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メークス株式会社 
サステナビリティ・リンク・ローン 

評価日：2022年 3月 25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）は資金調達者をメークス、エージェントを京葉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 
メークスは高度専門人材として外国人を積極採用し、人材を多角化することでユニット式鉄筋の製造技

術、積算業務等の同社基幹業務の技術移転を行い、将来、日本のユニット式鉄筋業界を支える人材の確保
を図ってきた。政府は特定業種における人手不足の深刻化から、外国人労働者の受け入れを拡大している。
メークスでは日本国内及び業界全体の課題である高齢化や人手不足に対し、働き甲斐の創出や職場環境の
改善等を通じて外国人従業員を増やし、解決を図ることを目指していることから、自社における外国人従
業員の割合を KPI とした。  

(2)SPTの特定 
SPT は 2028 年 5 月期まで外国人従業員比率の向上を図ること。現状でも金属加工御業者として 1 工場

あたりで平均の倍の水準で雇用しているうえ、さらに現状の 50 人から 80 人まで増やして、従業員割割合
を 17.5％から 25％以上に引き上げる。現状、コロナ禍により外国人留学生が大きく減少している影響を受
けており、その影響が数年先まで見込まれる中、退職者も発生することを踏まえると、既に高い水準にあ
る現状を維持すること自体が難しいと想定される。目標の達成は相応の企業努力が必要な計画といえ、SPT
の野心性は十分あると判断した。 

(3)ローンの特性 
メークスとエージェントは協議のうえ貸出条件を決めている。2025 年 5 月末から 2028 年 5 月末までの

各会計年度の外国人雇用者の割合を確認し、SPT を達成した場合は金利を引き下げるように設計されてい
る。SPT が達成した場合に引き下げる金利は公表されない。引き下げる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。貸出条件とメークスの
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。 
 
(4)レポ―ティング 

エージェント及びエージェントを通じて貸付人に SPT の進捗の報告を義務付けている。KPI である外
国人従業員の雇用割合について数値をエージェントに書面で報告すし、エージェントは貸付人に報告する。
また、達成状況はメークスのウェブサイトに掲載する予定で、これによりエージェント及び貸付人は 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 の目標達成について毎年 5 月末の会計年度の値を判定値として設定している。数値をエージェント
に書面で報告するとともに、毎年、第三者より検証を受ける。貸付人は報告書面の内容から SPT 達成の判
定について評価し、達成の場合は金利を引き下げる。 
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1. 発行体の概要と本 SLLの位置付け 

(1) メークスの概要 

① 事業概要 

 メークスは茨城県守谷市に本社を置く 1985 年創業の住宅の基礎に使用されるユニット式基礎鉄筋 
の製造・販売業者。 

 ユニット式鉄筋とは品質管理された工場で事前に溶接や加工を行い、現場では組み立てるだけで住宅
基礎の配筋ができる製品。タイムリーなデリバリーとともに住宅の基礎工事に係る日数や工数を削減
できることや、施工時の品質の維持、作業できる職人の減少をカバーすることができることから、ハ
ウスメーカー中心に需要が増えてきている。 

 メークスは現在、茨城県、佐賀県、岐阜県、宮城県に工場を配し、2022 年 5 月に群馬県、6 月には鹿
児島県で新工場が稼働する予定。 

 

 

■メークスの工場の風景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[出所：メークス] 
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② 経営理念 

・ メークスは経営理念において「夢が実現できる仲間を作り、企業人及び社会人として充実した生活を
送る」と掲げている。 

・ 掲げた理念のもと、インドネシアやベトナムなどからの優秀な外国人技能実習生、国内で既に働いて
いる外国人など、色々な価値観や多様性のある人材を受け入れている。また、品質方針においては継
続的な教育訓練活動を行い、常に質の高い製品作りを行い、お客様の安心と満足を確保する――とし
ており、従業員教育を繰り返し実施することで、品質の維持につなげている。  

 

■メークスの経営理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[出所：メークスのウェブサイト] 

(2) SLLの位置付け 

・ SLL は資金充当対象を特定せず、メークス自身の企業活動の向上につながる KPI を事前に定め、野心
性のある SPT 目標の達成することで、社会への貢献も高めることを意図している。 
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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 はメークスにおける外国人従業員（正社員、技能実習生および留学生を含む）の全従業員に占め
る割合とする。 

(2) KPIの重要性 

① サステナビリティ戦略 

・ メークスは高度専門人材として外国人を積極採用し、人材を多角化することを基本方針としている。
2011 年から 2019 年までインドネシア人 12 名、ベトナム人 77 名、合計 89 名の技能実習生を採用し
てきた。ユニット式鉄筋の製造技術、積算業務等の同社基幹業務の技術移転を行い、将来、日本のユニ
ット式鉄筋業界を支える人材の確保を図っている。現地拠点のキーマンとして活躍できるようインド
ネシア人を積算作業に重点配置し、独自システムを活用しつつ、的確な積算作業が出来る高度専門人
材として育成している。現状、外国人従業員は前向きに仕事に取り組んでおり、勤勉・前向きな姿勢が
その他日本人の働き手にも影響し、ポジティブな職場環境を生む大きな要因にもなっている。  

・ メークスは優秀な人材には国籍性別関係なく対価を払う方針で、福利厚生含む待遇が日本人と全て同
条件の外国人の正社員を増やしており、今後も増員していきたい考え。メークスが現在受け入れてい
る外国人は主にインドネシア、ベトナム等だが、国籍にこだわりはなく、多様な人材を受け入れるこ
とで、多角的な発想・思考の深度が増すことを目指している。また、従業員が本国に帰国し自国で住宅
関連業務に携わることで、生活の安定に寄与すると考えている。 

② サステナビリティ戦略と KPIの重要性 

・ メークスとしては外国人従業員の増加は単なる労働力不足の改善に留まらず、組織活性や職場環境改
善等のシナジーを生み出すものと考えている。 

・ 日本国内では特定業種における人手不足の深刻化から、政府は外国人労働者の受け入れを拡大してい
る。メークスでは日本国内及び業界全体の課題である高齢化や人手不足に対し、働き甲斐の創出や職
場環境の改善等を通じて外国人従業員を増やし、解決を図ることを目指していることから、自社にお
ける外国人従業員の割合を KPI とした。 

・ メークスが選定した KPI は、外交人の技能の向上とともに、国の労働政策にも寄与し、SDGs への貢
献にも資するものと考えられる。 

 

 

SDGs目標 ターゲット 

 

4.4 2030 年までに、はたらきがいのある人間らしい仕事についたり、新しく会社をおこしたり

できるように、仕事に関係する技術や能力をそなえた若者やおとなをたくさん増やす。 

 

8.8 他の国に移住して働いている人、中でも女性、仕事を続けられるか不安定な状況で働いてい

る人を含めた、すべての人の働く権利を守って、安全に安心して仕事ができる環境を進めていく。 
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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：2028 年 5 月期まで外国人従業員比率の向上を図る。 

・ メークスと資金供給者のエージェントの京葉銀行は 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。 
 

■メークスの外国人従業員比率の実績と目標 

   実績値 計画値 SPT 

月期 2021/5 2022/5~2024/5 2025/5 2026/5 2027/5 2028/5 

外国人従業員割合

（SPT） 
17.5％ 17.5％ 17.5％ 18.9％ 21.3％ 25.0％ 

外国人従業員数 50 50 50 55 65 80 

全従業員数 286 286 286 291 305 320 
 

(2) SPTの野心性 

① 過去実績からみた SPTの水準感 

・ 厚生労働省による 2021 年 10 月末から過去 5 年の外国人労働者数の統計によると、製造業は過去 2 年
わずかながら減少傾向にある。全体としても成長機長から横ばいに転じている。メークスにおいても
2016 年 5 月期の 21 名から 2019 年 5 月期には 48 名まで増やしたものの、以降はコロナ禍の影響等も
あり 2021 年 5 月期は 50 名にとどまっている。 

・ 外国人従業員数が業界平均値では 1 工場で約 6 名のところ、現状でもメークスは約 12 名で水準はか
なり高い。現状の外国人従業員の割合が 17.5％で高い水準にあるものを、SPT の目標で 25%（人数的
に現状の 1.5 倍）まで高めることを目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 
[出所：厚生労働省] 

1,279
1,460

1,659 1,724 1,727

386 434 483 482 466

2017/10 2018/10 2019/10 2020/10 2021/10

外国人労働者の推移(千人）

全体 製造業



セカンドオピニオン 

 

 6/8 

 

② SPT目標の達成手段 

・ 実習生については引き続き公益財団法人国際人材育成機構からの紹介をベースとする。就労ビザなど
一般の外国人（正社員）に関しては、待遇面は福利厚生含み日本人と同条件を基本としている。生活面
については、外国人従業員が持ちやすい孤独感等を感じない様、定期的にフットサル大会に出るなど
コミュニティー作りにも気を付けた環境作りを推進している。メークスは外国人従業員の受け入れに
際し、住居の斡旋のほか、銀行口座など生活に必要な手立てを支援ずるとともに、働きに応じて昇給
を実施し“やりがい”を高めるなど、人材を確保するための手段を講じている。 

 

③ SPTの野心性と不確実性要素 

・ 現状のコロナ禍で外国人の国内への渡航が制限されていることや、既に高水準である割合をさらに増
加させていく点から、計画は十分に野心的といえる。また特に留学生は 2020 年からの新型コロナウイ
ルスの影響により外国人留学生が激減している。こうした要素を踏まえ、当面の間は採用が困難にな
るとの予想から 2024 年 5 月期までは横ばいで推移する計画になっている。一方で事業は拡大基調に
あり、全体としての従業員数は増加を見込んでいる。退職者も発生することを踏まえると、既に高い
水準にある現状を維持すること自体が難しいことが想定できる。2030 年末に 25％とする目標は相応
の企業努力が必要な計画といえる。 

・ SPT はメークスの経営課題と結びつけられている。メークスの企業活動が社会にもたらすポジティブ
及びネガティブなインパクトを包括的に捉え、ポジティブなインパクトが大きいものとなっている。 

(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。 
 

■メークスの外国人従業員（フットサル大会での風景） 

 

[出所：メークス] 
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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。 
 

・ メークスと貸付人は協議のうえ貸出条件を決めている。2025 年 5 月末から 2028 年 5 月末までの各会
計年度の外国人従業員の割合を確認し、SPT を達成した場合は金利を引き下げるように設計されてい
る。 

・ SPT が達成した場合に引き下げる金利は公表されない。引き下げる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。貸出条件とメークス
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。 

・ 年 1 回、エージェント及びエージェントを通じて貸付人に SPT の進捗の報告を義務付けている。KPI
である外国人従業員の雇用状況については数値をエージェントに書面で報告し、エージェントは貸付
人に報告する。また、達成状況はメークスのウェブサイトに掲載する予定で、これによりエージェント
及び貸付人は SPT の達成状況に関する最新の情報を入手できる。 

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。 
 

・ メークスは SPT の目標達成について毎年 5 月末の会計年度の値を判定値として設定している。 
・ 数値についてエージェントに書面で報告するとともに、毎年、第三者より検証を受ける。 
・ 貸付人は報告書面の内容から SPT 達成の判定について評価し、達成の場合は金利を引き下げる。 

 
以 上 
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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。 

 


