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株式会社協和商会 
グリーンローンフレームワーク 
 

2022年 9月 30日 

 

ESG推進室 

担当アナリスト：税所さやか 

 
格付投資情報センター（R&I）は、協和商会が 2022 年 9 月 30 日付にて策定したグリーンローンフレーム

ワークが「グリーンローン原則 20211」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)調達資金の使途 
 調達資金は太陽光パネルのリユース及びリサイクル事業を始めるための設備投資資金に充当される。本

プロジェクトは、環境省の補助金（脱炭素社会構築のための資源循環高度化設備導入促進事業）及び中
小企業庁の「事業再構築補助金」の対象として認められており、投資額の一部が助成金の対象となって
いることから調達資金はこの助成金を除く部分に充当される。世界的に地球温暖化対策が求められる中、
日本においても東日本大震災以降、全国各地で太陽発電設備の導入が急速に進んだ。一方でそれらの経
年劣化が進んでおり、太陽光発電設備の大量廃棄時代の到来が予想されるなど再生可能エネルギーの大
量導入を支える処理（リユース・リサイクル・埋立処分）の体制構築が喫緊の課題となっている。さら
に太陽光モジュールには鉛などの有害物質も含まれていることから適正な処理が欠かせない。協和商会
が導入するリサイクル装置により、埋立処分となるのは全排出量の 5％程度の J-Box 端子台（廃プラス
チック）のみとなる。また、太陽光パネルの解体に当たって想定される有害化学物質の飛散、流出のリ
スクのない「ホットナイフ」技術を活用した分別方法を採用するなど環境面・社会面におけるネガティ
ブな影響への配慮もなされている。これまで協和商会は電炉メーカーや高炉メーカーを主たる取引先と
して輸送から販売、中間処理や機械メンテナンス等を行ってきたことから、大規模設備等の解体や重機
等を使用する経験が数多く、そういったノウハウを太陽光パネルの解体・運搬事業で活用する。グリー
ンローン原則の事業区分「汚染の防止と管理に関する事業」に該当する。以上よりグリーンボンドの資
金使途として妥当である。 

 

(2)プロジェクトの評価と選定のプロセス 
 協和商会は今般のプロジェクトを「リユースや太陽光パネル処理工程を円滑に行う事で環境負荷を軽減

し、リユース品を用いて介護、医療、教育施設などにリユースパネルを無料提供することで災害時の電
源対策などを行いエネルギーの社会還元を行っていく」ものと位置付けている。プロジェクトの設定に
当たっては工事部と経理部が経営理念、環境方針、社会的ニーズのほか既存の事業を活かしつつ資源循
環と環境事業を行える事を協議・検討し、取締役会が承認した。プロジェクトの評価・選定は妥当な内
部プロセスを経ている。 

 

(3)調達資金の管理 
 プロジェクトに全額充当されるまで経理部が資金充当状況を管理する。資金は対象プロジェクトに係る

各種支払いのタイミングに合わせて分割して調達される。分割実行される都度、貸付人による資金使途
の確認が行われるためプロジェクト以外の用途に資金が使われることはない。調達から概ね 1 年以内に
全額充当する予定である。未充当資金が発生する場合は借入人名義の当座預金にて管理される。 

                                                      
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。 
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(4)レポーティング 
 レポーティングは年に 1 度、資金充当状況および環境改善効果を貸付人にのみ開示する予定。環境改善

効果に関する開示内容は使用済みの太陽光パネル受入枚数とその処分状況が分かるリユース枚数やリサ
イクル量等の実績値を予定しており妥当である。 

 
 

借入人の概要 

神奈川県川崎市に本拠を置く産業廃棄物リサイクル業者。1958 年に設立し近隣の電炉メーカーが廃する酸
化鉄（スケール）を買い取り JFE スチール等高炉メーカーへ売却することを中心に業容を拡大、現在は主に
①製鉄、製鋼、非鉄金属原料の加工ならびに販売、②一般貨物自動車による自動車輸送取り扱い事業、③製
鉄、製鉄所内清掃メンテナンス作業一式、④産業廃棄物処分業を行っている。関東一円への幅広い輸送力と
特殊車両を有することを強みとする。 

新型コロナウイルスの影響による鉄鋼需要の減少で大手取引先である JFE スチールが京浜地区内事業所
の撤退を決めた。その影響で 2021 年 2 月に運送業務の完全撤退を余儀なくされた。 

今般、新規事業として「太陽光パネルリユース及びリサイクル事業」に進出することを決めた。再生可能
エネルギーの拡大を謳う国の方針に沿って太陽光発電所が増加する一方、将来直面する太陽光パネルの大量
廃棄時代を見据え循環型社会構築の一翼を担う。当該事業の資金調達にグリーンローンを活用する。 
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1. 調達資金の使途 

(1) 対象プロジェクト 

 調達資金の全額が以下の適格プロジェクトに充当される。 
適格プロジェクト：太陽光パネルリユース及びリサイクル事業 
事業区分：汚染の防止と管理に関する事業 

 対象プロジェクトは以下の概要に示す設備投資資金。本プロジェクトは、環境省の補助金（脱炭素社会
構築のための資源循環高度化設備導入促進事業）及び中小企業庁の「事業再構築補助金」の対象として
認められており、投資額の一部が助成金の対象となっていることから調達資金はこの助成金を除く部分
に充当される。 

 

事業主体 株式会社協和商会 

事業実施場所 福島ヤード（福島県いわき市好間工業団地 1-48ミムラ工業内） 
本社（神奈川県川崎市川崎区浅野町 6-16） 

着工 福島ヤード 2022年 10月 

竣工予定 福島ヤード 2023年２月 

導入設備 

・リサイクル分別装置（太陽光パネル自動分離装置・ホットナイフ） 
・フォークリフト 
・什器 
・台貫設備 
・情報分析システム構築 

事業概要 
・リユース品と廃棄物の選別（リユース品は介護、医療、教育施設などに無料提供） 
・パネルの設置木材の解体 
・運搬、保管、リサイクル 

 

 グリーンローンの資金充当金額は次の通り。 

 
設備 充当金額（千円） 

リサイクル装置（J-Box自動分離装置・ホットナイフ） 71,823 

工場内設備什器（フォークリフトなど） 2,487 

その他事業に必要な設備等（重量台貫・システム構築費） 3,690 

充当金額 計 78,000 

プロジェクト総額（倉庫建築費等自己資金分含む） 225,797 
[出所：協和商会グリーンローンフレームワークより R&I作成]      
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 調達資金の使途は、フレームワークや対面の説明資料等によって貸し手に説明されている。 

 当該プロジェクトの資金は複数のトランシェに分けて調達されるが、グリーンローンに充てられる分は
他のトランシェと明確に分けられており、追跡管理できるようになっている。 

 

(2) 環境改善効果 

 地球温暖化対策が世界的に求められる中、日本においても東日本大震災以降、全国各地で太陽発電設備
の導入が急速に進んだ。それから 10 年以上が経過しパネルの故障や取り換え需要が発生し始めている。
環境省によると太陽光発電設備（寿命 25 年）の排出量は 2020 年に全国で約 3 千トン、2035 年に 6.1
万トン、2039 年に約 77.5 万トンとなる見込み。仮にこれらを全て埋め立てたとすると 2020 年は最終
処分量全体の 0.02％、2039 年には 6％に達すると推計されている2。再生可能エネルギーの大量導入を
支える処理（リユース・リサイクル・埋立処分）の体制構築が求められている。 

膨大な量の太陽光発電設備を処分するにはリユースとリサイクルが欠かせない。リユースに関しては
2021 年 5 月に環境省が太陽電池モジュールのリユース品としての客観的な状態、流通できるための条
件や対処すべき事項について検討し、不適正な輸出の防止及び適切なリユースを促進するための「太陽
電池モジュールの適切なリユース促進ガイドライン」を策定した。古物営業法への対応や太陽電池モジ
ュールを処理（リサイクル・埋立処分等）する場合には廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処
理法）の遵守が求められるほか、リユース品の条件などが示されている。 

リユースできない太陽光発電設備に関しては、廃棄物の埋め立て量を削減し適切な処理をするためにも
金属、ガラスといった素材としてのリサイクルが望まれる。もっとも使用済太陽光電池モジュールは鉛
などの有害物質を含むことがあり、適切に処分する必要がある。リサイクルに関しては環境省が 2016 年
に解体・撤去、収集・運搬、処分に関する関係者の役割・留意事項をまとめた「太陽光発電設備のリサ
イクル等の推進に向けたガイドライン（第一版）」、2018 年に太陽電池モジュールから生じる有害物質の
適正処分の方法を示した同ガイドライン（第二版）を策定している。 

 協和商会が導入するリサイクル装置により、埋立処分となるのは全排出量の 5%程度の J-Box 端子台（廃
プラスチック）のみである。ガラス分離装置は太陽電池モジュールをガラスとシリコンセルの間の封止
剤（EVA）層を加熱した刃で切断することでガラスやシリコンセルを破砕せずに分離回収できる「ホッ
トナイフ」技術を活用したものであり、有害物質が飛散しない処理方法を採用している。これまで電炉
メーカーや高炉メーカーを主たる取引先として輸送から販売、中間処理や機械メンテナンス等を行って
きたことから大規模設備等の解体や重機等を使用する経験が数多く、そういったノウハウが太陽光パネ
ルの解体・運搬で活用される。古物商の許可をはじめ人材面においても各種取扱い免許を所持しており
解体工事から輸送や処分までワンストップで行えることも強みである。リユース・リサイクル両事業を
通じて最終処分廃棄物の削減と有害化学物質の排出防止といった環境改善効果が得られると考える。 

  

                                                      
2 環境省「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン（第一版）」を参照。 
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(3) 環境面・社会面におけるネガティブな影響への配慮 

 本プロジェクトに係るネガティブな影響とそれに対する配慮は以下の通り。 

 
環境リスク 主な環境保全措置および評価 

工場の建設等に伴う 
騒音、振動 

建設業者との施工打合せにて環境配慮を行っていくようにし、途中経過等
の報告を義務づけるようにする。 

有害化学物質の飛散、 
流出のリスク 

ガラスやシリコンセルを破砕せずに分離回収できる「ホットナイフ」技術
を活用したものであり、有害物質が飛散しない処理方法を採用している。
分別後は適正処理が可能な中間処理業者へ委託する。 
このほか太陽光パネル撤去に関する工事基準書を策定し、工事案件に関す
る基準を設けるとともに、徹底した社員教育を通じて不法投棄のない体制
を作る。 

太陽光パネルの撤去による 
地滑りや災害 

太陽光パネル撤去に関する工事基準書を策定し、工事案件に関する基準を
設け、災害リスクを事前に排除していく。 

 

調達資金は太陽光パネルのリユース及びリサイクル事業を始めるための設備投資資金に充当される。本プ
ロジェクトは、環境省の補助金（脱炭素社会構築のための資源循環高度化設備導入促進事業）及び中小企業
庁の「事業再構築補助金」の対象として認められており、投資額の一部が助成金の対象となっていることか
ら調達資金はこの助成金を除く部分に充当される。世界的に地球温暖化対策が求められる中、日本において
も東日本大震災以降全国各地で太陽発電設備の導入が急速に進んだ。一方でそれらの経年劣化が進んでおり
太陽光発電設備の大量廃棄時代の到来が予想されるなど再生可能エネルギーの大量導入を支える処理（リユ
ース・リサイクル・埋立処分）の体制構築が喫緊の課題となっている。さらに太陽光モジュールには鉛など
の有害物質も含まれていることから適正な処理が欠かせない。協和商会が導入するリサイクル装置により、
埋立処分となるのは全排出量の 5％程度の J-Box 端子台（廃プラスチック）のみとなる。また、太陽光パネ
ルの解体に当たって想定される有害化学物質の飛散、流出のリスクのない「ホットナイフ」技術を活用した
分別方法を採用するなど環境面・社会面におけるネガティブな影響への配慮もなされている。これまで協和
商会は電炉メーカーや高炉メーカーを主たる取引先として輸送から販売、中間処理や機械メンテナンス等を
行ってきたことから大規模設備等の解体や重機等を使用する経験が数多く、そういったノウハウを太陽光パ
ネルの解体・運搬事業で活用する。グリーンローン原則の事業区分「汚染の防止と管理に関する事業」に該
当する。以上よりグリーンボンドの資金使途として妥当である。 
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2. プロジェクトの評価と選定のプロセス 

(1) 包括的な目標、戦略等への組み込み 

 鉄鋼関連資材の物流や収集運搬業として創業し、鉄鋼メーカーから発生する有価物の売買及び工場内機
械部品加工やメンテナンス、工場内清掃など事業を拡大してきた。「誠意と努力と正確さ」を企業理念に
掲げて事業に取り組んでいる。 

 

 

経営理念 『誠意と努力と正確さ』 

主たる事業を誠実に実行し、より良いサービスを提供するために励み、            
信用と信頼を得て社会貢献を行う。 

環境方針 資源の有効活用及び環境保全に取り組む 

事業戦略 適正なリサイクルとリユースにより資源の循環及び地域防災の確立を目指し、         
大量廃棄時代に向けシステムの拡充と発電事業者の営業を行う。 

 

 

 車両清掃時の高圧洗車機による使用水量削減や、運送車両の排ガス規制や燃費向上、運輸効率化するた
めの車両搭載システム及び管理ソフトの導入のほかにも備品等に環境にやさしいものを活用するなど環
境や資源に対する取り組みを実施してきた。協和商会は今般のプロジェクトを「リユースや太陽光パネ
ル処理工程を円滑に行う事で環境負荷を軽減し、リユース品を用いて介護、医療、教育施設などにリユ
ースパネルを無料提供することで災害時の電源対策などを行いエネルギーの社会還元を行っていく」も
のと位置付けている。グリーンローンを活用し資源リサイクルや廃棄物量の削減、環境汚染防止、リユ
ースパネルを使用したエネルギーの有効活用に新規事業として本格的に取り組んでいく方針である。 

 

(2) プロジェクトの評価・選定の判断規準 

 上記の経営理念、環境方針、社会的ニーズ、既存の事業を活かしつつ資源循環と環境事業を行えること
を判断基準とした。 

 

(3) プロジェクトの評価・選定の判断を行う際のプロセス 

 上記判断基準を工事部と経理部が協議・検討し、取締役会が承認した。 

 

協和商会は今般のプロジェクトを「リユースや太陽光パネル処理工程を円滑に行う事で環境負荷を軽減し、
リユース品を用いて介護、医療、教育施設などにリユースパネルを無料提供することで災害時の電源対策な
どを行いエネルギーの社会還元を行っていく」ものと位置付けている。プロジェクトの設定に当たっては工
事部と経理部が経営理念、環境方針、社会的ニーズのほか既存の事業を活かしつつ資源循環と環境事業を行
える事を協議・検討し、取締役会が承認した。プロジェクトの評価・選定は妥当な内部プロセスを経ている。 
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3. 調達資金の管理 

 プロジェクトに全額充当されるまで経理部が資金充当状況を管理する。資金は対象プロジェクトに係る
各種支払いのタイミングに合わせて分割して調達される予定である。関連証憑を貸付人へ提出し、その
後貸付人において本件グリーンローンの前提条件を充足していることの確認を経てローンが都度実行さ
れる。分割実行される都度、貸付人による資金使途の確認が行われるためプロジェクト以外の用途に資
金が使われることはない。調達から概ね 1 年以内に全額充当する予定である。 

 本ローンによる調達金額は78,000千円。調達資金は以下のスケジュールで充当する予定である。 

                                            (千円) 

 グリーンローンによる

調達額 

プロジェクトへの充当額 リファイナンス/新規 

2021年度 - 77,448 リファイナンス 

2022年度 78,000 552 新規 

合計 78,000 78,000 - 

[出所：協和商会グリーンローンフレームワークより R&I 作成]

  

 

 未充当資金が発生する場合は借入人名義の当座預金にて管理される。 

 

プロジェクトに全額充当されるまで経理部が資金充当状況を管理する。資金は対象プロジェクトに係る各
種支払いのタイミングに合わせて分割して調達される。分割実行される都度、貸付人による資金使途の確認
が行われるためプロジェクト以外の用途に資金が使われることはない。調達から概ね 1 年以内に全額充当す
る予定である。未充当資金が発生する場合は借入人名義の当座預金にて管理される。 
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4. レポーティング 

(1) 開示の概要 

 レポーティングの概要は以下の通り。 

 
 開示事項 開示タイミング 開示方法 
資
金
充
当
状
況 

 
・プロジェクトの概要 
・調達資金の充当状況 
・未充当資金の額 
・未充当資金の運用方法 
・資金充当の予定 
・リファイナンスに充当された額 
 

・1 年に 1 回（9 月末
日まで（休日の場合
は翌営業日まで）） 

・ローンの完済まで貸
付人へ報告 

環
境
改
善
効
果 

 
・使用済みの太陽光パネル受入枚数 
・在庫枚数 
・太陽光パネルのリユース実績 
・太陽光パネルのリサイクル重量 
・最終処分重量 
 

 

 調達資金の充当計画に大きな変更が生じた場合や、充当後に充当状況に大きな変化が生じた場合は、速
やかに開示する。 

 レポーティングの体制 

経理部が調達資金及び環境改善効果に関する情報収集・記載し、その内容を代表取締役が確認する。 

 

(2) 環境改善効果に係る指標、算定方法等 

 環境改善効果に使用される指標は、使用済太陽光パネルの受入枚数とその処分の状況が分かるリユース
枚数、リサイクルされた廃棄物の絶対量（年間）であり、環境改善効果を示す上で適切な指標である。 

 
レポーティングは年に 1 度、資金充当状況および環境改善効果を貸付人にのみ開示する予定。環境改善効果
に関する開示内容は使用済みの太陽光パネル受入枚数とその処分状況が分かるリユース枚数やリサイクル量
等の実績値を予定しており妥当である。 

 
以 上 
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【留意事項】 
 セカンドオピニオンは、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。 
 


