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格付投資情報センター（R&I）は資金調達者を富信、貸付人を十六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 は温室効果ガス排出量（Scope1.2）の削減率である。富信は行動指針において省資源・省エネルギ
ー活動の推進による脱炭素社会実現への積極的な貢献や、SDGs 行動宣言において最小限の環境負荷によ
る製品製造（廃棄物や CO2 排出量の削減）とともに、環境問題への取り組みを掲げている。また、中
堅・中小企業が取得するケースが少ない SBT イニシアチブの認証取得も目指している。本 SLL の CO2
を削減するという KPI は、富信が掲げる経営方針において重要な意味を持った指標である。
(2)SPT の特定
SPT は富信の温室効果ガス排出量（Scope1.2）を 2021 年 9 月期対比で 2030 年 9 月期に 50%削減する
シナリオに沿った削減率である。この削減率は単純平均で年 5.6％の削減にあたり、日本政府における
2050 年にカーボンニュートラルを目指す目標において、中間の 2030 年に CO2 を 2013 年度比 46%削減
する目標（年 2.7％削減）はもとより、SBT イニシアチブの 1.5℃シナリオの削減率（年 4.2％）をも上回
る。削減目標の水準に加え、事業拡大を見込む中で削減するという点からみて本件の SPT は十分に野心
的な目標といえる。
(3)ローンの特性
富信は貸付人の十六銀行との間で協議のうえ貸出条件を決めている。2022 年 9 月期以降、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。貸出条件と富信の 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
ローン契約における確約事項として、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
について、資料の提出とともに富信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
富信は 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)

富信の概要

① 事業概要


富信は岐阜県加茂郡八百津町に本社を置く 1973 年創業のボルト・ナット等を製造する冷間圧造部品
メーカー。本社工場のほかタイにも工場を構える。自動車部品を軸に、家電、自転車、コンピュータ
ー向けなどに部品を供給している。



富信は製品の製造において材料に型を押しつけて目的とする形状を作り出す「塑性加工」を採用して
おり、金属屑の発生を最小限に抑えている。ISO9001 および ISO14001 の認証取得に加え、より高
い精度と品質が求められる JIS Q9100（航空宇宙品質マネジメント）にも登録している。パーツフ
ォーマーやローリングマシン、ねじ転造機、自動タッパーなどを備え、特注品を含む多種多様な製品
を提供している。

■富信の製品群
特注ボルト

六角穴付きボルト

特注ナット

特注カラー

［出所：富信］
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② 環境方針
富信では環境面における考え方としての基本理念、行動指針を以下にまとめている。また 2022 年に発
足した ESG 推進室を中心にサステナビリティ目標を策定し、代表取締役社長の決裁にて決定している。
＜基本理念＞
・ 株式会社富信は、地球環境の保全が人類共通の最重要課題の一つであることを認識し、精密部品製造
加工法『塑性加工』による鉄くずを一切出さない省資源の高度な技術により、企業活動のあらゆる面
で地球環境への負荷を最小限とする企業を目指し、行動します。
＜行動指針＞
・ 当社は、環境関連の法規及びその他の要求事項を遵守するとともに、環境負荷を軽減するため、継続
的改善と汚染予防に努めます。また環境目的・目標を設定し計画的な実行と見直しにより、環境マネ
ジメントシステムの継続的な改善を推進し、環境パフォーマンスの継続的向上を図ります。特に以下
の 3 項目は重要課題と位置づけ、全社を挙げて注力します。
1.省資源・省エネルギー活動の推進により脱炭素社会実現への積極的な貢献
2.顧客クレーム・不適合品を低減し資源を有効に活用する
3.環境を大切にする社員の育成

＜ＳＤＧｓ行動宣言～サステナビリティ目標＞
・ 当社は、地球環境保護を世界共通の最優先課題と認識し、経営理念「なぜ？可能性は無限大」のも
と、常に挑戦する姿勢で未来を創造するため、2022 年 4 月に以下のとおり SDGs 宣言をした。

①最小限の環境負荷による製品製造
株式会社富信は、塑性加工技術を極め、精密金属部品の製
造に伴う金属くずの発生を極限まで減らすことで環境負荷
の低減を目指します。また、製品製造に使用するエネルギ
ーの削減および再生エネルギー化に取り組み、CO2 削減
に努めます。
②働きやすい雇用環境
株式会社富信で働くすべての人が健康で、人権が保障さ
れ、またダイバーシティを考慮し、安心して働ける職場づ
くりを目指します。

③特性を生かした地域貢献
株式会社富信は、周辺地域の特性を生かし、自然を守り地
域に貢献する活動を推進します。
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＜環境への具体的な取り組みとＳＤＧｓへの対応の整理＞

①製造方法「塑性加工」の優位性
金属屑の発生を最小限に抑える「塑性加工」により製品を生産しており、環
境負荷の少ない生産方式を採用しております。
②ISO 取得
当社は、2003 年に IS014001 へ審査登録し、業務に密着した環境保全活動
を行っております。
③省エネ効果のある設備への切り替え
当社が製品製造に使用する冷間圧造機について、トップランナー対応の設備
に随時切り替えております。また製造ラインの照明についてＬＥＤに切り替
えました。
④ヤギ社員の雇用
敷地内の除草作業について当社が飼育しているヤギにお願いしております
(八百津町からの委託実績もあります)。

(2)

SLL の位置付け

・ 環境問題を中心に SDGs に取り組む中、野心性のある SPT の達成を目指すことで、より自動車メー
カーサプライチェーンにおけるカーボンニュートラルに貢献していくとともに、社員のモチベーショ
ンを高めるため、サステナビリティ・リンク・ローンに取り組む。
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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 は温室効果ガス排出量（Scope1. 2）の削減率である。

(2) KPI の重要性
① サステナビリティ目標との整合性
・ 今回のサステナビリティ・リンク・ローンにおける KPI は、当社 SDGs 行動宣言における「最小限
の環境負荷による製品製造」に資するものであると認識している。

② KPI の重要性
・ 八百津町のリーディングカンパニーとして、SDGs 宣言の実行性を担保するとともに、対外発信およ
び企業価値の向上を目的として、現状、中堅・中小企業が取得するケースが少ない SBT イニシアチ
ブの認証も今秋を目途に取得を目指している。
・ KPI の選定は 2022 年に発足した ESG 推進室を中心に策定し、代表取締役社長の決裁にて決定した。
また水準については、SBT イニシアチブの削減シナリオをベースに設定した。
・ 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
7.2

2030 年までに、エネルギーをつくる方法のうち、再生可能エネルギーを使う方法の割合を大

きく増やす。
13.2 気候変動対策を国別の政策、戦略及び計画に盛り込む。
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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
・ 富信と貸付人の十六銀行は 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。
・ SPT は対象会社の温室効果ガス排出量(Scope1.2)を、2030 年 9 月期において 2021 年 9 月期比で
50％削減するシナリオに沿った削減率である。

2021 年 9 月期比
年度
CO2 削減率

SPT

長期目標

2022 年

2023 年

2024 年

2030 年

9 月期

9 月期

9 月期

9 月期

4.2％

8.4％

12.6％
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(2) SPT の野心性
①

過去実績からみた SPT の水準感

・ 対象会社の SPT の水準は、2021 年 9 月期対比で 2030 年に 50%削減の目標を達成するための数値で
ある。この削減率は単純平均で年 5.6％の削減にあたる。
・ 富信では過去の電力使用量の推移をみると、2021 年 9 月期は増加していた。2019 年 9 月期との比較
で 1.1 倍、2020 年 9 月期でみると 1.25 倍で、電気使用量の増加を背景に排出する CO2 は増加傾向だ
った。
②

SPT の達成手段と不確実性要素

・ 温室効果ガス排出量の割合は、Scope2 の電力使用分が多く占めることから、再生可能エネルギー電
源に由来する CO2 フリー電気の購入比率を年 6％ずつ増やすとともに、2023 年度を目途に太陽光発
電設備を導入する。
・ CO2 フリー電力の導入による排出削減、太陽光発電設備設置による再生エネルギー活用もさることな
がら、既存設備における省エネ高効率モーターへの切替え、電力測定器の導入により工場内使用電力
の分析を通じた待機電力の最小化等に向け、電力削減検討委員会を設置し推進することで、生産ライ
ンの電力使用量の削減に取り組み、SPT の達成を目指す。
・ CO2 削減計画において一定の売上増加を見込んでいるが、想定以上の受注増に伴う製造設備の稼働時
間長期化による思わぬ消費電力の増加等が不確実な要素と考えられる。
③ SPT の野心性
・ SPT は富信が重要課題に掲げる方針に整合的であり、日本政府における 2050 年にカーボンニュート
ラルを目指すうえでの中間目標「2030 年に CO2 を 2013 年度比 46%削減（年 2.7％削減）
」のほか
SBT イニシアチブの 1.5℃シナリオの削減率（年 4.2％）も上回る水準である。
・ 製品需要の振れはあるものの、今後も企業成長による一定の消費電力の増加を想定している。削減目
標の水準や事業拡大化を見込む中で削減するという点からみて本件の 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、富信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、省エネ設備への更新を推進する際に旧設備の処分については再利用
等環境に対する配慮は必要であるものの、特別ネガティブな要素はない。本ローンの取り組みは富信
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。

・

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。

・ SPT は 2022 年度から毎年度の達成状況をみて判定する。
・ 富信は貸付人の十六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 目標の達成状況
をみて、達成した場合は各利息計算期間について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。貸出条件と富信の 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。
・ 本ローンは富信の契約における確約事項として、貸付人へ SPT の達成状況について毎年報告すると
ともに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。
・ 富信は KPI の算定結果について独立した第三者による検証を毎年受け、貸付人の十六銀行に報告する
としている。
・ 十六銀行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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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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