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株式会社スプレッド 
サステナビリティ・リンク・ローン 
 

2022年 12⽉ 27⽇ 

 

 ESG評価本部 

担当アナリスト︓税所さやか 

 

格付投資情報センター（R&I）は資金調達者をスプレッド、貸付人を滋賀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」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 はスプレッド直営の亀岡プラントとテクノファームけいはんなにおける「労働時間当たり生産量
（KPI①）」と「生産量当たりエネルギー使用量（KPI②）」である。当社は 2006年に京都市で創業し、人
工光型植物工場の開発と運営、植物工場野菜（主にリーフレタス）の製造と販売を行う。 

スプレッドは植物工場を農業が抱える様々な課題に対する一つのソリューションと捉え、リーフレタス
の安定供給を目指してきた。一方で植物工場は運営コストが大きく、安定的に事業を継続するためには高
い生産歩留まりを保てなければならないことから技術力のさらなる向上と効率性を追求すべくこの 2つを
KPIとした。両 KPIは当社の事業全体に関連し、現在、将来の事業運営にとって高い戦略的意義を有する。 
 
(2)SPTの設定 

SPT①の設定に当たっては農林水産省が「みどりの食糧システム戦略」で示す目標「食品製造業の労働
生産性を 2018年対比で 2030年までに 3割以上向上」を参考にした。現時点における両工場の労働生産性
の水準は業界との比較において見劣りしない。SPT①は業界のトップレベルを目指す野心的な水準と言え
る。 

一方で、SPT②は「2030年まで現行の水準を維持」としている。植物工場で使用するエネルギーのうち、
最も消費量が大きいのは光である。植物は光合成で成長することから増産と光エネルギーの使用量は基本
的に比例する。さらに歩留まりを高めるに当たっては湿度や温度、風量といった空調管理も不可欠である。
レタスの増産に伴うエネルギーの増加分以上にエネルギー消費量を増やさないところに技術力が求められ
る。以上のように、本事業の拡大には新たな取り組みを要し、SPTは野心的かつ有意義な目標であると判
断した。 

 
(3)ローンの特性 
スプレッドと貸付人である滋賀銀行との間で協議のうえ貸出条件を決めている。毎年 6月末を判定日と
し、SPT①と SPT②の両方を達成した場合にスプレッドを引き下げる。貸出条件とスプレッドの SPTに対
するパフォーマンスが連動しており、SPT達成のインセンティブになるよう設計されている。 

 
(4)レポ―ティング 
スプレッドは KPIの実績値について、貸付人である滋賀銀行に書面により報告する。これにより、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。 

 

(5)検証 
スプレッドは KPIの実績値について、貸付人である滋賀銀行に報告する。実績値については独立した第
三者機関から毎年検証を受ける。 
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1. 借⼊⼈の概要と本 SLLの位置付け 

(1) スプレッドの概要 

① 事業の概要 

・ 2006 年に京都市で創業、人工光型植物工場の開発と運営、植物工場野菜の販売を行う。2007 年に京
都府亀岡市に当時世界最大規模の日産 2トンのリーフレタスを生産する植物工場「亀岡プラント」を
開業。独自の栽培・生産管理技術を確立し、生産したレタスを植物工場野菜ブランド『ベジタス』と
して販売、2013年には大規模植物工場では困難と言われた事業の黒字化を達成した。その技術をもと
に世界初の大規模自動化植物工場「テクノファームけいはんな」を 2018 年に設立、日産 3 トンのリ
ーフレタスの生産を開始した。その後も研究・開発を続け、2021 年には ENEOS グループの J リー
フ株式会社による初のフランチャイズ工場である「テクノファーム成田」（日産 4 トン）が稼働開始
し、2024年には中部電力株式会社と株式会社日本エスコンと共同で設立するテクノファーム袋井（日
産 10トン）が稼働開始する予定である。 

 

 

■スプレッドレタス⼯場（テクノファームけいはんな）内部と外観 

 
  

[出所：スプレッドウェブサイト] 



セカンドオピニオン 

 

3/10 

 

② 経営方針 

・ スプレッドのミッション、ビジョン、バリューは以下の通り。 

 

 

 

(2) SLLの位置付け 

・ 高齢化・後継者不足による農業従事者の減少、気候変動や天候不順の激化、病害等による不作、農薬
や肥料による環境汚染、水の枯渇、国際情勢による食料安全保障の問題など農業を取り巻く課題は多
い。食糧事情が不確かな未来において子ども・孫以降の世代へ申し送りできるような生産技術を作り
たいとの発想から代表の稲田信二が植物工場に着手した。閉鎖的な空間である人工光型植物工場なら
ば①気候に左右されずに安定供給・安定価格、②無農薬で衛生的に生産できるほか、③水のリサイク
ル、④自動化による労働負荷の軽減等も実現できる。植物工場を農業が抱える課題のソリューション
の一つとして誰もが食の不安から解放されるような「フードインフラ」の構築を目標に、時代の変化
に対応できる技術の開発に努めている。 

・ 一方で植物工場は運営コストが大きく、コスト削減と同時に高い生産歩留まりを保てなければ事業の
継続が危ぶまれる。新しい技術と発想を取り込みながらより高い歩留まりを実現することで持続可能
な生産体制を構築することが肝要である。 

・ 今般スプレッドは SLL を調達し、技術力と効率性の向上を求めて自社直営工場における労働生産
性とエネルギー生産性を示す KPIと SPTを設定した。この目標を社内の取り組みの励みとし、さら
なる事業の増強を企図する。 

 

  

[出所：スプレッドウェブサイト] 
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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は以下の二つ。 

KPI①：労働時間当たり生産量（kg/h） 

KPI②：生産量当たりエネルギー使用量(kWh/kg) 

 

・ KPIはスプレッドが直営する亀岡プラントとテクノファームけいはんなの 2つの工場を合わせた労働
時間、生産量、エネルギー使用量で計算する。生産量は現在両工場で生産しているリーフレタスの生
産重量。労働時間の算出対象者は、亀岡プラントとテクノファームけいはんなの生産に直接関わる社
員、契約社員、パート社員。エネルギーは両工場で使用する電力及びガス（電気量に換算）を含む。 

 

 

  
[出所：ベジタスウェブサイト] 
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(2) KPIの重要性 

① 経営⽅針とサステナビリティ⽅針 

・ スプレッドは持続可能な生産体制を構築することによって農業の課題を解決することを自社のサステ

ナビリティ戦略と位置付けている。その実現に向けて以下に取り組む。 

 高度な環境制御を取り入れた生産技術により野菜を栽培する 

 自動化技術を取り入れることで生産量・品質の更なる安定化と労働者にとっても働きやすい環境

を構築する 

 栽培のためのエネルギー消費という点において長期的には栽培技術の更なる向上、専用 LED の
開発、再エネの活用など、より環境に優しい生産の実現に努めていく。 

 

② KPIの重要性 

・ スプレッドは KPI①を農業生産における課題である「生産性の低さ」と「重労働・担い手不足」の両
方にアプローチする指標であると判断している。本 KPI改善に向けて日々のオペレーションを継続的
に見直すことはコスト削減を通じてレタスを安価に供給することにつながり、植物工場の持続可能な
事業運営に寄与する。また、働きやすい労働環境を実現することで農業が抱える人手不足対策にも貢
献する。 

・ 工場栽培は露地栽培と比較してエネルギー消費量が多い点が課題であることから、継続的にエネルギ
ー消費の抑制を図る必要がある。KPI①で労働生産性を設定しているが、その追求に当たって過剰な光
エネルギーの供給や過剰な空調設備稼働等によりエネルギー消費がなおざりなってはならないとの考
えから KPI②にエネルギー効率を据えた。 

・ 以上より、本件 KPIは当社の事業全体に関連し、現在、将来の事業運営にとって高い戦略的意義を有
すると判断した。 

・ なお、本 SLLの取り組みは、以下の SDGsに貢献すると考えられる。 

 

SDGs ターゲット 

 

2.1 2030年までに、飢餓を撲滅し、全ての⼈々、特に貧困層及び幼児を含む脆弱な⽴場
にある⼈々が⼀年中安全かつ栄養のある⾷料を⼗分得られるようにする。 

2.4 2030年までに、⽣産性を向上させ、⽣産量を増やし、⽣態系を維持し、気候変動や
極端な気象現象、⼲ばつ、洪⽔及びその他の災害に対する適応能⼒を向上させ、漸進
的に⼟地と⼟壌の質を改善させるような、持続可能な⾷料⽣産システムを確保し、強
靭（レジリエント）な農業を実践する。 

 

3.9 2030年までに、有害化学物質、並びに⼤気、⽔質及び⼟壌の汚染による死亡及び疾
病の件数を⼤幅に減少させる。 

3.d 全ての国々、特に開発途上国の国家・世界規模な健康危険因⼦の早期警告、危険因
⼦緩和及び危険因⼦管理のための能⼒を強化する。 
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8.2 ⾼付加価値セクターや労働集約型セクターに重点を置くことなどにより、多様化、
技術向上及びイノベーションを通じた⾼いレベルの経済⽣産性を達成する。 

8.4 2030年までに、世界の消費と⽣産における資源効率を漸進的に改善させ、先進国主
導の下、持続可能な消費と⽣産に関する 10年計画枠組みに従い、経済成⻑と環境悪
化の分断を図る。 

8.5 2030年までに、若者や障害者を含む全ての男性及び⼥性の、完全かつ⽣産的な雇⽤
及び働きがいのある⼈間らしい仕事、並びに同⼀労働同⼀賃⾦を達成する。 

8.8 移住労働者、特に⼥性の移住労働者や不安定な雇⽤状態にある労働者など、全ての
労働者の権利を保護し、安全・安⼼な労働環境を促進する。 

 

9.1 全ての⼈々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と⼈間の福祉を⽀援す
るために、地域・越境インフラを含む質の⾼い、信頼でき、持続可能かつ強靱（レジ
リエント）なインフラを開発する。 

9.4 2030年までに、資源利⽤率の向上とクリーン技術及び環境に配慮した技術・産業プ
ロセスの導⼊拡⼤を通じたインフラ改良や産業改善により、持続可能性を向上させ
る。すべての国々は各国の能⼒に応じた取組を⾏う。 

 

12.2 2030年までに天然資源の持続可能な管理及び効率的な利⽤を達成する。 

12.3 2030年までに⼩売・消費レベルにおける世界全体の⼀⼈当たりの⾷料の廃棄を半
減させ、収穫後損失などの⽣産・サプライチェーンにおける⾷品ロスを減少させる。 

12.4 2020年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、
環境上適正な化学物質や全ての廃棄物の管理を実現し、⼈の健康や環境への悪影響を
最⼩化するため、化学物質や廃棄物の⼤気、⽔、⼟壌への放出を⼤幅に削減する。 

12.5 2030年までに、廃棄物の発⽣防⽌、削減、再⽣利⽤及び再利⽤により、廃棄物の
発⽣を⼤幅に削減する。 

 

13.1 全ての国々において、気候関連災害や⾃然災害に対する強靱性（レジリエンス）及
び適応の能⼒を強化する。 

 

15.1 2020年までに、国際協定の下での義務に則って、森林、湿地、⼭地及び乾燥地を
はじめとする陸域⽣態系と内陸淡⽔⽣態系及びそれらのサービスの保全、回復及び持
続可能な利⽤を確保する。 

15.3 2030年までに、砂漠化に対処し、砂漠化、⼲ばつ及び洪⽔の影響を受けた⼟地な
どの劣化した⼟地と⼟壌を回復し、⼟地劣化に荷担しない世界の達成に尽⼒する。 

15.5 ⾃然⽣息地の劣化を抑制し、⽣物多様性の損失を阻⽌し、2020年までに絶滅危惧
種を保護し、また絶滅防⽌するための緊急かつ意味のある対策を講じる。 

 

17.17 さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公的、官⺠、
市⺠社会のパートナーシップを奨励・推進する。 
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3. SPTの設定 
評価対象の「SPT の設定」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 

・ スプレッドと貸付人である滋賀銀行は、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を設定した。 

・ SPT①は農林水産省が「みどりの食糧システム戦略」1で示す目標を参考にした。また、業界水準の目
安として日本施設園芸協会が公表している「大規模園芸・植物工場の実態・事例調査」の人工光型レタ
ス類栽培（ベビーリーフを除く）の値を参考にした。 

・ SPT②は「現行の水準の維持」としている。業界水準の目安にWayBeyondと Agritecture Consulting
が 51か国の環境制御型農業（CEA）事業者を対象に実施した調査の報告書 Global CEA Census Report 
2021で示す業界の生産当たりエネルギー使用量を参考にした。 

・ SLLの契約書には年度毎の SPTが示されている。KPIと SPTは競争上の配慮から本レポートでは開
示しない。 

 
 

 

(2) SPTの野⼼性 

① SPTの野⼼性 

・ SPT①の水準は、農林水産省が「みどりの食糧システム戦略」で示す目標「食品製造業の労働生産性を
2018年対比で 2030年までに 3割以上向上」を参考にしている。食品製造業は他の製造業と比較して
労働生産性が低いことから他の製造業並みに引き上げるという考え方のもとに設定された目標値で、
課題解決に当たっては近年発展著しい AI、ロボット等の先端技術を活用したスマート化の推進が重要
とされている。農業の生産力の向上と持続性の両立をイノベーションで実現しようという目標や、生
産性を高める手段として AI等を活用し自動化を図る点等において当社の路線と一致することから、本
戦略に示された目標値を SPTのベンチマークとして参照しても問題ないと判断した。 

・ 人工光型植物工場の労働生産性の業界水準の目安として、日本施設園芸協会が公表している「大規模
園芸・植物工場の実態・事例調査」の人工光型レタス類栽培（ベビーリーフを除く）の値を参考にし
た。これによると、5kg/h以上の事業者が全体に占める割合は過去 4年で 12-36％のレンジで推移して
いる2。SPT①の近年の水準と 2030 年に設定されている水準が業界において低いものではないことを
R&Iは確認した。 

・ 前述の Global CEA Census Report 2021によると垂直農法の生産当たりエネルギー使用量の業界水準
は 38.8kWh/kg。足元の生産量当たりエネルギー使用量と比較するとスプレッドの両工場におけるエ
ネルギー使用量は 2021年度現在、その 4分の 1以下と既に優れた水準にある。

・ 両工場におけるエネルギーコストは製造原価の約 3割を占めるが、この中で圧倒的に高いのが LEDに
よる光で、次いで空調、その他自動化装置等の稼働に係るエネルギーと続く。植物は光合成で成長す

                              
1 農林水産省が持続可能な食糧システムの構築に向けて中長期的な観点から調達、生産、加工・流通、消費の各段階の
取り組みとカーボンニュートラル等の環境負荷軽減のイノベーションを推進することを目的に 2021年 3月に策定した
戦略。https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/attach/pdf/index-10.pdf 
2 一般社団法人日本施設園芸協会「大規模園芸・植物工場の実態・事例調査」平成 30年度～令和 2年度を参照。日本
施設園芸協会の配布リストにある事業者に調査票を配布し任意で得られた回答を基に集計されている。 
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ることから増産と光エネルギーの使用量は基本的に比例する。さらに収穫量を増やすに当たっては湿
度や温度、風量といった空調管理も不可欠である。SPT②の「現行の水準の維持」はレタスの増産に伴
うエネルギーの増加分以上にエネルギー消費量を増やさないための技術が要求される野心的な目標と
言える。 

 

② SPTの達成⼿段と不確実性要素 

・ スプレッドは収穫量の向上とオペレーションの改善による労働時間の削減により全体の生産性の向上
を図るとしている。 

・ 収穫量の向上では栽培環境の改善、例えばレタスに当たる光量ロスの改善や温湿度などの環境改善に
よって成長を促進することなどが挙げられる。スプレッドは 15年間の運営の中で工場内の温度、湿度、
風向き、二酸化炭素を微調整することで工場内の環境のばらつきをなくすといった様々な改善活動を
継続してきた結果、100g 当たりのリーフレタスの栽培日数を亀岡プラントの 45 日からテクノファー
ムけいはんなでは 33日に既に短縮させている。スプレッドにはこうした着実な改善活動を積み重ね生
産性を向上してきた風土があり、これを今後も継続していく方針。 

・ 労働時間の削減も容易とは言えない。生産～出荷のプロセスは大きく①播種、②発芽、③育苗、④苗選
別/定植、⑤生育、⑥収穫、⑦調整、⑧資材洗浄、⑨出荷準備という工程に分けられる。テクノファー
ムけいはんなはこのうち約 7 割の工程で自動化が導入されており、すでに収穫量当たりに必要な作業
人数の大幅に削減されている。しかし、レタスはものによって外観が異なり、感触なども含めて確認
する必要があることから完全な機械化は難しい。⑦の収穫後のレタスを規格サイズに調整したり不要
な葉を取り除いたりする調整作業や、⑨の包装、資材の洗浄などの出荷準備においては人手を要して
いる。こうした人手を要する作業を中心に、オペレーションを見直し細かな改善の積み重ねで効率化
を図り、労働時間削減に繋げていく。 

・ 亀岡プラントでは全ての作業工程を人手で行っている。亀岡プラントにテクノファームけいはんなと
同じ自動化システムを導入して生産性を高められるかというと、そのためには栽培棚の設計からやり
直す必要があり、現実的ではないという。もっとも機械化を中心に進めると消費エネルギー量が増加
することから SPT②の達成が困難となる。そのため、上述した改善活動のノウハウを両工場で共有し
SPT達成を図っていく。 

・ 収穫量や出荷歩留まりの向上と労働時間削減を同時に実現し労働生産性を高める方法も模索する。出
荷歩留まりとは成長した野菜のうち傷んだ部分を取り除き商品化できる部分の割合のことである。レ
タスの歩留まりを高めるには光、温度、湿度等の調整を通じてチップバーン3の発生を抑えたり、処理
工程においてレタスを傷つけたりしないようにするなどの対応が考えられる。チップバーンの発生を
抑えることは調整作業の短縮にも繋がる。スプレッドは亀岡プラントとテクノファームけいはんなの
大規模な設備改修なしにこのような効果を得るための新たな研究を進める。同様の効果として例えば
2024 年 1 月に稼働を予定している最新式のテクノファーム袋井ではチップバーン有の株の割合をテ
クノファームけいはんなの 12.5%から 2%に引き下げ調整作業に必要な人員も 25人から 8人まで削減
する計画がある。 

 

(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。 

 

 

                              
3 成長速度を上げすぎた場合などに発生する生理障害で葉の縁が黒ずみ商品価値を下げる症状。 



セカンドオピニオン 

 

9/10 

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。 

 
・ スプレッドと貸付人である滋賀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の達成
状況をみて、二つの SPTs を達成した場合にスプレッドを引き下げ、いずれかもしくは両方が未達だ
った場合は据え置き、レポーティングがなかった場合はスプレッドを引き上げるよう設定されている。
変動する金利幅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
同等の水準である。貸出条件とスプレッドの SPTに対するパフォーマンスが連動することで、SPT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。 
 

・ スプレッドは各年度の KPI実績値を毎年 6月末日までに書面により銀行へ提出する。これにより、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。 
 

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。 
 

・ スプレッドは各年度の KPI実績値を毎年 6月末日までに書面により銀行へ提出する。実績値につい
ては独立した第三者機関から毎年検証を受ける。 
 

・ 滋賀銀行は報告の内容から SPT達成の判定について評価し、未達・達成の判定とともに適用スプレ
ッドをスプレッドに通知する。 

 
 

以 上 
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