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セカンドオピニオン 

 

株式会社 平和堂 

サステナビリティ・リンク・ローン  

発行日：2022 年 11 月 24 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）が株式会社平

和堂（以下、「平和堂」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．平和堂の会社概要とサステナビリティ 

（1）事業概要 

社 名 株式会社平和堂 

所 在 地 滋賀県彦根市西今町 1 番地 

設 立 1957 年 6 月 

資 本 金 116 億 1,437 万円（2022 年 2 月 20 日現在） 

事 業 内 容 食料品・衣料品・住居関連品等の総合小売業及び店舗賃貸業等 

売 上 高 4,121 億 54 百万円(2022 年 2 月期、グループ連結) 

従 業 員 数 23,992 名（2022 年 2 月 20 日現在、グループ合計、パート・アルバイトを含む） 

株 式 上 場 東京証券取引所 プライム市場 （コード番号 8276） 

 

平和堂は、滋賀県彦根市に本社を置く、関西最大級の売上を誇る総合小売企業である。ショッピングセンタ

ーの「アル・プラザ」、総合スーパーの「平和堂」、スーパーマーケットの「フレンドマート」を、滋賀県を中心に近畿

地方、北陸地方、東海地方で 157 店舗、グループ会社で 9 店舗、海外では中国に 2 店舗を展開している

（2022 年 2 月現在）。 

平和堂の歴史は、1957 年に滋賀県彦根市の銀座街の一角に「靴とカバンの店 平和堂」を創業したことか

ら始まる。同年 6 月に「株式会社平和堂」が設立され、その後は国内の経済成長や滋賀県の人口増加ととも

に総合スーパーとして発展を遂げてきた。1966 年には食品スーパーマーケットを開設して、食品販売をスタート。

以降、業容を順次拡大させ、1982 年には年商は 1,000 億円を超え、1990 年には東京証券取引所第一

部へ上場している。1998 年には中国湖南省長沙市に中国第一号店かつ海外初進出となる店舗を開業。

2022 年 4 月には東京証券取引所プライム市場へ移行した。 

平和堂には後述するように地域のために尽くすという思いから、1972 年に制定され、現在も受け継がれてい

る『5 つのハトのお約束』が存在する。この思いのもと、自社のみの成長ではなく、地域をはじめ、関係する人々と

ともに発展することを目指し、事業を展開をしてきた。平和堂はこうした考えから、その地域になくてはならない店
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づくりをコンセプトにし、ドミナント戦略を展開している。滋賀県を中心に毎日の暮らしや必要なものを取り揃えた

スーパーマーケット（フレンドマート）と、豊かで楽しい暮らしを届けるショッピングセンターおよび総合スーパー（ア

ル・プラザ、平和堂）を組み合わせて出店することにより、より地域の顧客に密着した店舗展開を行っている。ま

たこのドミナント戦略により、地域情報にもとづいたきめ細やかな品揃えと、配送・チラシ等を効率よく低コストで

実施できることが強みとなっている。 

また、1989 年に創業者である故夏原平次郎氏が地元滋賀県への恩返しとして私財を寄付し設立された

（財）平和堂財団では、次世代を担う若者たちの成長のため、永年滋賀県の教育・文化・体育・環境・児童

福祉にかかわる各種助成や事業を行っている。 

平和堂は流通業界の様々な変遷を乗り越え、また地域社会とともに発展し、現在は滋賀県を代表する企

業となった。本年 2022 年 3 月には創業 65 周年を迎え、「地域密着のライフスタイル総合（創造）企業」の

実現を掲げ 100 年続く企業を目指している。 

 

■創業店「靴とカバンの店・平和堂」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ビバシティ平和堂（彦根市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〔出所：すべて平和堂ウェブサイト〕 
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（2）企業理念 

平和堂の企業理念は「平和堂グループ憲章」「社是」「5 つのハトのお約束」で構成されている。平和堂は

2015 年に『全従業員の物心両面の幸福
し あ わ せ

を追求するとともに、お客様と地域社会に貢献し続ける企業となる』

というグループ憲章を制定した。社員の物の幸福
し あ わ せ

・心の幸福
し あ わ せ

、この両方無くして企業の成長はないと考えている。

この考え方は創業者である夏原平次郎氏が社是とした「商業を通じて豊かな暮らしと文化生活の向上に貢献

し、より多くの消費者になくてはならない店になる」が原点となっている。また、同氏が制定した『5 つのハトのお約

束』は、お客様への奉仕と同時に、お取引先との信頼関係、そして従業員の幸福を築いていくという思いをもとに

「会社、お客様、お取引先様、従業員、地域社会の 5 つの調和で平和堂は地域のために尽くしていく、そして、

それぞれが相互に発展していく」という考えが込められている。この『社是』と『5 つのハトのお約束』に込めた創業

者の想いが社内で脈々と引き継がれグループ憲章へつながっている。 

 

■平和堂の企業理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〔出所：平和堂ウェブサイト〕 
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（3）サステナビリティ戦略について 

地域とともに発展を遂げてきた平和堂がさらなる進化を目指すにあたっては、「地域社会の課題」と「地球規

模の課題」の解決を目指す必要があると考えている。世界では、地球温暖化に伴う自然災害の多発化や、海

洋プラスチックなど廃棄物による環境汚染が深刻化しており、地球環境は危機的な状況に陥っている。環境以

外でも、貧困や人権問題、高齢化、地域産業の後継者不足など多岐にわたる課題が存在する。 

このような状況下で、同社においても持続可能な社会の実現に向け、『100 年企業に向けて。平和堂グル

ープは、事業を通じた「地域社会の課題」・「地球規模の課題」の解決とグループの成長の両立を目指します。』、

とする平和堂グループのサステナビリティ・ビジョンを制定した。「地域社会の課題」と「地球規模の課題」の各課

題に対して「E＝環境」「S＝社会」「G＝企業統治」の 3 つの項目でそれぞれを整理している。これらの課題に

対し平和堂では、事業活動とともに取り組むべき重要課題として『地域循環』『廃棄物』『温室効果ガス』『商品

調達』『人権』の５つを特定している。 

 

『地域循環』 
循環型社会の実現には地域が健康であることが重要と考え、健康・子育て・高齢者を

テーマに取組みを推進 

『廃棄物』 
資源循環型社会及び、低炭素型社会実現のため、食品トレーの削減や資源リサイク

ルの推進、食品ロス削減に取り組む 

『温室効果ガス』 
節電や、太陽光発電システム・省エネルギー設備の導入など、低炭素社会の実現に向

けた取組み 

『商品調達』 
原料の調達から、商品の販売、使用後の廃棄までのサプライチェーン全体を認識し、持

続可能な商品の調達に取り組む 

『人権』 
多様な人材の活躍こそが、企業価値の向上・事業の成長につながると考え、すべての

人が働きやすい職場環境づくりを推進 

 

また地域とともに歩んできた平和堂には、地域住民と地域全体が健康になる「地域の健康」を目指す考え方

が根幹にある。地域社会がかかえる人口減少や高齢者増加、後継者不足による生産能力の低下、雇用のミ

スマッチなどの課題に対し、地元自治体や企業などと連携し域内の雇用・所得・消費を向上させ、地域経済を

活性化させる「地域共創ループ」の創出が重要であると考えている。この「地域共創ループ」により、地域の持続

的な成長に貢献し、社会がより良くなっていくことが平和堂の成長と理念の実現につながると考えている。 

具体的な活動の一つに、地域の高齢者への対応として、従業員の「認知症サポーター」資格取得に取り組ん

でいる。「認知症サポーター」とは、認知症に対する正しい知識を学び、地域に暮らす認知症の人やその家族に

対してできる範囲で手助けをする人のことである。高齢化が進む地域では来店者の中に、一人で買い物をする

ことが不安な高齢者やその家族も多く存在する。地域住民に安心して利用を頂き、地域の経済・社会をより良

くしていく考えである。平和堂ではこの取組みを 2010 年から進め、2024 年度末に累計 1 万人以上の従業

員が取得することを目指している。 

これら重要課題への取組みは、同社の持続的発展につながるだけでなく、地域社会と地球規模の課題解決

にもつながるものであると考えている。 
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  ■平和堂のサステナビリティ・ビジョン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■平和堂の地域共創ループ 

  

〔出所：すべて平和堂ウェブサイト〕 
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〔出所：「平和堂レポート 2022」より抜粋し、KEIBUN 作成〕 

重要課題 アクション テーマ 具体的取組み 関連するSDGs項目

地域循環 地域の健康 地域社会の持続的成長と地域密着の深化

～「つながり」と地域共創～

「地域商品」販売への取組み。

「地域活動」のお手伝い。

「コミュニティの場」の設置・提供。

お客様へ「健康への取組み」の店頭啓発・

ご提案

厚生労働省推奨「野菜摂取量

1日350ｇ」の啓発。

健康商品の強化。

お料理冊子「美味食彩」でのレシピ

提案（毎月発行）。

口内環境改善の取組み。

生活改善の取組み。

子育てプロジェクト 体験・イベント活動への取組み。

「らぶきっずアプリ（注1）」取組み推進。

すまいる・あくしょん 滋賀県が進める「すまいる・あくしょん（注

2）」に賛同。

ホーム・サポートサービス 2010年に開始した日々のお買い物が困

難な方々へのお買い物代行サービス。

移動スーパー

（滋賀県甲賀市移動販売モデル事業）

滋賀県甲賀市と連携した移動販売事

業。

地域サロン 地域住民が集い、つながりの場として

「アル・プラザ武生」内に開設。

平和堂ファーム 農業を通じた地域活性化。滋賀県伝統

野菜の復活、就農支援、安全・安心・エ

コ商品の安定供給など。

廃棄物 廃棄物の削減 プラスチック削減対策 包材の減量化。ペットボトルや食品

トレーの回収による資源循環。

食品ロス対策 農作物の新しい付加価値の創出、

地産地消の推進。「滋賀県産いちごの

チューハイ」製造など。

食品リサイクル 食品廃棄物の堆肥化・飼料化。育てられ

た「循環エコ野菜」の販売。

温室効果ガス CO₂排出量の削減 太陽光発電設備 建物屋上などに太陽光発電を設置し

再エネを活用。現在、太陽光発電を23

施設へ導入済み。

省エネ機器導入 店頭照明のLED化や冷蔵設備の更新を

進めることで節電に取組み。

商品調達 商品調達基準の整備 商品調達基本方針 安全・安心とコスト競争力を両立する原

材料の調達の実現。

素材や製造や機能にこだわったオリジ

ナルブランド「EーＷＡ」の取組み。

サステナビリティを意識して生産される

USAコットンを利用した衣料品。

店頭回収した牛乳パックを原料の一部

とした「芯なしトイレットペーパー」など。

人権 多様な人材の活躍 人材育成 年間教育計画に基づき、役職・階層

に応じた教育研修を実施。

人事制度「スマートワークスタイル」 不妊治療による限定勤務地制度・

短時間勤務制度などの拡充。

女性活躍推進 目標＝2030年度までに女性管理職

の比率を15％。

障がい者雇用 障がい特性に応じた業務内容や勤務体

系の導入など。2021年時点272名の雇

用者数。

健康経営への取組み 専属産業医などが常駐する「健康サポー

トセンター」の設置。定期健康診断受診

率実績100％。

注1｢らぶきっずアプリ｣：出産前～小学6年生の子供がいるお客様向けの平和堂アプリ。子育てに役立つモバイルクーポンや、イベントや子育てに役立つ情報などが配信される。

注2｢すまいる・あくしょん｣：2020年10月、どのような環境下でも子どもの笑顔を増やすことを目的に、滋賀県によって策定された新しい行動様式。子どもたちの未来につながる

    7つの行動規範がある。

■平和堂のサステナビリティへの取組み 
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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 

平和堂は本ローンの組成にあたり、基準年度を 2020 年度とする「プラスチックトレー使用量の削減率（原

単位）」を KPI として選定した。対象範囲は、平和堂の店舗内で包装・加工される食品に使用する容器包装

の総量としている。 

※容器包装の範囲：店内で包装・加工される肉・魚・青果・惣菜・弁当などに使用されるプラスチック製 

トレー・蓋・袋などの容器包装類 

  原単位：肉・魚・青果・惣菜・弁当などの店舗内で包装・加工される商品の売上高を使用  

 

（2）サステナビリティ戦略と KPI の関係 

平和堂はサステナビリティ・ビジョンにおいて 5 つの重要課題をあげ、それに対するアクションとして『地域循環』

『廃棄物』『温室効果ガス』『商品調達』『人権』を具体的取組み事項としている。本 KPI は、このアクションのう

ち「廃棄物」および「温室効果ガス」の項目に合致するものである。また平和堂は人々の生活と社会に貢献する

企業として、先述の『温室効果ガス』のテーマに関連する気候変動を経営における重要課題の１つととらえ、

TCFD1が推奨する４つの中核的要素「ガバナンス」「戦略（シナリオ分析）」「リスク管理」「指標及び目標」を

順次開示していくこととしている。この取組みに対し「CO₂排出量の削減」「トレー使用量の削減」「リサイクルトレ

ー使用比率」「プライベートブランド商品の包装材プラスチック使用量の削減」の 4 つの具体的目標を設定して

いる。本 KPI は、この TCFD の取組みの目標である「トレー使用量の削減（2020 年度比で 2030 年度

25％削減）」から選定している。この取組みはプラスチックの削減対策、サステナビリティを意識した商品調達に

もつながり、平和堂が掲げるサステナビリティ・ビジョンと整合性があり、また TCFD の取組みや事業戦略とも関係

しており、重要な指標であるといえる。 

 

 

 

 

                                                   
1気候変動関連財務情報開示タスクフォース（Task Force on Climate‐related Financial Disclosures）。各企業の気候変動への

取組みを具体的に開示することを推奨する、国際的な組織。気候変動が金融市場に重大な影響をもたらすとの認識が主要国の間で広がったこと

を背景に、各国の中央銀行・金融当局や国際機関が参加する金融安定理事会が 2015 年に設立したタスクフォース。企業が、気候変動がもた

らす「リスク」と「機会」の財務的影響を把握、開示することで、投資家による適切な評価を可能とし、正しい資本配分と金融市場の効率化、持続

可能で安定した経済を目指している。 
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■TCFD の指標と目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）KPI の有意義性 

プラスチックは我々の生活に欠かせない素材である。ペットボトルをはじめ、家電、自動車部品、建材など様々

な用途に利用され、本件の KPI とするプラスチックトレーもその一つである。 

国の施策では、プラスチックを使用した製品の設計・製造から廃棄物の処理までのライフサイクル全体で資源

循環を促すことを目的に、2019 年に「プラスチック資源循環戦略」を策定し、3R＋Renewable（再生可能

資源への代替え）の基本原則と、6 つの野心的なマイルストーンを掲げ、目指すべき方向性を示している。プラ

スチックの資源循環を促進させるため事業者、消費者、国、地方公共団体等のすべての関係主体が参画し、

相互に連携しながら環境整備を進めることおよび、相乗効果を高めていくことが重要としている。 

平和堂はステークホルダーの理解と協力を得ながら、古くから環境問題に取り組んできた。1980 年に「滋賀

県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例」施行にともない、リンを含む合成洗剤の販売を停止、せっけんの取

り扱いを拡大した。プラスチック関連の取組みでは、1995 年に容器包装リサイクル法が成立する以前の 1991

年からお買物袋持参運動を開始。1992 年に食品トレーの店頭回収をスタート、1994 年には PET ボトルの

店頭回収を開始している。プラスチックトレーの使用削減についても過去から「使用をやめる」「包装の簡略化」

「容器の軽量化」「他素材への切替」の 4 点を柱に関係業者と協力しながら努力を続けている。 

「地域社会の課題」と「地球規模の課題」を地域とともに解決を目指す平和堂にとって、相互連携や理解を

必要とするプラスチックトレー使用量削減を KPI とすることは、過去からの取組みと関連が深く、同社のサステナ

ビリティ・ビジョンからも重要なテーマであり有意義といえる。 

一般社団法人 プラスチック循環利用協会の資料では、日本の容器包装の素材となる樹脂生産量は年

963 万ｔ、国内樹脂製品消費量は 841 万ｔにのぼるとされており、国内樹脂製品消費量の分野別内訳で

は「包装容器等/コンテナ類」の占める割合が 391 万 t（46.5％）と一番高い状況で、この分野の削減は非

常に重要である。一方で処理段階ではプラスチックの有効利用率は 86％となっているが、実際に再商品化して

利用されるマテリアルリサイクルは 21％にとどまり、資源の有効活用のためにも、再利用と合わせプラスチック自体

そのものの使用・利用を抑制することも課題となっている。 

〔出所：平和堂ウエブサイト〕 
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本 KPI は、国内のプラスチック製品の中でも消費量が多いとされる容器包装の削減をテーマにしており、容器

包装の排出抑制と資源循環を目指す国の施策と方向性を同じくするものである。また、脱炭素社会づくりにも

寄与するものであり、非常に重要な取組みといえる。 平和堂は地域のステークホルダーとの関わりも深く、本取

組みは環境負荷低減の取組みを促す波及効果も期待できる。これらの観点から平和堂が選定した KPI は有

意義であるといえる。 

 

 

■樹脂の生産量・消費量                        ■国内樹脂製品消費量の分野別内訳  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■プラスチックのマテリアルフロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〔出所：すべて一般社団法人プラスチック循環利用協会〕 

2020年度

樹脂生産量

963万ｔ

2020年度

樹脂消費量

841万ｔ

2020 年樹脂消費量 841 万 t×46.5％＝391 万 t 

（資料：プラスチックリサイクルの基礎知識 2022〕 （資料：2020 年プラスチック製品の生産・廃

棄・再資源化・処理処分の状況〕 
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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  

平和堂は、本 KPI である「プラスチックトレー使用量の削減率（原単位）」を 2030 年度までに 2020 年

度対比 25％削減を目指し、毎年の目標を SPT に設定した。SPT は同社の TCFD で掲げる削減目標を目

指し、2020 年度の実績値から段階的な削減目標を設定している。 

■SPT   

 

 

 

 

 

（2）SPT の野心性 

プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化への対応を契機として、国内におけ

るプラスチック資源循環を促進する重要性が高まり、先述のとおり政府は、2019 年に「プラスチック資源循環戦

略」を策定した。その中で６つの野心的なマイルストーンを目指すべき方向性として掲げ、リデュースのマイルスト

ーンとして「2030 年までにワンウェイプラスチック2を累積 25％排出抑制する」ことを明記している。さらにプラスチ

ックの資源循環の取組みを促進するため「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（プラスチック新

法）」が 2022 年 4 月に施行された。このプラスチック新法では基本方針を「プラスチック廃棄物の排出の抑制、

再資源化に資する環境配慮設計」「ワンウェイプラスチックの使用の合理化」「プラスチック廃棄物の分別収集、

自主回収、再資源化」などと定め、包括的に資源循環体制を強化する必要があるとしている。このように、国に

おいては様々なプラスチック問題に対し、法の整備や計画の策定を行い、3R＋Renewable（再生可能資源

への代替え）の対策を強力に進めている。 

平和堂は SPT 達成に向け、これまでの取組みを継承し、更にプラスチック削減への取組みを加速させていく

方針である。プラスチック削減対策として「使用をやめる」「包装の簡略化」「容器の軽量化」「他素材への切替」

を柱としている。「使用をやめる」「包装の簡略化」では、生鮮食品のばら売りや量り売りを推進し、容器包装そ

のものの簡略化や、従来の容器包装で削減できるものは最大限使用しない適正包装を検討していく。「容器の

軽量化」では軽量化・薄肉化の容器包装の導入を進める。「他素材への切替」では石油由来素材から環境配

慮素材へのシフトを検討する考えである。 

 

                                                   
2一度だけ使用した後に廃棄することが想定されるプラスチック製品類。ペットボトル、発砲スチロールトレイ、パック・カップ・弁当容器やレジ袋などの

プラスチック製容器包装、プラスチック製のストロー、スプーンなど。 

基準年度 最終目標

2020年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2030年度

2021年2月期 2023年2月期 2024年2月期 2025年2月期 2026年2月期 2031年2月期

インストア加工商品に使用する容器包装の

プラスチック使用量削減（原単位）

原単位：肉・魚・青果・惣菜・弁当などの店舗内で包装・加工される商品の売上高

計画（基準年度比較）

取組項目

25％削減17.9kg/百万円 10％削減 15％削減 17％削減 19％削減
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平和堂が設定する SPT は、2020 年度を基準年度とし、2030 年に 25％削減するとしている。この水準は、

国がプラスチック資源循環戦略で掲げる目標と同水準の野心的な目標であり、その達成は容易ではないといえ

る。 

 

■プラスチック資源循環戦略（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3)SPT の妥当性 

平和堂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削減目標の修正等があった場合、平和堂は

速やかに貸付人に報告する予定としている。 

〔出所：環境省〕 
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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。 

金利の変動幅については、平和堂と貸付人が協議して設定している。各年度の SPT の達成状況を見て、

達成・未達成で適用スプレッドが異なるように設計されている。KEIBUN では融資契約書等に記載されている

金利条件を確認した。貸出条件と平和堂の SPT の達成状況は連動し、インセンティブになっている。なお、何

らかの理由で KPI の実績値が公表されない場合や、貸付人に報告されない場合は未達と同じスプレッドが適

用される。 

 

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。 

 

本ローンは平和堂に対して、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。平和堂は

2023 年 2 月以降、毎年６月末日までに前年度の KPI の実績値を KEIBUN などの第三者による検証を受

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。 

なお、平和堂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。 

 

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。 

SPT の達成状況について、平和堂は年 1 回、KEIBUN などの第三者による検証を受け、その結果は自社

のウェブサイトで公表または貸付人に書面で報告するとしている。貸付人は報告の内容から SPT 達成の判定に

ついて評価し、金利変動要否の通知を同社に連絡する。 

以上 
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