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竜志

格付投資情報センター（R&I）は、資金調達者を丸住製紙、ストラクチャリングエージェントをみずほ銀
行、貸付人を三井住友信託銀行、日本政策投資銀行、みずほ銀行が共同アレンジャーを務めるシンジケート
団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
KPI は丸住製紙が新たに 100％FSC®認証紙(FSC®-C021633) 1で製造するペーパータオルの販売量であ
る。丸住製紙は経営理念において「環境保全に努める企業」を掲げ、長期経営ビジョンにおいても、社会
環境に配慮し、持続可能な社会への貢献を目指している。新聞紙や印刷用紙など既存事業の需要が減少し
ていく中、コア事業を戦略的に入れ替えていく方針を打ち出しており、紙の衛生用品の拡大はその戦略の
一環になっている。衛生用品においては、ペーパータオル等の販売を拡大するとともに、国内外に安定供
給させる事で新型コロナウイルス等の感染症拡大防止に貢献していく考え。また、本ローンの対象となる
製品は FSC®認証紙を 100％使用し環境に配慮する。今回の取り組みは丸住製紙の経営理念及び経営方針
に沿ったものであるとともに、SDGs への貢献にも資するものとしており、選定した KPI は丸住製紙にと
って重要な意味を持った指標である。
(2)SPTs の特定
SPTs は丸住製紙が生産する FSC®認証紙を 100％使用したペーパータオルの販売量で、生産量の増加に
加え、FSC®認証紙 100％を維持することが条件となる。対象製品の販売は 2023 年 4 月に開始するため実
績はまだない。ペーパータオルの販売自体が 2019 年 3 月から古紙を 100％使った商品での販売を始めた
ばかりである。丸住製紙にとって実質的には新規事業で経験の無い市場に対する販売目標を SPTs に設定
する点が野心的であるといえる。環境面への負荷など特段ネガティブな要素もないと考える。
(3)ローンの特性
丸住製紙とアレンジャーとの間で協議のうえ貸出条件を決めている。2023 年 11 月期から 2026 年 11 月
期の毎期の SPTs の達成状況をみて、達成した場合はスプレッドを引き下げるよう設計されている。変動
する金利幅は一般的なサステナビリティ・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
の水準で設計されている。貸出条件と丸住製紙の SPTs に対するパフォーマンスが連動しており、SPTs の
達成のインセンティブになっている。
(4)レポ―ティング
丸住製紙はエージェント及びエージェントを通じて全貸付人に対し、年に 1 回、SPTs の達成状況につ
いて報告する。貸付人への報告とともに、丸住製紙のウェブサイトにも開示する。貸付人は以上により SPTs
の達成状況に関する最新の情報を入手できる。

FSC®は環境、社会、経済分野の利害関係者の合意によって支持された、責任ある森林管理を世界に広めることを目的
とする国際的な非営利団体。適切に管理された木材とその製品を確実に消費者に届けることで、森林資源の保全を消費
者が支える仕組みをつくっている。
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(5)検証
丸住製紙は KPI の算定結果について、第三者機関からの検証を受け、エージェントのみずほ銀行に報告
する。エージェントは報告書面を各貸付人に通知し、各貸付人は報告書面から SPTs の未達・達成を判定
する。また、エージェントは適用スプレッドを丸住製紙及び各貸付人に通知する。

1. 借入人の概要と本 SLL の位置付け
(1)

丸住製紙の概要

① 事業概要


丸住製紙は愛媛県四国中央市に本社を置く 1946 年設立の製紙会社で丸紅の持分法適用関連会社とな
っている。新聞用紙をはじめ出版用紙・印刷情報用紙・包装用紙・衛生用紙等の様々な「紙」や、紙
の原材料である「クラフトパルプ」を製造・販売している。



製紙産業はパルプ製造工程・抄紙工程（紙の製造工程）の際に多くのエネルギーを消費する産業であ
り、丸住製紙は従来から地球温暖化対策や省エネルギー・循環型社会の実現に向けた取り組みを行っ
てきた。

② 経営理念
丸住製紙グループの目指すところ・夢、存在意義、経営の姿勢を表すものとして経営理念を以下に掲げ
ている。

[出所：丸住製紙ウェブサイト]

丸住製紙グループは上記の経営理念を実現するために、企業としてとるべき行動の原則を行動憲章と
して以下に定めている。
1. お客様の立場に立った製品・サービスの提供
2. 国内外の法令・社会ルールを順守した公正・透明な企業活動
3. 情報の発信と適切な取り扱い
4. 環境保全への取り組み
5. 地域との共生
6. 社員との共生
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上記の 6 項目の中で、4.環境保全への取り組みについては、環境マネジメントシステムの継続的な整
備・定着に努め、地球温暖化対策や省エネルギー・循環型社会への取組みを進めます。環境に調和した
ものづくりを大切にし、製造技術の更なる探求と環境負荷の小さい製品・サービスの提供をしていきま
す――としており、商品製造において環境に配慮することを重視している。

③ 経営方針～長期経営ビジョン
丸住製紙は 2019 年に入り、人類存続を脅かす自然環境破壊に対する意識の高まり、新型コロナウイルス
による過去から予想しえない社会環境の変化に対応するため、「社会環境」と「持続可能」をキーワード
に 2030 年長期経営ビジョン「社会環境に配慮し、持続可能な社会への貢献」を策定した（下表参照）。
衛生

国内外に安定供給する事で感染症拡大防止に貢献
・ペーパータオルトップシェアメーカーとしての地位確立、
紙衛生用品の販売拡大

新素材

応用技術の開発と多品種製品開発
・CNF の用途・事業拡大

再エネ

石炭から CO2 低排出燃料と非化石燃料への転換
・CO2 排出量削減

研究開発

木質資源の効率的利用技術と環境配慮技術の向上を図る
・木質素材の新たな活用に向けた研究開発

海外事業

日本品質の操業技術・品質管理技術の精錬と各地域適合によ
る広域な産業発展
・成長エリアでの生産展開による産業振興
[出所：丸住製紙ウェブサイト]

（2）SLL の位置付け
・ 丸住製紙は紙の生産に当たって従来から古紙の有効活用、CO2 の削減、廃棄物の有効利用、省エネル
ギーの推進などの取り組みを実践してきた。そうした取り組みからできることを整理し、2019 年 12
月に SDGs への取り組みをホームページ等にて宣言した。長期的な視点で社会のニーズを重視した経
営及び事業展開ができるように推進することが目的である。
・ SDGs への取り組みについては、経営リスクの回避、社会へ貢献するとともに新たなビジネスチャン
スを獲得して、持続可能な企業を追求していくためのツールとして活用していく。また、足元の問題
解決だけでなく、将来の問題解決にも取り組む必要があることを認識しながらできることから進めて
いくとしている。
・ 環境に配慮した原料を使用し感染症拡大防止に貢献する商品を提供することを目標として SLL に取り
組むことは、当社の SDGs への取り組みを示す一つの手段として考えている。
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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 は丸住製紙が新たに 100％FSC®認証紙で製造するペーパータオルの販売量である。

(2) KPI の重要性
① 長期経営ビジョン
・ 丸住製紙は 2020 年 11 月に策定した「長期経営ビジョン 2030」において、
「社会環境」と「持続可能」
をキーワードに、社会環境に配慮し、持続可能な社会への貢献を目指している。新聞紙や印刷用紙な
ど既存事業の需要が減少していく中、コア事業を戦略的に入れ替えていく方針を打ち出しており、紙
製の衛生用品の拡大はその戦略の一環である。衛生用品においては、ペーパータオル等の販売を拡大
し国内外に安定供給する事で新型コロナウイルス等の感染症拡大防止に貢献していく考え。

② KPI の重要性
・ 丸住製紙は経営理念にも掲げているように、地球環境保全に努める企業として再生紙や FSC®認証紙
を活用した紙製品を多く生産してきた。今回の KPI として生産するペーパータオルは 100％FSC®認
証紙とすることを条件としており、この考えに沿っている。
・ ペーパータオルはコロナウイルスの蔓延防止対策でトイレなどの手拭き用として諸施設や店舗などに
おいて布製やエアータオルの使用が中止されていることもあって需要が高まっている。今回の対象商
品はこうしたニーズに応えるものである。
・ 今般の SLL 実施に当たって、目標の設定については管理部が衛生用紙部、原材料部にヒヤリングを行
なって設定するとともに、借り入れを含む SLL 全般について取締役会で承認された。

・ 衛生製品を FSC®認証紙で製品化することにより、今回の取り組みは経営理念及び経営方針に沿った
ものであるとともに、SDGs への貢献にも資するものとしている。

SDGs 目標

ターゲット
3.3

2030 年までに、エイズ、結核、マラリア及び顧みられない熱帯病といった伝染病を根絶すると

ともに肝炎、水系感染症及びその他の感染症に対処する。
12.2

2030 年までに天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成する。

15.2

2020 年までに、あらゆる種類の森林の持続可能な経営の実施を促進し、森林減少を阻止し、

劣化した森林を回復し、世界全体で新規植林及び再植林を大幅に増加させる。
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3. SPTs の設定
評価対象の「SPTs 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) SPTs の概要
・ 丸住製紙とアレンジャーは SPTs 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 SPTs を設定している。

・ SPTs は丸住製紙が生産する FSC®認証紙を 100％使用したペーパータオルの販売量で、生産量の増加
に加え、FSC®認証紙 100％を維持することが条件となる。対象製品の製造は 2023 年 4 月に開始し、
製造開始から 7 年でフル生産とする計画になっている。

・ SPTs は 2023 年 11 月期から 2026 年 11 月期まで毎年度の達成状況をみて判定する。
SPTs
年度

2022 年

2023 年

2024 年

2025 年

2026 年

11 月期

11 月期

11 月期

11 月期

11 月期

販売量（トン）

3,629

8,081

11,649

14,893

FSC®認証紙割合

100％

100％

100％

100％

(2) SPTs の野心性
① 過去実績からみた SPTs 目標の水準感
・ 丸住製紙は 2019 年 3 月から古紙を 100％使ったペーパータオルの販売を始めた。後発メーカーであ
り知名度ではハンデがあるものの、コロナウイルスの蔓延防止対策による需要の高まりもあって滑り
出しは順調に推移している。SLL の対象となる FSC®認証紙を使用した商品は、古紙よりも高級品で
あり、価格は高くなるものの、食品を調理する場合においても使える品質としている。販売は 2023 年
からとなるため、現時点で実績はないが、2026 年度においては既存商品を上回る目標を掲げている。
■丸住製紙が現在販売している古紙 100％で製造したペーパータオル

[出所：丸住製紙ウェブサイト]
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② SPTs 目標の達成手段と不確実性要素
・ 目標の達成においては①マーケティング・商品開発部門の設立、②ブランド構築に向けた体制確立・
社外コンサルタントの活用、③小売販売に精通した外部顧問の招聘、④取引金融機関との連携による
ビジネスマッチング、⑤EC サイトの構築、⑥資本関係のある丸紅グループ及び既存取引先の販売網の
活用などの手段を講じる予定。
・ 丸住製紙は従来、新聞用紙や出版印刷用紙、包装用紙など、代理店を通して企業に卸売りするルート
を中心に販売してきた。ペーパータオルは 2019 年から取り扱いを始めたばかりで、今回対象とする商
品は 2023 年から販売開始する新商品であり、企業への卸売りのみならず、消費者にも販売する。こう
した要素を勘案すると、不確実な要素として想定通りに販売が伸びない可能性が考えられる。

③ SPTs の野心性
・ 丸住製紙にとって実質的には新規事業で経験の無い市場に対する販売目標を SPT 設定する点が野心的
であるといえる。
・ SPTs は丸住製紙が掲げる重要課題への取り組みに結びついている。衛生用品への取り組みは、従来の
販売の主力であった新聞用紙や出版印刷用紙の需要が先細る中で、新しい分野で企業としてのサステ
ナビリティを目指す重要な位置づけとなっている。材料に FSC®認証紙を 100％使用し、環境に配慮
しつつ取り組むことは、他の紙製品の販売との対比でみても環境面への負荷など特段ネガティブな要
素もないと考える。丸住製紙の企業活動が環境や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、サステナビリティに関連するポジティブなインパクトが大きいものとなってい
る。

(3) SPTs の妥当性
・ SPTs 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。
・ 丸住製紙とアレンジャーとの間で協議のうえ貸出条件を決めている。2023 年 11 月期から 2026 年 11
月期の毎期の SPTs の達成状況をみて、達成した場合はスプレッドを引き下げるよう設計されている。
・ 変動する金利幅は一般的なサステナビリティ・リンク・ローンやサステナビリティ・リンク・ボンド
と同程度の水準で設計されている。貸出条件と丸住製紙の SPTs に対するパフォーマンスが連動して
おり、SPTs の達成のインセンティブになっている。
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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。
・ 丸住製紙はエージェント及びエージェントを通じて全貸付人に対し、生産開始後の年に 1 回、SPTs の
達成状況について報告する。
・ 貸付人への報告とともに、丸住製紙のウェブサイトにも開示する。貸付人は以上により SPTs 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。
・ 丸住製紙は KPI の算定結果について第三者機関からの検証を受け、エージェントであるみずほ銀
行に報告する。
・ エージェントは報告書面を各貸付人に通知し、各貸付人は報告書面から SPTs の未達・達成を判

定する。また、エージェントは適用スプレッドを丸住製紙及び各貸付人に通知する。

以

上
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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。
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