基づいて策定されている。また SPT は 2020 年を起点として年間平均約 5％の速度で CO2

フリー化を進めることと同義であり、これは RE100 が推奨する 2040 年に 90％以上を達成する
のに必要な速度と整合している。 

 SPT は従来通りの取り組みでは達成が困難であり、グループに大きな行動変容を促す野心的な水
準である。達成に向け、イオンは再エネの自家消費や地産地消を可能とする多様な調達手段を開
拓し、複線的に調達量の拡大を進めていく。主な調達手段はオンサイトの屋根・カーポートを活
用した PPA に加え、オフサイトでは耕作放棄地や遊休地での低圧・分散型太陽光発電からの自己
託送や野立て・営農型太陽光発電、一般家庭からの卒 FIT 余剰電力の買い取り等を拡大していく
ことが想定され、不足分は地域の再エネ由来の非化石証書付電力を系統電力から調達するなどで
補う。 

(3) ローンの特性 

 イオンは貸付人兼サステナビリティ・コーディネーターである三菱ＵＦＪ銀行と本サステナビリティ・
リンク・ローンの財務・構造的特性を協議した。 

 SPT は、本サステナビリティ・リンク・ローンの返済期限の前年の 3 月末を基準日とした年度目標を
判定対象とし、返済期限の属する年の 9 月末を SPT 判定日とする。SPT が未達成の場合、判定日か
ら起算して 2 ヶ月以内に貸付金額の 0.1%相当額を寄付する義務が生じる。寄付先の候補は、イオンサ
ステナビリティ基本方針で掲げる「脱炭素社会の実現」に資する活動をしている公益社団法人・公益財
団法人・国際機関・自治体認定 NPO 法人・地方自治体やそれに準じた組織とし、「イオン行動規範」
等の取引先基準に照らして適切な先を選定のうえ、社内の適切な決裁を経て決定する。寄附先につい
て、貸付人に報告の上、確認を得る。現時点の候補として公益財団法人イオン環境財団2を想定してい
る。なお、本サステナビリティ・リンク・ローンに基づいて実施する寄付はその他の寄付とは別に単独
で実施される。 

 サステナビリティ・リンク・ローンの財務・構造的特性を定義づける KPI と SPT、SPT 判定対象事業
年度と SPT 判定日、SPT の充足要件と適用条件、寄付に関する詳細が金銭消費貸借契約書の特約書に
明記される。本サステナビリティ・リンク・ローンのキャッシュフローは SPT の判定結果と連動し、
イオンの経済的インセンティブとして機能する。任意による期限前弁済はできず、SPT 判定日以前に
寄付を回避することは原則的に認められない。本サステナビリティ・リンク・ローンの財務・構造的特
性は、重点課題である「脱炭素社会の実現」に向けたイオンのコミットメントを強化する。 

(4) レポ―ティング 

 イオンは年 1 回、KPI に関する 新の実績値と SPT の進捗状況、KPI・SPT に関連する 新のサステ
ナビリティ戦略に関する情報を貸付人に報告する。ただし、該当する情報をウェブサイト等で一般開
示する場合はこれらの報告に代えることができる。 

 イオンは SPT 判定日までに SPT の達成状況（及び寄付を実施する場合は寄付予定先）を貸付人に報
告する。 

(5) 検証 

 KPI に関する 新の実績値と SPT の達成状況について年 1 回、外部検証機関から検証報告書を取得の
うえ、原則として毎年 8 月末までに貸付人に提出する。 

 

                              
2 助成・支援、植樹、顕彰、環境教育を柱とした公益事業を営む（https://www.aeon.info/ef/）。イオンの基本理念「お客

さまを原点に平和を追求し、人間を尊重し、地域社会に貢献する」のもと、岡田卓也氏（イオン株式会社名誉会長相談役・

公益財団法人イオン環境財団理事長）他 2 名からの寄付を基本財産として 1990 年 12 月設立。1991 年に特定公益増進法

人の認可を受けた後、2009 年に公益財団法人に移行。 
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借⼊⼈の概要 

国内流通 大手であるイオングループの純粋持株会社。持株会社はグループ経営機能に特化し、グループシ
ナジーを創出する要として戦略立案や経営資源の 適配分を担っている。1758 年の創業から続く小売事業で
は GMS（総合スーパー）と SM （食品スーパー）を中心に、ヘルス＆ウエルネス（ドラッグストア）など領
域特化した専門小売事業も擁し、幅広く展開する。SC（ショッピングセンター）のディベロッパーや総合金
融など非小売事業でも強い営業基盤を持つ。各事業が有機的に結びつきグループで相乗効果を発揮するビジ
ネスモデルを確立しており、国内流通市場における存在は大きい。1991 年からの植樹活動3や買物袋持参運
動4、店舗資源回収運動のほか、2008 年の温暖化防止宣言など、先駆的な環境活動で業界をリードしてきた。
2021 年には環境マネジメントにおける世界レベルのベストプラクティス実践企業として、CDP5気候変動 A
リスト企業に選出され、同制度で 3 年連続の 高評価を受けている。 
  

                              
3 新店が開店する際に地域の利用客とともに敷地内に地域の環境に合わせた樹木を植樹する「イオン ふるさとの森づく

り」を 1991 年から実施している。このほか、公益財団法人イオン環境財団が市民ボランティアとともに世界各地の森林

の再生を目指して実施している植樹、東日本大震災の被災地復興・創生支援を目的とした植樹などとあわせ、2022 年 2
月までに累計 1,240 万本超の植樹を実施している。 
4 買物袋持参運動を 1991 年から実施しており、2007 年に一部店舗の食品売場でレジ袋の無料配布を終了、有料化制度

開始前の 2020 年 4 月から全国の GMS 直営全売場ですべてのレジ袋の無料配布を終了。 
5 CDP は世界 大規模の情報開示プラットフォーム。2021 年は運用資産総額 110 兆米ドルに相当する約 590 の機関投

資家と調達総額が 5.5 兆米ドルに相当する約 200 社の大手購買企業がサプライヤーに対して CDP を通じた環境データの

開示を求めており、過去 高となる約 1.3 万社が環境データを提供している。 



セカンドオピニオン 

 

 4/9 

1. 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（2022）に適合し
ている。 

(1) KPI の概要 

・ KPI は一貫した方法で測定可能な定量指標であり、ベンチマークや参照値との比較が可能である。 

 KPI は店舗使用電力の CO2フリー化率（%）である。毎年 4 月 1 日から翌 3 月末日迄を計測期間
とし、CO2フリー化した年間電力使用量（kWh）を年間電力使用量（kWh）で除した値の百分率
として定義する。イオンの連結対象子会社が運営する日本国内の全店舗を対象とする。CO2 フリ
ー化した年間電力使用量は非化石証書付電力契約により買電した電力使用量と太陽光 PPA など
により買電したオフグリッド電力使用量の合計である。年間電力使用量は電力会社との直接契約
により買電した電力使用量とオンサイト・オフサイト PPA などにより買電したオフグリッド電力
使用量の合計である。外部のベンチマークとして SBT1.5℃、RE100 が推奨する中間目標が利用
可能である。 

・ KPI は電力会社が発行する明細書等の信頼性のあるエビデンスを裏付けとしており、外部からの検証
が可能である。 

■（参考）KPI の過去 3 年間の実績推移 

*グループ総電⼒使⽤量に対する数値。未検証 
 出所︓イオンからの情報提供をもとに R&I 作成 

(2) KPI の重要性 

 KPI は以下の観点からグループの事業全体と関連する中核的な指標である。 

 GMS 及び SM を含む小売事業と結びついている。自社の事業活動からの直接・間接排出（Scope1・
2 総量）及びサプライチェーンの下流における事業活動からの間接排出（Scope3）の一部を網羅
している。 

・ KPI は以下の通りイオンのサステナブル経営において戦略的意義を有するとともに、国やセクターの
課題に対応するものである。 

 

 KPI はイオンサステナビリティ基本方針で定める重点課題のうち、「脱炭素社会の実現」に対応
している。イオンの CO2排出量の約 9 割が電力由来であり、その電力使用量は日本全国の約 1.0%
に相当するという。イオンはエネルギーの効率化と環境負荷の軽減がグループの 重要課題であ
るとの認識のもと、パリ協定と整合する脱炭素化の取り組みを進めてきた。2018 年にイオン脱炭
素ビジョン 20506を策定し、RE1007にも加盟した。2021 年にはより高い CO2排出削減目標を設

                              
6 「店舗」、「商品・物流」、「お客さまとともに」の 3 つの視点で CO2等の排出削減に取り組み、脱炭素社会の実現に貢

献するとした。店舗で排出する CO2等を 2050 年までに総量でゼロにするとした。 
7 RE100 は Renewable Energy100％の略で事業を 100%再生可能エネルギー電力で賄うことを目標とする企業連合。パ

リ協定達成を目的にエネルギーや気候変動適応などを推進する国際NGOのクライメイトグループ（The Climate Group）
が運営する国際イニシアチブ。 

 2019 2020 2021* 

年間使⽤電⼒量の CO2 フリー化率（%） 
 

- - 約３% 
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定し、SBT 1.5℃8の更新認定を受けるとともに、新たな CO2排出削減目標に基づき脱炭素ビジョ
ンを改訂、国内全店舗の脱炭素化を 2040 年に達成すると掲げた。中間目標を「2030 年までに店
舗使用電力の 50％を再生可能エネルギーに切り替え（国内）」とした。イオンは KPI を当該中間
目標に基づき設定している。 

気候変動問題は人類共通の喫緊の課題である。気候変動に関する政府間パネル（IPCC9）が 2021
年 8 月に公表した第 6 次評価報告書（第 1 作業部会報告書）では、極端な高温、海洋熱波、大雨
の頻度と強度の増加などは、地球温暖化の進行に直接関係していることは疑う余地がないとされ、
気候変動問題を世界各国が取り組まなければならない課題としている。また、国際エネルギー機
関（IEA）が 2021 年 5 月に公表した「2050 年ネットゼロに向けたロードマップ 」は、ネット
ゼロ排出シナリオが前提とする世界的なエネルギーシステム転換の方向性として、再生可能エネ
ルギーの主力電源化を示唆している。日本においても 2021 年 10 月に閣議決定された第 6 次エ
ネルギー基本計画の中で、脱炭素社会の実現に向け、「S+3E10を大前提に再エネの主力電源化を
徹底し、再エネに 優先の原則で取り組み、国民負担の抑制と地域との共生を図りながら 大限
の導入を促す。」としており、太陽光については電力の自家消費や地産地消を可能とする分散型エ
ネルギーリソースとして地域の災害レジリエンス向上の観点からも活用が期待されるとする。 

イオンは店舗使用電力の CO2フリー化を進める過程で、再エネの自家消費や地産地消を可能と
する多様な調達手段を開拓し、複線的に調達量を拡大していくことを目指している。KPI はイオ
ンの小売事業を通じて、国内の再エネ主力電源化や災害レジリエンス向上といった社会課題への
対策に資するとの意義を併せ持っている。 

CO2 フリー化の対象となる使用電力には Scope3 の一部に該当するテナント専有部の使用電力
も含まれる。本 KPI に関連する取り組みはテナント企業の脱炭素化に資するとの側面からも重
要である。 

 イオン サステナビリティ基本⽅針（2018 年 9 ⽉改訂） 

    
[出所︓イオンサステナビリティデータブック 2021] 

                              
8 SBT はサイエンス・ベースト・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 GHG 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。 
9 IPCC は Intergovernmental Panel on Climate Change の略。人為起源による気候変化、影響、適応及び緩和方策に

関し、科学的、技術的、社会経済学的な見地から包括的な評価を行うことを目的として、1988 年に国連環境計画（UNEP）
と世界気象機関（WMO）により設立された組織。気候変動を 1.5℃未満に抑え、パリ協定で合意した世界的な共通目標

を達成するには、2050 年までに世界の CO2 排出量をネットゼロにしなければならないとした「1.5℃特別報告書」（2018 
年 12 月発表）はその後における各国の産業・エネルギー政策や企業行動に大きな影響を与えた。 
10 S+3E は日本のエネルギー政策の基本方針であり、安全性（Safety）の確保を大前提に、気候変動対策（Environment）
を進める中でも安定供給の確保（Energy Security）やエネルギーコストの低減（Economic Efficiency）を図るとの考え

方。 
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 イオン 脱炭素ビジョン（2021 年 7 ⽉策定） 

    
[出所︓イオンサステナビリティデータブック 2021] 

 

・ KPI はイオンの経営陣のもとで以下の通り管理される。 

 KPI の進捗については KPI の推進責任部署・責任者からの報告を受けて環境・社会貢献部が取
り纏めている。環境・社会貢献部は達成状況を毎年把握・管理し、グループ環境・社会貢献責任
者会議を通じて活動のフォローアップを実施する。KPI の実績については、重要度に応じて「イ
オン・マネジメントコミッティ」及び取締役会に報告する。重点課題に関連する取り組みは毎年
度発行するイオンサステナビリティデータブックで開示している。 

 イオンのサステナブル経営 推進体制図 

   
[出所︓イオン サステナビリティデータブック 2021] 
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2. 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（2022）に適合し
ている。 

(1) SPT の概要 
・ イオンはイオン脱炭素ビジョン（2021 年改訂）の中間目標として「2030 年までに店舗使用電力の 50％

を再生可能エネルギーに切り替え（国内）」を設定している。SPT は当該中間目標の達成経路として設
定された目標値である。 

(2) SPT の野⼼性 
 SPT は以下の点から野心的である。 

 SPT は科学的に根拠があると認められた CO2排出削減目標（SBT 1.5℃）と整合的である。改定
後のイオン脱炭素ビジョンとその中間目標は、SBT 1.5℃認定を取得したイオンの CO2排出削減
目標に基づいて策定されている。 

 SPT は RE100 が推奨する中間目標と整合的である。RE100 は遅くとも 2050 年までに事業活動
で使用する電力を100%再生可能エネルギーで賄うことを要件としており、また2020年に30％、
2030 年に 60%、2040 年に 90%を上回る水準の中間目標を推奨している。SPT は 60％に満たな
いが、2020 年を起点として年間平均約 5％の速度で CO2 フリー化を進めることと同義であり、
これは 2020 年を起点として 2040 年に 90％以上を達成するのに必要な速度と整合している。 

 改訂版イオン脱炭素ビジョンの初年度にあたる 2022 年 2 月期の実績はグループ総電力使用量に
対し約 3％（未検証）に留まる。SPT は 2030 年度までの 9 年間でこれを 50%以上に引き上げる
ことにコミットするもの。従来通りの取り組みでは達成が困難であり、グループに大きな行動変
容を促す野心的な水準である。 

 SPT の達成に向け、イオンは再エネの自家消費や地産地消を可能とする多様な調達手段を開拓し、
複線的に調達量の拡大を進めていく。主な調達手段はオンサイトの屋根・カーポートを活用した
PPA11に加え、オフサイトでは耕作放棄地や遊休地での低圧・分散型太陽光発電12からの自己託送
13や野立て・営農型太陽光発電14、一般家庭からの卒 FIT 余剰電力の買い取り等を拡大していく
ことが想定され、不足分については地域の再エネ由来の非化石証書付電力を系統電力から調達す
るなどで補う。各電源の年度調達可能計画に従い、年度毎の 適な組み合わせで必要な調達量を
安定的に確保する。   

                              
11 PPA モデルは Power Purchase Agreement（電力販売契約）モデルの略。電力会社等の PPA 事業者が電力需要家の敷

地や屋根等のスペースを借り太陽光発電システムを設置し、そこで発電した電力を電力需要家に販売する事業モデル。 
12 低圧・分散型太陽光発電は、耕作放棄地を中心とする遊休地を活用した環境負荷の少ない再エネ電源。グループ会社

のイオンモールは 2022 年秋に国内 大規模のオフサイトコーポレート PPA を全面稼働する。全国約 740 か所に分散す

る低圧太陽光発電所（合計約 65MW 規模）で発電した再エネ電力を、一般送配電事業者の送配電ネットワークを経由し

て、全国のイオンモール約 30 施設に自己託送する。 
13 自己託送は遠隔地の太陽光発電設備で発電した電気を一般送配電事業者の送配電ネットワークを介して自社または自

社グループの施設へ送電するサービス。 
14 営農型太陽光発電は農地に支柱を立てて上部空間に太陽光発電設備を設置し、太陽光を農業生産と発電とで共有する

手法。売電による継続的な収入や発電電力の自家利用等により農業経営の更なる改善が期待できる。 
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3. 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（2022）に適合
している。 

・ イオンは貸付人兼サステナビリティ・コーディネーターである三菱ＵＦＪ銀行と本サステナビリティ・
リンク・ローンの財務・構造的特性を協議した。 

・ SPT は、本サステナビリティ・リンク・ローンの返済期限の前年の 3 月末を基準日とした年度目標を
判定対象とし、返済期限の属する年の 9 月末を SPT 判定日とする。SPT が未達成の場合、判定日から
起算して 2 カ月以内に貸付金額の 0.1%相当額を寄付する義務が生じる。寄付先の候補は、イオンサス
テナビリティ基本方針で掲げる「脱炭素社会の実現」に資する活動をしている公益社団法人・公益財団
法人・国際機関・自治体認定 NPO 法人・地方自治体やそれに準じた組織とし、「イオン行動規範」等
の取引先基準に照らして適切な先を選定のうえ、社内の適切な決裁を経て決定する。寄附先について、
貸付人に報告の上、確認を得る。現時点の候補として公益財団法人イオン環境財団を想定している。な
お、本サステナビリティ・リンク・ローンに基づいて実施する寄付はその他の寄付とは別に単独で実施
される。 

・ サステナビリティ・リンク・ローンの財務・構造的特性を定義づける KPI と SPT、 SPT 判定日、SPT
の充足要件と適用条件、寄付に関する詳細が金銭消費貸借契約書の特約書に明記される。本サステナ
ビリティ・リンク・ローンのキャッシュフローは SPT の判定結果と連動し、イオンの経済的インセン
ティブとして機能する。任意による期限前弁済はできず、SPT 判定日以前に寄付を回避することは原
則的に認められない。本サステナビリティ・リンク・ローンの財務・構造的特性は、重点課題である
「脱炭素社会の実現」に向けたイオンのコミットメントを強化する。 

4. レポーティング 

評価対象の「レポーティング」は以下の観点からサステナビリティ・リンク・ローン原則（2022）に適
合している。 

・ イオンは年 1 回、KPI に関する 新の実績値と SPT の進捗状況、KPI・SPT に関連する 新のサステ
ナビリティ戦略に関する情報を貸付人に報告する。ただし、該当する情報をウェブサイト等で一般開
示する場合はこれらの報告に代えることができる。 

・ イオンは SPT 判定日までに SPT の達成状況（及び寄付を実施する場合は寄付予定先）を貸付人に報
告する。 

5. 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（2022）に適合している。 

・ KPI に関する 新の実績値と SPT の達成状況について年 1 回、外部検証機関から検証報告書を取得の
うえ、原則として毎年 8 月末までに貸付人に提出する。 

 

以上 
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