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鉄道・運輸機構（ＪＲＴＴ）の概要

1

◼ 明日を担う交通ネットワークづくりに貢献します。

✓ 安全で安心な、環境にやさしい交通ネットワークづくりに貢献します。

✓ 交通ネットワークづくりを通じ、人々の生活の向上と経済社会の発展に寄与します。

✓ 交通ネットワークづくりに当たっては、確かな技術力、豊富な経験、高度な専門知識を最大限に発揮します。

基 本 理 念

平成10年10月

平成9年10月

平成3年10月

平成15年10月

平成13年3月

昭和39年3月

昭和62年4月

昭和34年6月（昭和41年12月名称変更）

昭和62年4月

日本鉄道建設公団

日本国有鉄道清算事業団

船舶整備公団

新幹線鉄道保有機構

運輸施設整備事業団

鉄道整備基金

造船業基盤整備事業協会

独立行政法人
鉄道建設･運輸施設

整備支援機構

独立行政法人 鉄道建設･運輸施設整備支援機構

1,153億3,734万2,338円（令和4年4月1日現在） ※政府による全額出資

役員13人 職員1,459人（令和4年4月1日現在）

平成15年10月1日 日本鉄道建設公団と運輸施設整備事業団が統合し設立
＊根拠法：独立行政法人鉄道建設･運輸施設整備支援機構法（平成14年12月18日法律第180号）

名称

資本金

役職員数

設立

主務大臣 国土交通大臣



鉄道・運輸機構（ＪＲＴＴ）の業務
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地域公共交通への出資等 鉄道整備支援

旧国鉄の資産処分・年金支払

◼ 鉄道・運輸機構は、鉄道・船舶による交通ネットワークの整備・支援を行う独立行政法人です

◼ 5つの勘定に区分して業務を実施しています

（建設勘定） （海事勘定） （特例業務勘定）

※写真提供：JR東海

（地域公共交通等勘定） （助成勘定）

サステナビリティファイナンスの対象事業

（建設勘定）

⚫ 鉄道施設の建設

（海事勘定）

⚫ 船舶共有建造

※連節バスイメージ

船舶共有建造鉄道施設の建設



新幹線路線図

東京

高崎

富山

長野

金沢

敦賀

新大阪
名古屋

盛岡

新青森

新函館北斗

札幌

博多
武雄温泉

長崎

鹿児島中央

凡例

営業中の新幹線（既設新幹線）

営業中の新幹線（整備新幹線）

建設中の新幹線（整備新幹線）

鉄道建設業務について（整備新幹線）
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九州新幹線の開業効果輸送量当たりのCO2排出量（令和2年度）

◼ 我が国の鉄道ネットワークの整備を推進するため、国土交通軸を形成する新幹線や、都市圏における利便性の向上の
ための都市鉄道等を建設しています

開業前

2017年３月 3時間41分

１時間21分
短縮

5時間 2分

鹿児島中央～新大阪間

西九州新幹線（武雄温泉～長崎間）

令和４年９月２３日開業

自家用乗用車

航空

バス

鉄道

131

133

109

28

約５分の１

自家用乗用車

航空

バス

鉄道

131

133

109

28

約５分の１

旅客 （ｇ-CO2/人キロ）

出典：国土交通省 総合政策局環境政策課HPより作成



鉄道建設業務について（都市鉄道）
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神奈川東部方面線

（都市鉄道利便増進事業・実施中）

（都市鉄道線・平成17年8月開業）

相鉄・JR直通線（西谷・横浜羽沢間）

（都市鉄道利便増進事業・令和元年11月開業）
相鉄・JR直通線：令和元年11月30日開業

相鉄・東急直通線：令和5年3月開業予定

神奈川東部方面線が開業し、バスや自動車から、同路線に旅客が転移した場合、CO₂及び
NOｘの排出量削減が期待され、機構の推計では、CO₂の削減量は、約1,500t-CO₂/年、

NOｘの削減量は、約14t-NOｘ/年となっています。このCO₂の削減量は、杉の木約170ha

（東京ドーム約36個分とほぼ同等）植樹した場合のCO₂吸収量に相当します。

神奈川東部方面線の開業による環境負荷低減効果

◼ 我が国の鉄道ネットワークの整備を推進するため、国土交通軸を形成する新幹線や、都市圏における利便性の向上の
ための都市鉄道等を建設しています

つくばエクスプレス



船舶共有建造業務について
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※内定ベース

◼電気推進システムを採用するスーパーエコシップや、CO2排出量を抑えて省エネに資する二酸化炭素低減化船など、
環境にやさしい船舶の建造を促進しています
◼また、離島航路の整備に資する船舶について、建造計画段階から技術的支援を行い、建造しています

離島航路の整備に資する船舶スーパーエコシップ

電動駆動のプロペラ
国土交通省：内航船省エネルギー格付け制度

省エネ・省CO2排出性能

が極めて高い船舶として、

国土交通省の定める最高

ランク（5つ星）を獲得して

おります。

➢ 東京～大島等～神津島航路

➢ 令和2年6月就航

➢ 友住(上五島)～佐世保航路

➢ 令和元年6月就航

輸送量当たりのCO2排出量（令和2年度）

出典：国土交通省 総合政策局環境政策課HPより作成

貨物 （ｇ-CO2 /トンキロ）

機構の建造実績

※ 内定ベースS34～R4.3までの竣工船

21

43

216

1,215自家用貨物車

営業用貨物車

鉄道

船舶

約5分の１



単位未満四捨五入により端数処理をしているため、合計が合わない場合があります。
6

令和３年度決算概要 法人単位ベース

固定負債
117,249

貸借対照表

流動資産
34,150

固定資産
108,564

積立金取崩額（※4） 0

当期純損失
△35

流動負債 3,810

（※1） 既設新幹線及び譲渡線の割賦債権
（※2） 貸付線及び建設中の鉄道施設等

利益剰余金 12,296

（単位：億円、単位未満四捨五入）

（※3） 国から交付された補助金等を財源にして取得した資産相当額

（単位：億円、単位未満四捨五入）

割賦債権（※1） 18,929

処分用資産 2,346

その他 12,874

有形固定資産（※2） 69,678

無形固定資産 1,349

投資その他の資産 37,537

短期借入金 16

一年以内償還予定債券 1,220

一年以内返済予定長期借入金 1,203

その他 1,370

資産見返負債（※3） 46,613

債券 13,337

長期借入金 50,006

引当金 3,404

その他 3,889

法令に基づく引当金等 1,948

資本金 1,153

資本剰余金 6,258

当期総損失
△35

令和2年度末 令和3年度末

流動資産 29,940 34,150

固定資産 106,871 108,564

〈資産合計〉 136,812 142,715

流動負債 3,419 3,810

固定負債 111,870 117,249

法令に基づく引当金等 1,780 1,948

（負債合計） 117,069 123,007

資本金 1,152 1,153

資本剰余金 6,260 6,258

利益剰余金 12,332 12,296

（純資産合計） 19,743 19,707

〈負債純資産合計〉 136,812 142,715

令和2年度 令和3年度

経常費用 4,926 4,708

経常収益 4,821 4,662

臨時損失 22 499

臨時利益 0 510

当期純利益又は当期
純損失（△）

△128 △35

積立金取崩額 0 0

当期総利益又は当期
総損失（△）

△127 △35
（※4） 積立金取崩額とは、前中期目標期間繰越積立金取崩額

（単位：億円、単位未満四捨五入）

損益計算書

（注） 積立金の整理は、「独立行政法人会計基準」及び
「独立行政法人会計基準注解」第95、第96に規定されて
います。

（単位：億円、単位未満四捨五入）

◼ 鉄道施設の貸付・譲渡を行っている建設勘定が総資産の約6割を占めています

◼ 整備新幹線等の建設の進捗により固定資産が増加しています

損益計算書の当期純損失は、助成勘定
において整備新幹線整備事業交付金を
費用計上、特例業務勘定において土壌
汚染対策等引当金及び鉄道支援助成業
務費を費用計上したことによるものです。
なお、この損失は、積立金を減額して整
理することが予定されています。（注）
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サステナビリティファイナンスのイメージ

アジア初のCBIプログラム認証（国際認証）を
取得したサステナビリティファイナンス

環境改善効果
（グリーン性）

社会的課題解決
（ソーシャル性）

⚫ グリーン性 ： 環境負荷の低減
（CO2排出量が少ないなど環境負荷低減に資する鉄道の建設、
船舶の海洋汚染防止など）

⚫ ソーシャル性 ： 必要不可欠な交通インフラの整備
（多くの人が利用できる鉄道の建設、離島航路の整備など）

◼ 2019年(平成31年)1月、国際的な第三者評価機関であるDNVより「サステナビリティファイナンス」の検証及び評価に加え
て、環境改善効果については厳格な国際基準を設けるCBIからプログラム認証※をアジアで初めて取得しました

◼ 2019年(平成31年)3月から、サステナビリティファイナンス（債券及び市中借入）による資金調達を行っています

認証機関 (CBI)

第三者評価機関 (DNV)

➢ 1864年に設立されたノルウェー・オスロ
に本部を置く第三者評価機関

➢ 低炭素経済に向けた大規模投資を促進
する英国にある国際NGO

当機構のサステナビリティファイナンス

グリーン性とソーシャル性を併せ持つサステナビリティファイナンス サステナビリティファイナンス
特有の関係者

 

※）プログラム認証 ： 一度の認証で継続的な調達が可能となる認証取得の方法（当機構のプログラム認証は世界で15例目）

ＣＢＩ認証書 2019年(平成31年)1月



持続可能な開発目標（SDGs）と鉄道・運輸機構
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JRTTの役割

交通ネットワークの確立

鉄道ネットワークの整備 海上輸送ネットワークの
整備

地域の活性化 国際協力

事業活動を支える
ガバナンス体制

人材の確保・育成、
人員の適正配置

鉄道ネットワークの整備 海上輸送ネットワークの整備

⚫ 整備新幹線の建設

⚫ 都市鉄道利便増進事業

⚫ 都市鉄道・地域鉄道等への助成

⚫ 鉄道施設への技術支援

⚫ 船舶の共有建造業務を通じた船舶の建造推進

⚫ 船舶建造等における技術支援

地域の活性化

⚫ 出資・融資による地域における公共交通
の活性化・再生

国際協力

⚫ 海外高速鉄道プロジェクトへの参画

⚫ 海外技術協力

◼ 鉄道・運輸機構は、業務を通じて国連持続可能開発目標（SDGs）の達成に貢献しています
◼ 当機構の各事業がSDGsの目標に貢献していることについて、下記のとおり整理を行い、第三者評価機関のDNVより確

認を受けています



サステナビリティファイナンスを通じた
SDGs債市場の発展への取組

◼ 業務を通じたSDGsへの貢献とともに、各種メディアへの出演、債券投資家との対話、各種セミナーへの登壇を通じて
SDGs債市場の発展に取り組んでいます

9

BSテレビ東京「サステナブルな毎日」（2021.6.27）

住友生命エンゲージメント（2021.7.28）

野村證券グローバルセミナー「ESG NOW！」（2021.12.8）

日経SDGｓフェスティバル（2021.12.8）

週刊ダイヤモンド 記事広告（2021.12.16）

七十七銀行エンゲージメント（2021.12.20）

NOMURA SDGｓセミナー～九州から世界へ 脱炭素と地
方創生への取り組み～（2022.1.26）

明治安田生命エンゲージメント（2022.2.8）

日経SDGｓフェス大阪関西（2022.2.16）

Passion for ZERO Carbon （2022.6.7）

週刊東洋経済 記事広告（2022.9.12）

直近で参加したセミナーや対談等の一部



区分 5月 8月 11月 2月 合計

2年 － － 60億円程度 － 60億円程度

5年 100億円 － － 90億円程度 190億円程度

10年 100億円 100億円 － 120億円程度 320億円程度

20年 － 100億円 130億円程度 － 230億円程度

合計 200億円 200億円 190億円程度 210億円程度 800億円程度

発行勘定 発行予定額 資金の使途

建設勘定 800億円程度
⚫ 主要幹線及び大都市交通線 （京葉線等）＜借換＞
⚫ 民鉄線 （東葉高速線等）＜借換＞
⚫ 都市鉄道線 （つくばエクスプレス等）＜借換＞

10

サステナビリティボンド (CBI認証付ボンド)
※1

（参考）サステナビリティローン
※2

借入勘定 借入予定額 資金の使途 備考

建設勘定 232.2億円程度
⚫ 主要幹線及び大都市交通線 （京葉線等）＜借換＞
⚫ 民鉄線 （小田急小田原線等）＜借換＞

CBI認証付ローン

海事勘定 70億円程度 ⚫ 船舶共有建造事業＜新規＞ ICMA原則
※3

ローン

※2）資金需要等により、借入額･借入時期は変動する可能性があります。

※1）資金需要等により、発行額･発行時期は変動する可能性があります。

※3） ICMA（国際資本市場協会）が定義するグリーンボンド原則等

令和４年度サステナビリティファイナンスによる調達計画

◼ 中期、長期及び超長期にわたる幅広い年限で四半期毎の定例発行を行う予定です
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回号 年限 発行額（億円） 利率 条件決定日（募集日） 発行日 償還期日
対国債

スプレッド

令和2年度

第136回 10年 100 0.141% R2.5.22 R2.5.28 R12.5.28 14.5bp

第137回 15年 100 0.332% R2.5.22 R2.5.28 R17.5.28 12.5bp

第138回 30年 100 0.542% R2.5.22 R2.5.28 R32.5.27 10.0bp

第139回 10年 100 0.155% R2.8.21 R2.8.28 R12.8.28 13.0bp

第140回 20年 150 0.469% R2.8.21 R2.8.28 R22.8.28 4.5bp

第141回 2年 100 0.001% R2.11.20 R2.11.27 R4.12.20 －

第142回 7年 100 0.070% R2.11.20 R2.11.27 R9.11.26 －

第143回 20年 100 0.425% R2.11.20 R2.11.27 R22.11.27 4.5bp

第144回 5年 100 0.020% R3.2.18 R3.2.25 R8.3.19 －

第145回 10年 66 0.180% R3.2.18 R3.2.25 R13.2.25 9.0bp

令和3年度

第146回 10年 100 0.115% R3.5.21 R3.5.28 R13.5.28 7.5bp

第147回 15年 100 0.337% R3.5.21 R3.5.28 R18.5.28 6.5bp

第148回 5年 100 0.005% R3.8.20 R3.8.30 R8.9.18 －

第149回 20年 100 0.429% R3.8.20 R3.8.30 R23.8.30 2.5bp

第150回 10年 150 0.145% R3.11.18 R3.11.29 R13.11.28 7.0bp

第151回 20年 90 0.486% R3.11.18 R3.11.29 R23.11.29 1.5bp

第152回 5年 80 0.090% R4.2.10 R4.2.25 R9.3.19 6.0bp

第153回 10年 100 0.288% R4.2.10 R4.2.25 R14.2.25 7.0bp

令和4年度

第154回 5年 100 0.085% R4.5.20 R4.5.30 R9.6.18 6.0bp

第155回 10年 100 0.304% R4.5.20 R4.5.30 R14.5.28 6.0bp

第156回 10年 100 0.350% R4.8.18 R4.8.30 R14.8.30 15.0bp

第157回 20年 100 0.798% R4.8.18 R4.8.30 R24.8.29 2.0bp

サステナビリティボンド発行実績 （CBI認証付ボンド)

（参考）サステナビリティローン借入実績 （CBI認証付ローン）

サステナビリティファイナンスによる最近の調達実績

年限 借入額(億円) 条件決定日 借入日 償還期日 アレンジャー兼エージェント

令和2年度 4年 158 R3.3.25 R3.3.29 R7.3.28 株式会社三井住友銀行

令和3年度
5年 550.5 R3.11.26 R3.11.30 R8.11.30 株式会社三井住友銀行

4年 101 R4.3.25 R4.3.29 R8.3.27 株式会社みずほ銀行



12

銀行 33件

系統金融機関 2件

信用組合 4件

農業協同組合 11件

労働金庫 3件

信用金庫 38件

生損保 18件

政府系機関 10件

投信・投資顧問 5件

地方公共団体 69件

財団法人 23件

学校法人 10件

信用保証協会 27件

その他業態 40件

合計 293件

◼ 当機構は、2019年（令和元年）5月に国内初のCBI認証付サステナビリティボンドを発行して以来、幅広い投資家の皆様に
ご購入いただき、発行趣旨に共感された293件の投資家から、投資表明をいただきました

◼ 日本全国47都道府県全ての地域の投資家の皆様から投資表明をいただいています

投資表明件数の推移

2019年5月
（初回債）

2022年8月末
（現在）

約6.7倍
（+249件）44件

293件

サステナビリティボンドの投資表明先

出典：2022年2月10日公表資料より

※ 参考資料「サステナビリティボンドの投資表明先一覧」等にて、投資家名を掲載させていただいています



鉄道･運輸機構（ＪＲＴＴ）ホームページ
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URL https://www.jrtt.go.jp/ir/sustainability-finance.html

JRTT サステナ



参 考 資 料
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科目 建設勘定 海事勘定 地域公共交通等勘定 助成勘定 特例業務勘定 調整 法人単位

流動資産 16,622 147 4 9,793 7,898 △315 34,150

固定資産 69,452 2,053 1,207 30,107 10,672 △ 4,926 108,564

〈資産合計〉 86,074 2,201 1,210 39,900 18,570 △ 5,241 142,715

流動負債 3,368 242 3 230 282 △ 315 3,810

固定負債 73,838 1,537 1,207 38,236 7,356 △ 4,925 117,249

法令に基づく引当金等 1,948 - - - - - 1,948

（負債合計） 79,154 1,779 1,210 38,466 7,638 △ 5,240 123,007

資本金 517 636 - 1 - - 1,153

資本剰余金 6,260 - - - - △ 3 6,258

利益剰余金又は繰越欠損金（△） 143 △ 214 0 1,433 10,932 2 12,296

（純資産合計） 6,920 422 0 1,434 10,932 △ 1 19,707

〈負債純資産合計〉 86,074 2,201 1,210 39,900 18,570 △ 5,241 142,715

建設勘定

流動資産
16,222

固定資産
69,452

流動負債 3,368

固定負債
73,838

流動資産

147

固定資産
2,053

流動負債

242

固定負債
1,537

繰越欠損金 214

固定資産
1,207

固定負債
1,207

流動資産
9,793

固定資産
30,107

流動負債 230

固定負債
38,236

流動資産
7,898

固定資産
10,672

流動負債 282

固定負債
7,356

利益剰余金
10,932

資本金 517

資本剰余金 6,260

利益剰余金 143

資本金
636

利益剰余金 0

資本金 1

利益剰余金 1,433

法令に基づく引当金
等1,948

海事勘定 地域公共交通等勘定 助成勘定 特例業務勘定

単位未満四捨五入により端数処理をしているため、合計が合わない場合があります。

令和３年度勘定別決算一覧 貸借対照表

流動負債3流動資産4

◼ 鉄道施設の貸付・譲渡を行っている建設勘定が総資産の約6割を占めています

（単位：億円、単位未満四捨五入）



損益計算書の当期純損失は、助成勘定
において整備新幹線整備事業交付金を
費用計上、特例業務勘定において土壌
汚染対策等引当金及び鉄道支援助成業
務費を費用計上したことによるものです。
なお、この損失は、積立金を減額して整
理することが予定されています。（注）
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科目 建設勘定 海事勘定 地域公共交通等勘定 助成勘定 特例業務勘定 調整 法人単位

経常費用 3,580 248 8 2,078 450 △1,656 4,708

経常収益 3,580 261 8 2,002 465 △1,654 4,662

臨時損失 498 1 0 0 0 - 499

臨時利益 505 5 0 0 0 - 510

当期純利益又は当期純損失（△） 8 16 △0 △75 14 2 △35

前中期目標期間繰越積立金取崩額 - - 0 0 - - 0

当期総利益又は当期総損失（△） 8 16 0 △75 14 2 △35

（単位：億円、単位未満四捨五入）

建設勘定 助成勘定

当期純利益
8

当期総利益
8

海事勘定

当期純利益
16

当期総利益
16

地域公共交通等勘定

当期純損失
△0

当期総利益
0

特例業務勘定

当期純利益
14

当期総利益
14

当期純損失
△75

前中期目標期間
繰越積立金取崩額

0

当期総損失
△75

前中期目標期間
繰越積立金取崩額

0

令和３年度勘定別決算一覧 損益計算書

（注） 積立金の整理は、「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」第95、第96に規定されています。

単位未満四捨五入により端数処理をしているため、合計が合わない場合があります。



サステナビリティファイナンス・フレームワークの概要

16

資金の使途1 プロジェクトの評価と選定のプロセス2

⚫ サステナビリティファイナンスにて調達した資金は、「鉄道建設プロジェク
ト（建設勘定）」、「船舶共有建造プロジェクト（海事勘定）」の建設/建造資
金または借換資金に充当されます。

⚫ 両プロジェクトを通じて、国連の持続可能な開発目標（SDGs）の達成に
貢献します。

⚫ 当機構が実施するプロジェクトについては、国土交通政策の一部として
環境面を含む専門的知見のある外部機関が関与する等して評価・選定
されております。

⚫ また環境改善効果（CO2削減等）の観点からのプロジェクトの検討は、当
機構の各事業部が実施しております。

調達資金の管理3 レポーティング4

⚫ 調達資金の経理区分や資金使途の適切性は会計検査院の検査や業務
監査、監査法人の会計監査などにより常時点検・確認されており、調達
資金の管理の適切性は確保されております。

⚫ 当機構では業務に応じ５つの勘定による区分経理を実施しております。
また各プロジェクト単位で個別の資金管理を実施している為、調達資金
が他のプロジェクトに充当されることはありません。

⚫ 毎年度、当機構HP掲載の事業報告書等で各プロジェクト毎の支出状況
等を開示しております。

⚫ 加えて、環境的・社会的便益や調達資金の充当状況については、当機
構HPで年1回程度、開示予定です。

※） 国際的な基準：CBIが定義するCBS（Climate Bonds Standard）やICMA（International Capital Market Association）が定義するグリーンボンド原則、ソーシャルボンド原則、

サステナビリティボンドガイドライン等

◼ 当機構のサステナビリティファイナンスは、国際的な基準
※

で示される4つの核となる要素（下記1～4）を考慮し、フレーム
ワークを以下のとおり策定しています

◼ 当該フレームワークは、DNVから検証及び評価を取得していることに加え、鉄道建設業務の環境改善効果については
CBI からプログラム認証を取得し、透明性を確保しています
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サステナビリティボンドの投資表明先一覧①

※ 投資家名は50音順。更新日現在。

銀行 (33件) 信用金庫・信用組合・農業協同組合・労働金庫等 (56件) 生損保 (18件)

・株式会社愛知銀行 ＜信用組合＞ ＜信用金庫＞ ・朝日生命保険相互会社

・株式会社阿波銀行 ・呉市職員信用組合 ・愛知信用金庫 ・杜の都信用金庫 ・株式会社かんぽ生命保険

・株式会社イオン銀行 ・群馬県信用組合 ・青い森信用金庫 ・山梨信用金庫 ・住友生命保険相互会社

・株式会社池田泉州銀行 ・札幌中央信用組合 ・足立成和信用金庫 ・結城信用金庫 ・セゾン自動車火災保険株式会社

・auじぶん銀行 ・大東京信用組合 ・尼崎信用金庫 ・損害保険ジャパン株式会社

・株式会社愛媛銀行 ＜農業協同組合＞ ・アルプス中央信用金庫 ・SOMPOひまわり生命保険株式会社

・株式会社大分銀行 ・愛知東農業協同組合 ・伊万里信用金庫 ・第一生命保険株式会社

・オリックス銀行株式会社 ・石川県信用農業協同組合連合会 ・上田信用金庫 ・大同火災海上保険株式会社

・株式会社関西みらい銀行 ・邑楽館林農業協同組合 ・鹿児島信用金庫 ・大同生命保険株式会社

・株式会社京都銀行 ・尾張中央農業協同組合 ・蒲郡信用金庫 ・太陽生命保険株式会社

・株式会社京葉銀行 ・岐阜県信用農業協同組合連合会 ・吉備信用金庫 ・東京海上日動あんしん生命保険株式会社

・株式会社七十七銀行 ・甲賀農業協同組合 ・九州ひぜん信用金庫 ・東京海上日動火災保険株式会社

・株式会社セブン銀行 ・埼玉中央農業協同組合 ・京都中央信用金庫 ・トーア再保険株式会社

・株式会社大和ネクスト銀行 ・たじま農業協同組合 ・京都北都信用金庫 ・日本地震再保険株式会社

・株式会社千葉銀行 ・長野県信用農業協同組合連合会 ・桐生信用金庫 ・日本生命保険相互会社

・株式会社千葉興業銀行 ・花巻農業協同組合 ・さがみ信用金庫 ・富国生命保険相互会社

・株式会社中京銀行 ・ふくしま未来農業協同組合 ・しずおか焼津信用金庫 ・三井住友海上あいおい生命保険株式会社

・株式会社筑波銀行 ＜労働金庫＞ ・しののめ信用金庫 ・明治安田生命保険相互会社

・株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ ・九州労働金庫 ・城南信用金庫 政府系機関 (10件)

・株式会社東邦銀行 ・中央労働金庫 ・新宮信用金庫 ・独立行政法人 医薬品医療機器総合機構（PMDA)

・株式会社名古屋銀行 ・中国労働金庫 ・瀬戸信用金庫 ・独立行政法人環境再生保全機構

・野村信託銀行株式会社 ・大地みらい信用金庫 ・独立行政法人勤労者退職金共済機構

・株式会社東日本銀行 ・館山信用金庫 ・独立行政法人国際交流基金

・株式会社百十四銀行 ・玉島信用金庫 ・国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

・株式会社福岡中央銀行 ・銚子信用金庫 ・中間貯蔵・環境安全事業株式会社

・株式会社北洋銀行 ・東京三協信用金庫 ・独立行政法人中小企業基盤整備機構

・株式会社みずほ銀行 ・西尾信用金庫 ・日本私立学校振興・共済事業団

・株式会社三井住友銀行 ・萩山口信用金庫 ・株式会社日本貿易保険

・株式会社三菱UFJ銀行 ・はくさん信用金庫 ・独立行政法人農業者年金基金

・三菱UFJ信託銀行株式会社 ・浜松磐田信用金庫 投信・投資顧問（5件）

・株式会社みなと銀行 ・半田信用金庫 ・アセットマネジメントOne株式会社

・株式会社もみじ銀行 ・飯能信用金庫 ・ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社

・株式会社横浜銀行 ・枚方信用金庫 ・東京海上アセットマネジメント株式会社

系統金融機関 （2件） ・福島信用金庫 ・三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

・信金中央金庫 ・富士宮信用金庫 ・明治安田アセットマネジメント株式会社

・労働金庫連合会 ・宮崎第一信用金庫



信用保証協会 （27件） 共済組合・生活協同組合等 （13件）

・秋田県信用保証協会 ・愛知県市町村職員共済組合

・石川県信用保証協会 ・愛媛県市町村職員共済組合

・茨城県信用保証協会 ・生活協同組合コープながの

・岩手県信用保証協会 ・こくみん共済ｃｏｏｐ （全労済）

・大阪信用保証協会 ・全国市町村職員共済組合連合会

・岡山県信用保証協会 ・全国大学生協共済生活協同組合連合会

・沖縄県信用保証協会 ・地方公務員共済組合連合会

・川崎市信用保証協会 ・地方職員共済組合広島県支部

・岐阜県信用保証協会 ・富山県市町村職員共済組合

・京都信用保証協会 ・日本再共済生活協同組合連合会

・高知県信用保証協会 ・防衛省共済組合

・静岡県信用保証協会 ・北海道農業共済組合連合会

・千葉県信用保証協会 ・山梨県農業共済組合

・東京信用保証協会 事業会社 （8件）

・栃木県信用保証協会 ・内田鋼機株式会社

・長野県信用保証協会 ・旭洋造船株式会社

・名古屋市信用保証協会 ・首都圏新都市鉄道株式会社

・新潟県信用保証協会 ・テラダ産業株式会社

・兵庫県信用保証協会 ・株式会社東海理化電機製作所

・福井県信用保証協会 ・日広建設株式会社

・福岡県信用保証協会 ・復建調査設計株式会社

・福島県信用保証協会 ・横浜港埠頭株式会社

・北海道信用保証協会 商工会連合会 （1件）

・宮城県信用保証協会 ・高知県商工会連合会

・宮崎県信用保証協会

・山梨県信用保証協会

・横浜市信用保証協会

農業信用基金協会 （2件）

・東京都農業信用基金協会

・新潟県農業信用基金協会

事務組合 （2件）

・静岡県市町総合事務組合

・釧路公立大学事務組合

健康保険組合・労働組合 （9件）

・AIG健康保険組合

・管工業健康保険組合

・住友生命健康保険組合

・セキスイ健康保険組合

・田辺三菱製薬労働組合

・ＴＩＳインテックグループ健康保険組合

・東京西南私鉄連合健康保険組合

・ニチイグループ労働組合

・読売健康保険組合

財団法人 （23件）

・公益財団法人愛知県私学退職基金財団

・公益財団法人青森学術文化振興財団

・公益財団法人足立区生涯学習振興公社

・公益財団法人岩手県市町村振興協会

・公益財団法人小佐野記念財団

・一般財団法人川崎市立学校教職員互助会

・一般財団法人簡易保険加入者協会

・公益財団法人教育資金融資保証基金

・一般財団法人建設物価調査会

・公益財団法人国際環境技術移転センター

・公益財団法人相模原市まち・みどり公社

・一般財団法人産業経理協会

・公益財団法人自動車リサイクル促進センター

・公益財団法人SOMPO福祉財団

・公益財団法人東京エムオウユウ事務局

・公益財団法人富山県市町村振興協会

・公益財団法人日本証券アナリスト協会

・公益財団法人日本船員雇用促進センター

・一般財団法人日本不動産研究所

・一般財団法人福岡県退職教職員協会

・公益財団法人福島県総合社会福祉基金

・一般財団法人山岡記念文化財団

・一般財団法人山形県教職員互助会

学校法人 （10件）

・学校法人愛知学院

・学校法人熊本城北学園

・国立大学法人熊本大学

・学校法人神戸薬科大学

・学校法人光明学園

・学校法人國學院大學

・学校法人国士舘

・学校法人五島育英会

・学校法人駒澤大学

・学校法人北翔大学

社会福祉法人 （3件）

・社会福祉法人育成会

・社会福祉法人開成町社会福祉協議会
・社会福祉法人福井県社会福祉協議会

社団法人 (2件)

・公益社団法人新潟県私学振興会

・一般社団法人如水会

地方公共団体 (69件)

・阿南市（徳島県） ・世田谷区

・有田川町（和歌山県） ・高岡市

・石川県かほく市 ・高山市

・伊豆市 ・宝塚市

・伊豆の国市 ・多摩市

・板橋区 ・筑紫野市

・射水市 ・知多市

・岩手県
・上田市

・栃木県
（日光杉並木街道保護基金）

・宇都宮市 ・鳥取県

・江戸川区 ・富山県南砺市

・大阪府熊取町 ・長崎県

・岡山県西粟倉村 ・長野県

・笠岡市 ・名古屋市

・かすみがうら市（茨城県） ・浜名湖競艇企業団

・葛飾区 ・東松島市

・可児市 ・飛騨市(岐阜県)

・蒲郡市 ・氷見市

・亀山市 ・姫路市水道事業

・唐津市モーターボート競走事業 ・広島県

・木曽町 ・福岡県

・北方町 ・福岡県糸島市

・北九州市 ・福島県大熊町

・岐阜市 ・ふじみ野市

・岐阜県池田町 ・文京区

・京都府住宅新築資金等貸付事業
管理組合

・松山市公営企業局
・瑞浪市

・熊本県 ・瑞穂市

・群馬県甘楽町 ・見附市

・江東区 ・南伊豆町

・神戸市 ・宮城県

・小平市 ・宮崎県企業局

・相模原市 ・矢板市

・篠栗町

・鯖江市

・三郷町(奈良県)

・滋賀県

・島根県

※ 投資家名は50音順。更新日現在。
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サステナビリティボンドの投資表明先一覧②

投資表明をいただいた
投資家名はJRTTホー
ムページにも掲載して
います。

下記QRコードよりご覧
ください。



⚫ 整備新幹線建設や国内海運支援など、国土交通政策の一翼を担う機関（P2）

⚫ 政府による全額出資

⚫ 国・地方公共団体からの補助金等収入などによる、安定したキャッシュフロー

機構債券（サステナビリティボンド）の特色について
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⚫ アジア初となるCBIプログラム認証取得

⚫ R&I AA+ 、Moody’s A1（日銀適格担保要件の充足）
⚫ 一般担保付

⚫ 債券インデックス採用
⚫ 大口信用供与等規制の対象外

「特別の法律により設立された法人で、国、同号に掲げる法人（注）

及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別
の法律により債券を発行することができる法人」に該当
（注）.法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人

⚫ 鉄道・船舶による交通ネットワークの整備・支援を通じて地域経済の発展に貢献

⚫ 内航海運や離島航路の維持・発展

⚫ 東日本大震災に伴う復旧支援

⚫ グリーン性 ：環境負荷の低減（ＣＯ２排出量が少ないなど環境負荷低減に資する鉄道の建設、船舶の海洋汚染防止など）
⚫ ソーシャル性：必要不可欠な交通インフラの整備（多くの人が利用できる鉄道の建設、離島航路の整備など）

講評

2019年(令和元年)5月債（第125回~第128回）は、

キャピタル・アイ の“ BEST DEALS OF 2019 ” を受賞しました

アジア初のCBIプログラム認証付きサステナビリティボ
ンド。総額430億円に対して4倍超の最終需要を創出し、
42件の投資表明がなされた。ESG投資に関心を示す
投資家の新たな買いを取り込み、財投機関債の購入層
や日本のESG債市場の拡大に貢献した。

講評

商品性

信用力

社会貢献



－ ＭＥＭＯ －



お問い合わせ先

独立行政法人鉄道建設･運輸施設整備支援機構

経理資金部 資金企画課

神奈川県横浜市中区本町6-50-1横浜アイランドタワー

TEL 045-222-9040

URL https://www.jrtt.go.jp/

本資料は、債券投資家等の皆さまへの情報提供のみを目的としたものであり、債券等の募集、売出し及び売

買の勧誘などを目的としたものではありません。

債券等のご投資またはご融資の判断にあたりましては、当該債券の発行などにあたり作成された債券内容説

明書及び財務諸表など、入手可能な直近の情報を必ずご確認いただき、皆さまご自身の責任でご判断下さい

ますようお願い申し上げます。

JRTTは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています


