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竜志

格付投資情報センター（R&I）は資金調達者を恒電社、貸付人を埼玉りそな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
恒電社は太陽光発電設備の設置、メンテナンス、発電事業、及び業務用・家庭用電気工事を業務として
いる。「再生可能エネルギーを普及させること」をこれからも貫き、「再エネ普及・温暖化阻止」というミ
ッションを完結するまで、恒電社の挑戦は続いていくと表明している。KPI は恒電社が設置する再生可能
エネルギー発電設備の市場導入量（累積）である。恒電社のミッションは太陽光発電を普及し、地球温暖
化を阻止することであり、本ローンの KPI は太陽光発電設備の普及により CO2 排出量を削減し地球環境
に貢献していくとする恒電社の事業戦略そのものであり、当社のサステナビリティ方針にとって重要な意
味を持つものと考えられる。
(2)SPTs の特定
SPTs は恒電社が設置する再生可能エネルギー発電設備の市場導入量（累積）で、2021 年 10 月期の 3,418
ｋW から 2030 年 10 月期には SPT1 で 26,312ｋW、SPT2 で 36,039ｋW まで増やす。SPT1 は現状の水
準を 2030 年 10 月末に 7.7 倍、SPT2 は同様に 10.5 倍に高めるものであり、極めて高い水準である。伸び
率、数量からみて相応の努力を必要とする水準であり、SPTs の野心性は十分あると判断した。
(3)ローンの特性
恒電社は貸付人との協議のうえ貸出条件を決めている。毎年 10 月末の各会計年度の達成状況を翌年 2
月までに確認し、達成時には 2 月末以降の利息計算期間における融資条件を引き下げるように設計されて
いる。変動する金利スプレッド幅は SPT1、SPT2 それぞれ達成した場合に引き下げる。引き下げ幅はいず
れも同じであり、SPT1 より高い目標である SPT2 を達成した場合は、SPT1 および SPT2 いずれも達成し
たことになり、引き下げ幅は合算した値になる。合算した引き下げ水準は、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・ボンドとさほど変わらない水準で設計されている。貸出条
件と恒電社の 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
恒電社は貸付人に年 1 回 SPTs の進捗を報告する。KPI である設置した再生可能エネルギー発電設備の
市場導入量（累積）のデータについては、貸付人に書面で報告するとともに、毎年ウェブサイトに掲載す
る。これにより貸付人は SPTs の達成状況に関する最新の情報を入手できる。
(5)検証
本ローンは SPTs の目標達成について毎年 10 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
ついて第三者より検証を受け、貸付人に毎年 2 月末日までに書面で報告するとともに、当社のウェブサイ
トに掲載する。貸付人は報告書面の内容から SPTs 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)

恒電社の概要

① 事業概要


恒電社は 1992 年創業の埼玉県北足立郡伊奈町に本社を置く企業で、太陽光発電設備の設置、メンテ
ナンス、発電事業、及び業務用・家庭用電気工事を業務としている。



創業当初から電気工事業を手掛けていたが、2011 年の東日本大震災を機に、日本が石炭火力などの
CO2 を多量に排出する火力発電に大きく依存していることを知り、電気を手掛ける企業として再生可
能エネルギーの発電事業に取り組むことを決め、2012 年からスタートし現在に至る。



グループで保有する太陽光発電所は現在、全国 76 カ所を数え、発電容量は年間 31MW、CO2 削減量
は 16,063 トンとなっている。



このほか恒電社は太陽光発電を活用した地域貢献にも取り組んでいる。大宮アルディージャ（J リー
グ）とパートナーシップ契約を結び、省エネ・再生可能エネルギーの普及に取り組んでいる。当社に
て設置工事を行ったパートナー企業の太陽光発電設備から生まれた環境価値に対し再エネ証明書を取
得し、NACK5 スタジアム⼤宮のホームゲームにて消費する電力に対し、カーボンオフセットを実施
している。また、地元の伊奈町と協定を結び、大規模災害等による停電が発生した際に、恒電社施設
内の非常用電源（蓄電池および電気自動車など）や給湯設備、調理機器や空調設備などを停電被災さ
れた住民の方々に提供できるよう整備している。敷地内の太陽光発電システムにて発電した電気を蓄
電池に充電することができ、電気の自給自足も可能としている。

■恒電社が設置した産業用太陽光発電設備

[出所：恒電社ウェブサイト]

② 経営理念
・ 恒電社は「“でんきのちから”ですべての人を幸せにする」を目標に経営に取り組んでいる。経営理念
としては以下の 3 つを掲げている。
・社員をはじめ、すべての仲間を大切にします。
・誰もが、ワクワクする社会をつくります。
・地球を、再生可能なエネルギーでいっぱいにします。
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③ ミッション：SDGs 目標
・ 恒電社は温室効果ガスが地球温暖化を進め、環境を壊す要因としてとらえている。化石燃料で作られ
た電気も再生可能エネルギーで作られたで電気も電気には変わりないことから、地球にやさしいキレ
イな電気を使って幸せになってほしいと考えている。
・ KODEN グループとしての使命「再生可能エネルギーを普及させること」をこれからも貫き、
「再エネ
普及・温暖化阻止」というミッションを完結するまで、恒電社の挑戦は続いていくとしている。

・ 2020 年度に 36MW の再生可能エネルギー発電設備の設置普及を SDGs 目標の一つとして設定し、翌
年に埼玉県 SDGs パートナー登録制度へ参画している。目標達成を社会的責任（使命）として社員一
人一人が理解し行動することに寄与している。この目標値は事業計画目標に連動したサステナビリテ
ィ目標になっている。

(2)

SLL の位置付け

・ SLL は取り組みの数値を目標として設定して環境保全や社会貢献への関わりを可視化し、それに取り
組むことで、一般社会や利害関係先に当社の事業への理解度を高めてもらうことや、社内の SDGs／
ESG 活動の促進に繋がることを目的としている。
・ SDGs の取り組みをスタートし、太陽光発電システムの設置を主軸としたエネルギーマネジメント事
業部の新規立ち上げのタイミングでもあり、金利優遇などの経済的メリットだけでなく、同じ目標に
向かっていくパートナーとして埼玉りそな銀行と二人三脚で再生可能エネルギーの普及促進に取り組
んでいくことを決意し、SLL を実行することとした。

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 は恒電社が設置する再生可能エネルギー発電設備の市場導入量（累積）である。
・ KPI は再生可能エネルギー発電設備の発電容量に累積の数値で、戸建てや賃貸住宅に設置する住宅用、
ビル・工場・遊休地に設置する産業用まで多様なものを含む。

(2) KPI の重要性
① 重要経営課題（マテリアリティ）
・ 恒電社は 2012 年から太陽光発電事業に取り組んできた。地球温暖化を阻止するために、クリーンかつ
自給できるエネルギーである太陽光発電の普及を促進することで、CO2 排出量削減による地球環境に
貢献していくことが、電気に関わる企業として使命と考えている。

② サステナビリティ戦略と KPI の重要性
・ 恒電社は「でんきのちからですべての人を幸せにする」を経営目標に掲げ、経営理念においても「地
球を、再生可能なエネルギーでいっぱいにします」と明記している。CO2 排出量を削減し地球温暖化
を阻止することをミッションとしており、選定した KPI は企業のサステナビリティ戦略そのものであ
るとともに、SDGs への貢献にも資するものといえる。
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SDGs 目標

ターゲット
7.2 2030 年までに、世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合を大幅に拡大させ
る。

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
・ SPTs：恒電社が設置する再生可能エネルギー発電設備の市場導入量（累積）で、2021 年 10 月期の 3,418
ｋW から 2030 年 10 月期には SPT1 で 26,312ｋW、SPT2 で 36,039ｋW まで増やす。

・ 恒電社と貸付人の埼玉りそな銀行は 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 の数値目標】
年度

2021 年

2022 年

2023 年

2024 年

2025 年

10 月期

10 月期

10 月期

10 月期

10 月期

3,764ｋW

4,500ｋW

5,780ｋW

7,530ｋW

4,525ｋW

5,998ｋW

7,802ｋW

9,708ｋW

2026 年

2027 年

2028 年

2029 年

2030 年

10 月期

10 月期

10 月期

10 月期

10 月期

9,330ｋW

11,258ｋW

14,258ｋW

19,712ｋW

26,312ｋW

11,733ｋW

14,089ｋW

18,089ｋW

25,179ｋW

36,039ｋW

再生可能エネルギー発
電設備累積設置容量
SPT1

3,418ｋW

再生可能エネルギー発

（実績値）

電設備累積設置容量
SPT2

年度
再生可能エネルギー発
電設備累積設置容量
SPT1
再生可能エネルギー発
電設備累積設置容量
SPT2
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(2) SPTs の野心性
① 過去実績からみた SPTs 目標の水準感
・ 恒電社は 2012 年から太陽光発電事業に取り組んできたが、自社が販売した再生可能エネルギー発電
設備の累積設置容量は 2021 年 10 月末で 3,418ｋW である。
・ SPT1 は現状の水準を 2030 年 10 月末に 7.7 倍、SPT2 は同様に 10.5 倍に高めるものであり、極めて
高い水準である。

② SPTs 目標の達成手段と不確実性要素
・ 今回の目標は再生可能エネルギー発電設備であることから、これまで市場を牽引してきた「電力を国
が定めた価格で電力会社などが一定期間買い取る」という固定価格買取制度（FIT）は対象ではない。
このため、資本力のある企業による規模の大きいメガソーラーのような施設ではなく、中小規模の案
件を一般的な企業から個人宅まで地道に顧客開拓していかなければ目標の達成は図れない。
・ 現状の体制・事業規模では 36MW という目標を達成することは極めて高い目標で困難な状況にある。
このため、2022 年 4 月にさいたま市に新たに事業所を新設し、事業拡大と雇用の創出を進めながら促
進を図る。
・ 太陽光発電の認知度を高めるために、一般社団法人埼玉グリーンエネルギー普及協会を 2022 年 3 月に
立ち上げ、普及を促進する。活動に際しては「地球環境戦士“おひさマン”」をキャラクターに据え、
広く一般の認知度を高めるなど活動していく考えで、需要の拡大につなげていく。
・ 不確実な要素としては、当社の供給する太陽光パネルの生産を中国に依存しており、中国の電力不足
や半導体不足などによる生産の遅延に伴う供給不足や価格の高騰などの要因により、販売が進まない
可能性がある。
■埼玉グリーンエネルギー
普及協会の宣伝キャラクター
“おひさマン”

[出所：恒電社]
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③ SPTs の野心性
・ SPTs の目標は過去の成長ペースおよび実績値を大きく上回る水準である。2021 年 10 月実績値と比較
して 2030 年 10 月期の目標は SPT1 で 7.7 倍、SPT2 で 10.5 倍になる。伸び率、数量からみて相当な
努力を必要とする水準であり、SPTs の野心性は十分あると判断した。
・ 太陽光発電所の設置等においては、一般に造成に伴う開発や光の反射等の影響に留意する必要がある
が、恒電社では開発・設置においてシミュレーションソフトを活用して影響を最小限に抑える取り組
みや、造成等の大規模開発を要しない案件に取り組むこととしており、環境に十分に配慮して設置し
ている。
・ SPTs は恒電社のサステナビリティ方針と結びつけられている。恒電社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。
・ 恒電社は貸付人との協議のうえ貸出条件を決めている。毎年 10 月末の各会計年度の達成状況を翌年 2
月までに確認し、2 月末以降の利息計算期間における融資条件を引き下げるように設計されている。
・ 変動する金利スプレッド幅は SPT1、SPT2 それぞれ達成した場合に引き下げる。引き下げ幅はいずれ
も同じであり、SPT1 より高い目標である SPT2 を達成した場合は、SPT1 および SPT2 いずれも達成
したことになり、引き下げ幅は合算した値になる。
・ 合算した引き下げ水準は、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・
ボンドとさほど変わらない水準で設計されている。貸出条件と恒電社の 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。

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。

・ 恒電社は貸付人に年 1 回 SPTs の進捗を報告する。KPI である「再生可能エネルギー発電設備の市場
導入量」のデータについては、貸付人に書面で報告するとともに、毎年ウェブサイトに掲載する。こ
れにより貸付人は SPTs 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。
・
・
・
・

恒電社は SPTs の目標達成について毎年 10 月末の会計年度の値を判定値として設定している。
毎年第三者による検証を受ける。
数値について貸付人に書面で報告するとともに、当社のウェブサイトに掲載する。
貸付人は報告書面の内容から SPTs 達成の判定について評価し、達成の場合は金利を変動する。
以

上
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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。

7/7

