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竜志

格付投資情報センター（R&I）は資金調達者をワタミ、貸付人を横浜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 2020 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
ワタミは「ワタミ環境宣言」、「SDGs 宣言」を実現させるための長期的な目標として SDGs を経営の中
核課題に取り入れ、これを推進するために「ワタミサスティナブル方針」を策定している。ワタミグルー
プは外食事業、宅食事業、原料調達から消費までのサプライチェーンを構成する事業、農業、エネルギー
事業において、経済的・社会的・環境的ニーズの充足、従業員の幸せ、地域貢献などの持続可能な企業活
動を通して SDGs を達成することを目指しており、この方針は事業活動を通じて達成することとしている。
サステナビリティ・リンク・ローンはこの経営方針に資するプロジェクトと位置付けられる。
サステナビリティ・リンク・ローンの KPI は農林水産省による再生利用事業計画（食品リサイクルルー
プ）の認定件数である。廃棄物処理、飼料製造、農畜産物生産、商品の販売など、幾つものパートナー企
業と連携して成り立つ制度で、ワタミはより多くの事業者に参加してもらうことに意義があると考えてい
る。SDGs の目標に掲げている通り、廃棄を減らす活動に加えて有効に食に戻すことの重要性はより高ま
ると考えている。ワタミのサステナビリティと事業戦略にとって重要な意味を持つものと考えられる。
(2)SPT の特定
SPT は 2026 年 9 月までにワタミの全ての弁当工場（5 工場）において再生利用事業計画の認定を取得
すること。2021 年 9 月末時点において認定済み件数は 2 件にとどまる。リサイクルループに参加する企業
には相応の水準、品質が求められ、信頼できるパートナー企業を探し出すとともに、連携する「環」とし
ての水準を維持していかなければならない。そのためワタミ、処理業者、農業事業者、食品加工会社間の
意思疎通がないと続かない。リサイクルループに参加する企業を探し出し、循環型社会に貢献するという
意思を統一して事業に取り組み、形にするには時間を要する。1 件成立させるには 3 年はかかるとみられ
る。残る 3 件を達成する対象となる弁当工場は栃木県、山口県および福岡県に分散しており、それぞれの
地域で同時進行的に取り組みを進めなければならない。対応する社員の負担等に加え、信頼のおけるパー
トナーを限られたエリア内で発掘して協定を結び、 持続的な取り組みを行うことに難しさがあり、過去 14
年弱の期間で全国を対象に 50 件程度しか認定されていない状況を踏まえると、SPT の野心性は十分ある
と判断した。
(3)ローンの特性
ワタミと貸付人との間で協議して貸出条件を決めている。目標達成の判定日を 2026 年 9 月末に設定し
ている。貸付人は SPT の達成状況をみて、達成した場合は融資金利を引き下げるように設計されている。
SPT を達成した場合に引き下げる金利は公表されない。R&I はサステナビリティ・リンク・ローン契約書
（2021 年 9 月 28 日調印）に記載されている条件の内容を確認している。引き下げ及び追加で支払う金利
水準は他のサステナビリティ・リンク・ローンやサステナビリティ・リンク・ボンドと同程度で設計され
ている。貸出条件とワタミの 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。
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(4)レポ―ティング
ローンはワタミが貸付人に対して年 1 回 SPT の進捗の開示を報告する。これにより SPT の達成状況に
関する最新の情報を入手できる。併せてワタミのウェブサイトにて進捗状況を開示する。貸付人はこれに
より SPT の達成状況に関する最新の情報を入手できる。
(5)検証
SPT の目標達成の判定日を 2026 年 9 月末に設定している。SPT の達成状況について貸付人はワタミか
らのレポーティング内容と年 1 回、農林水産省が開示する「再生利用事業計画認定一覧表」を確認するこ
とにより行う。
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1. 発行体の概要と本 SLL の位置付け
(1)

ワタミの概要

① 事業概要


ワタミは 1984 年に創業し、国内外で外食事業および国内宅食事業などを展開している。国内では居
「坐 和民」全店および他の業態の一部を「焼肉の和民」に業態転換を図るほか、
「か
酒屋の「和民」」
ら揚げの天才」など多彩な店舗を運営している。海外はアジア諸国に日本食中心に店舗を展開してい
る。宅食事業は「ワタミの宅食」として家庭や企業に弁当や総菜などを配達するほか、冷凍食品など
の通信販売などを手掛ける。このほか有機農業や太陽光発電など多様な事業を展開している。

② 経営理念、行動指針
・ ワタミは「地球人類の人間性向上のためのよりよい環境をつくり、よりよいきっかけを提供すること」
をグループミッションに掲げ、
「会社の繁栄、社員の幸福、関連会社、取引業者の繁栄、新しき文化の
創造、人類社会の発展、人類の幸福への貢献」をワタミグループ経営目的としている。
・ 環境やきっかけを提供するというワタミの理念は SDGs の考え方に重なる。社会課題の解決を通じて
持続可能な社会づくりに貢献することでワタミ自身も持続的に成長していくことを目指している。外
食・宅配弁当・農業・環境と、様々な分野で「ありがとう」を集める活動を行なっており、各事業の特
性に合わせた環境負荷低減に対してグループ全体で活動を強化する宣言として、2018 年に「SDGs 宣
言」を策定した。
・ 2019 年には「ワタミ環境宣言」
（2008 年更新）
、
「SDGs 宣言」を実現させるための長期的な目標とし
て、SDGs を経営の中核課題に取り入れ、より強力に、より迅速に進めていくために「ワタミサスティ
ナブル方針」を策定している。これまでに取り組んできた活動をさらに発展させるため、事業を通じ
て SDGs を推進し「SDGs 日本一」を目指している。加えて持続可能な地域社会の実現に向け、国連
が提唱する SDGs の趣旨に賛同し、経営理念に基づく事業活動、事業戦略を通じて貢献する SDGs 項
目を整理し、重要度や貢献度に応じて優先して取り組むゴールを定め推進している。

[出所：ワタミ環境レポート 2020]
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(2)

SLL の位置付け

・ SLL は資金充当対象を特定せず、ワタミ自身の経営理念の遂行につながる KPI を事前に定め、野心性
のある SPT 目標の達成することで、社会への貢献を高めることを意図している。

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 は農林水産省による再生利用事業計画（食品リサイクルループ）の認定件数である。
食品リサイクルループとは
・ 食品リサイクルループとは、食品リサイクル法に基づく再生利用事業計画の取り組みの一環で、地域
で完結する循環型モデルのこと。食品工場や店舗で排出された食品廃棄物を認定業者が収集・運搬し、
工場等で飼料となって家畜が育てられ、その食肉が工場や店舗に運ばれ循環する。
・ 食品関連事業者・再生利用事業者・農業生産者が、それぞれの役割を果たすことによってリサイクルの
「環」が完成する。食のバリューチェーンの確立によって、トレーサビリティーがより明確になり、消
費者に安全・安心な農畜産物を提供することができる仕組み。

［出所：農水省 Web サイト］
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食品リサイクルループ認定制度
・食品リサイクルループの形成を推進するために、再生利用事業計画を農林水産大臣が認定する制度。事業
計画の認定を受けることにより、廃棄物処理事業者は「廃棄物処理法」に基づく収集運搬業の許可（一般
廃棄物に限る）が不要となる特例が可能となる。
食品リサイクルループの構築・認定手順・維持管理について
（１）食品リサイクルフローの構築
・

再生利用事業者が製造する肥料・飼料などの再生品の品質を確認する。

・

農林漁業者等との繋がりが見える再生利用事業者を選択する

（２）農林漁業者等との連携によるループの構築
・ 地産地消を前提として、生産技術の高い農林漁業者等を選択する
・ 農畜水産物の品質が社内基準を満たすか、購買部門と検討する
・ 販売計画と生産計画を立てて購入契約を結ぶ
・ 売場ではその特徴を消費者に効果的にアピールし、販売を促進する
（３）事業計画の認定申請手順
・ ①様式第１号により認定の申請書を作成し、主務大臣宛てに、それぞれ１部ずつ提出する。
・ ②申請書には、
「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関
する省令」
（以下「認定省令」
）第１条に定める書類及び図面を添付する。
（４）食品リサイクルループの維持管理
＜食品関連事業者＞
・ 食品残さを肥料・飼料の原料ととらえ、品質の維持を図る
・ 生産された農畜水産物の販売を促進する
＜再生利用事業者＞
・ 品質の高い肥料・飼料を製造する
・ 農林漁業者等のニーズに合った肥料・飼料を製造する
＜農林漁業者等＞
・ 特定肥飼料等を利用し農畜水産物を生産する
・ 生産計画に沿って、購入契約に合った農畜水産物を提供する
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［出所：ワタミ環境レポート 2020］

(2) KPI の重要性
① 重要経営課題（マテリアリティ）
・ ワタミは「ワタミ環境宣言」、「SDGs 宣言」を実現させるための長期的な目標として SDGs を経営の
中核課題に取り入れ、これを推進するために「ワタミサスティナブル方針」を策定している。

・ ワタミグループは外食事業、宅食事業、原料調達から消費までのサプライチェーンを構成する事業、
農業、エネルギー事業において、経済的・社会的・環境的ニーズの充足、従業員の幸せ、地域貢献など
の持続可能な企業活動を通して SDGs を達成することを目指しており、この方針は事業活動を通じて
達成することとしている。

② サステナビリティ戦略と KPI の重要性
・ KPI は再生利用事業計画（食品リサイクルループ）の認定件数である。
・ ワタミは持続可能な社会を目指してサステナビリティ目標を設定している。その社会として脱炭素社
会、循環型社会、自然共生社会を特定し、それぞれ達成に向けて取り組んでいる。このうち循環型社会
は、廃棄物の発生抑制と資源循環を推進することとしている。
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・ 食品ロスや食品廃棄物は SDGs の 12-3 「2030 年までに、お店や消費者のところで捨てられる食料（一
人当たりの量）を半分に減らす。また、生産者からお店への流れのなかで、食料が捨てられたり、失わ
れたりすることを減らす」の課題として認識されている。ワタミはこれに取り組むことが食糧問題、
社会的課題、環境課題の解決に繋がると考えている。
・ 選定した食品リサイクルループの認定は、廃棄物処理、飼料製造、農畜産物生産、商品の販売など、幾
つものパートナー企業と連携して食の循環を構築して成り立つ制度で、より多くの事業者に参加して
もらうことに意義があると考えている。SDGs の目標に掲げている通り、廃棄を減らす活動に加えて
有効に食に戻すことの重要性はより高まると考えている。ワタミのサステナビリティと事業戦略にと
って重要な意味を持つものと考えられる。

3. SPT の設定
評価対象の「SPT 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) SPT の概要
・ SPT は 2026 年 9 月までに当社弁当工場全 5 工場において再生利用事業計画の認定を取得する。
（2021
年 9 月末時点の認定済み件数：2 件）
・ ワタミと貸付人は 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 を設定している。
(2) SPT の野心性

① 過去の取扱実績からみた SPT 目標の水準感
・ 2007 年 12 月に食品リサイクル法が改定された際に、食品廃棄物の再生利用を促進するために食品リ
サイクルループの構築が盛り込まれた。再生利用事業計画で現状認定されているのは 2020 年 7 月末
で 50 件にとどまっている。認定企業はスーパーマーケット等の小売事業者、食品製造業などが多く、
外食産業は少ない。

② SPT 目標の達成手段と不確実性要素
・ リサイクルループを構築するには廃棄物の処理業者や運送業者、肥料等を製造する業者、当該資料を
利用する農業事業者、当該農業製品等を商品として販売する業者が連携していることが必要となる。
また、廃棄物処理法の観点から一定の地域で循環することが求められる。
・ 一般にリサイクルは義務付けられても生産物の買取りまでは義務化されていない。食品リサイクルル
ープ参加する業者は業種毎に監督官庁も異なっており、外食産業は農水省、小売りや食品製造は厚労
省や経産省と分かれる。リサイクルループの完成に伴う特例措置を受けるためには、全ての関係省庁
から認可を得る必要がある。
・ 再生利用により得られた肥飼料などの製造量に見合う利用の確保が確実であること、農畜水産物等の
うち一定量に見合う利用の確保が確実であること、収集運搬を行う者と施設が基準に適合することな
ど、それぞれの分野に求められる要素がある。
・ リサイクルループに参加する企業には相応の水準、品質が求められ、信頼できるパートナー企業を探
し出すとともに、連携する「環」としての水準を維持していかなければならない。そのためワタミ、処
理業者、農業事業者、食品加工会社間の意思疎通がないと続かない。
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③ SPT の野心性
・ リサイクルループに参加する企業を探し出し、循環型社会に貢献するという意思を統一して事業に取
り組み、形にするには時間を要する。協力業者の選定と合意に 1 年、廃棄物処理法などの法令詳細確
認と省庁との折衝で 1 年、さらにリサイクルループの詳細詰めに 1 年程度必要で、1 件成立させるに
は 3 年はかかるとみられる。
・ こうした取り組みを 5 年間で 3 件達成する。現在認定済み弁当工場は 2 件で、2020 年 1 月の愛知県の
中京センターおよび 2021 年 9 月埼玉県の東松山センターの 2 件。残る 3 件の対象となる弁当工場は
栃木県の宇都宮センター、山口県の岩国センターおよび福岡県の福岡センター。それぞれの地域で同
時進行的に取り組みを進めないと達成することはできない。対応する社員の負担等に加え、信頼のお
けるパートナーを限られたエリア内で発掘して協定を結び、 持続的な取り組みを行うことに難しさが
あり、過去 14 年弱の期間で全国を対象に 50 件程度しか認定されていない状況を踏まえると、SPT の
野心性は十分あると判断した。

(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。
・ ワタミと貸付人との間で協議して貸出条件を決めている。目標達成の判定日を 2026 年 9 月末に設定
している。貸付人は SPT の達成状況をみて、達成した場合は融資金利を引き下げるように設計されて
いる。
・ SPT を達成した場合に引き下げる金利は公表されない。R&I はサステナビリティ・リンク・ローン契
約書（2021 年 9 月 28 日調印）に記載されている条件の内容を確認している。引き下げ及び追加で支
払う金利水準は他のサステナビリティ・リンク・ローンやサステナビリティ・リンク・ボンドと同程度
で設計されている。貸出条件とワタミの 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。

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。
・ 本ローンはワタミが貸付人に対して年 1 回 SPT の進捗の開示を報告する。これにより SPT の達成状
況に関する最新の情報を入手できる。併せてワタミのウェブサイトにて進捗状況を開示する。貸付人
はこれにより 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。
・ ワタミは SPT の目標達成の判定日を 2026 年 9 月末に設定している。

・ SPT の達成状況について貸付人はワタミからのレポーティング内容と年 1 回、農林水産省が開示する
「再生利用事業計画認定一覧表」を確認することにより行う。
以 上

セカンドオピニオン商品は、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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