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セカンドオピニオン 

京都グレインシステム 株式会社 

『しがぎん』サステナブル評価融資 

 

発行日：2022 年 4 月 28 日  

発行者：株式会社しがぎん経済文化センター 

産業・市場調査部         

 

 本文書は、京都グレインシステム株式会社(以下、「京都グレインシステム」という)が滋賀銀行(以下、「貸付

人」という)から『しがぎん』サステナブル評価融資(以下、本ローン)を受けるにあたり、株式会社しがぎん経済文

化センター(KEIBUN)が発行するものである。なお、『しがぎん』サステナブル評価融資とは、お客さまのサステナビ

リティ経営と有意義な目標設定に対し、外部機関による評価やモニタリングを通じた伴走支援により、企業価値

の向上を後押しする融資である。 

 

1. 京都グレインシステムの会社概要 

社 名 京都グレインシステム 株式会社 

所 在 地 京都市下京区油小路通木津屋橋下ル北不動堂町 480 番地資生堂京都ビル 

創 業 /設 立 創業：1990 年 11 月 1 日 / 設立：1991 年７月 22 日 

資 本 金 5,000 万円 

事 業 内 容  農産物の製造加工及び受託加工 

・飲料素材事業(玄米茶、麦茶、穀物茶 他） 

・食品素材事業(発芽玄米、きな粉、雑穀パフ 他） 

・海外事業(ウーロン茶の輸入、製茶原料の輸出 他） 

・ヘルスケア事業(機能性素材の開発、医薬品素材の開発 他） 

従 業 員 数  94 名（2021 年 5 月現在） 

 

（1）事業概要 

京都グレインシステムは、玄米茶や麦茶、各種健康茶など飲料用原料のほか、シリアルやパン、お菓子などの

素材となる食品原料を製造する食品メーカーである。1990 年 11 月に田宮尚一氏(現代表取締役社長)が

京都府京田辺市にて烏龍茶の原料などを扱う貿易商社として創業。93 年、同氏が創業前に役員を務めてい

た企業から米や麦の焙煎業務を引き受け、現在の事業を開始した。主な取引先である国内大手飲料メーカー

や食品メーカー、商社などからの飲料・食品の原料に関する様々なニーズに応えることで、国民の食生活を支え

ているだけでなく、海外にも販路を展開するなど、日本のお茶文化や食文化の発展に寄与している。 

京都グレインシステムの強みは３つある。1 つ目が、「研究開発力と豊富な試作実績」である。飲料・食品の

原料は同じ素材でも、品種や収穫時期の違いに加え、焙煎の時間や温度の違いによっても風味が変わる。食
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品工学の知識を有した社員による研究開発から検査、成分分析を行う体制を整えており、これまでに自社開

発品や他社依頼品を合わせて年間 200 件以上の試作開発を積み重ねてきている。品種や焙煎時間などの

掛け合わせで幾通りにわたる豊富な試作実績をデータとして蓄積し、取引先に対してデータに基づいた商品提

案や成分などの抽出効率の向上につながる提案が可能である。 

２つ目は、「独自仕様の機械設備」を所有することである。もともと市場規模の小さい業界であったことから、

専門の機械メーカーがなく、他業態で使われる機械を自社で改造することで対応してきた。そのため他社では真

似のできない多品種かつ様々なロットに対応できる加工ラインを所有しており、顧客ニーズへの柔軟な対応が可

能となっている。 

3 つ目は、「高い品質管理体制」である。社会における食の安心・安全への意識が高まる中、2012 年に食

品安全マネジメントシステムに関する国際規格である「FSSC22000」をメイン工場である奈良工場で取得。社

内に食品安全チームを設置し、食品安全方針に基づいてマネジメントシステムの運用を行い、取引先に安心・

安全な商品を供給している。 

  これらの強みを活かして、取引先からの「他社製品と差別化を図りたい」や「市場にないものが欲しい」といった

要望に応えながら事業を拡大している。 

 

■主な製品(上段)と使用イメージ(下段) 

・焙煎米(玄米茶用原料)       ・焙煎大麦(麦茶用原料)  ・穀物パフ商品 

 

 

 

 

 

 

 

  

〔出所：すべて京都グレインシステムウェブサイト〕 
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（2）経営理念 

  京都グレインシステムは、経営理念に「健康と感動を食生活へ」を掲げている。「健康」とは、安全な製造工

程の中で安心出来る原料で信頼される商品作りをお客様にお届けする事であり、「感動」とは、商品における美

味しさ・斬新さ・希少性・有用性などの付加価値を追求し具体化する事としている。同社はサプライチェーンの中

で原料加工という黒子的な役割を担うが、「健康」と「感動」を実現することで、お客様に喜びと幸せを提供する

とともに、その喜びや幸せを社員と分かち合うことを事業の目的としている。 

経営ビジョンには「世界の人々から最も信頼される食品開発グループ」になることを掲げている。強みを活かし

て取引先からの信頼を得ることは当然ながら、その強みを実現している社員の信頼、また農産物を供給してもら

う生産者からも信頼されなければ、事業活動は成り立たないと考えている。また、気候変動問題は、農産物の

収量の減少や品質の低下につながる懸念もあるため、食品産業にとっての重要課題と認識。製造工程におけ

る省エネ活動や廃棄物の再生利用など、地球環境や周辺地域へ配慮した事業活動を実施している。 

 京都グレインシステムは、事業の目的や存在意義、目指す姿を表現した経営理念や経営ビジョンに込めた思

いをもとにこれからもあらゆるステークホルダーからの信頼を得ながら、一緒になって豊かな食生活へ貢献し、事業

を発展させていく考えである。 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

経営理念 

健康と感動を食生活へ 

経営ビジョン 

世界の人々から最も信頼される食品開発グループ 

行動指針 

1.安心安全な食品を提供しよう。 

2.農産物の新しい可能性を探求しよう。 

3.「もったいない」の精神を育てよう。 

4.思いやりの心を育てよう。 
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2.京都グレインシステムのサステナビリティ  

経営理念や経営ビジョンを実現するためには、継続的なステークホルダーからの信頼獲得や連携、地球環境

に配慮した事業活動をすることが欠かせない。そのために、サプライチェーンとの関係性や品質向上を目指す「食

品安全チーム」、事業活動における環境配慮をテーマに活動を行う「省エネチーム」、社員が安心安全に働ける

職場環境の醸成を行う「安全衛生委員会」、という３つのチームを社内に設置。各部署より適任者を選出し、

各チームメンバーが主体となり取組みを進めている。 

こうした取組みが自社の持続的な成長と、ステークホルダーや環境、地域社会などの持続性につながり、

SDGs(持続可能な開発目標)にも貢献するという考えのもと、2022 年 2 月に SDGs 宣言を策定。経営理念

やこれまでの取り組みを踏まえながら、事業活動と SDGs との関係を整理し、サステナビリティの考えを表明した。

3 つのテーマに沿って、生産者や取引先、社員、地域社会、地球環境といったあらゆるステークホルダーを意識し

た取組項目を設定し、持続可能な社会の実現に向けて事業活動を展開していく方針を掲げている。 

 

■SDGs 宣言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔出所：京都グレインシステム提供資料〕 
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「食品設計」については、食品安全チームが中心となって、同社の強みである研究開発や FSC22000 の認

証に基づくマネジメントシステムを運用しながら、「安心・安全な食品の提供」を行なう。また、過去に技術的に取

り扱うことができなかった素材でも、試作を重ね、技術力を向上させることで加工が可能になるものもあることから、

農産物の加工や商品開発を積極的に行ない「農産物の新しい可能性を探求」していくことを掲げている。 

「環境経営」については、省エネチームが中心となって、環境経営方針に基づいた取り組みを行っている。前述

した通り、気候変動は食品産業にとって重要課題であるとの考えのもと、2019 年にエコアクション 21 の認証を

取得。具体的な取り組みとして、CO₂排出量を削減するために、省エネを進めるとともに奈良工場で使用する

電力の調達先を全て再生可能エネルギー由来に切り替えている。また、製造過程で発生する穀物くずなどの製

品残渣は、家畜飼料や堆肥化して再利用しており、食品廃棄物の再生利用実施率は95％という高い水準を

実現している。このように事業上、発生する環境負荷に対してはその影響を抑制するような対策を講じながら事

業活動を行っている。 

「社会調和」については、安全衛生委員会が中心となって労働環境の向上への取り組みを行っている。コロナ

禍をきっかけに、従業員の健康保持・健康増進の取り組みを改めて見直し、「健康経営」に取り組んでいる。従

業員への健康投資を行うことは、従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に

業績向上につながるとの考えから、安心安全な職場環境の醸成を目指している。また、衛生管理基準書を定

め、リスクアセスメント実施記録を定期的に実施することで労働災害の削減に努めている。2022 年 3 月には

「健康経営優良法人 2022」に認定されており、社員が働きやすい職場環境が整備されている表れといえる。

加えて、事業を通じて地域農業を持続可能な産業として確立し、生産者の所得向上や地域経済の活性化な

ど「地域貢献」を行なうことを掲げている。具体的には、主な製造品目である麦茶用大麦の調達先を国内へシ

フトするとともに、生産者に対して、品質向上や収量増加につながる農業指導を行なっている。 

 

■環境経営方針 ■健康経営優良法人認定証 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

〔出所：いずれも京都グレインシステム提供資料〕 
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3.サステナビリティ目標の設定 

（1）サステナビリティ目標について 

テ ー マ 持続可能なサプライチェーンの構築と地域農業の振興 

貢献するSDGs  

  

 

K P I 長浜産大麦を使用した麦茶用原料の加工量(単位：ｔ) 

目標 
 

2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 

1,280 1,440 1,600 2,000 2,240 

2026 年度 2027 年度 2028 年度 2029 年度 2030 年度 

2,590 2,940 3,290 3,640 4,000 
 

内容 【算定の対象】 

・同社において加工され出荷された麦茶用原料のうち、長浜産大麦を使用したも

のを対象とする。尚、長浜産大麦とは滋賀県長浜市を原産地とする大麦をい

う。 

【報告期限と方法】 

・毎年、年度末から 3 か月以内に公表または滋賀銀行に対して書面にて報告。 

【基準年度】 

・京都グレインシステムの事業年度(11 月 1 日～10 月 31 日)を基準とする。 

【その他】 

・長浜工場の稼働は 2022 年 6 月からであるため、初年度である 2021 年度は、

奈良工場(奈良市)での加工量を含む。 

・長浜工場では、外国産大麦の加工も行うが、算定の対象としない。 

・長浜産大麦の生産量と取引先の需要動向を鑑みながら、仕入割合を徐々に 

外国産から長浜産へシフトさせていく方針。 

【長浜工場の概要】 

事業内容：大麦焙煎加工(麦茶原料用) 

生産工程：原料受入→保管→選別→焙煎加工→品質確認 

→包装→品質確認→製品保管→出荷 

所 在 地：滋賀県長浜市小谷丁野町 2373 

面 積：土地…24,635.7 ㎡ 建物…5,398.12 ㎡ 
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（2）目標の有意義性 

 京都グレインシステムは本ローンの組成にあたり、KPI に「長浜産大麦を使用した加工量」を設定、毎年加工

量を増加させ、2030 年度には 4,000ｔまで拡大する目標を掲げている。その有意義性について以下に説明

する。 

麦茶飲料市場の動向と飲料メーカーのニーズ 

京都グレインシステムが取扱う大麦(六条大麦)は、主に麦茶の原料として使用される。麦茶飲料の生産量

は、2020 年に一時的な落ち込みはあるものの、年々増加している。その要因は、無糖・ノンカフェイン・ミネラル

を含む健康飲料として幅広い世代に支持されていることや夏場の猛暑による熱中症対策として有効であること

から通年での需要が増加していることなどがあげられる。今後も需要は堅調に推移すると予想される中で、食の

安心・安全を求め、国産品を志向する消費者のニーズに合わせ、飲料メーカーも原料を国内産大麦にこだわる

動きが出てきている。しかしながら、麦茶用の大麦(六条大麦)は、生産量が多くないことや、生産地ごとに品質

にバラつきもあり、海外産に比べ品質が安定しないという課題がある。そのため、市場の需要を満たすほどの国内

産大麦を確保することは難しく、六条大麦の国内生産量 57 千トンに対し、輸入量は 48 千トンと45％を海外

産に頼っている状況である。 

 

 

 

 

 

                                    ■六条大麦の・国内生産量及び輸入量 

 

 

 

 

 

〔出所：農産局 麦をめぐる最近の動向〕 〔出所：全国清涼飲料連合会の調査より KEIBUN 作成〕  

■麦茶の生産量推移                       ■麦の種類・用途 
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国・長浜市の政策と方針  

政府の食料・農業・農村基本計画(2020 年３月に閣議決定、以下基本計画)では、農業政策の基本的

な方針として、「『産業政策』と『地域政策』を車の両輪として推進し、将来にわたって国民生活に不可欠な食

料を安定的に供給し、食料自給率の向上と食料安全保障を確立」すると掲げている。基本計画の施策推進

の基本的な視点として、消費者や実需者のニーズに即した施策の推進や農業・農村の所得の増大に向けた施

策の推進などがあげられている。世界の人口増加や食料需要の増加、気候変動による生産減少といった課題

が顕在化しており、輸入穀物の安定的な確保と合わせて国内生産の拡大の必要性についても言及されている。

加えて、基本計画では、食料自給率を高めるために、主要品目ごとに生産努力目標を設定しており、大麦(は

だか麦含む)を 17 万トン(2018 年)から 23 万トン(2030 年)まで増やすとしている。国としても、麦・大豆の国

産比率を高めることを目的に『麦・大豆収益性・生産性向上プロジェクト』を設置している。このプロジェクトでは、

作付の団地化や営農技術の導入等による産地の生産体制の強化・生産の効率化を支援や、作柄変動の大

きい国産の供給力を安定させるため、民間保管施設の整備や一時保管により安定供給を確立するとしてい

る。 

また、長浜市では、長浜市農業活性化プランで、農業振興の将来像である「人を結び、人を育み、人を動か

す ながはま 農コミュニティプロジェクト 協働で作る風土を活かした笑顔あふれる長浜農業」を実現するために、

基本方針と基本施策を掲げている。農業人口や耕地面積の減少といった課題に対し、「担い手の育成」や「持

続可能な農業経営の確立」などの基本施策を掲げ、農業経営者や関係団体、市民、企業が連携し、農業活

性化を推進していくとしている。重点プロジェクトの 1 つとして持続的な農の経営(もの)に向けた支援と体制づくり

の中で、小谷城スマートＩＣ周辺で農業を主体とする 6 次産業化拠点の整備をあげている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〔出所：長浜市ウェブサイト〕 〔出所：農林水産省 食料自給目標と食料自給力指標について〕 

■長浜市農業活性化プラン■食料自給の見通し及び生産努力目標 



 

Copyright © 2022 Shigagin Keizai Bunka Center CO.,LTD. All Rights Reserved. 

9/11 

京都グレイシンシステムの 6次産業化への取組み 

 京都グレインシステムは、2020 年 2 月に JA びわこと長浜市の 3 者で従来の相互連携・協力を更に強化し、

地域農業を持続可能な産業として確立することを目的に「長浜市 6 次産業化拠点にかかる連携協定」を締結

した。それにさきがけ、2016 年から JA 北びわこと協力して、良質な長浜産の「麦茶用大麦」の生産ができるよう

に生産農家への経営支援、技術向上支援を行い、地域農業の振興に貢献してきた。そうした同社の貢献もあ

り、生産量は当初の約 110ｔから 2019 年度には約 2,500t に増加している。今後長浜工場を稼働させるこ

とによって、連携協定の取り組みを加速させ、国産大麦の生産(１次)から焙煎加工(２次)、さらに地域企業と

連携・協力し、加工原料の販売(3 次)につなげることにより、6 次産業化事業として、「国産麦茶一貫製造拠

点」の確立を目指している。 

 

 ■３者協定のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現在長浜で生産された六条大麦のほぼ全量を同社が買い取っている。しかし、品質面と生産量から同社全

体の麦茶用原料の加工量約 6,000t のうちの一部に留まる。目標の年間加工量 4,000t を達成するために

は、大麦自体の品質向上や生産量の増加といった生産農家の課題と、焙煎加工による麦茶原料としての品

質向上や需要(販売量)の確保といった同社の課題がある。 

 生産農家の課題に対しては、研究開発による品種改良や施肥指導、土壌改善などで品質向上や単位当た

りの収量増加を図るとともに、提携農家の拡大によって生産量の増加に取り組んでいく。実際にこれまでの取組

みによって、主要成分であるタンパク質が 10％以上の良質な大麦が生産できるようになっている。 

 生産量の増加のためには、作付け前に確実な需要を確保する必要がある。そのために取引先に対しても前述

した強みを活かした商品開発、商品提供によって市場シェアの拡大に図り、取引量を確保していく方針である。 

これら京都グレインシステムの取組みは、国や長浜市が掲げる農業政策の方針に沿ったものである。また、行

政機関と連携し、生産者と飲料メーカーをつなぐ同社の役割はサプライチェーンの中でも重要であり、消費者、

飲料メーカー、生産者、行政の各ステークホルダーにとっても有意義な取組みであると言える。 

以上 

〔出所：長浜市産業観光部農林政策課「『オール長浜』で取り組む６次産業化拠点整備事業の推進」〕 
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 しがぎん経済文化センター 会社概要  

 

 

社名    株式会社しがぎん経済文化センター  

 

代表者   取締役社長 北川 正義 

 

所在地   〒520-0041 

       滋賀県大津市浜町 1 番 38 号 

 

設立    1984 年 3 月 21 日 

 

資本金   1,000 万円 

 

株主    株式会社滋賀銀行 

 

TEL    077-526-0005 

 

FAX    077-526-3838 

 

 



 

Copyright © 2022 Shigagin Keizai Bunka Center CO.,LTD. All Rights Reserved. 

11/11 

留意事項 

1. しがぎん経済文化センターの第三者意見について 

 本文書については貸付人が、借入人に対して実施するしがぎんサステナブル評価融資について、設定

する目標の有意義性に対する第三者意見を述べたものです。 

 その内容は現時点で入手可能な公開情報、借入人から提供された情報や借入人へのインタビューな

どで収集した情報に基づいて、現時点での状況を評価したものであり、当該情報の正確性、実現可能

性、将来における状況への評価を保証するものではありません。 

 しがぎん経済文化センターは当文書のあらゆる使用から生じる直接的、間接的損失や派生的損害に

ついては、一切責任は負いません。 

 

2. 滋賀銀行との関係、独立性 

 しがぎん経済文化センターは滋賀銀行グループに属しており、滋賀銀行および滋賀銀行グループ企業

との間および滋賀銀行グループのお客さま相互の間における利益相反のおそれのある取引等に関して、

法令等に従い、お客さまの利益が不当に害されることのないように、適切に業務を遂行いたします。 

 また、本文書にかかる調査、分析、コンサルティング業務は滋賀銀行とは独立して行われるものであり、

滋賀銀行からの融資に関する助言を構成するものでも、資金調達を保証するものでもありません。 

 

3. しがぎん経済文化センターの第三者性 

 借入人としがぎん経済文化センターとの間に利益相反が生じるような、資本関係、人的関係などの特

別な利害関係はございません。 

 

4. 本文書の著作権 

 本文書に関する一切の権利はしがぎん経済文化センターが保有しています。本文書の全部または一

部を自己使用の目的を超えて、複製、改変、翻案、頒布等をすることは禁止されています。 

 

 

 


