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セカンドオピニオン 

石塚硝子 株式会社  

サステナビリティ・リンク・ローン  

発行日：2022 年 7 月 29 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 

 

株式会社しがぎん経済文化センター（KEIBUN）は、滋賀銀行（以下、「貸付人」という）が石塚硝子株

式会社（以下、「石塚硝子」という）に実施するサステナビリティ・リンク・ローン（以下、「本ローン」という）につ

いて、「サステナビリティ・リンク・ローン原則」および環境省「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」に適合していることを確認した。以下にその評価結果を報告する。 

1．石塚硝子の会社概要とサステナビリティ 

（1）事業概要 

石塚硝子は、愛知県岩倉市に本社を置く、ガラスを中心にプラスチックや紙を素材とする容器のメーカーであ

る。その沿革は、創業者である石塚岩三郎が長崎でオランダ人からガラス製造技術を習得したのち、1819 年

に岐阜県でガラス（ビードロ）の製造をしたことに始まる。1888 年に名古屋市に移住操業、2003 年に本社

機能を主力工場の岩倉びん工場がある岩倉市に移転、2019 年に創業 200 周年を迎え、現在では国内と

海外合わせて 21 社から構成される日本を代表する容器の総合メーカーグループへと飛躍を遂げている。 

祖業であるガラス製造では、ガラスびんのほか、ガラス食器を製造、自社ブランド「ADERIA」として展開。

2015 年には高品質で業務用トップブランドである「NARUMI」を有する陶磁器メーカーの鳴海製陶を子会社

化し、ハウスウェア事業のブランド強化を図っている。ガラス素材の容器以外にも 1997 年に日本初の PET ボト

ル用プリフォーム専業メーカーとして日本パリソンを設立。リサイクル原料を使用した高品質な PET ボトル用プリフ

ォームの製造を拡大させており、飲料メーカーが環境配慮の観点から進めている再生 PET の利用量拡大にサプ

ライヤーとして貢献している。紙容器関連事業では、2020 年に王子ホールディングスと合弁により石塚王子ペ

ーパーパッケージングを設立。海外に依存した原紙調達を国内に切り替え、飲料用紙容器では業界初の国内

一貫体制を構築するとともに、紙容器リサイクルの仕組みづくりを目指している。容器のほかにもガラス製造で培

った技術を応用し、電気、電子、自動車、環境、生活用品など多様な分野に対応した機能材料の開発など事

業領域を拡大させている。 

■本社・岩倉工場 

  

〔出所：ともに石塚硝子提供資料〕 
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〈各セグメントの内容〉 

⚫ ガラスびん関連事業 

デザインから製造、加飾までを一貫した工程管理のもと、多様なびん

を提供している。酒類分野では国内シェア 30％を有し、びんの底や

側面にある「石、I、IH」の刻印は同社製の目印である。 

 

⚫ ハウスウェア関連事業（ガラス食器・陶磁器） 

食器ブランド「ADERIA（アデリア）」として、テーブルウェアや容器など

を製造し、国内外で販売している。世界の一流ホテルやレストランで

使用されている「NARUMI」ブランドの陶磁器メーカーである鳴海製陶

や「津軽びいどろ」を製造する北洋硝子を子会社に有する。 

 

 

⚫ 紙容器関連事業 

原紙調達から印刷・加工まで一貫体制をつくり、飲料用紙容器（紙

パック）の製造・販売、充填機の販売・メンテナンスを行う。 

 

 

 

 

⚫ プラスチック容器関連事業 

リサイクル樹脂 100％や顧客の要望に合わせて再生レジンの使用率

を変えた PET ボトル用プリフォームなど小型容器から大型容器まで、

無菌・炭酸・加温充填用の各種プリフォームの他、健康食品や化粧

品、医薬品の容器を製造、販売する。 

 

 

⚫ 産業器材関連事業 

陶磁器製造で培ったコア技術「装飾（印刷）と焼成」を生かし、調

理機器用部品を製造しており、IH クッキングヒーター用トッププレート

の国内トップシェアを誇る。 

 

 

 

⚫ その他事業 

食器レンタルサービスや高級ガラス家電の製造など社内の意見やアイ

デアを部門横断的に集め、新事業の創出などを行っているほか、ガラ

ス製造で培った技術を応用し、無機系抗菌剤など機能性マテリアルの

開発を行う。 

 

 

 〔出所：石塚硝子ウェブサイト〕 
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（2）企業理念 

石塚硝子は、2019 年 12 月 1 日に創業 200 周年を迎えるにあたって、次の 100 年に向けて、更なる発

展を遂げるため、グループの目指す姿として新たな企業理念を制定している。企業理念は、自らの存在意義を

表す「わたしたちの使命」を頂点に、大切にする考えを表した「わたしたちのビジョン」、それらを実現するための基

本姿勢としての「わたしたちの約束」から構成される。 

 

〈わたしたちの使命〉 

くらしに彩り、豊かさと安心をお届けします。 

石塚硝子はメーカーとして、モノづくりを通じて社会に貢献することが存在意義であると考えている。単にモノを

つくって売るだけでなく、一つひとつの製品でより良く、より便利に、より価値のある暮らしをつくり出したいという想い

を全社員で共有し、社会と暮らしになくてはならない企業を目指している。 

 

〈わたしたちのビジョン〉 

価値あるモノづくりとともに、社会で輝くヒトを育て、未来へ向かうユメを築きます。 

価値ある「モノづくり」を通じて企業として成長するために、それを担う人財の育成「ヒトづくり」が欠かせず、加え

て会社も社員一人ひとりもユメをもって未来に向かって進みたいという願い「ユメづくり」がビジョンに込められている。

そしてこれら 3 つが重なり合うことで、いつの時代も求められる企業であり続けることができると考えている。 

 

〈わたしたちの約束〉 

「誠実」「挑戦」「成長」 

ステークホルダーへの基本姿勢を表している「わたしたちの約束」は、それまでの経営理念であった社是「誠実・

努力・創造」から定められた。「誠実」は 200 年の歴史で培ってきた同社の DNA であり、今後も変わることのな

いものとの考えから踏襲している。一方で次世代を担う若い社員が自ら積極的に挑戦し、成長できなければ未

来はないとの考えから、「努力・創造」を「挑戦・成長」に変更しており、「ヒトづくり」や「ユメづくり」への強い想いが

反映されている。 

 

■石塚硝子の企業理念 

  

〔出所：石塚硝子『サステナビリティレポート 2021』〕 
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（3）サステナビリティ戦略について（「ISHIZUKA GROUP 2030」・「2024 年度中期経営計画」） 

業界や売上ポートフォリオからみて、石塚硝子が持続的成長を遂げるためには、主要顧客である大手飲料メ

ーカーの動きに合わせた対応が求められる。近年、大手飲料メーカーにおいては、環境問題への対策や気候変

動への対策など社会課題に対応することが求められるようになってきている。また新型コロナウイルス感染症をきっ

かけとした消費者の意識や行動の変化など、外部環境も大きく変化している。こうした流れを受けて、石塚硝子

は 2022 年 4 月に、長期的な視点で会社の方向性を示す「ISHIZUKA GROUP 2030」とその過程にお

いて対応すべき具体的な取り組みを定めた「2024 年度中期経営計画」を公表した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔出所：石塚硝子公表資料〕 
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長期ビジョンである「ISHIZUKA GROUP 2030」では、コンセプトを「挑戦し続けることにより、躍動する企

業へ」とし、重点ポイントとして 3 つ掲げている。 

1 つめは、『2030 年に連結営業利益 50 億円（24 年に 35 億円）の達成』である。この目標を達成する

ために、既存事業の深化（強化）を図るとともに、周辺の関連事業について取り込みを図り、機能子会社全

体で採算を重視した取組みを推進していく。新規事業については、M＆A 投資も含め、積極的に経営資源を

投入して、将来の柱となる事業を創り出していくとしている。 

2 つめは、『ISHIZUKA GROUP を支えるヒトづくり』である。環境変化の早い現代において、企業価値の源

泉は『人財』であるとしている。グループ内においても、社員の平均年齢は上昇しており、次世代の人財育成が

急務となっている。そこでグループ企業各社から中堅・若手の次世代を担うべき人財を集め、将来の戦略を研究

する「戦略リーダー研修」を開催しているほか、組織を横断して新たな事業を模索する「次世代ビジネス構築

CFP（クロスファンクショナルプロジェクト）」にも取り組んでいる。本社だけでなくグループ各社から人財を集めるこ

とでグループ企業間での交流を活発化させるとともに、各社のコア人財の育成を目指している。 

3 つめは、『環境と調和した持続可能な未来社会への貢献』である。石塚硝子は従来から、環境や社会に

配慮した経営を実践しており、その内容を『社会・環境報告書』（2019 年からは『サステナビリティレポート』に

改称）にまとめて公表してきている。取り巻く環境が変化する中、企業の永続的な存続は、社会に対する貢

献・社会の持続的な発展とともにあると考えており、長期ビジョンの策定にあたり、改めてグループ全体で環境や

社会の問題の解決に取り組む姿勢を明確化している。 

 

■サステナブル経営への取組み 

 

 

 

  

〔出所：石塚硝子『サステナビリティレポート 2021』より抜粋〕 
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2．KPI の選定 

評価対象の「KPI の選定」は、以下の（1）から（3）の観点より適切なものが設定されており、サステナビリ

ティ・リンク・ローン原則に適合しているといえる。 

（1）KPI の概要 

石塚硝子は本ローンの組成にあたり、基準年度を 2015 年度とする「CO2 排出量の削減率」を KPI として

選定した。対象範囲は、石塚硝子および連結子会社の Scope1,2 の総量としている。 

（2）サステナビリティ戦略と KPI の関係 

2022 年 4 月に公表した「ISHIZUKA GROUP2030」および「2024 年度中期経営計画」は、主要取

引先である飲料メーカーなどサプライチェーンの脱炭素化の動きや事業環境の変化を踏まえて、石塚硝子が企

業価値向上と持続的な成長を目指して経済、環境、社会の三側面を考慮して策定したサステナビリティ戦略

である。その中で、新たに CO2 排出量の長期削減目標として 2030 年度 50％削減（2015 年度対比）を

示し、そのロードマップ作りと実践を行うことで「環境と調和した持続可能な未来社会への貢献」の実現を目指し

ている。具体的には、石塚硝子グループにおいて、省エネ・省資源の推進、再生可能エネルギーの調達、リサイ

クルへの取組強化を実施していくとしている。 

本 KPI はサステナビリティ戦略で掲げられている目標（2015 年度比で 2030 年度 50％削減）から選定

している。このことから本 KPI は持続可能性に関する包括的な戦略等の文脈の中に位置づけられており、事業

戦略上、重要な中核的な指標であるといえる。 

（3）KPI の有意義性 

地球温暖化対策推進法第１条には、「大気中の温室効果ガスの濃度を安定させ、地球温暖化を防止す

ることは人類共通の課題とされている」との記載がある。自然災害による被害の激甚化など、気候変動問題が

企業の持続可能性を脅かすリスクになりつつある中、脱炭素化によってリスクを回避するとともに新たな事業の機

会の獲得を目指す動きが企業経営の潮流となっている。 

石塚硝子の主要取引先である飲料業界は、水資源という自然の恵みを享受しながら事業を展開する業界

として、環境と経済の持続的な両立を目指すべく、気候変動問題を重要課題として認識し、その取り組みを加

速化させている。気候関連財務情報開示タスクフォース（Task Force on Climate-related Financial 

Disclosures)への賛同や SBT（Science Based Targets）の取得など、サプライチェーン全体での環境負

荷低減とカーボンニュートラルの実現を目指している。 

国内での脱炭素社会に向けた動きや飲料業界などサプライチェーンの動向を踏まえると、石塚硝子の取り組

みは、国の目指す脱炭素社会づくりにも寄与するものであり、極めて重要といえる。また、同社による長期目標

へのコミットは、業界他社など他の事業者に対して脱炭素経営を促す波及効果も期待できる。以上より、石塚

硝子が選定した KPI は有意義であるといえる。 
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3．SPT の設定  

 本ローンの「SPT の設定」については、以下の（1）から（3）の観点より適切な内容で設定されており、サス

テナビリティ・リンク・ローン原則に適合しているといえる。   

（1）SPT の内容  

石塚硝子は、KPI である「CO2 排出量の削減率（2015 年度対比）」を、2030 年度までに 50％を目指

すという毎年の目標を SPT に設定した。SPT は、同社の中期経営計画で掲げる 2030 年度に 50％の削減

という目標を目指して、2020 年度の実績値から段階的な総量削減目標を設定している。 

■SPT   

項目 実績 目標 

CO2 排出量の削減率 

（2015 年度比） 

2020 年度 2030 年度 

19.3％ 50.0％ 

■CO2 排出量の状況 

 

 

 

 

 

（2）SPT の野心性 

政府の中長期の気候変動対策を示す「地球温暖化対策計画」が 5 年ぶりに改訂され、2021 年 10 月に

閣議決定された。この中には、2050 年カーボンニュートラル実現に向けた中長期の戦略的取り組みとして、

「2050 年の目標と整合的で野心的な目標として、2030 年度に温室効果ガスを 2013 年度から 46％削減

することを目指し、さらに、50％の高みに向けて挑戦を続けていく」との記載がある。 

石塚硝子が設定する SPT は、KPI の算定対象となる鳴海製陶を連結子会社化した 2015 年度を基準

年度とし、2030 年に 50％としている。この水準は、国が掲げる目標を上回る水準である。 

石塚硝子は SPT 達成に向けて、これまで実施してきているガラスびんの軽量化やガラス溶解炉をはじめとす

る燃焼設備の合理化など省エネ・省資源の取り組みを推進するほか、再生可能エネルギーの導入を進めていく

としている。加えて姫路工場の生産体制を岩倉工場に集約し、その跡地を現行より CO2 排出の少ないリサイク

ル PET 工場として活用するなど、生産体制や事業構造の転換による削減にも取り組む予定である。なお、

〔出所：石塚硝子提供資料〕 
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SBT 認定の取得を目指し、その認定機関である「SBT イニシアティブ」に対し、2022 年 6 月にコミットメントレ

ターを提出しており、グループを挙げて CO2 削減に取り組んでいくことを表明している。 

これらの取り組みによって一定量の CO2 排出量の削減は可能であるが、50％の目標を達成するにはガラス

溶解炉のように技術革新が必要な設備が存在し、不確実性が高いといえる。また、同社が掲げる連結営業利

益 50 億円の目標は、既存事業の推進だけでは到底到達できず、新規事業への参入や M＆A、合弁会社設

立などの展開を要する。そのため事業拡大に伴う CO2 排出量の増加分の削減が必要となることから、更なる企

業努力が求められる。以上より、本 SPT は野心的な目標であり、その達成は容易ではないといえる。 

  

■地球温暖化対策計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3)SPT の妥当性 

石塚硝子は貸付人の協力を得て、SPT の客観性、計画の妥当性、レポーティング等を踏まえて貸出条件お

よび SPT を設定している。また、SPT の妥当性については第三者機関である KEIBUN からセカンドオピニオン

を取得している。なお、本ローン実行後に KPI の対象範囲の変更や CO2 排出量の削減目標の修正等があっ

た場合、石塚硝子は速やかに貸付人に報告する予定としている。 

〔出所：環境省〕 



 

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

9/12 

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。 

貸出期間中に適用される貸出金利は、以下の要件の達成状況によって決定される。 

①SPT の達成状況について、報告期限までに公表または書面にて報告すること。 

②2022 年度以降の各基準年度において、SPT の目標数値を達成すること。 

SPT の達成状況 貸出金利の変更 

①が遵守されない場合 ※②の達成に関わらず 貸出金利は引上げられる 

①が遵守され、②が達成される場合 貸出金利は引下げられる 

上記以外の場合 貸出金利は変わらない 

金利の変動幅については、石塚硝子と貸付人が協議して設定している。KEIBUN では金利の変動幅が目

標達成へ向けた経済インセンティブとして十分な水準であることを確認した。よって、貸出条件と石塚硝子の

SPT の達成状況は連動し、経済的インセンティブが設定されている。 

SPT は各基準年度で目標が設定されており、SPT の判定日や達成状況とそれに応じた金利の変更等の具

体的な内容については「金銭消費貸借契約証書に関する覚書」に明記されている。 

 

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といえる。 

（1）貸付人への報告 

本ローンは石塚硝子に対して、貸付人へ年に 1 回、SPT の達成状況の報告を義務付けている。石塚硝子

は 2023 年 11 月以降、毎年 11 月末日までに前年度の KPI の実績値を独立した第三者機関による検証

を受けたうえで、自社のウェブサイトで公表または書面にて貸付人に報告する。また開示できる範囲内で、KPI

や SPT の改善に寄与した要因や今後の方針についての説明を貸付人に実施することとしている。これらの方法

により、貸付人は SPT の達成状況に関する最新の情報を入手できる。 

（2）一般開示 

石塚硝子は今回の資金調達がサステナビリティ・リンク・ローンに基づくものであると表明することを企図している。

SPT に関する情報を一般に開示することにより、一定の透明性確保に努める方針である。 
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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といえる。 

石塚硝子は KPI の実績値について、毎年度終了後、独立した第三者機関による検証を受け、限定的保

証レベルの保証報告書を取得する。その結果をウェブサイトにて公表または書面にて貸付人に報告する予定とし

ている。貸付人は公表内容または報告書面の内容から SPT の達成の判定について評価し、金利変動可否の

通知を石塚硝子に連絡する。 

以上 
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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  
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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サステナビリティ・リンク・ローンについて、ローン・マ

ーケット・アソシエーション（LMA）等の「サステナビリティ・リンク・ローン原則（2021 年 5 月版）」およ

び環境省の「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 2020 年版」への適合性、準拠

性、設定する目標の合理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。 

 

 


