セカンドオピニオン
2022 年 5 ⽉ 10 ⽇

⻑瀬産業株式会社
⻑瀬産業 サステナビリティ・リンク・ボンド
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ESG 評価本部
担当アナリスト︓篠原 めい

格付投資情報センター（R&I）は長瀬産業が 2022 年 5 月に策定したサステナビリティ・リンク・ボンドフ
レームワーク（以下、本フレームワークとする）について、国際資本市場協会（ICMA）の「サステナビリテ
ィ・リンク・ボンド原則」
（2020）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) KPIs（Key Performance Indicators）の選定
KPIs は KPI-1 と KPI-2 で構成され、KPI-1 は Scope1,21総量の削減率（基準年：2013 年度、%）であ
り、KPI-2 は Scope3 総量の削減率（基準年：2020 年度、%）である。KPIs は GHG プロトコル及び「温
室効果ガス排出量算定・報告マニュアル」（環境省・経済産業省）に基づき一貫した方法で測定される。
KPIs は明確に定義されており、その実績について外部からの検証が可能である。KPI-2 の対象範囲はカ
テゴリー1・2・3・4・5・6・7・9・12・13 であり、NAGASE グループ2の Scope3 総量をカバーする。
KPI-1 と KPI-2 は NAGASE グループにおけるサプライチェーン排出量3の 100%を網羅する中核的な指
標である。KPIs はグループのマテリアリティである「社会・環境課題の解決とグローバリゼーション」
に対応する業績評価指標になっており、2022 年 1 月公表の「NAGASE グループカーボンニュートラル宣
言」の目標とも整合する。KPIs は中期経営計画「ACE2.0」で定める非財務目標として取締役会の監督下
にあるサステナビリティ推進委員会の下で管理され、PDCA サイクルを通じて毎年度の実績評価と改善が
継続的に図られる。NAGASE グループカーボンニュートラル宣言の施策では、サプライチェーンにおけ
る排出量の可視化、戦略製品の LCA 算出、低炭素製品・削減ソリューションの提供、環境対応型設備の
導入など、化学産業におけるカーボンニュートラル化に貢献する施策を打ち出している。これらは
NAGASE グループにおけるサプライチェーン排出総量の約 95%（2020 年度実績）を占めるカテゴリー1
（購入した製品・サービスからの排出量）の削減につながるもので、KPI-2 がこれをカバーしている。KPIs
は喫緊の課題となっている化学産業の脱炭素化に資する重要な指標である。
(2) SPTs（Sustainability Performance Targets）の測定
SPT-1 は Scope1,2 総量の削減率（KPI-1）で 2030 年度末に 2013 年度比 46%、SPT-2 は Scope3 総量
の削減率（KPI-2）を 2030 年度末に 2020 年度比 12.3%以上を達成することである。SPTs はいずれも先
述の NAGASE グループカーボンニュートラル宣言で定める温室効果ガス排出削減目標から設定してい
る。
SPTs は次の観点から野心的である。SPT-1 は Scope1,2 総量を年平均 2.7%のピッチで削減することに
相当し、パリ協定にもとづいて計画された日本の NDC（国が決定する貢献）と同等である。SPT-2 は 2030
年度まで Scope3 総量を年平均 1.23%以上のピッチで削減することに相当し、SBTi が Scope3 について野
心的であるとする基準値と同等である。
SPTs 達成に向けた全体施策として、NAGASE グループは TCFD にもとづく開示の拡充と対話の促進、
社内炭素税の導入に取り組む。また 2021 年 7 月に発足したカーボンニュートラルプロジェクトでは、
2030 年および 2050 年の CO2 削減目標達成に向けたシナリオを作成するとともに、SBT 認定の取得を検
Scope2 排出量は各小売電気事業者の調整後排出係数及びメニュー別の排出係数を使用して測定する。
Scope2 排出量はマーケット基準に基づき長瀬産業及びナガセケムテックス・林原をバウンダリとする。2021 年 3 月期連結売上をベ
ースとしたカバー率は 56%である。
3 サプライチェーン排出量とは、
事業者のサプライチェーンにおける事業活動に伴って発生する温室効果ガス排出量全体のこと。Scope1
（直接排出量）
、Scope2（エネルギー起源間接排出量）及び Scope3（その他の間接排出量）から構成される。
1
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討している。SPTs 達成に向けた戦略の要となる Scope3・カテゴリー1（購入した製品・サービスからの
排出）の削減に関しては、例えば CO2 排出量算出・可視化クラウドサービス「zeroboard」4を通じて CO2
排出量削減のソリューションを開発・提供することで、化学産業を中心とした顧客企業の脱炭素経営に更
なる貢献を目指すとしている。NAGASE グループがカーボンニュートラル宣言のもとで進めるこれらの
取り組みは SPTs の信頼性を担保する材料となっている。なお、NAGASE グループは従来からレスポン
シブル・ケア活動5を推進（1995 年~）するほか、RSPO 認証6の取得（2017 年~）、Sedex7への加盟（2019
年~）などグローバルベースでのサプライチェーン・マネジメントにも積極的に取り組んでおり、これら
の取り組みは SPTs の信頼性を補強する要素である。

(3) 債券の特性
サステナビリティ・リンク・ボンドの年限は 10 年を想定しており、2030 年度の実績をもって 2031 年
7 月末に判定する。判定の結果いずれかの SPTs が未達成である場合、債券の償還までに SPTs の達成状
況に応じて定める所定の額の排出権（CO2 削減価値をクレジット・証書化したもの）を購入する。SPTs の
達成可否が測定不能な場合も SPTs が未達成の場合と同様とする。
排出権取引市場について、現時点では J-クレジット、グリーン電力証書、非化石証書を候補として想定
しているが、最終的には SPTs 未達成の要因を精査の上、機関決定する。ただし、排出権購入契約におけ
る不可抗力事項等（取引制度の規則等の変更や排出権の移転にかかるシステム障害等）が発生した場合に
は、環境保全活動を目的とする公益社団法人・公益財団法人・国際機関・自治体認定 NPO 法人・地方自
治体やそれに準じた組織に対して、債券の償還までに同額の寄付を実施することとする。寄付先は SPTs
未達成の要因を精査の上、機関決定する。
排出権の購入額（または寄付額）は SPT-1 が未達成の場合は債券発行額の 0.10％相当額、SPT-2 が未達
成の場合は 0.05％相当額（SPT-1 と SPT-2 がともに未達成の場合は合計 0.15％相当額）とする。なお、
排出権の購入（または寄付）はサステナビリティ・リンク・ボンドの特性に基づき独立に実施するもので
あり、その他の排出権の購入行為（または寄付行為）に何ら影響を与えないものとする。
サステナビリティ・リンク・ボンドの財務・構造的特性を定義づける KPIs と SPTs、SPTs 判定対象事
業年度と SPTs 判定日、各 SPTs の達成状況に応じて適用される条件が債券の訂正発行登録書及び発行登
録追補書類に明記される。NAGASE グループにおいて債券のキャッシュフローは SPTs の判定結果と連
動し、経済的インセンティブとして機能する。サステナビリティ・リンク・ボンドの財務・構造的特性は、
マテリアリティである「社会・環境課題の解決とグローバリゼーション」に向けた NAGASE グループの
コミットメントを強化する。
(4) レポーティング
年に一度、KPIs の実績値を限定的保証レベルの第三者保証報告書とともに長瀬産業のウェブサイトで公
表する。SPTs 判定対象事業年度については、前文に加えて SPTs の達成状況に関する報告書を公表する。
サステナビリティ・リンク・ボンドの特性に基づき排出権を購入する場合、長瀬産業の統合報告書また
はウェブサイトにて排出権の名称、移転日、購入額（寄付を実施する場合は適格寄付先の名称及び選定理
由、寄付額、寄付の実施予定時期等）を開示する予定である。
重要な M&A 活動、規制等の制度面の大幅な変更、または異常気象の発生等があった場合には SPTs に
おける数値をアップデートする可能性があり、その場合は当該変更内容についてウェブサイトにて開示す
る。
(5) 検証
KPIs の実績値について公平性、確実性、および透明性を確保するため、独立の立場にある検証機関から
限定的保証レベルの第三者保証報告書を取得する。SPTs の達成状況について、外部の第三者である格付
投資情報センターから報告書を取得する。

4 企業の脱炭素経営の支援を目的として（株）ゼロボードが開発。同サービスにより CO2 排出量の削減管理やコスト対効果のシミュレ
ーション、TCFD 等の国際的な開示形式や国内の既存環境法令の報告形式に対応したレポートの出力などが可能である。
5 レスポンシブル・ケア活動は化学産業のためのグローバルな自主的イニシアチブであり、化学品の開発から製造、物流、使用、最終消
費を経て廃棄に至るすべての過程において、環境・健康・安全を確保し、その成果を公表し、社会との対話・コミュニケーションを行
う自主活動。1984 年にカナダで始まり、現在は約 70 の経済圏で採用されている。長瀬産業は日本化学工業協会の業務委員会であるレ
スポンシブル・ケア委員会に参加している。
6 RSPO（Roundtable on Sustainable Palm Oil：持続可能なパーム油のための円卓会議）は 2004 年に設立された国際的な非営利組織
で、世界的に信頼される認証基準の策定とステークホルダー（関係者）の参加を通じ、持続可能なパーム油の生産と利用を促進するこ
とを目的とする。
7 Sedex は企業がサプライチェーンにおける労働条件を管理・改善するためのオンラインプラットフォームを提供する会員制組織。グ
ローバルサプライチェーンにおけるリスクを管理し、
「責任あるビジネス」を推進するための最も信頼できる効率的な情報、ツールおよ
びサービスを提供することを目的とする。
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⻑瀬産業の概要
国内トップの化学品専門商社。1832 年に京都・西陣で創業した紅花や布海苔、澱粉を扱う問屋「鱗形屋」
を起源とする。1900 年代初頭から輸入事業や海外の大手化学メーカーとのパートナシップを拡大し、高度経
済成長期までに化学品専門商社としての基礎を築いた。現在はナガセケムテックス（半導体パッケージ用の
液状エポキシ樹脂/ エポキシシート 他）や林原（トレハロースなどの機能性糖質 他）など競争力のある製
造子会社を複数抱え、商社と製造業を両輪としている。技術情報の収集・提供力に優れ多様なニーズに対応
できるのが強みであり、顧客層は業種的にも地理的にも分散している。2019 年に食品素材を手掛ける米
Prinova を買収し、同社を核とした生活関連事業のグローバル展開を進めている。
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1. KPIs の選定
評価対象の「KPIs の選定」は以下の観点で ICMA の「サステナビリティ・リンク・ボンド原則」
（2020）
に適合している。

(1) KPIs の概要
・ KPIs は KPI-1 と KPI-2 で構成され、KPI-1 は Scope1,2 総量の削減率（基準年：2013 年度、%）であ
り、KPI-2 は Scope3 総量の削減率（基準年：2020 年度、%）である。KPIs は NAGASE グループに
おけるサプライチェーン排出量の削減率であり、温室効果ガスの排出は SASB スタンダードにおいて
も化学産業に関連する重要な開示トピックの一つとされている。KPIs は GHG プロトコル及び「温室
効果ガス排出量算定・報告マニュアル」（環境省・経済産業省）に基づき一貫した方法で測定される。
・ KPIs は明確に定義されており、その実績について外部からの検証が可能である。KPI-2 の対象範囲は
カテゴリー1・2・3・4・5・6・7・9・12・13 であり、NAGASE グループの Scope3 総量をカバーす
る。KPI-1 と KPI-2 は NAGASE グループにおけるサプライチェーン排出量の 100%を網羅する中核
的な指標である。

■ CO2 排出量の実績推移
単位︓t-CO2(Scope1,2総量), t-CO2(Scope3総量)
2013年度

2018年度

2019年度

2020年度**

86,197

73,818

68,807

63,643

Scope1

-

32,896

32,831

30,538

Scope2

-

40,922

35,976

33,105

-

-

3,064,973

2,808,895

Scope1,2総量

Scope3総量*

*Scope3はカテゴリー1・2・3・4・5・6・7・9・12・13の合計
**独⽴の⽴場にある検証機関から限定的保証レベルの第三者保証報告書を取得している
[出所：長瀬産業 サステナビリティ・リンク・ボンドフレームワークより R&I 作成]

(2) KPIs の重要性
①

NAGASE グループのマテリアリティ



NAGASE グループは 2021 年度から 2025 年度までの中期経営計画「ACE 2.0」の策定にあたり、外
部環境の大きな変化を踏まえ、これまでの理念体系を見直している。
「温もりある未来を創造するビジ
ネスデザイナー」を創業 200 周年となる 2032 年の”ありたい姿”とし、
「経営理念」
「ビジョン」を含
めた理念体系全てに共通する考え方として「サステナビリティ基本方針」を策定している。これに加
え、NAGASE グループ及びステークホルダーの双方にとって「技術革新」
、「気候変動・資源不足」、
「人口動態の変化」
、
「業界再編」が最重要事項であるとの認識のもと、ステークホルダーへの価値提供
をベースにした 4 つのマテリアリティを特定している。



体制面では 2020 年 6 月に、代表取締役社長をトップとして執行役員及びグループ会社の経営幹部で
構成するサステナビリティ推進委員会を設置している。同委員会は取締役会の監督下に置かれ、
NAGASE グループのサステナビリティ推進の方針策定や推進体制の構築・整備、マテリアリティの進
捗状況やステークホルダーとの対話状況といった各種施策のモニタリング、グループ内の啓蒙活動な
どを担っている。なお、2022 年 1 月に NAGASE グループは気候変動対応の一環として気候関連財務
情報開示タスクフォース（TCFD）への賛同を表明している。今後はサステナビリティ推進委員会のも
とで TCFD に従った情報開示の拡充及びその活用を推進していく考えだ。
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理念体系

[出所：長瀬産業 ウェブサイト]



サステナビリティ基本⽅針

[出所：長瀬産業 統合報告書 2021]
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重要なステークホルダーへの提供価値とマテリアリティ

[出所：長瀬産業 ウェブサイト]

②

KPIs の重要性

・ KPIs は NAGASE グループの重要な戦略指標である。グループのマテリアリティである「社会・環境
課題の解決とグローバリゼーション」に対応する業績評価指標であるとともに、2022 年 1 月公表の
「NAGASE グループカーボンニュートラル宣言」の目標とも整合する。KPIs は ACE2.0 の非財務目
標として取締役会の監督下にあるサステナビリティ推進委員会のもとで管理され、PDCA サイクルを
通じて毎年度の実績評価と改善が継続的に図られる。
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・ 気候変動問題は人類共通の喫緊の課題として認識されている。気候変動に関する政府間パネル（IPCC）
8が 2021 年 8 月に公表した第 6 次評価報告書（第 1 作業部会報告書）では、極端な高温、海洋熱波、
大雨の頻度と強度の増加などは、地球温暖化の進行に直接関係していることは疑う余地がないとされ、
気候変動問題は世界各国が取り組まなければならない課題であるとしている。NAGASE グループカー
ボンニュートラル宣言では、
「グローバルに事業を展開する NAGASE グループにとって気候変動への
対応はグループ全体で取組むべき重要な課題」としたうえで、TCFD への賛同表明とともに温室効果
ガス排出量の 2050 年及び 2030 年目標を定めている。
・ 化学品は生活を支える幅広い製品の材料として利用されている。化学産業はサプライチェーンの川上
に位置することから、産業の基盤としての役割を果たしている。
「トランジションファイナンスに関す
る化学分野におけるロードマップ」（2021 年 12 月、経済産業省）によれば、2019 年度の国内の CO2
排出のうち産業部門の排出が 35%を占め、その約 15%を化学産業が占めているとしたうえで、化学産
業の脱炭素化は喫緊の課題であると言及している。
・ NAGASE グループカーボンニュートラル宣言では、
「商社／製造業」と「可視化／削減」の 2 軸 4 象
限で整理した 4 つの施策（①サプライチェーンにおける排出量の可視化など、②戦略製品の LCA 算出
など、③低炭素製品・削減ソリューションの提供、環境対応型設備の導入など、④生産工程改善、再エ
ネ活用（購入・自家発電）など）を打ち出している。とりわけ①②③はサプライチェーン排出総量の約
95%（2020 年度実績）を占めるカテゴリー1（購入した製品・サービスからの排出量）の削減に直結す
るものであり、KPI-2 がこれをカバーしている。KPIs は化学産業の脱炭素化に資する重要な指標であ
る。

IPCC は国連気候変動に関する政府間パネル（Intergovernmental Panel on Climate Change）の略。人為起源による気候変化、影
響、適応及び緩和方策に関し、科学的、技術的、社会経済学的な見地から包括的な評価を行うことを目的として、1988 年に国連環境計
画（UNEP）と世界気象機関（WMO）により設立された組織。気候変動を 1.5℃未満に抑え、パリ協定で合意した世界的な共通目標を
達成するには、2050 年までに世界の CO2 排出量をネットゼロにしなければならないとした「1.5℃特別報告書」
（2018 年 12 月発表）
はその後における各国の政策や企業行動に大きな影響を与えた。

8

7/11

セカンドオピニオン

2. SPTs の測定
評価対象の「SPTs の測定」は以下の観点で ICMA の「サステナビリティ・リンク・ボンド原則」
（2020）
に適合している。

(1) SPTs の概要
SPTs は以下の SPT-1 と SPT-2 で構成される。
・ SPT-1 は Scope1,2 総量の削減率（KPI-1）で 2030 年度末に 2013 年度比 46%、SPT-2 は Scope3 総量
の削減率（KPI-2）で 2030 年度末に 2020 年度比 12.3%以上を達成することである。

・ SPTs はいずれも先述の NAGASE グループカーボンニュートラル宣言で定める温室効果ガス排出削減
目標から設定している。NAGASE グループは当該目標について透明性の高いコミットメントを実施す
るため、SBT 認定の申請を検討している。
■KPIs の実績と SPTs
2013

2018

2019

2020

2030

実績

実績

実績

実績**

t-CO2

86,197

73,818

68,807

63,643

46,497

削減量

t-CO2

-

12,379

17,390

22,554

39,700

削減率

%

0.0%

14.4%

20.2%

26.2%

Scope1,2総量

（基準）
Scope3*

-

t-CO2

46.0%
(SPT-1)

-

3,064,973

2,808,895

2,463,395

削減量

t-CO2

-

-

-

-

345,500

削減率

%

-

-

-

0.0%

12.3%

-

-

-

（基準）

(SPT-2)

*Scope3はカテゴリー1・2・3・4・5・6・7・9・12・13の合計
**独⽴の⽴場にある検証機関から限定的保証レベルの第三者保証報告書を取得している

[出所：長瀬産業 サステナビリティ・リンク・ボンドフレームワークより R&I 作成]

(2) SPTs の野⼼性
①

SPTs の野⼼性



SPTs は以下の観点から野心的である。



SPT-1 は Scope1,2 総量を年平均 2.7%のピッチで削減することに相当し、パリ協定にもとづいて計画
された日本の NDC（国が決定する貢献）と同等である。
「日本の NDC（国が決定する貢献）
」
（2021 年
10 月 22 日 地球温暖化対策推進本部決定）及び「地球温暖化対策計画」
（2021 年 10 月 22 日 閣議決
定）によれば、日本は 2050 年のカーボンニュートラル実現と整合する野心的な中期目標を「2030 年
度において、温室効果ガスを 2013 年度から 46％削減することを目指す。さらに、50％の高みに向け
挑戦を続けていく。
」としている。なお、SPT-1 は SBT Well below 2.0℃9の認定要件である「年 2.5%
～4.2%の削減」に該当している。

9「SBTi クライテリア V 4.2」 にもとづき 2022 年 7 月 14 日まで SBT として申請可能。2022 年 7 月 15 日以降は SBTi クラテリ
ア V 5.0 が必須となる（Well below 2.0℃目標は申請不可）
。
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②

SPT-2 は SBTi が Scope3 について野心的であるとする基準値と同等である。SPT-2 は 2030 年度まで
Scope3 総量を年平均 1.23%以上のピッチで削減することに相当する。SBTi は Scope3 の総量削減目
標について、「世界の気温上昇が産業⾰命以前の気温と⽐べて、2℃未満に抑えるようにした脱炭素化
の⽔準（年平均 1.23%以上）に合致する総量排出削減⽬標」を満たす場合に野心的な目標とみなして
いる。なお、今後のサプライチェーンとの対話により Scope3 の削減目標を更新する場合があり、その
場合 SPT-2 についても同時に見直す予定である。

SPTs の達成に向けた戦略の妥当性

・ SPTs 達成に向けた全体施策として、NAGASE グループは TCFD にもとづく開示の拡充と対話の促
進、社内炭素税の導入に取り組む。また 2021 年 7 月に発足したカーボンニュートラルプロジェクトで
は、2030 年および 2050 年の CO2 削減目標達成に向けたシナリオを作成するとともに、SBT 認定の取
得を検討している。SPTs 達成に向けた戦略の要となる Scope3・カテゴリー1（購入した製品・サービ
スからの排出）の削減に関しては、例えば CO2 排出量算出・可視化クラウドサービス「zeroboard」の
販売・事業展開に伴う業務提携が挙げられる。長瀬産業は zeroboard の販売、顧客ニーズの収集、CO2
排出量削減のソリューションの開発・提供等を実施することで、化学産業を中心とした顧客企業の脱
炭素経営に更なる貢献を目指すとしている。また、Scope1,2 総量の削減に向けてグループ内生産工程
改善、再エネ活用（購入・自家発電）にも取り組む。NAGASE グループがカーボンニュートラル宣言
のもとで進めるこれらの取り組みは SPTs の信頼性を担保する材料となっている。
・ なお、NAGASE グループは従来からレスポンシブル・ケア活動を推進（1995 年~）するほか、RSPO
認証の取得（2017 年~）、Sedex への加盟（2019 年~）などグローバルベースでのサプライチェーン・
マネジメントにも積極的に取り組んでおり、これらの取り組みは SPTs の信頼性を補強する要素であ
る。

③

SDGs への貢献

・ SDGs の観点では、SPTs は特に以下の目標及びターゲットに該当するものと考えられる。
SDGs ⽬標

ターゲット
7.3

2030 年までに、世界全体のエネルギー効率の改善率を倍増させる。

13.3 気候変動の緩和、適応、影響軽減及び早期警戒に関する教育、啓発、⼈的能⼒及び制度
機能を改善する。

(3) SPTs の妥当性
・ 本フレームワークについて、独立の第三者である R&I から「サステナビリティ・リンク・ボンド原則」
（2020）への適合性についてセカンドオピニオンを取得している。
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3. 債券の特性
評価対象の「債券の特性」は以下の観点で ICMA の「サステナビリティ・リンク・ボンド原則」（2020）
に適合している。
・ サステナビリティ・リンク・ボンドの年限は 10 年を想定しており、2030 年度の実績をもって 2031 年
7 月末に判定する。
・ 判定の結果いずれかの SPTs が未達成である場合、債券の償還までに SPTs の達成状況に応じて定め
る所定の額の排出権（CO2 削減価値をクレジット・証書化したもの）を購入する。SPTs の達成可否が
測定不能な場合も SPTs が未達成の場合と同様とする。排出権取引市場について、現時点では J-クレ
ジット、グリーン電力証書、非化石証書を候補として想定しているが、最終的には SPTs 未達成の要因
を精査の上、機関決定する。ただし、排出権購入契約における不可抗力事項等（取引制度の規則等の変
更や排出権の移転にかかるシステム障害等）が発生した場合には、環境保全活動を目的とする公益社
団法人・公益財団法人・国際機関・自治体認定 NPO 法人・地方自治体やそれに準じた組織に対して、
債券の償還までに同額の寄付を実施することとする。寄付先は SPTs 未達成の要因を精査の上、機関
決定する。
・ 排出権の購入額（または寄付額）は SPT-1 が未達成の場合は債券発行額の 0.10％相当額、SPT-2 が未
達成の場合は 0.05％相当額（SPT-1 と SPT-2 がともに未達成の場合は合計 0.15％相当額）とする。な
お、排出権の購入（または寄付）はサステナビリティ・リンク・ボンドの特性に基づき独立に実施する
ものであり、その他の排出権の購入行為（または寄付行為）に何ら影響を与えないものとする。
・ サステナビリティ・リンク・ボンドの財務・構造的特性を定義づける KPIs と SPTs、SPTs 判定対象
事業年度と SPTs 判定日、各 SPTs の充足要件と適用条件が債券の訂正発行登録書及び発行登録追補
書類に明記される。NAGASE グループにとって債券のキャッシュフローは SPTs の判定結果と連動
し、経済的インセンティブとして機能する。サステナビリティ・リンク・ボンドの財務・構造的特性
は、マテリアリティである「社会・環境課題の解決とグローバリゼーション」に向けた NAGASE グル
ープのコミットメントを強化する。

4. レポーティング
評価対象の「レポーティング」は以下の観点で ICMA の「サステナビリティ・リンク・ボンド原則」
（2020）
に適合している。
・ 年に一度、KPIs の実績値を限定的保証レベルの第三者保証報告書とともにグループの統合報告書また
はウェブサイトで公表する。SPTs 判定対象事業年度については、前文に加えて SPTs の達成状況に
関する報告書を公表する。
・ サステナビリティ・リンク・ボンドの特性に基づき排出権を購入する場合、長瀬産業の統合報告書ま
たはウェブサイトにて排出権の名称、移転日、購入額（寄付を実施する場合は適格寄付先の名称及び
選定理由、寄付額、寄付の実施予定時期等）を開示する予定である。
・ 重要な M&A 活動、規制等の制度面の大幅な変更、または異常気象の発生等があった場合には SPTs に
おける数値をアップデートする可能性があり、その場合は当該変更内容についてウェブサイトにて開
示する。
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5. 検証
評価対象の「検証」は以下の観点で ICMA の「サステナビリティ・リンク・ボンド原則」（2020）に適合
している。
・ KPIs の実績値について公平性、確実性、および透明性を確保するため、独立の立場にある検証機関
から限定的保証レベルの第三者保証報告書を取得する。
・ SPTs の達成状況について、外部の第三者である格付投資情報センターから報告書を取得する。
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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サステナビリティ・リンク・ボンド
独立した外部レビューフォーム
外部レビューのガイドラインは、推奨されるテンプレートを通じた要約形式および／または全体の
いずれかで外部レビューを公開することを推奨している。これは、市場の透明性に寄与し、発行体
の本原則への整合性を明確にするものである。

セクション 1.

基本情報

発行体名:長瀬産業株式会社
サステナビリティ・リンク・ボンドの ISIN:
長瀬産業サステナビリティ・リンク・ボンドフレームワーク
発行前にセカンドオピニオンを提供した独立外部レビュー実施者名 (sections 2 & 3):
格付投資情報センター
発行前のセカンドオピニオンの完了日:2022 年 5 月 10 日
発行後の検証を実施した独立外部レビュー実施者名 (section 4):‐
発行後の検証完了日: ‐

発行時の債券の構造:

☐
☒

利率ステップアップ／ステップダウン
排出権購入

セクション 2.
2‐1

☐
☒

繰上償還
寄付

発行前レビュー

レビュー範囲

レビューの範囲を要約するために、必要に応じて以下の項目を利用又は改定する。

本レビューは:
☒

☒

以下の要素を全て評価(完全なレビュー) し、

☐ 一部のみ評価 (部分的なレビュー)し、:

☒

KPIs の選定

☒

債券の特性

☒

SPTs の測定

☒

レポーティング

☒

検証
サステナビリティ・リンク・ボンド原則（以下、SLBP）との整合性を確認した。

Latest update: February 2021

独立した外部レビュー実施者の役割

2‐2
☒

セカンドオピニオン

☒

検証

☐

認証

☐ スコアリング/レーティング（格付け）
注記：複数のレビューを実施又は異なる複数のレビュー実施者が存在する場合、それぞれ別々の用紙にご記
入ください。

レビューのエグゼクティブサマリおよび／またはレビュー全文へのリンク （該当す

2‐3

る場合）
＜セカンドオピニオン＞
フレームワークが国際資本市場協会（ICMA）の「サステナビリティ・リンク・ボンド原則」
（2020）に適合している旨のセカンドオピニオンを提供する。
詳細はリポート本文を参照。

セクション 3.

発行前のレビュー詳細

レビュー実施者には可能な限り以下の情報を提供し、レビュー範囲を説明するためにコメントセクションを
利用するよう推奨する。

KPIs の選定

3‐1

セクションに関する全般的なコメント（該当する場合）：
リポート本文の「１． KPIs の選定」を参照。

選定した KPIs のリスト:



KPI-1: Scope1,2 総量の削減率（基準年：2013 年度、%）
KPI-2: Scope3 総量の削減率（基準年：2020 年度、%）

定義、範囲、 パラメーター
☒

選定した各 KPI の明確な定義

☐

その他 :

☒

明確な計算方法

☒

KPIs が外部からの検証が可能である証拠

☒

KPIs のベンチマーク化が可能である証拠

☐

その他:

選定された KPIs の関連性、頑健性、信頼性
☒

☒

選定された KPIs は発行体のサステナビ
リティ及び事業戦略と関連性があり、
中核的で重要である
選定された KPIs は一貫した方法に基づ
き測定可能または定量的なものである
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3‐2

SPTs の設定

セクションに関する全般的なコメント（該当する場合）：
リポート本文の「２．SPTs の測定」を参照。

要旨および野心の度合い
☐
☒

SPTs が大幅な改善に結びつく値である
ことの証拠
SPTs が発行体のサステナビリティ及び
事業戦略に合致している証拠

☒

☐

選ばれたベンチマーク及びベースラインに
関連しており信頼性がある
SPTs は事前に設定した時間軸において策定
されている
その他:

☒

ベンチマーク手法
☐

発行体自身のパフォーマンス

☐

同業他社

☒

科学的根拠

☒

その他: 日本の NDC

追加の開示
☐

再計算又は調整が行われる場合の説明

☒

発行体による達成に向けた戦略の説明

☒

SPTs の達成に影響を及ぼし得る重要な
要素についての説明

☒

その他: SPTs の判定ができない場合の対応等

3‐3

債券の特性

セクションに関する全般的なコメント（該当する場合）：
リポート本文の「３．債券の特性」を参照。

財務的インパクト:
利率の変動
☐
☒

その他 : 判定の結果いずれかの SPTs が未達成である場合、債券の償還までに SPTs の達成状況に
応じて定める所定の額の排出権（CO2 削減価値をクレジット・証書化したもの）を購入する。
SPTs の達成可否が測定不能な場合も SPTs が未達成の場合と同様とする。排出権取引市場につい
て、現時点では J-クレジット、グリーン電力証書、非化石証書を候補として想定しているが、最終
的には SPTs 未達成の要因を精査の上、機関決定する。ただし、排出権購入契約における不可抗力
事項等（取引制度の規則等の変更や排出権の移転にかかるシステム障害等）が発生した場合には、
環境保全活動を目的とする公益社団法人・公益財団法人・国際機関・自治体認定 NPO 法人・地方
自治体やそれに準じた組織に対して、債券の償還までに同額の寄付を実施することとする。寄付先
は SPTs 未達成の要因を精査の上、機関決定する。排出権の購入額（または寄付額）は SPT-1 が未
達成の場合は債券発行額の 0.10％相当額、SPT-2 が未達成の場合は 0.05％相当額（SPT-1 と SPT2 がともに未達成の場合は合計 0.15％相当額）とする。なお、排出権の購入（または寄付）はサス
テナビリティ・リンク・ボンドの特性に基づき独立に実施するものであり、その他の排出権の購入
行為（または寄付行為）に何ら影響を与えないものとする。
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構造的特性:
その他: サステナビリティ・リンク・ボンドの財務・構造的特性を定義づける KPIs と SPTs、SPTs
☒
判定対象事業年度と SPTs 判定日、各 SPTs の充足要件と適用条件が債券の訂正発行登録書及び発
行登録追補書類に明記される。NAGASE グループにとって債券のキャッシュフローは SPTs の判
定結果と連動し、経済的インセンティブとして機能する。サステナビリティ・リンク・ボンドの財
務・構造的特性は、マテリアリティである「社会・環境課題の解決とグローバリゼーション」に向
けた NAGASE グループのコミットメントを強化する。

3‐4

レポーティング

セクションに関する全般的なコメント（該当する場合）：
リポート本文の「４．レポーティング」を参照。

レポーティングされる情報:
☒

KPI のパフォーマンス

☐

SPTs の野心の度合い

☒

検証保証報告書
その他:

☒

（排出権を購入する場合）排出権の名称、移転
日、購入額
（寄付を実施する場合）適格寄付先の名称及び
選定理由、寄付額、寄付の実施予定時期等

頻度:
☒

年次

☐

: その他 (ご記入ください):

☐

半年に一度

開示方法
☐

財務報告書に掲載

☐

サステナビリティ報告書に掲載

☐

臨時で発行される文書に掲載

☒

その他:長瀬産業の統合報告書またはウェブサ
イトにて

☐

レポーティングは外部レビュー済（該当する場合は、レポートのどの部分が外部レビューの対象で

あるか明記してください）：

該当する場合は、「有益なリンク」のセクションに、報告書の名称、発行日を明記してください。

レポーティングにおける保証レベル
☒

限定的保証

☐

合理的保証

☐

その他:

有益なリンク （例えば、 レビュー実施者の評価方法や実績、発行体の文書等。）
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セクション 4.

発行後の検証

セクションに関する全般的なコメント（該当する場合）：
リポート本文の「５．検証」を参照。

レポーティングされる情報:
☒

限定的保証

☐

合理的保証

☐

その他 :

☐

半年に一度

☐

KPI の測定方法

頻度:
☒

年次

☐

その他 (ご記入ください):

重大な変更:
☐

対象範囲

☐

SPTs の設定
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