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株式会社王将フードサービス
サステナビリティ・リンク・ローン

ESG 評価本部
担当アナリスト:森安

圭介

格付投資情報センター（R&I）は資金調達者を王将フードサービス、アレンジャー兼エージェントを三井
住友信託銀行とするシンジケートローン形式のサステナビリティ・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
王将フードサービスはサステナビリティビジョンのひとつである「地球環境の保全」に向けて、
「プラス
チックに係る資源循環の促進等に関する法律」
（以下プラ新法）に基づき、お客様使用のワンウェイプラス
チックの削減をはじめとしたプラスチック資源循環等の取り組みに注力している。出来立ての美味しさや
容器等の使いやすさといった味や品質面を保ちながらプラスチックを削減するには、新たな容器や包材の
開発なども必要となる。本件 KPI であるプラスチック使用量の削減は、王将フードサービスの事業におい
て重要性があり、また外食産業含めた社会に対してインパクトを与え得る指標と判断している。
(2)SPT の特定
SPT は王将フードサービスが運営する店舗に関連するワンウェイプラスチックを対象として、プラスチ
ック使用量（石油由来のプラスチック成分の重量ベース）を 2025 年度に 15％削減（2021 年度実績対比）
する。SPT は環境への課題解決に取り組む王将フードサービスの経営方針に結びついている。また、SPT
の達成に向けて、プラ新法に定められた特定プラスチック使用製品1に該当する「バイオマスプラスプーン」
および「プラスチックレンゲ」の有料化や、バイオマスプラスチック素材の配合率を高めるなどの施策を
予定しており、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。テイクアウト利用の多い王将
フードサービスにおいて、レジ袋やスプーン等の顧客向けプラスチック製品から積極的に削減を進めてい
くことで、外食産業全体のプラスチック削減の取り組みを推進することが期待できる。また SPT の水準に
ついても、国のプラスチック資源循環戦略におけるマイルストーン対比で見て十分に野心的な目標と言え
る。
(3)ローンの特性
王将フードサービスとアレンジャーの三井住友信託銀行との間で協議のうえ貸出条件を決めている。
KPI の進捗状況を毎年確認し、2025 年度の SPT 目標の達成状況をみて、達成した場合はスプレッドを引
き下げる。変動する金利スプレッド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。貸出条件と王将フードサービスの 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。なお、SPT 達成
によって得られるインセンティブ（金利引き下げ相当額）について、王将フードサービスは自社で行って
いる寄付の一部に充当する方針であり、その際は具体的寄付先を明示する予定である。

1

商品の販売または役務の提供に付随して消費者に無償で提供されるプラスチック使用製品として政令で定められるも
の（容器包装リサイクル法第 2 条第 1 項に規定する包装容器は除く）
。プラスチック製フォーク、スプーン、飲料用ス
トロー、ヘアブラシ、歯ブラシ、衣類用ハンガーなど 12 品目が指定されている。
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(4)レポ―ティング
王将フードサービス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、KPI の進捗
状況について報告する。貸付人への報告とともに、王将フードサービスのウェブサイトにも開示する。貸
付人は、以上により KPI の進捗状況および SPT の達成状況に関する最新の情報を入手できる。
(5)検証
王将フードサービスは KPI の算定結果について、年に 1 回、第三者機関からの検証を受け、エージェン
トに報告する。エージェントは報告書面の内容から SPT 達成の判定について評価し、未達・達成の判定と
共に適用スプレッドの通知を王将フードサービス及び貸付人のシンジケート団に連絡する。

1. 借入人の概要と本 SLL の位置付け
(1)

王将フードサービスの概要

① 事業概要
・王将フードサービスは中華料理レストラン「餃子の王将」を運営する飲食チェーン。1967 年に京都四条
大宮に王将 1 号店を出店以降、全国に店舗を拡大し、2022 年 3 月時点で直営 536 店舗（うち海外 2 店
舗）、FC198 店舗、計 734 店舗を展開する。主力商品の餃子の主要食材は全て国産を使用して国内自社
工場で加工するなど、食品の安全・安心にこだわっている。
・王将フードサービスは 2022 年度のスローガンとして「
『おいしい力』が未来を変える」を掲げており、
現場調理による味と品質の維持と、環境取組の共存へ向けたチャレンジを行っている。

② 環境方針
・王将フードサービスは、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、全組織を
挙げて環境の負荷の低減及び環境保護に努力することを基本理念として掲げている。営業活動及びお客
様へのサービス提供に係る環境影響を低減する為に、次の方針に基づき環境マネジメントシステム活動
を推進して地球環境との調和を目指している。

＜方針＞
1. 当社の活動、料理及びサービスに係る環境影響を常に認識し、環境汚染の予防及び環境保護を推進
すると共に、環境マネジメント活動の継続的改善をはかります。
なお、環境保護には、持続可能な資源の利用、気候変動の緩和及び気候変動への対応、並びに生物
多様性及び生態系の保護などを含みます。
2. 当社の活動、料理及びお客様へのサービス提供に係る環境関連の法的及びその他の要求事項を順守
します。
3. 当社の活動、料理及びお客様へのサービス提供に係る環境影響のうち、次の項目を環境管理重要テ
ーマとして取り組みます。
（1）電力使用量削減（本社・店舗・工場）
（2）ガス使用量削減（店舗・工場）
（3）水道使用量削減（店舗・工場）
（4）一般廃棄物の排出削減（本社・店舗）
（5）社会貢献活動（本社・店舗）
4. 一人ひとりが環境負荷低減活動を積極的に実践できるように、この環境宣言を全従業員に周知する
と共に一般の人々が入手できるようにします。
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③ プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律における位置付け
・

「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が2022年4月1日に施行され、製品の設計か
らプラスチック廃棄物の処理までに関わるあらゆる主体におけるプラスチック資源循環等の取り組
みを促進するための措置が定められている。

・

例えば「販売・提供段階」においては、特定プラスチック使用製品を提供する事業者が取り組むべ
き判断基準を定め、特定プラスチック使用製品多量提供事業者に対して特定プラスチック製品の使
用の合理化の取り組みを求めている。特定プラスチック使用製品として12品目が指定されており、
飲食店が主に対象となるのはフォーク、スプーン、テーブルナイフ、マドラー、飲料用ストローの5
品目である。また、事業活動に伴って排出されるプラスチック使用製品廃棄物については、排出自
体の抑制や再資源化の取り組みを実施することを排出事業者2に求めている。

・

プラ新法の施行を受けて、王将フードサービスは「バイオマスプラスプーン」「プラスチックレン
ゲ」を有料化するとともに、「ストロー」の素材をプラスチックから紙に、「使い捨てミニスプー
ン」はプラスチックから金属性のデザートスプーンに変更するなど、法に則り、環境保全のための
様々な取り組みを推進している。

（2）SLL の位置付け
・ 王将フードサービスが手掛ける「餃子の王将」では持ち帰りやデリバリーにも対応していることから、
売上増加に比例してプラスチック使用量が増加すると予測される。また、飲食業として商品の品質や
安全性を踏まえると、既存のプラスチック製品の他素材への変更は容易ではない。一方、プラ新法の
対象業種／対象事業者として、ワンウェイプラスチックをはじめプラスチック使用量の削減や再資源
化に真摯かつ優先的に取り組まなければならないと捉えている。
・ 今回、王将フードサービスが注力するサステナビリティとファイナンスに関係性を持たせることで、
ワンウェイプラスチックの削減を強力に推進する方針を社内で明確にするとともに、社外に向けて当
社の環境保全への積極姿勢を広く示すことを企図し、SLL を取り組むこととした。

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 は王将フードサービスが運営する店舗に関連するワンウェイプラスチックの使用量（石油由来の
プラスチック成分の重量ベース）である。具体的には、プラ新法が飲食店等を対象として定める特定
プラスチック使用製品 5 品目の内、スプーン（レンゲ）、飲料用ストローを含む王将フードサービスが
事業で使用するプラスチック 31 製品を対象とする。

(2) KPI の重要性
① サステナビリティ方針
・ 王将フードサービスは「サステナビリティ基本方針」を「快適な食空間、心温まる接客、そして美味し
い料理は人々を『幸せ』にします。私たちの 社会的使命は、自社の事業を通じて、より多くの人に『幸
せ』を感じてもらう事です。そして、自社の事業は、食材という自然の恵みや供給者の営みとともにあ
ります。そのため、私たちの社会的使命はサステナビリティの追求と同義であり、私たちの経営理念
である『お客様から褒められる店創り』は、サステナビリティへの取組みでもあります。当社は経営理
2

要件を満たす小規模事業者等を除き、プラスチック使用製品産業廃棄物を排出する多くの事業者が該当する。
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念を追求することで、当社の企業価値の向上はもとより、持続可能な社会 形成を目指します。
」と定
めている。
・ また、
「サステナビリティ基本方針」を具現化した「サステナビリティビジョン」では 、
「食に困らな
い豊かな社会の実現」
「全てのステークホルダーとの共栄」
「地球環境の保全」を掲げている。
「食に困
らない豊かな社会の実現」
「地球環境の保全」は事業の根幹にかかわるテーマであり、以前より地震や
大雪などの被災地での食事支援を始めとした様々な社会貢献の取り組みや、KES （京都議定書の地で
ある京都から発信された「環境マネジメントシステム 」の規格）活動等を通じて、その一助となるべ
く注力している。

② KPI の重要性
・ 王将フードサービスはサステナビリティビジョンのひとつである「地球環境の保全」に向けて、プラ新
法に基づくプラスチック資源循環等の取り組みに注力している。特にお客様使用のワンウェイプラス
チックの削減は即効性があり、外食産業としての社会的インパクトも大きい重要な指標であると判断
している。
・ SLL 実施にあたって、店舗及び工場で使用するプラスチック製品の中で最も削減効果のある品目を選
定し、製造部門・営業部門で協働して削減方法（プラスチック代替製品への切り換え、有料化など）を
品目毎に検討した。その上で製造部門と営業部門の責任者が本件目標含めプラスチック使用量削減の
ための計画を策定し、取締役会で承認・決定した。

・ 今回の取り組みを契機に、素材の変更や有料化を組み合わせてワンウェイプラスチックの更なる削減
に取り組む。また、工場部門で使用するプラ包材資材プラ什器等についても 3R（Reduce、Reuse、
Recycle）の観点で適切な施策を調査・導入することで排出量の抑制に向けて継続的に取り組んで行く
方針。

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
・ 王将フードサービスとアレンジャーの三井住友信託銀行は 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 として、プラ新法が定める特定プラスチック使用製品に該当する 4 製品（スプーン、レンゲ、飲
料用ストロー等）を含む王将フードサービスが事業で使用するプラスチック 31 製品のプラスチック使
用量について、2025 年度実績値を 2021 年度対比で 15％削減する。

・ SPT の進捗状況を毎年報告し、2025 年度の達成状況にて判定する。

SPT
年度
プラスチック使用量*
（31 品目、単位:t）

2020 年度

2021 年度

976.2

1,089.4

(*) 石油由来のプラスチック成分の重量ベースで算定される
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2025 年度
15%削減
（2021 年度対比）
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(2) SPT の野心性
① 過去実績や国のマイルストーンからみた SPT の水準感
・ SPT 対象品目の過去実績は、2020 年度で 976.2t、2021 年度で 1,089.4t となっている。
・ 王将フードサービスが手掛ける「餃子の王将」ではテイクアウト利用が相応にあり、コロナ禍におい
ては持ち帰りやデリバリー利用が更に増加している状況。これに伴いプラスチック使用量も増加して
いる中で、お客様使用のワンウェイプラスチック削減を中心に取り組む今回の SPT は高い目標水準と
言える。
・ 国は、令和元年 5 月に策定したプラスチック資源循環戦略において、3R＋Renewable の基本原則と、
6 つの野心的なマイルストーン（①2030 年までにワンウェイプラスチックを累積 25%排出抑制、②
2025 年までにリユース・リサイクル可能なデザインに、③2030 年までに容器包装の 6 割をリユース・
リサイクル、④2035 年までに使用済みプラスチックを 100%リユース・リサイクル等により、有効利
用、⑤2030 年までに再生利用を倍増、⑥2030 年までにバイオマスプラスチックを約 200 万トン導入）
を目指すべき方向性として掲げている。①のマイルストーンを線形補完すると 2025 年度で約 11%の
削減に相当することから、今回の SPT は国の掲げるマイルストーン以上の水準に設定されている。

② SPT の達成手段と不確実性要素
・ 食の美味しさといった品質、容器などの使いやすさを維持する中で、顧客に提供するカトラリー等の
有償化や、バイオマスプラスチック配合率を高めるなどの新素材への切り替え、更には 3R（Reduce、
Reuse、Recycle）の観点から新たな運用を図るなどの施策を、営業部門を始め他部署と協議しながら
実践していく。加えて、開発・研究途上にあるプラスチック使用量を抑制する新たな包材資材の開発、
持ち帰りオペレーション変更に伴う使用包材の検討（揚げ物系は紙の容器に入れる等）、繰り返し使用
できる持帰り容器の運用等にも取り組む。
・ 不確実要素としては、顧客が想定以上にレジ袋やカトラリー等のプラスチック製品を使用することな
どが挙げられる。王将フードサービスは、プラスチック代替素材の導入、有償化などの組み合わせや
顧客への告知などを通じて、効果的に使用量削減を推進していく。

③ SPT の野心性
・ 王将フードサービスが手掛ける「餃子の王将」ではテイクアウト利用が相応にあり、コロナ禍におい
て持ち帰りやデリバリー利用が更に増加している状況。これに伴いプラスチック使用量も増加してい
る中で、顧客使用のワンウェイプラスチックの削減を中心に取り組む今回の SPT は野心的な目標であ
り、外食産業含め社会に向けた取り組み発信として有意義である。

(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。

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。

・ 王将フードサービスとアレンジャーの三井住友信託銀行との間で協議のうえ貸出条件を決めている。
KPI の進捗状況を毎年確認し、2025 年度の SPT 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。
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・ 変動する金利スプレッド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。貸出条件と王将フードサービスの 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。
・ なお、SPT 達成によって得られるインセンティブ（金利引き下げ相当額）について、王将フードサー
ビスは自社で行っている寄付の一部に充当する方針であり、その際は具体的寄付先を明示する予定。

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。
・ 王将フードサービス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、KPI の進
捗状況および SPT の達成状況について報告する。
・ 貸付人への報告とともに、王将フードサービスのウェブサイトにも開示する予定。貸付人は、以上に
より KPI の進捗状況および 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。
・ 王将フードサービスは、年に 1 回、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
ェントである三井住友信託銀行に報告するとしている。
・ 三井住友信託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、未達・達成の判定と共に
適用スプレッドの通知を王将フードサービス及び貸付人のシンジケート団に連絡する。
以
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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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