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格付投資情報センター（R&I）は資金調達者をリファインホールディングス（リファイン HD）
、貸付人を
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 2022 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 は使用済みの有機溶剤のマテリアルリサイクル量である。リファイン HD にとってマテリアルリサ
イクルは創業以来の主力事業であり、それを伸長させることは、企業のサステナビリティ戦略において最
も重要な項目にあたる。溶剤をリサイクルしないで新品を使うということは溶剤の製造プロセスと使用後
の処理プロセス（焼却）で大量に二酸化炭素を排出し地球温暖化を助長するとともに、石油資源も無駄に
することにもつながる。リファイン HD は二酸化炭素排出増などに起因する地球温暖化への問題に対し、
グループの取り組みが CO2 の発生を抑制し、社会的課題への解決として有意義な施策と考えている。
(2)SPT の特定
SPT はマテリアルリサイクル量を増やすことである。現在、精製設備はフル稼働の状況で、現状のまま
では目標の達成は難しい。取り扱う品種が多く、需要家によって品質の基準も異なり、それぞれ個別に保
管する必要があるうえ、保管のために使用したタンクに別の溶剤を入れるためには一旦洗浄してからでな
ければならないなど、手間がかかる。想定した通りに稼働率を高めて生産を増やせるかは不透明で、目標
の達成には相応の努力を要する。また、市場全体の成長があまりない状態が続いてきたこともあり、全体
の需要が盛り上がるか不透明であることから、本件の SPT は十分に野心的な目標といえる。
(3)ローンの特性
リファイン HD は貸付人の京葉銀行との間で協議のうえ貸出条件を決めている。2022 年度以降、毎年
度の SPT の達成状況をみて、達成した場合は適用利率を引き下げるよう設計されている。変動する金利
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・ボンドと同等の水準で
設計されている。貸出条件とリファイン HD の SPT に対するパフォーマンスが連動しており、SPT の達
成のインセンティブになっている。
(4)レポ―ティング
貸付人に対する SPT の進捗報告を義務付けている。リファイン HD は貸付人に SPT 報告期限までに、
直前期における SPT の達成状況がわかる資料を提出する。加えてリファイン HD は自社のウェブサイト
に掲載する。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
リファイン HD は KPI の算定結果について、独立した第三者による検証を受け、貸付人に報告する。
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、達成した場合は金利を引き下げる。
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1. 借入人の概要と本 SLL の位置付け
(1)

リファイン HD の概要

① 事業概要


リファイン HD は岐阜県安八郡に本社を置き有機溶剤の再資源化事業を柱に事業展開している。創業
は 1966 年で、傘下に日本リファインなどの事業子会社を抱え、国内では大垣、千葉、九州に、海外
は中国や台湾に工場を配置している。溶剤のリサイクルでは国内トップシェア。



有機溶剤の種類は多岐にわたり、その活用も半導体、EV 用電池、液晶、医薬品、塗料、樹脂、洗浄
剤、電解液や製品の製造工程で使用など、多様な用途に利用されている。



リファイン HD では、需要先の各メーカーで使用された揮発性有機化合物（VOC）を回収し、成分
検査を行い、蒸留を中心とした分離技術により、資源として完全に循環することを目指している。溶
剤の種類、用途は多岐にわたるうえ、必要とされる容量も異なることから、それぞれに対応すべく製
造、保管、運搬する必要があり、相応に手間がかかる事業である。



さらに様々な工場から排出される排ガス・排水中に含まれる微量溶剤成分を高効率で回収する装置を
設計・製作する環境エンジニアリング事業も展開している。



溶剤利用における代表的な例としては、電気自動車・ハイブリット車に使用するリチウムイオン電池
の極板を製造するプロセスの中における分離技術に活用されている。リチウムイオン電池の極板製造
プロセスで使用された溶剤（NMP）がガスとして排出される際、日本リファインが導入するガス回
収装置「エコトラップ」により NMP を回収する。回収した NMP は日本リファインの精製工場で電
池グレード品質に精製し、再び極板製造プロセスに供給している。NMP の循環型リサイクルにより、
資源の再生、CO2 の削減、VOC の排出抑制、製造コストの削減を同時に達成している。

■溶剤再生プラント

［出所：リファイン HD］
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②

リファイングループの環境方針



リファイングループは経営理念として「人類が持続的に発展できる社会を実現するために「資源」
「環境」「こころ」のリファインを業とし社会に貢献する」を掲げている。そのうえで、環境につい
ては以下の環境方針を定めている。



リファイングループは、グローバル企業として、地球環境問題を経営上の重要な課題の一つとして認
識し、持続可能な社会の実現に向け、事業活動において環境保全および汚染の予防に取り組むととも
に、環境性能の高い競争力ある事業を推進します。



(1) 事業活動にあたって、法規制、条例およびその他の要求事項を遵守し、環境に影 響を及ぼす要
因を的確に把握すると共に、環境汚染の予防を確実にすることにより、社会全体の環境維持・改善や
生物多様性及び生態系の保護を推進します。



(2) 本環境方針に沿って、事業活動のあらゆる面で、ライフサイクル・サプライチェーンの視点を
持ち、環境目標を具体的に設定し、運用、評価、レビューを実施して、環境パフォーマンスを向上さ
せるための環境マネジメントシステムの継続的な改善を 推進します。



(3）有機溶剤など、化学品のリサイクルに関する技術開発ならびに環境負荷低減装置 開発を推進し、
持続可能な資源の利用、社会全体の環境負荷の低減、廃棄物の削減に 貢献するとともに、省エネル
ギー、省資源に取り組みます。
■リファイングループの設備と精製の流れ

［出所：リファイン HD］
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(2)

SLL の位置付け

・ リファイン HD では溶剤をリサイクルしないで新品を使うということは、溶剤の製造プロセスと使用
後の処理プロセスで大量に二酸化炭素をはき出し、地球温暖化を助長するばかりか大切な石油資源を
無駄にすることになると考えている。当社の技術により溶剤リサイクルを行う事で、地球温暖化防止
の循環型社会の構築への貢献を志向している。

・ 今般の SLL への取り組みは、社長、役員、経営企画本部が中心となり決定された。自社の取り組みの
認知度を高めるとともに、温室効果ガス排出量の削減を目指す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 はリファイン HD のマテリアルリサイクル量（有機溶剤のリサイクル）である。

(2) KPI の重要性
① 環境方針との整合性
・ リファイングループは地球環境問題を経営上の重要な課題の一つとして認識している。持続可能

な社会の実現に向け、事業活動において環境保全および汚染の予防に取り組むとともに、環境性
能の高い競争力ある事業を推進する環境方針と、リサイクルを増やすという KPI は整合性が取れ
ている。
② KPI の重要性
・ KPI として定めたマテリアルリサイクルは、創業以来の主力事業であり、リファイングループにとっ
てそれを伸長させることは、企業のサステナビリティ戦略において最も重要な項目にあたる。
・ 日本国内に於いて溶剤のリサイクル率は使用量に対して約 2 割程度で、数量ならびにリサイクル率は
ここ 10 数年間ほとんど変わっていない。使用済みの溶剤は、大気拡散、ガスもしくは廃液として燃
焼され、焼却されていると考えられている。
・ 溶剤を製造するときには、一般的に溶剤重量の 2 倍以上の石油が消費される。溶剤は揮発性有機化合
物（VOC）に含まれ、蒸発しやすく燃えやすい性質を持ち、溶剤が燃えるとその重量の約 3.5 倍の二
酸化炭素に変わる。
・ 一方、溶剤の精製リサイクルには主に蒸留技術が使われ、そこで使用されるエネルギーは、一から生
産する際に使われるエネルギーと比較するとわずか数分の一で済む。
・ 溶剤をリサイクルしないで新品を使うということは、溶剤の製造プロセスと使用後の処理プロセス
（焼却）で大量に二酸化炭素を排出し地球温暖化を助長するとともに、石油資源も無駄にすることに
もつながる。
・ リファイン HD は、二酸化炭素排出増などに起因する地球温暖化への問題に対し、グループの取り組
みが CO2 の発生を抑制につながり、社会的課題への解決として有意義な施策と考えており、KPI 指
標として採用した。
・ KPI の選定、目標については経営企画本部が立案し、経営会議にて決められた。専門的な部署が関与
し、経営により承認されるという、プロセスを経て決められている。
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・ なお、本 SLL の取り組みは、以下の SDGs の目標に貢献すると考えられる。
SDGs 目標

ターゲット
9.4 2030 年までに、資源利用効率の向上とクリーン技術及び環境に配慮した技術・産業プロセスの
導入拡大を通じたインフラ改良や産業改善により、持続可能性を向上させる。すべての国々は各国の
能力に応じた取組を行う。
11.6 2030 年までに、大気の質及び一般並びにその他の廃棄物の管理に特別な注意を払うことによる
ものを含め、都市の一人当たりの環境上の悪影響を軽減する。
12.5 2030 年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に
削減する。

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
・ リファイン HD はエージェントの京葉銀行と 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。
・ SPT はマテリアルリサイクル量を増やすことであり、毎年度の達成状況をみて判定する。

マテリアルリサイクル量の過去実績推移

単位：t
年

度

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

ﾘﾌｧｲﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ

36,858

35,903

39,235

35,452

36,246

40,939

44,266

43,265

43,764

49,295

増加率

-

-2.6%

9.3%

-9.6%

2.2%

12.9%

8.1%

-2.3%

1.2%

12.6%

207,032

216,871

230,849

215,828

211,252

232,001

※リサイクル工業会統計（マテリアルリサイクル量）
合計値：t

228,919

216,358

213,184

206,245

マテリアルリサイクル量の目標推移（SPT）
年 度
ﾘｻｲｸｲﾙ量:ｔ
増加率

2022 年

2023 年

2024 年

2025 年

2026 年

2027 年

2028 年

50,023

50,761

51,511

52,272

53,044

53,828

54,623

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%
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(2) SPT の野心性
① 過去実績からみた SPT の水準感
・ 対象となる溶剤のリサイクル量は、毎年 1.5％の増加を目標としている。
・ 溶剤のリサイクル市場は過去 10 年を見通しても大きな変化はない。昨今の環境面や SDGs への関心
への高まりはあるものの、数字には表れていない。
・ リファイン HD においては、2014 年に子会社に九州リファインを加え、設備も徐々に拡充し生産量を
増やしてきた。直前期に設備投資をしてリサイクル量を大幅に増加したが、 現在はフル稼働で生産し
ている。
・ 現状は用地取得の問題などから設備投資の余地に乏しい状況にある。設備投資と生産性の向上により、
やりくりしてきたが、今後の増産は難しい状況にある。

② SPT の達成手段と不確実性要素
・ 現在、設備はフル稼働の状況で、現状のままでは目標の達成は難しい。市場ニーズのあるリチウムイ
オン電池溶剤の循環に対応し、設備を休止することなく、更なる設備稼働率を上げる事で顧客の期待
に応えていく計画 （種類の違う溶剤を精製するには一旦止めて 2 日程度ロスが出てしまうため、同種
類の溶剤 であれば処理を継続でき稼働効率があがる）
。
・ 用地取得の問題などから設備投資の余地が乏しい。設備タンクや蒸留塔設置可能用地を探し処理量を
増加も検討しているが、現状では具体的な投資は決まっていない。

③ SPT の野心性
・ 蒸留設備もさることながら、製品を保管するタンクを新たに設置する場所が現状の工場敷地内に余地
がほとんどない。発火性の高い危険物を扱っていることから、新たな工場用地をみつけて投資するの
も簡単ではなく、時間もかかる。
・ こうした状況において、毎年取り扱いを伸ばしていくことは容易ではない。取り扱う品種が多く、需
要家によって品質の基準も異なり、それぞれ個別に保管する必要があるうえ、保管のために使用した
タンクに別の溶剤を入れるためには一旦洗浄してからでなければならないなど、手間がかかる。
・ 想定した通りに稼働率を高めて生産を増加させられるかは不確実で、目標の達成には相応の努力を要
する。また、市場全体の成長があまりない状態が続いてきたこともあり、全体の需要が盛り上がるか
不透明であることから、本件の SPT は十分に野心的な目標といえる。
・ 事前に設定する SPT のベンチマークに関連して、リファイン HD グループの経営課題への取り組みに
結びついている。SPT の達成に当たって特別ネガティブな要素が増えることはなく、リファイン HD
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）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。
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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。
・ リファイン HD は貸付人の京葉銀行との間で協議のうえ貸出条件を決めている。毎年度の SPT の達成
状況をみて、達成した場合は金利を引き下げるよう設計されている。
・ 変動する金利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
ンドと同等の水準で設計されている。貸出条件とリファイン HD の SPT に対するパフォーマンスが連
動しており、SPT の達成のインセンティブとして機能する。

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。
・ 貸付人に SPT の進捗の報告を義務付けている。リファイン HD は貸付人に対し SPT 報告期限までに、
直前期における SPT の達成状況がわかる資料を提出する。加えてリファイン HD は自社のウェブサイ
トに掲載する。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。

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。
・ リファイン HD は KPI の算定結果について独立した第三者による検証を受け、貸付人の京葉銀行に
報告する。
・ 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、達成した場合は金利を引き下げる。
以
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上

セカンドオピニオン

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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