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東京サラヤ株式会社 
ソーシャルローンフレームワーク 
 

2021年 11月 10日 

 

ESG推進室 

担当アナリスト：大石 竜志 

 
格付投資情報センター（R&I）は東京サラヤが策定したソーシャルローンフレームワークが「ソーシャル

ローン原則」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。ソーシャルローン
はアレンジャーをりそな銀行とするシンジケートローンで実行される。 
 

■オピニオン概要 

(1)調達資金の使途 
  資金使途は医療従事者が使用するニトリルグローブの製造工場の建設資金。工場で製造した製品は主

に日本に輸入されるが、将来は、北米やアジア諸国など、海外での販売も企画されている。COVID-19 へ
の対策が日本はもとより全世界で喫緊の課題となっている中で、医療従事者を含め感染症予防のために
使い捨てタイプのニトリルグローブの需要が増している。本件はこれに資するプロジェクトとして位置
付けられる。対象事業を通じて安心、安全な医療器具が安定供給されることは、医療従事者や患者のみ
ならず、生産者にとっても重要な課題の解決といえる。新工場は工場団地として整備された敷地に建設
が予定されている。建設に伴うネガティブな影響に対しては、土壌汚染や工場排水など建設に係る環境
への影響について十分に配慮するとしており、環境面で特段の問題は生じないとみられる。R&I は対象
事業が社会全体としてポジティブな成果を生み出すと評価した。ソーシャルボンド原則（SBP2021）に
例示される事業区分の中では「必要不可欠なサービスへのアクセス」に該当し、対象とする人々は「患
者の医療に係る医療従事者」である。 

 

(2)プロジェクトの評価と選定のプロセス 
  プロジェクトはサラヤグループのサステナビリティ戦略、行動指針に基づいているかを判断基準とし

ている。PPE 推進事業部が起案し、SCM 本部の承認を経て役員会にて決定された。評価の考え方、対
象事業の選定は適切なプロセスを経ており、第三者性・専門性ともに確保されている。 

 

(3)調達資金の管理 
 調達資金は SCM 本部が適切に管理する。対象事業の実施に係る資金の充当額及び未充当額を確実に
追跡する。充当されるまで間が生じた場合は、現金または預金に限定して運用される。充当状況は年次
で SCM 本部担当役員が確認する体制がとられる。調達資金の管理は適切と評価できる。 

(4)レポーティング 
 アレンジャーであるりそな銀行に対して調達資金の充当状況及び社会的成果を説明する資料を年 1 回
開示する。りそな銀行はシンジケートローン参加行に開示情報を報告する。本ローンによる全ての調達
資金がプロジェクトに充当された後においても、大きな状況の変化が生じた場合は、同様に適宜開示す
る。必要なレポーティングがなされることを確認した。  
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発行体の概要 

 東京サラヤは大阪に本社を置くサラヤの子会社として 1969 年に設立された。サラヤは石鹸・洗剤、手
指消毒剤などの衛生商品の開発・製造・販売を手掛ける日用品、医療器具メーカーで、1952 年に創業し
た。東京サラヤはサラヤグループの首都圏を中心に東日本の販売を担う一部門を分社化して設立した経
緯があり、現在でもサラヤとグループ一体で事業運営されている。 

 サラヤグループの事業内容は、(1)家庭用及び業務用洗浄剤・消毒剤・うがい薬等の衛生用品と薬液供給
機器等の販売、（2）食品衛生・環境衛生のコンサルティング、（3）食品等の販売、で構成されている。
業務用を主体としたサニテーション事業では、食品製造部門で使用される洗剤、消毒剤に加え、オフィ
スビルでの感染対策、労働衛生用品、学校での給食に関連する衛生関連用品や手洗い石鹸液を手掛ける。
医療・福祉機関向けのメディカル事業では、医療器具の再生処理用薬剤、汚染防止を目的とした個人防
護具、環境衛生薬剤の他、福祉施設における感染対策、医療・福祉衛生を目的とした薬剤等を取り扱っ
ている。 

 一般家庭用向けのコンシューマー事業では、「ヤシノミ®」ブランドで知られる家庭用の洗剤、薬用ハン
ドソープ「SARAYA ハンドラボ」の他、カロリーゼロ・糖類ゼロの自然派甘味料「ラカント S」や「ロ
カボスタイル」等の食品、エイジングケア化粧品の「ラクトフェリン ラボ」などを手掛ける。 

 サラヤグループは事業方針として、世界の「衛生・環境・健康」の向上に貢献することを掲げ、サステ
ナビリティ推進方針としている。目的達成に向けてグローバルなネットワークを構築し、国内外に独自
な商品やサービスの提供を行うことで、事業を発展させることを目指している。グループはビジネスを
通じて、地球環境課題、社会的課題への対応を経営方針の重要事項のひとつと位置付け、顧客への環境
価値提案を通して、持続可能な社会の実現に貢献するとしている。 
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1. 調達資金の使途 

(1) 対象プロジェクト 

対象事業 

 調達資金は東京サラヤから中国の合弁会社における以下のプロジェクトに係る設備投資に対し、新規資
金として充当される 

会社名 揚州莎羅佳医療用品有限公司 

建物名 ニトリル手袋工場 

所在地 扬州市扬子江南路9号综合保税区区内一期1号标准厂房 

竣工 2022年6月 

建築面積 62,945 ㎡ 

延べ床面積 49,402 ㎡ 

総事業費 約4億元（土地390万元、建物1.2億元、設備2.4億元） 

生産能力 医療用手袋（ニトリルグローブ） 年間18億枚 

 

対象事業の目的 

 資金充当する対象事業は医療の現場等で使用する使い捨ての手袋（ニトリルグローブ）の新工場。 

 サラヤグループは世界の「衛生・環境・健康」の向上に貢献することを掲げ、サステナビリティ推進方
針としている。 

 サラヤグループは消毒剤、マスク、グローブなど感染症対策に対する医療用品・器具を供給している。
2019 年の末に中国・武漢で発生した COVID-19 は、2020 年の 9 月には 3400 万人が罹患し、100 万
人が死亡したが、その予防に手指消毒剤やマスクの需要が高まり、サラヤもその供給のため対応してき
た。日本においても 2020 年 2 月以降、急激に手指消毒剤の需要が高まった。サラヤグループにおいて
は注文の急激な増加に対してボトルやポンプの供給がネックになり、なかなか供給が追い付かない状況
が続いたが、茨城県の関東工場が 2020 年 3 月 4 日竣工し、供給増対応への一端を担うことが可能と
なった。 

 その後、新型コロナ患者受け入れ病院や特定機能病院、大学病院などへの必要な供給、日本国からの調
達にも応えることができ、関連自治体にも一定量の手指消毒剤の寄付を実施している。 

 サラヤグループは製品の供給だけでなく、医療従事者の感染予防のために、衛生に対する取り組みに関
して映像、パンプレット、ポスター等を通して啓蒙活動も行っている。 

 ニトリルグローブの供給は消毒剤等と同様に、グループのサステナビリティ推進方針に沿った事業と位
置付けられる。医療従事者にとって感染対策は手洗い等の実践とともに、PPE（personal protective 
equipment）と呼ばれるマスク、手袋、ガウンなどが欠かせない。COVID-19 の世界的な蔓延により感
染予防が叫ばれる中で、製品の安定供給が求められており、対象事業はこれに資するプロジェクトとし
て位置づけられる。 
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社会の課題認識 

 サラヤグループが認識する課題が、社会的課題であるかを判断するにあたり、社会の範囲を特定する必
要がある。「医療」は、国連が提唱する「持続可能な開発目標（SDGs）の 3 すべての人に健康と福祉」
の観点から社会に認識された課題であるものの、その詳細は社会の範囲に従って判断されるべきと考え、
課題ごとに対象とする社会を判断した上で、課題認識を以下のように確認した。 

 医療従事における感染対策として手指衛生は最も重要な手段のひとつと考えられており、各医療施設に
おいては、さまざまな手指衛生遵守率の向上・維持のための取り組みが行われている。そして、この遵
守率向上のためになくてはならないものは個人防護具（PPE）とされる。その中でもニトリルグローブ
は、衛生状態を維持するために広い分野で使われている。COVID-19 が日本はもとより全世界に蔓延す
る中、手指消毒剤だけではなく、医療現場にて使用頻度が極めて高いニトリルグローブは需要が増加し
ている。ウイルス感染拡大・パンデミックに備え、新たな設備投資を行うことで、安定供給体制を整え、
衛生分野において社会的課題の解決に繋げる。 

 以上より、対象事業の直接的な目的は、社会的課題として社会が認識する課題へ対応するものといえる。 

 

■製造する商品例 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[出所：サラヤウェブサイト] 
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(2) 対象事業の目標がポジティブな社会的成果であること 

 対象事業による便益及び影響は以下のように整理される。 
 対象事業による便益及び影響 

直接的 1な便益 ・安心、安全な医療用品の安定供給 

・必要不可欠な医療用品の供給による感染症などへの対策の向上による医療従事者の罹患者数

の削減 

間接的な便益 ・医療用品の安定供給によりワクチン接種者や患者の生命維持や QOL向上が図られる 

 

間接的な影響と

その対応 

・工場建設に伴う環境への影響に配慮する 

 

ポジティブな社会的成果であること 

 対象事業を通じて、直接的には安心、安全な医療用品の安定供給がなされることや感染症予防の対策向
上に伴う医療従事者および罹患者数の削減といった成果がある。 

 間接的にはワクチン接種者や患者にとって生命維持や QOL（Quality of Life）が向上する等の成果があ
る。 

 ニトリルグローブ製造の新工場は工場団地として整備された敷地内に建設される。建設に伴うネガティ
ブな影響に対しては、土壌汚染や工場排水など建設に係る環境への影響について十分に配慮するとして
おり、環境面で特段の問題は生じないとみられる。 

 対象事業へ取り組むことが社会的課題への解決に資すると考えられる。以上より、R&I は対象事業が社
会全体としてポジティブな成果を生み出すと評価した。 

 

対象事業が関わる持続可能な開発目標(SDGs)について 

 国際資本市場協会（ICMA） の事業カテゴリーと SDGs のマッピングテーブルを参考に対象事業によ
る SDGs への貢献を確認した。対象プロジェクトと SDGs との対応関係は以下の通り。 
 
対象プロジェクト SDGs目標 取り組み 

ニトリルグローブ

製造のための新工

場建設 
   

■感染症予防のためのニトリルグローブの製造・販売 
 

SDGs への貢献という観点では、特に 3-3「2030 年までに、エイズ、結核、マラリアや、これまで見放
されてきた熱帯病などの伝染病をなくす。また、肝炎や、汚れた水が原因で起こる病気などへの対策をすす
める。」及び 3-4「2030 年までに、予防や治療をすすめ、感染症以外の病気で人々が早く命を失う割合を 3
分の 1 減らす。心の健康への対策や福祉もすすめる。」に貢献していると考えられる。 

                                                      
1 「直接的」とは対象事業の利用者、「間接的」とは対象事業を行う社会、「広範囲」とは対象事業を行う社会を超える

社会を指している。詳細は、「R&I ソーシャルボンドオピニオン 評価方法」を参照のこと。https://www.r-
i.co.jp/rating/products/esg/so_social_jpn.pdf 
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SBP2021 に例示される事業区分との照合 

 対象事業は感染症対策など医療に関連するものであり SBP2021 に例示されている事業区分「必要不可
欠なサービスへのアクセス」に対応し、対象とする人々は「患者の医療に係る医療従事者」が対象とな
る。 

 

 資金使途は医療従事者が使用するニトリルグローブの製造工場の建設資金。工場で製造した製品は主に日
本に輸入されるが、将来は、北米やアジア諸国など、海外での販売も企画されている。COVID-19 への対策
が日本はもとより全世界で喫緊の課題となっている中で、医療従事者を含め感染症予防のために使い捨てタ
イプのニトリルグローブの需要が増している。本件はこれに資するプロジェクトとして位置付けられる。対
象事業を通じて安心、安全な医療器具が安定供給されることは、医療従事者や患者のみならず、生産者にと
っても重要な課題の解決といえる。新工場は工場団地として整備された敷地に建設が予定されている。建設
に伴うネガティブな影響に対しては、土壌汚染や工場排水など建設に係る環境への影響について十分に配慮
するとしており、環境面で特段の問題は生じないとみられる。R&I は対象事業が社会全体としてポジティブ
な成果を生み出すと評価した。ソーシャルボンド原則（SBP2021）に例示される事業区分の中では「必要不
可欠なサービスへのアクセス」に該当し、対象とする人々は「患者の医療に係る医療従事者」である。 

 

■新工場における生産計画 
 

取り組み項目 数 量 

ニトリルグローブの生産枚数 １年目 年間 9億枚 （生産能力 18億枚の 50％） 

２年目 年間 11億枚 （生産能力 18億枚の 60％） 

３年目 年間 13億枚 （生産能力 18億枚の 70％） 

４年目 年間 14億枚 （生産能力 18億枚の 80％） 

５年目 年間 14億枚 （生産能力 18億枚の 80％）・ 
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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 

 サラヤグループは事業目的として、世界の「衛生・環境・健康」の向上に貢献することとしている。 

 世界の持続可能性について懸念がある中、サラヤグループは事業目標を通じて少しでもその解決に貢献
したいと考えており、目的達成に向けてグローバルなネットワークを構築し、国内外に独自な商品やサ
ービスの提供を行うことで、事業を発展させるとしている。また、ビジネスを通じて地球環境課題、社
会的課題への対応を経営方針の重要事項の一つと位置付け、お客様への環境価値提案を通して、持続可
能な社会の実現に貢献するとしている。 

 行動指針は以下に整理している。 

 

行動指針 

1. マテリアリティを特定し、事業活動を通して社会的課題を解決  

サラヤグループ及び社会にとっての持続可能な成長に繫がるマテリアリティを特定し、事業活動を通して企業価値の向
上を目指します。 
また、新しい市場ニーズの発見とそのニーズに対応できるさまざまなソリューションを提案し、実現することによって
社会的課題を解決し、組織の活性化を進めます。  

2. 社会との信頼関係の構築  

すべての利害関係者とのコミュニケーションを通して、責任ある対話を行い、社会からのニーズや期待を受け止め、実
践により強固な信頼関係を構築します。 

3. 真のグローバル企業の確立とガバナンス強化によるサステナビリティ経営の実現  

ニッチ分野でグローバルな生産と営業体制の確立を目指します。また、グローバルなガバナンスを各種コミュニケーシ
ョン手段を駆使して強化します。公平性及び透明性のあるサステナビリティ経営を実現します。 

4. 地球環境の保全、資源の持続可能な活用を目指した新商品の開発、新事業の創設、バリューチェ
ーン、事業活動マネジメントの強化  

地球温暖化対策、生物多様性及び生態系の保護等地球環境の保全に向けた事業活動を行うとともに、SDGsの推進を絡
め合わせて新商品の開発、新事業の創設に繋げ、持続可能な発展と、豊かな社会の実現を目指します。また、取扱商品
のサプライチェーンの資源の利用状況を把握し、持続可能なバリューチェーンの構築を目指します。それら運用管理の
ための仕組みであるマネジメントシステムの有効活用にて事業のマネジメントを強化し、詳細なガバナンスの開示を行
います。 
 
5. サステナビリティ推進に対する社員への教育の実施  

「サステナビリティ推進」を実践するのは、グループ構成員である全社員の一人ひとりであり、とりわけ持続可能な開
発目標である「SDGｓ」を理解し、社会的課題解決に関する認識を醸成するための教育を行います。  

 調達資金を充当するプロジェクトにより達成される「社会面での目標」（ソーシャルローンを通じて実現
しようとする社会的成果）は、患者の医療に係る医療従事者に対する安心・安全な医療用品の安定的な
提供であり、当社のサステナビリティ戦略に合致したものとなっている。 
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(2) プロジェクトの評価・選定の判断規準 

 感染予防には、どの感染症に対しても適応できる標準予防策があり、手指消毒の他に PPE と呼ばれるマ
スク、手袋、ガウンなどが必要となる。このような PPE を必要な市場に十分流通させることが、メーカ
ーであるサラヤグループの使命であるとの認識の下、PPE について、サプライチェーンを切らさないた
めニトリルグローブの生産を拡大するとの判断に至ったもの。 

 なお、プロジェクトの選定にあたってはこれら基準に加え、「サラヤグループコロナ感染への取り組み」
として実施された寄付等の事業活動による社会課題の改善効果がもたらされる蓋然性を考慮している。 
 

(3) プロジェクトの評価・選定の判断を行う際のプロセス 

 対象プロジェクトの選定は、PPE 推進事業部が起案し、SCM 本部（サプライチェーンマネジメントを
担う）の承認を経て役員会にて決議された。 

プロジェクトはサラヤグループのサステナビリティ戦略、行動指針に基づいているかを判断基準としてい
る。PPE 推進事業部が起案し、SCM 本部（サプライチェーンマネジメントを担う）の承認を経て役員会に
て決定された。評価の考え方、対象事業の選定は適切なプロセスを経ており、第三者性・専門性ともに確保
されている。 

 

3. 調達資金の管理 

 本借入による調達資金の充当管理は SCM 本部が実施する。 

 対象プロジェクト実施に係る支払い（充当）は、プロジェクトの支払証憑書類（請求書等）を受領する
部署の確認および依頼に基づき東京サラヤの経理部が行う。 

 調達資金が充当されるまでの間は、未充当額と充当額の合計が調達資金全額と整合するように管理し、
これらの確認は経理部から対象プロジェクトへの資金充当があった都度実施する。全ての調達資金が充
当された後は、調達資金額が調達資金からプロジェクトへ充当された累計額と一致するよう、また、プ
ロジェクトへ充当された累計額が調達資金額を上回るように管理する。 

 本ソーシャルローンは対象プロジェクトへの未充当資金は生じないことを想定しているが、未充当資金
が生じる場合には現金又は預金として管理する。 

 調達資金に関連する証憑となる文書等については、当社規定に基づき適切に管理する。 

 全ての調達資金が充当されるまでの間は、未充当額と充当額の合計が調達資金全額と整合するように管
理し、これらの確認は対象プロジェクトへの資金充当があった都度実施する。全ての調達資金が充当さ
れた後は、調達資金額がプロジェクトへ充当された累計額と一致するよう、また、揚州莎羅佳医療用品
有限公司から本ソーシャルプロジェクトへ充当された累計額が調達資金額を上回るように管理する。 

 

調達資金は SCM 本部が適切に管理する。対象事業の実施に係る資金の充当額及び未充当額を確実に追跡
する。充当されるまで間が生じた場合は、現金または預金に限定して運用される。充当状況は年次で SCM 本
部担当役員が確認する体制がとられる。調達資金の管理は適切と評価できる。 
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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 

 
調達資金の充当状況 
 

 
資金充当が完了する
までの間、年次 

 
融資金融機関に
報告 

定
期
レ
ポ

ー
テ
ィ
ン

グ  
インパクト・レポーティング 
 

 
年次 

 
融資金融機関に
報告 

 

(2) インパクト・レポーティング 

 対象事業によるインパクト・レポーティングは以下のアウトプット・アウトカム指標等を開示可能な範
囲で継続して公表する。 
アウトプット指標 アウトカム指標 

・プロジェクトの概要（進捗状況を

含む） 

 

・ニトリルグローブの生産枚数 

 

本案件のアレンジャーであるりそな銀行に対して調達資金の充当状況及び社会的成果を説明する資料を年
1 回開示する。りそな銀行はシンジケートローン参加行に開示情報を報告する。本ローンによる全ての調達
資金がプロジェクトに充当された後においても、大きな状況の変化が生じた場合は、同様に適宜開示する。
必要なレポーティングがなされることを確認した。 
 

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、企業等が環境保全及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。 
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