
2021年 ESGレポート

発行日：2021年9月30日



＜目次＞

トップメッセージ 4
本投資法人の概要 5
資産運用会社の概要 5

ESG推進の概要
ESG方針・関連指針とCO2排出削減目標の変更 7
マテリアリティとSDGs 14
ESG推進体制 16
本投資法人に対する外部評価 17
賛同するイニシアティブ 18
グリーンボンドの発行 19

特集
TCFDシナリオ分析の結果 22
ステークホルダーミーティング
TCFDシナリオ分析を受けて、ESG推進の方向性を語る 27

環境
気候変動対策の推進（温室効果ガス排出量削減等） 34
資源・廃棄物管理 41
生態系・生物多様性 42

社会
お客さま（テナント・利用者）の健康・安全・快適性向上 44
コロナ禍での対応について 51
プロパティ・マネジメント会社（PM）及びビル・マネジメント会社（BM）
との協働 53
ステークホルダーへの情報開示と対話 54
人権 55
未来をつくる子供たちへの支援活動 56
社員との関わり（ダイバーシティ等） 57
役職員の能力開発 66

ガバナンス
日本のリート（Jリート）と米国のリート（USリート）の 違いについて 70
ガバナンス体制 71
コンプライアンス 77
リスク管理 84
お客様本位の業務運営 87

付属資料 88

2



3

オリックス不動産投資法人（以下「本投資法人」といいます。）では、資産運用を委託するオリックス・アセットマ

ネジメント株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）とともに、事業活動を通じてESG（環境、社会、

ガバナンス）への取組を実施しています。本投資法人では、ESGに対する考え方と本投資法人及び本資産運

用会社のESGに対する取組について、投資主をはじめとするステークホルダーの皆様に対してご報告することを目

的として、本レポートを発行しました。

レポートの対象範囲

報告の範囲

主に以下2法人の活動状況

・オリックス不動産投資法人

・オリックス・アセットマネジメント株式会社

（オリックス不動産投資法人の資産運用会社）

一部、本資産運用会社の親会社である、オリックス株式
会社及びオリックスグループも含む

報告対象期間

オリックス不動産投資法人

原則として、2020年4月1日～2021年3月31日まで
の実績を報告していますが、一部当該期間以外の内容
も記載しています。

オリックス・アセットマネジメント株式会社

原則として、2020年4月1日～2021年3月31日まで
の実績を報告していますが、一部当該期間以外の内容
も記載しています。

報告周期 基本年1回発行

GRIスタンダード
この報告書は、GRIスタンダードの中核（Core）オプ
ションに準拠して作成されています。

年度の考え方

各年度の期間は毎年4月～翌年3月までです。

2018年度の期間は2018年4月～2019年3月まで、

2019年度の期間は2019年4月～2020年3月までを
指します。

2020年度の期間は2020年4月～2021年3月までを
指します。
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オリックス不動産投資法人の「ESGレポート 2021年」を発行いたします。

新型コロナウイルス感染拡大がおさまらず、多くの方々が罹患されて苦しい日々を送っていらっしゃいます。また地

球温暖化の影響とみられる豪雨災害が多くの方々に甚大な被害をもたらしています。心からお見舞い申し上げま

すとともに、本投資法人並びに本資産運用会社も事業を通じてステークホルダーの皆様と手を携え、これらの社

会課題の解決に尽力しなければならないと決意を新たにしています。

本投資法人並びに本資産運用会社は、変化を先取りし、持続可能な社会に貢献することが結果的に投資主

価値の向上につながると考えています。これらは相反するものとはとらえておらず、両方の充足を目指すことにより、

中長期の安定的成長が可能になると考えています。そのなかで、環境省による「令和2年度TCFDに沿った気候

リスク・機会のシナリオ分析支援事業」に選出され、その結果を開示したところ、投資主をはじめとするたくさんのス

テークホルダーの皆様から、想像を超える前向きな反響を頂戴しました。気候変動のような長期のテーマについて、

現在の対応と将来のリターンには時間軸の違いがあり、どのようにバランスをとっていくかは大きな課題ですが、バラ

ンスはステークホルダーの皆様との対話の中で見えてくるものと考えています。対話を通じて、時宜に適ったリスク対

応を行い、新しい着眼点を収益につなげることで、企業価値向上が図れるものと考えています。今後も、IR活動

等を通じて皆様のお声を伺いながら、シナリオ分析をさらに深化させていきたいと考えています。

また、今年9月に2050年カーボンニュートラルを目指し、2030年にCO2排出量原単位を2018年比35％削減

する目標を設定しました。これを具体的に進めるために、環境関連投資（LEDの導入、環境認証の取得）や再

生可能エネルギーの導入検討を進めていく予定です。さらに、今年9月に制定したESG投資・運用指針に基づ

き、意思決定プロセスにESGの要素を組み込むことでESG経営の基盤となるガバナンス体制の強化を目指してい

きます。

今後も積極的にESG推進と情報開示を行い、ステークホルダーの皆様との対話を深めて行きたいと考えていま

す。多くのご意見、ご示唆を頂ければ幸いです。社員一同、目標達成に向け日々地道な努力をすることにより、

今後のさらなる社会の要請や環境の変化への対応力を高め、中長期的な投資主価値の向上を目指してまいり

ます。皆様のご支援、ご指導をよろしくお願いいたします。

オリックス不動産投資法人 執行役員 尾﨑 輝郎

オリックス・アセットマネジメント株式会社 社長 亀本 由高

トップメッセージ
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本投資法人は、オフィスビルを中心に商業施設、住宅、物流施設、ホテル等様々な用途の不動産に投資を行う、

日本で最初の総合型REITとして誕生しました。

広範な事業専門性と全国ネットワークを活用し、様々な不動産開発運営ビジネスを展開するオリックスグループとのシ

ナジー強化、本投資法人ならではの柔軟な成長戦略により、投資主価値の安定的成長を推進しています。

本投資法人の概要

資産運用会社の概要
本資産運用会社は、本不動産投資法人の資産運用のために、オリックス株式会社の全額出資により2000年9月

に設立されました。

本資産運用会社は、オリックスグループの一員として、グループの方針・規則等を準拠・考慮の上、事業を行っています。

投資法人名 オリックス不動産投資法人（ORIX JREIT Inc.)

代表者 執行役員 尾﨑 輝郎

所在地 東京都港区浜松町2丁目3番1号 日本生命浜松町クレアタワー

上場日 2002年6月12日

上場証券取引所 東京証券取引所 不動産投資信託証券市場（証券コード：8954）

決算期日 毎年2月末日及び8月末日

名称 オリックス・アセットマネジメント株式会社

所在地 東京都港区浜松町2丁目3番1号 日本生命浜松町クレアタワー

代表取締役社長 亀本 由高

設立 2000年9月8日

資本金 1億円

株主 オリックス株式会社（100％）

事業内容 投資運用業

決算期日 毎年3月末日

資産規模（取得価格ベース）

6,889億円
（J-REIT中8位／2021.3末時点）

物件数（2021年4月20日時点）

113物件

地域比率（2021年4月20日時点）用途比率（2021年4月20時点）

オフィス

55.1%

商業施設

15.5%

住宅

10.2%

物流施設

5.4%

ホテル等

13.7%

[目安]

オフィス比率

概ね50%±10％

東京都心6区

40.5%

その他東京23区 10.2%

首都圏その他地域

18.3%

その他地域

31.0%

[目安]

首都圏比率

概ね70％±10％



ESG推進の概要
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2021年9月、本資産運用会社はESG方針及び付随する各種指針の改定及びESG投資・運用指針の策定を

行いました。

1. CO2排出削減目標を2030年35%削減に変更

2021年5月に地球温暖化対策推進法が改正され、2020年秋に宣言された「2050年カーボンニュートラル」

を基本理念としてその実現が明記されました。これを受け、「エネルギー・温室効果ガス削減指針」を改定し、

2050年カーボンニュートラルを目指し、2030年のCO2排出削減目標を2018年比35％に変更しました。

2.ESG要素の投資・運用意思決定プロセスへの組み込み

ESG方針に基づいた活動、ESG課題を考慮したサステナブルな資産運用を確実にするため、「ESG投資・運

用指針」を制定しました。ESG方針に加え、UNEP FIの「責任不動産投資：RPI原則の１０項目」を尊

重、ESGの視点を投資・運用の意思決定プロセスの中に組み込み全社で対応していきます。

ESG方針・関連指針とCO2排出削減目標の変更

2020年９月 本資産運用会社が、環境省「TCFDシナリオ分析支援事業」の参加企業に選定

2021年３月 本資産運用会社が、本投資法人を対象として行ったTCFDシナリオ分析の結果が、環境省の「TCFD
を活用した経営戦略立案のススメ」に掲載

2021年４月 本投資法人が、TCFDシナリオ分析結果について、2021年2月期決算説明資料において公表

2021年７月 本投資法人が、第3回グリーンボンド発行

2021年９月 本資産運用会社が、「ESG方針」「エネルギー・温室効果ガス削減指針」「資源・廃棄物管理指針」
「ESG調達等指針」を改定、「ESG投資・運用指針」を制定。
気候変動に対する中長期目標変更（2050年カーボンニュートラル、2030年35%削減）

＜ESGに関連したこの１年の主な取組＞

◼ ESG投資・運用指針

私たちは、本投資法人の資産運用に際し、中長期的な観点から、運用資産の着実な成長と安定した収益の確保

を目指すためには、環境（E）・社会（S）・ガバナンス（G）に関するサステナビリティの視点が重要であることを認

識し、投資・運用の意思決定プロセスの中にESGの要素を組み込みます。

（1）ESGに関する視点を、意思決定・運用プロセスに組み込み、全社で対応します。

（2）ESG方針、その他関連する指針を遵守し、UNEP FIの「責任不動産投資：RPI原則の10項目」を尊重します。

（3）サステナビリティの観点から、経済的側面に加えて気候変動や環境面の課題、人権や健康・安全・快適性などの社

会面の課題についても、リスク評価を行います。

（4）投資・運用にあたっては、環境、社会へ及ぼす影響と責任を認識し、充分に考慮した上で、判断します。

（5）運用にあたっては、プロパティ・マネジメント会社やビル・マネジメント会社などの取引先とも協働し、環境面・社会面に

配慮して取り組みます。

（6）サステナビリティ委員会は、本方針の運用状況について、定期的に評価を行い、必要に応じて改善、見直しを行います。
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■ESG方針

私たちオリックス・アセットマネジメント株式会社は、オリックス不動産投資法人(以下「本投資法人」という。)の資産運

用に際し、本投資法人の運用理念である投資主価値の安定的成長には、ESG課題（環境（Environment）・

社会（Social）・ガバナンス（Governance））を考慮したサステナブルな資産運用が重要と考え、これを実践す

るために「ESG方針」を制定します。

1.人権の尊重と労働慣行への対応

• オリックスグループの人権ポリシー及び国際的な規範にのっとり、人権を尊重し、人種、国籍、性別、障がい、宗教、年齢な

どを理由とするあらゆる差別、非人道的扱いを容認せず、機会均等の保証に努めます。これらには結社の自由、団体交

渉権、強制労働や不当な低賃金労働、長時間労働の排除および児童労働の廃止が含まれますがこれらに限りません。

• 生産的なディーセントワーク（働きがいのある人間らしい仕事）を得る機会の促進に努め、自由、公平、安全および人間

の尊厳が存在する労働環境（慣行）に配慮します。

＜基本姿勢＞

• 私たちは、投資主価値の安定的成長を目指すという運用理念に基づき、ESGの観点からリスクと機会を認識し、

サステナビリティ上の重要課題（マテリアリティ）を特定し目標を設定して対応推進することで、本投資法人の中

長期的成長と、SDGｓ等の社会課題への対応を進めます。

• 活動にあたっては、私たちが属するオリックスグループのサステナビリティポリシーを実践し、また、別紙に記載する国

際規範・イニシアティブを支持・尊重して対応します（オリックスグループが支持する国際規範等を含む）。

2.気候変動への対応

• 気候変動が、世界共通の重要な課題であり中長期のリスクであることを認識し、脱炭素社会にむけて、温室効果ガスの

排出削減等による緩和と、影響を軽減化し機会とするための適応に取り組みます。

• パリ協定とパリ協定に基づく日本の掲げる削減目標を認識し、長期的目標として活動をすすめます。

3.環境への配慮（生態系・生物多様性、廃棄物・水等資源への対応等）

• 私たちの事業活動が環境へ及ぼす影響（例えば自然生息地や生態系、資源利用、汚染物質・廃棄物の排出など）

をリスク及び持続可能性の観点から把握・評価し、環境法令の遵守と予防的アプローチにより環境負荷の低減に努めま

す。

• 水を含む資源の有効利用と、廃棄物の削減・リサイクル、有害物質、排水等の適正管理による汚染防止により、循環

型社会に寄与します。

• 生物多様性および生態系への影響に配慮し、環境保護に努めます。

4.ステークホルダーとの協働

• 投資主、テナント・取引先、地域社会、役職員等の様々なステークホルダーと事業活動を通した対話を行い、信頼性・

透明性を高めるとともに、ステークホルダーからのフィードバックを事業活動に生かしていきます。

• 地域社会への参画とコミュニケーションを通じて、その発展に貢献します。

• プロパティ・マネジメント会社（PM）及びビル・マネジメント会社（BM）などの取引先に対して、本方針の実践を奨励

し、サプライチェーン全体での対応推進に努めます。
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5.お客さま（テナント・利用者）の健康と快適性の増進

• 健康・安全・快適性の向上を目指した資産運用に努め、お客さまの満足度向上とコミュニティの健康衛生水準の向上

に貢献し、同時に保有物件の価値向上を図ります。

６.役職員への対応

• ダイバーシティやワークライフバランス等、働きやすい職場環境に留意し、役職員の健康と快適性の増進を目指します。

• 役職員の能力開発に努め、多様で優秀な人材の確保と、提供する業務の質・効率性向上を図ります。

• ESGに関する教育・啓発活動を継続的に実施し、役職員の意識と知識の向上に努めます。

７.リスク管理とコンプライアンス、公正な事業慣行への対応

• 適用法令・社会規範・規則を遵守し、高い倫理観をもって行動し、公正に事業活動を行います。

• 適切なリスク管理とコンプライアンスの遵守徹底のため、社内体制を整備するとともに、特に利益相反取引に注視し、利

益相反のおそれのある当事者間での取引等に係る弊害の排除に取り組みます。

• 贈収賄やマネーロンダリング、不正取引などの汚職を防止し、反社会的勢力との取引を一切行いません。

8.ESG情報開示と可視化の推進

• 投資主、テナント・取引先、地域社会、役職員等の様々なステークホルダーや関係者に対して、ESGに関する積極的な

開示に努めます。その一環として、保有物件の環境認証や不動産投資法人に対するESG評価などへも適切に取り組

み、ESGパフォーマンスの可視化を目指します

➢ オリックス・アセットマネジメント株式会社が
支持・参加する国際規範、イニシアティブ等

・パリ協定 （支持）

・SDGｓ（持続可能な開発目標） （支持）

・国連環境計画金融イニシアティブ（UNEP FI） （参加）

・気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD） （賛同）

・持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則

（２１世紀金融行動原則) （参加）

➢ オリックス・アセットマネジメント株式会社が
準拠・参照する基準

・GRIスタンダード （中核準拠）

・ISO26000 （参照）

・ISO31000 （参照）

・ISO14001  （参照）

➢ オリックスグループが支持・参照する国際規範
及びイニシアティブ

（支持）

国連グローバル・コンパクト

世界人権宣言

労働における基本的原則及び権利に関する

国際労働機関（ILO）宣言

環境と開発に関するリオ宣言

腐敗の防止に関する国際連合条約

（参照）

・国際労働機関（ILO）の国際労働基準

・国連ビジネスと人権に関する指導原則

＜別紙部分＞

※オリックス不動産投資法人が支持・参加するイニシアティブについては18ページをご参照ください。
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■エネルギー・温室効果ガス削減指針

私たちは、オリックス不動産投資法人（「本投資法人」）の資産運用に際し、「ESG方針」にて規定した気候変動

の緩和対応として、保有物件のエネルギー効率向上、省エネルギーの推進、再生可能エネルギーの利用などをすすめ、

温室効果ガス排出量の削減を図るため、本指針にてエネルギー使用量・温室効果ガス排出量の算定と削減に取り

組みます。

1.目標

• パリ協定とパリ協定に基づく日本の掲げる削減目標（2050年にカーボンニュートラルを目指すこと）を認識し、長期的

目標として活動をすすめます。

• 2030年に本投資法人が管理権原を有する部分を対象に、CO2排出量原単位を2018年比35％削減することを目

標とします。

• 本投資法人が管理権原を有する部分を対象に、当該年度を含んだ過去5年間のエネルギー消費原単位を年平均

1%以上削減することを目標とします。

• グリーンビルディング認証の取得割合を2030年までに床面積ベースで70％以上とします。

２.実績値の把握

本投資法人が保有する物件において、以下の実績値を把握し、開示します。

（1）エネルギー使用量

①電力消費量、②燃料使用量、③地域冷暖房使用量、④エネルギー消費原単位

（2）温室効果ガス排出量

①直接排出量（テナント使用を除く都市ガス使用による排出量）

②間接排出量（テナント使用を除く系統電力・地域冷暖房使用による排出量）

③テナントによる排出量、④温室効果ガス排出原単位

（3）グリーンビルディング認証状況

（4）再生可能エネルギー（含むカーボンクレジット）利用状況

３.エネルギー・温室効果ガス排出削減に係る取り組み

（1）基本的な対応

・脱炭素社会に向け、省エネ法、温暖化対策法、その他関連する法令・条例を遵守し、必要な対応を行います。

・温室効果ガス排出削減の施策を計画するとともに、エネルギーについては、保有物件のエネルギー効率向上、省エネル

ギーの推進、再生可能エネルギーの導入などのエネルギーマネジメントをすすめ、本投資法人が管理権原を有する物件

について省エネ法の判断基準に定められた措置を実践します。

（2）設備機器の把握

主要な物件において各種設備機器の状況を定期的に把握するとともに、新規物件取得時には設備機器の設置状

況や運転状況、グリーンビルディング認証の取得状況等を確認するよう努めます。

（3）設備更新・運用改善時の対応

本投資法人の短期及び中長期の修繕・資本的支出に係る計画にのっとり、修繕・設備更新を実施する際には、空

調機器等エネルギー使用に影響の大きい設備の更新を中心に、省エネ性能・温室効果ガス排出削減効果を加味し

たうえで機器の選定を行います。また、室温や照度の適正な調整、設備機器・システムのチューニングなどの運用改善

についても、可能な物件について実施いたします。
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（4）電力利用時の対応

電力契約にあたっては、コストに加え排出係数にも留意して選定し、必要に応じ再生可能エネルギー由来の電力の

利用に努めます。

（5）グリーン電力証書や環境価値の活用

温室効果ガス排出量削減達成のために、必要に応じてグリーン電力証書や非化石証書その他の環境価値の利用を

検討し、可能な場合は利用します。

（6）フロン等への対応

冷媒等に使用するフロン・代替フロンについては、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（フロン

排出抑制法）に則してフロンの適切な処置を行うことに加え、代替フロンについても、オゾン層破壊係数と地球温暖

化係数に配慮した選択を行います。

4.ステークホルダーとの協働

（1）従業員への教育・啓発

従業員に対し、気候変動・温暖化対策・エネルギー管理に関係する各種法令、規制、条例等の教育に努めるととも

に、取り組みの共有に努めます。

（2）テナントとの協働

テナントに対し、省エネルギーや温暖化対策への取り組みを共有するよう、テナントとの省エネ・環境協議会の実施

等、個別物件ごとの対応を検討します。

（3）プロパティ・マネジメント会社及びビル・マネジメント会社との協働

毎年、省エネ法、各自治体条例に基づく報告書の提出時期に合わせて、環境法制の状況、資産運用会社としての

エネルギー使用量・温室効果ガス排出量削減への取組についてプロパティ・マネジメント業務委託先からエネルギー

データの報告を受けるものとします。

5.本指針の運営（ＰＤＣＡ）

本指針に係る年間目標を策定し、実績の把握及び上記（３及び４）の取り組みを継続的に行い、その結果を分析の

うえ、年に一度サステナビリティ委員会へ報告します。

また、定期的に本指針や中長期的な目標の見直しを検討し、サステナビリティ委員会にて審議します。



■資源・廃棄物管理指針

私たちは、オリックス不動産投資法人（「本投資法人」）の資産運用に際し、「ESG方針」にて規定した、廃棄物、

有害物質、排水等の適正管理による汚染防止とリサイクル等の推進による資源の有効利用をすすめるため、また水

資源の効率的な利用を推進するため、本指針を制定します。

• 関連法令・条例を遵守し、適正に廃棄物管理、有害物質管理を実施します。

• 本投資法人保有物件から排出される廃棄物のうち、本投資法人が管理すべき廃棄物および把握可能な廃棄物の重

量を把握し、2030年の埋立処分率を1％以内とします。

• 本投資法人保有物件の水使用量を把握し、効率利用をすすめ、使用量を前年比で増加させないことを目標とします。

4.ステークホルダーとの協働

1.目標

2.実績値の把握

本投資法人が保有する物件において、下記の数値を定期的に把握、開示します。

（ただし、テナント自主管理物件、区分所有物件など組合等が管理を行っている物件など、主体的に数値把握が困難な

場合には、これを除外する。）

（1）廃棄物の総重量と処理方法別の割合

（2）水使用量

3.管理の取り組み

（1）廃棄物の削減と、分別、リサイクルが推進されるよう、回収ボックスの設置やテナントへの啓発活動をプロパティ・マネジ

メント会社を通じて実施します。

（2）自治体の定める条例・要綱等の指標に則した計画（「再利用計画書等」）を適切に作成し、実施できるようプロパ

ティ・マネジメント会社、ビル・マネジメント会社等を指導・管理します。

（3）定期的に、排水設備の高圧洗浄を行うとともに、高効率な給排水設備の導入を推進します。

（1）従業員への教育・啓発

従業員に対し、廃棄物管理・水を含む資源の効率的な利用に係る各種法令、規制、条例等の教育に努めるととも

に、取り組みの共有に努めます。

（2）テナントとの協働

テナントに対し、プロパティ・マネジメント会社を通じ、廃棄物の削減とリサイクル推進および、水資源効率利用の取り

組みを共有するよう努めるものとします。

（3）プロパティ・マネジメント会社及びビル・マネジメント会社との協働

３．(2)に記載した内容に加え、本投資法人の決算期ごとにプロパティ・マネジメント会社と廃棄物・水管理の目標

数値、取り組みを共有するよう努めるものとし、実績値のデータ報告を受けるものとします。

5.廃棄物等管理に係るＰＤＣＡ

廃棄物及び水使用量の実績把握及び上記３の取り組みを継続的に行いその結果を分析のうえ、年に一度サステナビリ

ティ委員会へ報告します。また、定期的に本指針の見直しを検討し、サステナビリティ委員会にて審議します。

6.法令対応

廃棄物管理、有害物質管理及び水資源に係る各種法令、規則、条例等の制定・改定情報の収集に努め、必要な対

応を遅滞なく実施します。
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■ESG調達等指針

私たちは、オリックス不動産投資法人の資産運用に際し「ESG方針」にて規定したサステナブルな資産運用のために、

調達等取引の相手方に私たちのESG方針への理解および協力を要請し、共に取り組みを推進していきます。

1. 当社

取引先の選定・評価にあたり、３に示す事項の遵守状況を確認し、考慮するよう努めます。

2. 取引先

（1）法令・社会規範の遵守

①すべての法律・ルールの遵守とその精神を尊重する

②社会から批判を浴びる反社会的な者や団体への関与を永久に排除する

③高い倫理観を持って行動する

（2）人権の尊重

①基本的人権を尊重する

②労働安全衛生に配慮する

③不当な差別（人種、宗教、性別、年齢、性的指向、障がい、国籍）や強制労働、児童労働、体罰などの人権

侵害を行わない

④最低賃金と許容できる生活水準の確保

（3）公平・公正な取引

①公正、透明な方法でサプライヤー等取引先の選定、資材等の調達を行う

②公正かつ自由な競争を行う

③贈収賄等の排除

（4）安全・安心の確保

①物品等の調達において環境や健康に配慮した製品・サービスを優先的に選択する

（5）環境への配慮

①事業活動において省エネルギーを意識し対策に取り組む

②環境配慮に関する方針や体制がある

（6）情報管理

①顧客や第三者から受領した機密情報を適切に管理する

②顧客、第三者、自社役職員の個人情報の目的外利用、漏洩等を防止する

3. 要請・確認事項

取引先に本指針の趣旨と内容への理解と協力を要請し、持続可能な社会の構築を共に目指します。
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本投資法人は、投資主価値の安定的成長を目指すという運用理念に基づき、2019年2月に環境・社会・ガバ

ナンス（ESG)の視点を取り入れた、以下のサステナビリティ上のマテリアリティ（重要課題）を特定しました。

それぞれの課題に目標を設定し、目標達成に向けたPDCAを回し達成することで、2015年に国連で採択された

「SDGs（持続可能な開発目標）」という世界共通の社会課題の解決と本投資法人の中長期的成長の実現

を図ります。

マテリアリティとSDGs



マテリアリティ（案）について、本資産運用会社の設置するサステナビリティ委員会（最高ガバナンス機関である取締役

会の構成メンバーが参加）で議論。さらにステークホルダーを代表して有識者より意見・助言を受け、妥当性を検証・一

部修正。最終的に、本資産運用会社取締役会にて決議、マテリアリティを決定し、本投資法人役員会に報告

15

ステップ1

課題の抽出

本投資法人に関わる主要なステークホルダーを特定。ステークホルダーから期待される事項について、SDGs、GRI、評

価機関の調査項目、同業他社の状況などから広範囲に約260項目を抽出し、課題案を作成

＜主要なステークホルダー＞

■マテリアリティ特定の過程

ステップ2
課題案の絞り込みと

優先付け

ステークホルダーにとっての重要度の観点と、本投資法人へ事業リスク・機会としての影響度・重要度の観点から、課題

案を絞り込み、優先付けを実施。また、本資産運用会社のESG方針を踏まえてマテリアリティ（案）を作成

ステップ3

経営レベルでの議論、
妥当性の確認及び承認

◼ KPI（数値目標）

マテリアリティに対応するKPI（数値目標）を以下のように定め、課題の解決を目指します。

期間 達成時期 目標

気候変動対策の推進
（温室効果ガス排出削減）

長期 2050年
・パリ協定とパリ協定に基づく日本の掲げる削減目標である2050年にカーボンニュートラルを
目指すことを長期的目標として活動をすすめます。

中期 2030年
・CO2排出量原単位を2018年比35％削減
・グリーンビルディング認証の取得割合を床面積ベースで70％以上

短期 ・過去5年間のエネルギー消費原単位を年平均1%以上削減

廃棄物管理 中期 2030年
・本投資法人が管理すべき廃棄物及び把握可能な廃棄物の重量を把握し、2030年の
埋立処分率を1％以内とします。

水資源管理 短期
・本投資法人保有物件の水使用量を把握し、効率利用をすすめ、使用量を前年比で
増加させないことを目標とします。

KPI 達成状況 2018年度 2019年度 2020年度
2030年度

目標

CO2排出原単位 （t-CO2/㎡) 0.08268 0.07628 0.07110 0.05374

基準年削減状況 8% 14% 35%削減

原単位算定面積 664,526 670,725 673,532

エネルギー消費原単位 kl/㎡ 0.04235 0.04126 0.03898

基準年削減状況 3% 8%

原単位算定面積 664,526 670,725 673,532

ビル認証取得割合 床面積カバー率 60% 71% 76% 70%を維持

埋立処分率 ％ 1.57% 1.47% 1.44% １％以内

水使用量 千m3 224 220 178
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■サステナビリティ委員会の設置

本資産運用会社は、ESG方針に基づく取組を継続的かつ組織的に推進するために、社長を委員長とし、全取締役

を含む各部管掌役員をメンバーとする「サステナビリティ委員会」を2018年3月以降設置しています。

2018年12月25日には「サステナビリティ委員会規則」を正式に制定し、ESGに関する重要事項を審議し、又は報

告を受ける機関としました。

委員会は原則として年4回以上の開催とし、以下の項目を審議、報告することとなっています。

①ESGに関する方針・目標・活動計画等の策定・改廃に関する審議

②ESGに関する目標・活動等の進捗状況・モニタリングの報告、及び対策等に関する審議

③グリーンファイナンスへの取組に関する審議

④ESG関連情報の開示方針・開示事項に関する審議、及び開示結果の報告

⑤ESG外部評価機関への調査対応に関する方針、回答内容に関する審議及び評価結果の報告

⑥その他、ESGに関する重要事項の審議と報告

なお、ESGに関する活動報告及び今後の計画については、年1回本投資法人役員会へ報告されています。

＜本資産運用会社 組織図＞

ESG推進体制

ﾘｽｸ・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部

総務経理部

財務IR部

会計監査人 監査役

会長

投資委員会 サステナビリティ委員会

戦略企画部

業務推進部

株主総会

取締役会

代表取締役社長

監査室

投資運用第1部

投資運用第2部

投資運用第3部

リスク・コンプライアンス

委員会
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■MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数への組入れ

本投資法人は、2018年12月以降、MSCI社が提供する「MSCI ジャパン ESG セレクト･リーダーズ指数」（以下

「本指数」といいます。）に組入れられています。本指数は、MSCI ジャパンIMI トップ700 指数構成銘柄の中から

、ESGに優れた企業を選別して構成される指数です。本指数は、年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）

のパッシブ運用を行う際のESG指数の一つに選定されています。

本投資法人は、本指数への組み入れが、本投資法人の投資口の流動性の向上や更なる投資家層の拡大に寄与

するものと考えています。

➢ 評価取得実績

本投資法人のMSCI 指数への組入れや本件お知らせにおける本投資法人による
MSCI 社のロゴ・商標・サービスマーク並びに指数の使用は、MSCI 社及びその関連会
社による本投資法人へのスポンサーシップ・宣伝・販売促進を企図するものではありませ
ん。MSCI 指数はMSCI 社に独占権があり、MSCI 社及びMSCI 指数及びそのロゴ
は、MSCI 社及びその関連会社の商標・サービスマークです。

本投資法人に対する外部評価

■GRESB 評価

グローバル不動産サステナビリティ・ベンチマーク（GRESB）とは、欧州の年金基金のグループを中心に創設された不

動産会社・不動産運用機関の環境・社会等への配慮の姿勢を測るベンチマークです。欧米・アジアの主要機関投

資家が投資先を選定する際などに活用しています。

本投資法人は2013年度よりGRESB評価に参加しており、2015年度以降は「マネジメントと方針」
及び「実行と計測」の両面で高い評価を受け、最高位の「Green Star」を獲得してきました。

2020年度GRESBリアルエステイト評価では相対評価に基づく「GRESBレーティング」

（5段階評価）においても上位から2番目の評価「4スター」を獲得しました。

本投資法人は2017年度より導入された「GRESB開示評価」において、2020年度もESGの取組に
関する情報開示が優れていると認められ、5段階評価のうち、最高レベルの評価となる「A」評価を獲
得しました。
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本投資法人及び本資産運用会社並びにオリックスグループは以下のイニシアティブに賛同・参加しています。直近

では2019年10月に「気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）」に本資産運用会社が賛同。また

2020年2月には「国連環境計画・金融イニシアティブ（UNEP FI）」に本資産運用会社が署名しました。これ

らのイニシアティブでの活動を通じて国際的なESG課題解決への取組を推進していきます。

賛同するイニシアティブ

国連グローバル・コンパクト

本資産運用会社を含む、オリックスグループは、2014年7月、国
連グローバル・コンパクトに参加。国連グローバル・コンパクトが提唱
する「人権」「労働」「環境」「腐敗防止」の4分野10原則を支持し、
各分野の活動に取り組む

Japan-CLP
（日本気候リーダーズ・パー

トナーシップ）

本資産運用会社を含むオリックスグループは、持続可能な脱炭素
社会の実現には産業界が健全な危機感を持ち、積極的な行動を
開始すべきであるという認識に賛同し、参加

グリーンビルディングジャパン
サステナブルな社会作りをめざす人々が連携する共用の場という趣
旨に賛同し、本投資法人が加盟

持続可能な社会の形成に向
けた金融行動原則

（21世紀金融行動原則）

持続可能な社会の形成のために必要な責任と役割を果たしたいと
考える金融機関の行動原則としてまとめられた。本資産運用会社、
オリックス株式会社、オリックス銀行株式会社が署名

気候関連財務情報開示
タスクフォース

(TCFD)

TCFDは気候関連のリスクと機会がもたらす財務的影響について、
投資家を含むステークホルダーに情報開示することを促す提言を公
表している。
本資産運用会社、オリックスグループが賛同

国連環境計画・金融
イニシアティブ
(UNEP FI)

UNEP FIはUNEPとおよそ200以上の世界各地の銀行・保険・証
券会社等との広範で緊密なパートナーシップです。1992年の設立
以来、経済的発展とESGへの配慮を統合した金融システムへの転
換を進めています。本資産運用会社が署名
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本投資法人は、以下のとおりグリーンボンドを発行しています。

グリーンボンドの発行

■グリーンボンドの発行状況

（※1）グリーン適格資産とは、以下の認証又は再認証のいずれかを取得済又は今後取得予定である資産をいいます。

・DBJ Green Building認証における3つ星、4つ星又は5つ星

・BELS認証における3つ星、4つ星又は5つ星

・CASBEE評価認証におけるB+ランク、Aランク又はSランク

・LEED認証におけるSilver、Gold又はPlatinum

第1回グリーンボンド
（第13回無担保投資法人債）

第2回グリーンボンド
（第15回無担保投資法人債）

第3回グリーンボンド
（第17回無担保投資法人債）

発行通貨 日本円 日本円 日本円

利率 年 0.220％ 年 0.890％ 年 0.450％

申込期間 2019年7月11日 2020年7月1日 2021年6月25日

払込期日 2019年7月18日 2020年7月7日 2021年7月1日

利払日 毎年1月18日及び7月18日 毎年1月7日及び7月7日 毎年6月30日及び12月30日

格付 AA（株式会社日本格付研究所） AA（株式会社日本格付研究所） AA（株式会社日本格付研究所）

発行総額 70億円 20億円 30億円

償還の期限 2024年7月18日 2035年7月6日 2031 年6 月30 日

調達した資金
の具体的な
使途

本グリーンボンドは2019年7月22日
に支出した短期借入金の期限前弁
済資金の一部に充当しました。なお、
当該短期借入金はグリーン適格資産
（※1）である「ルナール仙台
（BELS認証：5つ星）」及び「戸田
ロジスティクスセンター（BELS認証：
4つ星）」の取得資金の一部等への
充当を目的として実施された借入金の
返済資金の一部に充当することを企
図して調達したものです。

本グリーンボンドは2020年7月20日
に支出した短期借入金の期限前弁
済資金の一部に充当しました。なお、
当該短期借入金はグリーン適格資産
（※1）である「フェリチタ三条木屋町
（CASBEE評価認証：Sランク）」の
取得資金への充当を目的として実施
された借入金の返済資金の一部に充
当することを企図して調達したものです。

本グリーンボンドは2021年7月20日
に支出した短期借入金の期限前弁
済資金の一部に充当しました。なお、
当該短期借入金はグリーン適格資産
（※1）である「パシフィックスクエア名
古屋錦（CASBEE 評価認証：S ラ
ンク）」及び「ウエストパークタワー池袋
（DBJ Green Building 認証：3 
つ星）」の取得資金の一部等への充
当を目的として実施された借入金の返
済資金の一部に充当することを企図し
て調達したものです。

➢ 第3回グリーンボンド発行を経て

本グリーンボンドの発行については中央、地方の様々な投資家から想定を大きく上回る需要をいただき、ESG投資への関心

の高まりをうかがい知ることが出来ました。また本投資法人のESGの様々な取組を評価した上で投資表明を決断された投

資家も存在し、結果的に購入されたすべての投資家が投資表明を実施する運びとなりました。

これらを踏まえまして、今後もグリーンボンドの発行がESGへ配慮した資産運用のさらなる推進につながるとともに、ESGに関

心を持つ投資家層の拡大を通じて資産調達基盤の強化を図っていきたいと考えています。

➢ フレームワーク

本投資法人のグリーンファイナンスは、国際資本市場協会（ICMA）の定める「グリーンボンド原則2018年版」、ローンマー

ケット協会（LMA）、アジア太平洋ローンマーケット協会（APLMA）及びローンシンジケーション・トレーディング協会（

LSTA）が定める「グリーンローン原則2021年版」及び環境省の定める「グリーンボンドガイドライン2020年版」、「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」の要件に即したグリーンファイナンスを実施するため、グリーンフ

ァイナンス・フレームワークを策定し、当該フレームワークに基づいてグリーンファイナンスの実施、評価及び管理を行います。

➢ グリーンボンドの発行状況



◼ 調達資金の管理

グリーンボンド又はグリーンローンで調達した資金の総額がグリーン適格負債額を超過しないよう管理します。

2021年7月1日時点

※取得価額ベース

※グリーン適格負債の算出方法

グリーン適格資産×2021年2月末時点の総資産に対する有利子負債比率（LTV：43.5％）

20

本投資法人の
保有資産

グリーン適格資産 グリーン適格負債額 調達額総額

6,889億円
(113物件)

3,786億円 1,647億円 120億円

◼ グリーン適格資産のエネルギー使用実績

※上表の各数値はグリーン適格資産のうち、本投資法人がエネルギー管理権限者である物件のエネルギー使用実績の合計です。集計対象と

なる物件数は年度ごとに変動があります。

※CO2排出量は、環境省「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」に定められた方法に基づき換算しています。

※CO2排出量は、2019年度よりテナントによる排出量をスコープ3として算出しています。2018年度はスコープ1、スコープ2を対象に算定して

います。

※グリーン適格資産は取得価額ベースで算定しています。

単位 2018年度 2019年度 2020年度

エネルギー
使用実績

電力使用量 MWh 36,988 66,535 67,001 

地域冷暖房（DHC） GJ 28,030 158,690 132,084 

燃料使用量 MWh 493 7,745 9,204 

水使用実績 水使用量 千m3 120 153 129 

CO2排出量

直接排出量（スコープ1）

tCO2

105 571 753 

間接排出量（スコープ2） 19,738 10,593 15,813 

テナントによる排出量（スコープ3） - 28,550 22,602 

グリーン適格資産の状況

単位 2018年度末 2019年度末 2020年度末

グリーン適格資産物件数 件 25 40 49 

グリーン適格資産 億円 2,454 3,299 3,786 
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本資産運用会社は、環境省の「令和２年度TCFDに沿った気候リスク・機会のシナリオ分

析支援事業」に選出され、本投資法人に関するTCFDシナリオ分析を実施し、この結果を

公表しました。

また、シナリオ分析の結果について、REITやESG分野のご専門の方にお集まりいただき、ス

テークホルダーミーティングを開催、今後の気候変動対策を含むESG推進の方向性やある

べき姿についてご意見をいただきました。

特集

TCFDシナリオ分析



特集
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TCFDシナリオ分析の結果

本資産運用会社では、2020年９月に環境省による「令和２年度TCFDに沿った気候リスク・機会のシナリオ分

析支援事業」の対象企業に選定され、2020年10月から12月にかけて、デロイトトーマツコンサルティング合同会

社の支援のもと、シナリオ分析を実施しました。シナリオ分析の結果は、本年３月環境省から公表された「TCFD

を活用した経営戦略立案のススメ～気候関連リスク・機会を織り込むシナリオ分析実践ガイドver3.0～」に掲載

され、また本投資法人の38期（2021年2月期）決算説明資料にも掲載しました。

ここでは、シナリオ分析結果の一部を紹介いたします。



特集
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物理リスクはRCP2.6/RCP4.5/RCP6/RCP8.5を参照

移行リスクはIEA2DS/IEA Sustainable Development Scenario/IEA CPSを参照しています



特集
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(注）「被害による受取保険金増加と保険料上昇」には、洪水及び台風被害の補填額（被害額の100%）と保険料増額を加味しています。

■２℃シナリオにおける追加対応策：2050年ネットゼロにむけ、2030年削減レベル引上げやZEB導入の強化を想定

■2℃シナリオ：税金やコストが増加するが、認証取得物件の賃料上昇や省エネ改修効果により利益がプラスに転じる可能性あり

■４℃シナリオ：空調コストによる費用増加が大きいが光熱費削減で一部改善可能



TCFDシナリオ分析を受けて、ESG推進の方向性を語る

司会：本日は、OJRのTCFDシナリオ分析の公表

結果を中心に、OJRの気候変動対応や今後の

ESGへの取組全般、目標などについて、さらに、アフ

ターコロナを見据えた方向性などについて、それぞれ

のご専門分野から、忌憚ないご意見を頂戴できれ

ばと思います。

亀本：OJRとしては、コロナの状況下、ポートフォリ

オの質を更に良化させるための入れ替えと、将来を

見据えたESGの取組を推進したいと考えています。

本投資法人が2021年2月期（第38期）に開示したTCFDシナリオ分析結果を中心に、OJRの気候変動対

応や今後のESGへの取組全般について、ステークホルダーミーティングを開催、リートやESG分野のご専門の方か

らご意見を頂戴しました。

なお、コロナ下のためリモート形式にて、2021年８月５日に開催しました

※本座談会では本投資法人を「OJR」、本資産運用会社を「OAM」と記載しています。

※本座談会の司会はリスク・コンプライアンス部管掌役員の三岡が担当しました。

※本座談会文章中では敬称を省略しています。

丹羽 弘善様
デロイト トーマツ
コンサルティング
合同会社
CG&Eユニット/
パートナー

伊藤 雅人様
三井住友信託銀行
株式会社
不動産ソリューション部
環境不動産
担当部長

堀江 隆一様
CSRデザイン環境
投資顧問株式会社
代表取締役社長

大村 恒平様
大和証券株式会社
エクイティ調査部
（JREIT）次長、
シニアアナリスト

亀本 由高
オリックス・アセット
マネジメント株式会社
代表取締役社長

ステークホルダーミーティング

1983年住友信託銀行入行。

2005年東京都不動産鑑定

士協会十周年記念論文『不

動産に関する「環境付加価値」

の検討』にて、最優秀賞を受賞。

国土交通省サステナブル建築

物等先導事業評価委員、

CASBEE不動産評価検討小

委員会副委員長、国連環境

計画金融イニシアティブ不動産

ワーキンググループメンバー等の

委員会等に参画。

2007年4月に大和証券

SMBC（現・大和証券）に入

社。機関投資家向け営業など

に従事した後、2013年から投

資銀行部門でREITの引き受

け業務を担当。不動産証券化

協会認定マスター。日経ヴェリタ

ス「第33回人気アナリスト調

査」でREIT部門2位

気候変動、及び中央官庁業

務に従事。製造業向けコンサル

ティング、環境ベンチャー、商社

との排出権取引に関するジョイ

ントベンチャーの立ち上げ、取締

役を経て現職。政策提言、排

出量取引スキームの構築、気

候変動経営戦略業務に高度

な専門性を有す。気候変動及

び社会アジェンダの政策と経営

戦略を基軸とした解決を目指し

官民双方へのソリューションを提

示。

金融機関での勤務を経て、環

境不動産（グリーンビルディン

グ）に関する投資助言を主業

とするCSRデザイン環境投資顧

問株式会社を設立、不動産投

資・運用におけるESG推進の

助言業務や、環境不動産・サ

ステナブル金融に係る国内外の

制度・投資家動向についての

調査研究業務を行う。国連環

境計画・金融イニシアティブ

（UNEP FI）不動産ワーキン

ググループ顧問。

1982年にオリエント・リース

（現オリックス）入社。オリック

ス信託銀行（現オリックス銀

行）取締役執行役員、オリック

ス不動産 常務執行役員を務

め、2014年より現職。

27



28

います。あわせて、具体的な温暖化対策もすすめて

いきます。例えば、内部留保を活用したオフィス専有

部分のLED化もこの一例です。

丹羽：環境省支援事業で決算説明資料等にてシ

ナリオ分析を開示した会社は、私の知る限りなかった

です。OJRのシナリオ分析の体制は、非常に手厚く、

皆さん熱心で理解度が高く、多くの部署を巻き込み

分析範囲を絞ったことにより、短時間で整理し、かつ

本質的な議論ができました。

大村： OJRの開示に一番驚いたのは、多分我々ア

ナリストサイドです。OJRはESGでは進んでいる銘柄

という印象でしたが、業界で初めてこういった開示をさ

れたことは大きいと思います。また、複数のシナリオ開

示もポイントでした。単にPL上の影響だけでなく、今

後想定し得る超長期的なリスクに対して、経営幹部

が何をリスクと感じ、そして何を今後の課題として認

識し、どのようにヘッジするのか、超長期投資家と話

をする上で、レジリエンスの観点からリスク対応能力の

提示は重要です。複数提示することで、外部環境の

前提が変わればリスクの質や度合いが変わることも示

せます。また、対応のコストが示されると、アナリストと

しては短期的にPLがそれで下がるが、ターゲットプライ

スはどうなるのかなどの議論・検討の端緒にもなります。

逆に、リスクをリターンに転嫁する可能性もあるとする

と、その企業の考え方、パーパス、存在意義とか目的、

フィロソフィーなどをシナリオ分析から読み解いていくこ

とが必要になってくると思います。

伊藤：TCFDに限らずパリ協定以降、今後の取組

をエビデンスに基づき定量的な形で示していくことは

重要なテーマになっています。TCFDは、「見せたくな

いリスクを開示しなければならない」という捉え方が多

い中、OJRの事業インパクトの試算は、リスクという暗

い面だけでなく、明るい面も示している。税金やコスト

は増加するが、認証取得物件の賃料上昇とか省エ

ネ解消効果で利益がプラスに転じる可能性もあるな

ど。先導的な位置にいるのは、将来的にいいインパク

トをもたらすと思います。

伊藤：私は、不動産評価において環境配慮がバ

リューに反映されていないことに疑問を感じ東京都不

動産鑑定士協会で論文を発表、その後、環境配慮

の付加価値を見えるようにするには、環境性能の見

える化が重要と考え、CASBEE不動産の開発・普

及に携わってきました。

大村：私は、J-REITのエクイティアナリストの立場か
ら拝見しましたが、OJRのシナリオ分析は画期的であ
り、J-REIT業界に一石を投じた感があります。機関
投資家がどういう観点でESGを見ているか、共有でき
ればと考えています。

丹羽：私は、TCFDシナリオ分析のコンサルタントを
しています。環境省のシナリオ分析支援事業の一環
として、今回OJRのシナリオ分析のご支援をしました。
20年以上気候変動分野に携わってきましたが、2、
3年前には2℃さえ「本当か？ありえない」と企業の
皆様に言われていたところ、この１年の変化は非常
に大きく、気候変動リスクの機会を把握し、事業経
営に活かしていこうという流れに変わりつつあります。

堀江：私は、2010年に不動産分野のESG推進を
助言する会社を立ち上げ、不動産分野のESGベン
チマークGRESBの日本における普及をすすめてまい
りました。また、UNEPFIなどの場を通じて、国際的な
枠組みのルール作りに関与してそれを日本に紹介、
あるいは日本の状況を海外に紹介しています。

■大きな反響をよんだシナリオ分析の開示

亀本：さて、TCFDシナリオ分析ですが2019年に

TCFDへ賛同表明したあと、どのようにすすめていくか

検討していたところ、昨年秋、環境省の支援事業の

先としてJ-REITで初めて選定いただき、一気に進め

ることができました。シナリオ分析の結果は2021年2

月期決算発表で開示しましたが、開示する限りは、

今後も分析の精度向上や、戦略への反映を含めて

実効性のある取組ができるのか、投資家さまからの

厳しいモニタリングに耐えられるのか、など社内でもか

なり議論をしました。最終的に、このシナリオ分析を

基に投資家さまとより深く議論させていただくことが大

切だと考え、開示に踏み切りましたが、皆さまから想

像以上の反響をいただき、第一段階での目的は達

成できたと考えています。今後もシナリオ分析をより有

意義なものとするため、例えば、データの第三者検証

の取得や、気候変動リスクを分析するCRREMや

MSCI CVaRの活用などもすすめていきたいと考えて
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亀本：シナリオ分析さらに深化させるのに、OJRが押

さえるべきポイントは何でしょうか。

丹羽：先般、G7でTCFDをグローバル化する話が

出ていました。さらにTCFDのガイダンスの若干追補

で、トランジションの議論が出ています。TCFDのシナ

リオ分析をやるだけではなくて、例えば、移行計画に

おいてであれば2030年などの途中経過において、そ

の目標設定がトランジションのパスの中である程度妥

当か、検証すべしという項目が入ってきていて、実効

性が問われつつあります。また、BSに視点を移すこと

も重要と感じます。

堀江：TCFDはシナリオ分析にフォーカスが当たりが

ちですが、ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目

標などの項目がある中、目標設定のレベル感が、非

常に重要になっていくと思います。2050年カーボン

ニュートラルにするなら、2030年はどうするべきか。

2030年について単にバックキャスティングだけだと、絵

に描いた餅になってしまう可能性がありますので、既

存の物件の省エネ改修でどれだけ減らせるかというこ

との積み上げと、不足分は、再エネをどのように導入

していくか、この戦略を立てて開示していくことが重要

です。特にJ-REITに関しては、シナリオ分析の内容

は各社で大きくは違わないため、どの程度高い目標

亀本：将来予測は状況で変わるので、見直してい

こうと考えていますが、「以前言ったことと違う」と捉え

られるのか、ブラッシュアップすることはいいと捉えられる

のか、方向性はいかがでしょうか。

大村：変えていいと思います。変えた理由が大事で、

最初に出した前提をこだわり過ぎるのではなくて、常

に変化、アップデートしているのだと、その理由を付す

形で示してもらえれば、われわれもキャッチアップすると

いうことです。

堀江：J-REITのシナリオ分析に先鞭を付けたことは、

非常に素晴らしいです。２℃４℃の状況を示す「世

界観」は一般的ではなかったですが、今や他REITと

話をしてもこの言葉が普通に使われるようになり、

OJRのシナリオ分析が業界に影響を与えた証左です。

定量化の手法のうち移行リスクについては、CRREM

があります。（図1参照）これは物件やポートフォリオ

の排出原単位を、日本のオフィスといったセクター毎の

脱炭素化の目標経路と比較し、求められる経路を

上回ったらカーボンプライスを払う必要があるので、そ

れを定量化する。あるいは、目標経路に留めるには、

どの程度CO2を下げる改修を行う必要があるかなど

を分析するツールです。GPIFが関与していることから、

日本でもこのツールは、スタンダードとしてJ-REIT業

界などで広まっていく可能性があります。既にOJRは

取組を始めたので、次の段階で、定量化の試算の

結果を開示に含めていくと良いと思います。

また物理リスクについても定量化の手法がいろいろ出

ているので、取り組んでみると良いです。

＜図1＞
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及ぼす段階から、気候変動が企業価値に影響を与

えるという段階に移行しました。さらに、炭素税などは、

財務会計に反映されるようになります。投資家目線

では、財務に反映されている情報が一番大事で、次

に財務ではないが企業価値に影響を及ぼすところを

重視しますが、ESG課題は、企業が環境、社会に

影響を及ぼす段階から、企業価値、財務会計に影

響を与える段階に徐々に移行するという考え方です。

丹羽：EUではNFRD（非財務情報開示指令）

が、2022年に改定され、CSRD（持続可能性報

告指令）となります。気候変動に加えて人権やタク

ソノミーといったグリーンの定義も開示する必要があり

ます。OJRが保有するアセットの中で何がグリーンか、

定義を確認し、その比率を上げていく必要があります。

また、目標設定についても、世の中は1.5℃に向かっ

ているので、SBT（Science Based Targets）な

どの検討もあろうかと思います。

大村：機関投資家の観点だと、ネットゼロ・アセット

オーナー・アライアンスに所属する投資家が、投資判

断を下す際のESGの社内スコアリングは、意外と洗

練されています。その時に他の日本企業が出してい

ない数字も判断に含まれているため、これらを開示し

ていけば、同じ土俵に乗れることになります。つまり、

汗をかいた効果はあると考えます。

を持って脱炭素に向かうのか、本当に達成できる説

得力があるのかが差別化の要素になると思っていま

す。

■多様化する情報開示

司会：ESGの情報開示の趨勢について教えてください。

堀江：EUを中心に、IFRSなどいろいろな動きが起

きていますが、1つは義務化の流れです。イギリスでは

来年から上場企業のTCFD開示義務化が決まり、

日本でもコーポレートガバナンスコードの中で、事実

上、義務化に近い対応となります。また、もう少し広

いESG事項の義務化の法定開示の議論もなされて

います。情報開示の対応において、シングルマテリアリ

ティとダブルマテリアリティという２つの考え方があります。

シングルマテリアリティとは環境や社会が企業や企業

価値に与える影響を重視して開示する考え方で

TCFDはこの方向であり「気候変動が企業に与える

インパクト」を重視します。一方、ダブルマテリアリティ

はこれに加え、反対に、企業活動が環境や社会に

与える影響も重視し、EUはこの考え方に基づき開

示を求めます。IFRSは、シングルマテリアリティの考え

方を取っているので、基本的には企業価値に与える

影響を見ています。これらをうまく整理したのがCDP、

IIRC（国際統合報告評議会）、SASBなど５団

体が提起したダイナミックマテリアリティという考え方で、

サステナビリティ要素は次第に財務会計の領域に反

映されていくというものです（図２参照）。例えば、

気候変動では、外枠の企業が環境・社会に影響を

＜図2＞
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伊藤：すべてのビルで、オンサイトエネルギーだけで実

現していくのは現実的でなく、できる限りのことをやるこ

とだと思いますが、グリーンエネルギーとの併用は必要

となってきます。特に再生可能エネルギーは、近い将

来取り合いになると言われています。オリックスグルー

プは、再生可能エネルギーで大きな取組があるので

活用すべきです。さらに個々のビルの環境性能効率

も大切です。改修、より環境性能効率が高い不動

産への入れ替えも進めるべきです。環境認証につい

ても、国土交通省の調査の中で、キャップレートの低

下が実際に統計的な調査の中でも明らかになってき

たというような結果も示されていますし、日本サステナ

ブル建築協会の委員会でも、CASBEEの点数が高

いほど賃料が高いというレポートがエビデンスとして出

てきています。

亀本：ESG対応費用と分配金の問題はどのように

考えるべきでしょうか？

大村：投資家との話で、ESG対応で分配金が減っ

たという議論は、意外と出ていません。今はまだ金額

がそれほど大きくないからかもしれませんが、説明会資

料等で明確に予算組みしていることは理解されてい

ると思います。またESGの中で、環境は定量化され

やすい部分ですが、ミスリードしないように定量情報を

出していくことも重要です。根底にあるベースの部分

の考え方は示す必要があります。今はコストがかかる

が長期的に見たときにリスクを低減させ、長期的なリ

スクをリターンに転換できる可能性があるというのが、

投資家には訴求しやすいです。

亀本：コロナ禍を経て、Sの重要性が高まっています

が、今後OJRではどのような対応が必要になると思い

ますか？

丹羽：マルチステークホルダーの高まりは大きなテー

マです。特にサプライチェーンが長い業態の企業は気

候変動問題への対応と同じような状況に直面してい

一方で国内は、海外に比べると少し遅行しています

が、ファンドマネジャーの方々が、課題意識を持ってい

るのも事実です。長い取組にはなりますが、開示する、

これを継続することは、資本市場との対話のツールと

して重要な要素だと思います。

伊藤：RICS（英国王立チャータード・サベイヤーズ

協会）という世界的な資産評価の専門団体が出す

レッドブックといわれる鑑定評価基準の中では、ESG

開示が評価にポジティブに働くとはっきり書かれていま

す。日本の不動産鑑定評価基準では、まだそこまで

ではないですが、今年の5月に国土交通省が日本

不動産鑑定士協会連合会に委託して行った調査、

「不動産鑑定評価におけるESG配慮にかかる評価

に関する検討業務報告書」の中では、不動産の鑑

定評価は、マーケットに先行してESGのバリューを打

ち出せないが、マーケットの兆候をなるべく早く察知し

評価に反映するための整理の方向性が示されていま

す。日本でも鑑定評価、あるいは不動産マーケット

でのバリューの見立ての際に、価格形成要因にきち

んとESGを入れ込む方向に向かっていると思います。

堀江：ESG情報開示とサステナブルファイナンスの視

点でいうと、情報開示が進んでいる方が、資金調達

の面で有利になるようです。一般的になってきたグ

リーンボンド以外にもサステナビリティリンクローンのよう

な手法で、目標達成できたら金利が下がるという手

法が広がりつつあります。日本でも例えば、CO2排

出削減何％とか、ZEBを何棟設けるなどの、目標が

出ています。海外だとGRESBのスコア、その星の数、

これをサステナビリティのパフォーマンスターゲットにして

います。開示や評価、活動実績と連動して金利が

変わるような取組も広がると想定されます。また、Eだ

けではなく、Sも大事という空気も高まると思いますの

で、ESG全体を見て開示、指標設定、これらと絡め

た資金調達は話題になるはずです。

■進む脱炭素と不動産業界、REITの姿

亀本：2050年カーボンニュートラルにむけて、急速

に対応が進む中、不動産分野にもZEBの普及など

更に高次の対応が求められているところですが、

REITとしてどのような方向性ですすめていけばいいで

しょうか。
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ます。人権、ジェンダーもありますが、やはりサプライ

チェーンでCO2を管理する話がとても取り沙汰されて

います。サプライチェーンが長い企業は、誰に向けて

情報発信し、企業価値を誰にアピールするか悩まし

い問題になっています。

堀江：まず、今後のESG投資やESG不動産として

は、リスク・リターンの２軸に加え、社会的インパクトと

いう３軸目も意識していくことが大切です（図3参

照）。Ｓの関連では、「サプライチェーンを含めた人

権」、そしてコロナにより「健康・安全・快適性」もます

ます重要なテーマとなってきました。アメリカの健康快

適性認証WELLでも「健康安全性格付」を簡易な

別バージョンで、海外REITでは認証取得する動きも

始まりました。UNEP FIの調査では、テナントからの

健康と快適性の要望が、オフィスやレジのセクターで

高まったという結果がでています。また、グリーンビル認

証と賃料の関係の話がでましたが、健康快適性認

証についても海外の調査では、4％～7％程度、高

いという結果が出ています。日本でもCASBEEウェル

ネスオフィスで同様の分析結果が出ました。また、地

域社会経済への寄与、「地域活性化」も大きなテー

マですし、地震や水害対応を含む、災害対応の「レ

ジリエンス」も大事です。そして最後に、日本的テーマ

ですが「超少子高齢化」への対応も、コロナ後におい

ても重要なテーマになると思います。

■次のステップに向けOJRが取り組むべきこと

司会：最後に、OJRが取り組むべき一番大事な課題

を教えてください。

堀江：まずは、脱炭素について長期の削減目標をた

て、具体的な省エネ改修の積み上げや再エネ導入な

どの裏付けを持ってすすめていくことだと思います。

伊藤：OJRは、長期保有物件も多いようですが、これ

らを大事にしていると感じます。つまり、ハード面、ソフト

面の改善をきちんと積み重ね、バリューの補修・向上を

図っています。今後もそのような形で内部成長を続ける

というのも非常に重要なことと思います。

丹羽：今後も是非、脱炭素視点を重視し、J-REIT業界

でトップランナーであり続けていただきたいと思います。

大村：今回OJRが決算説明会資料でリスク分析につ

き先陣を切って出したことで、発信力の高さを感じまし

た。また、PLの短期的な利益影響ではなく、ESGを対

応しているからこそ、これだけのNAV、投資主価値とし

て、バランスシート上の価値がある、という視点での分

析・情報開示もすすめていただければと期待しています。

亀本：皆様から、心強いご意見を賜り、今後サステナ

ビリティ経営をすすめていくにあたり、また次の一年、

ESGをどのように優先順位付けして進めていくか考える

上でも、非常に参考になりました。本日は貴重なご意

見を賜り、ありがとうございました
<図3>



私たちの事業活動は、エネルギーや資源の利用、廃棄物の排出などにより、環境へ様々

な影響を及ぼしています。

本投資法人及び本資産運用会社は、リスク及び持続可能性の観点からこれらを把握・

評価し、環境法令の遵守と予防的アプローチにより環境負荷の低減に努めています。

特に気候変動については、気候変動が世界共通の重要な課題であり、中長期のリスクで

あることを認識し、脱炭素社会にむけて、温室効果ガスの排出削減等による緩和と、影

響を軽減化し機会とするための適応に取り組んでいます。

またパリ協定とパリ協定に基づく日本の削減目標を認識し、2050年にカーボンニュートラ

ルをめざすことを長期的目標として活動を進めます。

気候変動リスクについては、物理的リスクとして、大規模な台風、集中豪雨、洪水等の発

生による急性的に運用資産が被害を被るリスクや、長期的な気温上昇、海面上昇、異

常気象による運用資産への影響、労働力低下、健康被害の発生、これらによるコスト増

加等を認識しています。また、移行リスクについても、コスト増加や事業制限などが考えら

れるため、これらにつき影響の把握・分析を進め、対策の検討を行います。

また、上記のリスクについて、事業への影響の把握・想定、対策の検討等を行い、その進

捗をサステナビリティ委員会の審議を経て取締役会に報告しています。

環境
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本投資法人は、オフィスビルを中心に商業施設、住宅、物流施設、ホテル等様々な用途の不動産投資を行い、

それらを賃貸して運用しています。気候変動の緩和対策にあたっては、エネルギー起源のCO２排出が中心である

ことから、保有物件のエネルギー効率向上、省エネルギー推進、そして再生可能エネルギーの利用などを中心に

進めています。

■エネルギーとCO２排出量の状況

・CO２排出量に関する目標：2030年にCO２排出量原単位＊を2018年比35％削減

・エネルギーに関する目標：エネルギー消費原単位＊を年平均(過去5年) 1％以上削減

※エネルギー使用量は省エネ法に基づき、本投資法人がエネルギー管理権限を有する部分を対象に算定しています。

※温室効果ガス排出量の電力排出係数は、地球温暖化対策推進法に基づく、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における

温室効果ガス排出量算定に用いる各年度の電気事業者毎の基礎排出係数を使用しています。

※温室効果ガス排出量は、2019年度よりテナントによる排出量をスコープ3として算定しています。

・2018年度はスコープ１、スコープ２を対象に算出しています。

※温室効果ガス排出原単位は、本投資法人に管理権限がある部分を対象に算定しています。

気候変動対策の推進（温室効果ガス排出量削減等）

＊本投資法人が管理権限を有する部分の各原単位

エネルギー使用量

項目 単位 2018年度 2019年度 2020年度

電力消費量 MWｈ 90,615 89,522 85,948

燃料使用量 MWｈ 7,416 7,745 9,946

地域冷暖房使用量 GJ 167,857 158,690 132,083

（換算） MWｈ 46,627 44,081 36,690

エネルギー使用量
合計

MWｈ 144,658 141,348 132,584

(原油換算） kl 28,144 27,672 26,253

エネルギー消費
原単位

kl/㎡ 0.04235 0.04126 0.03898

原単位算定面積（㎡） 664,526 670,725 673,532

温室効果ガス排出量（t-CO2)

項目 2018年度 2019年度 2020年度

直接排出量（スコープ１） 1,348 657 784

間接排出量（スコープ２） 53,594 13,504 17,644

テナントによる排出量（スコープ３） 62,985 60,508

うち本投資法人に管理権原がある部分 36,999 29,457

うちテナントに管理権原がある部分 25,986 31,051

総排出量 77,146 78,936

うち本投資法人に管理権原がある部分 54,942 51,160 47,885

温室効果ガス排出原単位
（t-CO2/㎡)

0.08268 0.07628 0.07110

原単位算定面積（㎡） 664,526 670,725 673,532
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➢ 再生可能エネルギー発電量

岩槻ロジスティックスセンターでは、太陽光パネルを通じた再生可能エネルギーの発電を2020年3月に開始しました。

➢ クロスガーデン川崎 再生可能エネルギー発電（太陽光・風力）

クロスガーデン川崎では、太陽光パネルを通じた再生可能エネルギーの発電を実施しています。（下段写真左）

また、同物件では、敷地内の風力発電設備でも再生可能エネルギーの発電を実施しています。（下段写真中、右）
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クロスガーデン川崎
（太陽光パネル）

岩槻ロジスティックスセンター
（太陽光パネル）

オリックス不動産投資法人のポートフォリオ全体に対する再生可能エネルギーの発電量は以下のとおりです。

➢ 岩槻ロジスティックスセンター 太陽光発電

項目 2018年度 2019年度 2020年度

再生可能エネルギー発電量(kWh) 5,860 5,852 188,986

■再生可能エネルギーの利用

2020年2月末日にて太陽光パネル693枚を設置。本

パネルはCO2削減による気候変動対策推進を一層推

進する目的で設置しました。

2020年度は182,819kWhの発電量となり、本物件

の年間実績需要発電量1,233,346kWh（2020年

度）に対し15％の発電量となります。

太陽光発電用遠隔監視システムを利用し発電状況を

遠隔にて日常的にモニタリングしています。常にリアルタイ

ムで実績管理を行うことで、効率的な発電管理を実施

していきます。
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■エネルギー・ CO２ 削減に向けた取組事例

➢ 使用電力量とCO２ 排出量を削減した事例

インターヴィレッジ大曲では、使用電力量の比較や分析～目標管理が行えるプログラムにより、テナントと協働で使用電力量

とCO２ 排出量削減に取り組んでいます。

●ラウンドクロス川崎

空調機改修、照明器具LED化によるCO２ 削減が、
CASBEE Sランク認証取得要因の一部となりました。

●ルナール仙台

空調機改修、照明器具LED化によるCO２ 削減が、
BELS 5スター取得要因の一部となりました。

➢ 設備更新によりCO２ を削減した事例

電力監視装置

➢ 実質再生可能エネルギー由来電力の導入事例

オリックス不動産西新宿ビルでは、電力会社を変更し、当該物件において使用する電力の全量を、CO2排出係数がゼロと

なる再生可能エネルギー由来の電力への切り替えを実施しました。CO2排出量削減に加え、ESGへの関心が高いテナント

への訴求も視野に入れた取組となります。なお、変更後の電力会社は本資産運用会社の親会社であるオリックス株式会社

で、オリックスは太陽光のみならず風力や地熱などを活用した発電所の開発・運営を推進、また小売電気事業者として環境

対応型電力も供給しています。
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➢ グリーンリース

新規賃貸借契約締結時に、多くの物件で、エネルギー使用量や廃棄物の削減、グリーンビル認証取得時の協働といった、

環境に配慮した条項を含んだ契約を締結しています。

また、改修を伴うグリーンリースも下記事例などで行っています。

➢ LED照明

LED導入により、省電力化を実現でき、その結果CO２ 削減が可能になっています。またテナント満足度向上、ビルスペック

向上、コスト削減等も可能となり、テナントのLED化ニーズに合致、賃料増額に繋がるケースもあります。

また、第40期（2022年2月期）以降は、分配金に配慮し、LED導入費用に内部留保活用を検討しており、オフィスにお

ける共用部・専有部ともLED設置率100％を目指しています。

＜導入例＞

シーフォートスクエア/センタービルディング MG白金台ビル クロスレジデンス大阪新町

盛岡南ショッピングセンターサンサでは、本投資法人が実施する省エネ改修投資（照明LED化工事）による利益（電気

代削減分）をテナントとともに享受する、グリーンリースを導入しています。

➢ BEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム）

ITを利用してビルの照明や空調などを制御し、最適なエネルギー管理を行うBEMSを一部の保有物件で導入しています。

BEMSの導入はCO２ 排出量削減に役立ち、温暖化に対応できる有効な手段の一つです。

クロスゲート シーフォートスクエア/センタービルディング アークヒルズ サウスタワー 浜松アクトタワー
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■グリーンビルディング認証の取得推進

➢ DBJ Green Building認証

（注1）床面積カバー率は、登記上の延床面積に基づき算出しています。ただし、底地は除きます。複合物件において特定の用途のみ

認証を取得している場合においても、当該物件の全体の延床面積でカバー率は計算しています。

（注2）2019年度、2020年度のビル認証取得割合においては、上記認証を重複して取得している物件の床面積を調整して算出してい

ます。

DBJ Green Building認証制度は、ビルの環境性能に加えて、防災、防犯及び不動産を取り巻く様々なステークホルダー

からの社会的要請に配慮した不動産”Green Building”の普及促進を目的に日本政策投資銀行が独自開発したスコア

リングモデルにより評点化を行い、その上で時代の要請に応える優れた不動産を選定するとされています。

アールスタイルズ武蔵小杉 浜松アクトタワー

セントラルクリブ六本木 クロスレジデンス大阪新町

➢ グリーンビルディング認証取得状況一覧

項目 （単位） 2018年度 2019年度 2020年度

DBJ 物件数 2 8 14

床面積カバー率 4% 20% 26%

CASBEE 物件数 16 24 36

床面積カバー率 36% 42% 53%

DBJ・CASBEE取得合計 物件数 18 32 46

床面積カバー率 40% 50% 64%

BELS 物件数 10 10 26

床面積カバー率 20% 20% 36%

グリーンビル認証取得割合 床面積カバー率 60% 71% 76%

・客観性・パフォーマンスの可視化を図るため、本投資法人では積極的にグリーンビルディング認証の取得を推進

しています。以下のとおり、認証の床面積カバー率を向上させてきました。

・グリーンビルディング認証（DBJ・CASBEE・BELS）の取得割合を2030年までに床面積ベースで70％以上と

します。

評価 物件名

★★★★★ 【住 宅】 芝浦アイランド エアタワー

★★★★
【オ フ ィ ス 】 アークヒルズ サウスタワー

【住 宅】 アールスタイルズ武蔵小杉

★★★

【オ フ ィ ス 】 名古屋伊藤忠ビル

【オ フ ィ ス 】 浜松アクトタワー（オフィス/商業施設分）

【住 宅】 セントラルクリブ六本木

【住 宅】 クロスレジデンス蒲田

【住 宅】 ウエストパークタワー池袋

【住 宅】 クロスレジデンス大阪新町

【住 宅】 ベルファース尼崎

★★

【オ フ ィ ス 】 ORE大宮ビル

【住 宅】 ベルファース本郷弓町

【住 宅】 クロスレジデンス東十条

★ 【オ フ ィ ス 】 青山サンクレストビル

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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➢ CASBEE不動産評価認証

CASBEE（建築環境総合性能評価システム）とは、国土交通省の主導のもと、日本で開発・普及が進められている建物

の総合的な環境性能を評価するシステムです。評価項目は、「エネルギー/温暖化ガス」、「水」、「資源利用、安全」、

「生物多様性/敷地」及び「屋内環境」の5分類、21項目で構成されています。

評価は5段階（Cランク★～Sランク★★★★★）で表示されます。

シーフォートスクエア/
センタービルディング

浜松アクトタワー

青山サンクレストビル フェリチタ三条木屋町

仙台南町通ビルオリックス品川ビル

評価 物件名

★★★★★

【オ フ ィ ス 】 青山サンクレストビル

【オ フ ィ ス 】 シーフォートスクエア/センタービルディング

【オ フ ィ ス 】 オリックス赤坂2丁目ビル

【オ フ ィ ス 】 オリックス池袋ビル

【オ フ ィ ス 】 ラウンドクロス川崎

【オ フ ィ ス 】 浜松アクトタワー（オフィス/商業施設部分）

【オ フ ィ ス 】 パシフィックスクエア名古屋錦

【商業施設】 日本地所南青山ビル

【商業施設】 JouLe SHIBUYA

【商業施設】 aune 港北

【商業施設】 aune 幕張

【商業施設】 クロスガーデン川崎

【商業施設】 インターヴィレッジ大曲

【商業施設】 フェリチタ三条木屋町（商業施設部分）

【物流施設】 小牧ロジスティクスセンター

【ホテル等】 クロスゲート（商業施設部分）

★★★★

【オ フ ィ ス 】 芝2丁目大広ビル

【オ フ ィ ス 】 オリックス品川ビル

【オ フ ィ ス 】 MG白金台ビル

【オ フ ィ ス 】 オリックス目黒ビル

【オ フ ィ ス 】 ORE大宮ビル

【オ フ ィ ス 】 名古屋伊藤忠ビル

【オ フ ィ ス 】 ORIX高麗橋ビル

【オ フ ィ ス 】 ORE札幌ビル

【オ フ ィ ス 】 オリックス神戸三宮ビル

【オ フ ィ ス 】 堂島プラザビル

【オ フ ィ ス 】 プライムスクエア広瀬通

【オ フ ィ ス 】 札幌ブリックキューブ

【商業施設】 CUBE代官山

【商業施設】 aune池袋

【商業施設】 盛岡南ショッピングセンターサンサ

【商業施設】 aune天神

【商業施設】 仙台南町通ビル

【物流施設】 戸田ロジスティクスセンター

【物流施設】 市川ロジスティクスセンター

【物流施設】 岩槻ロジスティクスセンター

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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➢ BELS評価

BELS（建築物省エネルギー性能表示制度：Building-Housing Energy-efficiency Labeling System）は、

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」における省エネ性能の表示の努力義務に対応した、住宅・建築物を

格付けする第三者認証制度です。国が定める建築物エネルギー消費性能基準に基づく一次エネルギー消費量から算出

されるBEI（Building Energy Index）の値によって評価されます。

本制度に基づく評価・表示は、評価協会会員である登録住宅性能評価機関、指定認定検査機関あるいは登録建築物

調査機関のうち、BELS業務を実施する機関としての届出を行った機関が実施することとされています。

評価は5段階の省エネルギー性能ラべリング（★～★★★★★）で表示されます。

ホテル ユニバーサル ポートORE錦二丁目ビル芝2丁目大広ビル

ルナール仙台 戸田ロジスティクスセンター 岩槻ロジスティクスセンター
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評価 物件名

★★★★★
【オ フ ィ ス 】 ルナール仙台

【商業施設】 クロスガーデン川崎

★★★★

【商業施設】 インターヴィレッジ大曲

【物流施設】 戸田ロジスティクスセンター

【物流施設】 岩槻ロジスティクスセンター

【物流施設】 堺ロジスティクスセンター北棟

【物流施設】 小牧ロジスティクスセンター

★★★

【オ フ ィ ス 】 芝2丁目大広ビル

【オ フ ィ ス 】 オリックス不動産西新宿ビル

【オ フ ィ ス 】 オリックス名古屋錦ビル

【オ フ ィ ス 】 ORE錦二丁目ビル

★★

【オ フ ィ ス 】 オリックス品川ビル

【オ フ ィ ス 】 オリックス池袋ビル

【オ フ ィ ス 】 ORE大宮ビル

【オ フ ィ ス 】 名古屋伊藤忠ビル

【オ フ ィ ス 】 ORIX高麗橋ビル

【オ フ ィ ス 】 堂島プラザビル

【商業施設】 JouLe SHIBUYA

【商業施設】 aune港北

【商業施設】 aune幕張

【商業施設】 aune天神

★★
【住 宅】 ベルファース尼崎

【ホテル等】 ホテル ユニバーサル ポート

★

【オ フ ィ ス 】 青山サンクレストビル

【オ フ ィ ス 】 MG白金台ビル

【商業施設】 aune池袋

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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本投資法人では、廃棄物、有害物質、排水等の適正管理による汚染防止とリサイクル等の推進による資源の

有用利用、水資源の効率的な利用を推進しています。

本投資法人の廃棄物データは以下のとおりです。

※廃棄物重量には、産業廃棄物総重量、一般廃棄物総重量が含まれます。

※2018年度のデータについては、2019年3月末日現在に建物を保有していた施設のうち、データ提出を受けた上記対象物件の

2018年4月から2019年3月の廃棄物重量を、以降の年度のデータについては前年度から1年経過毎の廃棄物重量を集計した

ものです。

※2019年度は、コロナ禍の影響でデータ提出対応が難しい大規模施設があったため、排出量が減少しています。

資源・廃棄物管理

⚫本投資法人が管理すべき廃棄物及び把握可能な廃棄物の重量を把握し、2030年の埋立処分率を

1％以内とします。

⚫自治体の定める条例・要綱等の指標に則した計画（「再利用計画書等」）を適切に作成し、実施できるようプ

ロパティ・マネジメント会社（PM）・ビル・マネジメント会社（BM）等を指導・管理します。

●札幌ブリックキューブでは、井戸水をトイレ洗浄水や空調用冷温水に使用し節水を行っています。

保有物件の水使用量を把握し、効率利用を進め、使用量を前年比で増加させないことを目指します。

■廃棄物管理

■水資源保護

本投資法人の水使用量の実績値は以下のとおりです。

※管理権原のある物件のうち共用部の上水道使用量を記載しています。

項目 （単位） 2018年度 2019年度 2020年度

廃棄物重量 ｔ 8,759 5,930 7,827

算定対象施設数 件数 60 69 79

埋立処分率 ％ 1.57 1.47 1.44 

項目 （単位） 2018年度 2019年度 2020年度

水使用量 (千m3) 224 220 178
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生物多様性及び生態系への影響に配慮し、環境保護に努めます。

➢ 地域の自然・生態系の共生

ホテル日航姫路では、生物多様性に対する配慮が求められる中、地域本来の生態系を乱さないように在来種による

植栽改修を推進しています。

生態系・生物多様性

改修前 改修後

生物多様性とは様々な生き物の豊かな個性とそのつながりのことを意味しています。この生物多様性は人々に様々な

自然の恩恵を与えていますが、現在地球規模で失われつつあります。生物多様性の維持に取り組むことは自然の恩恵

をサステナブルにすることにつながり、自然調和型社会の形成が重要テーマであることを本投資法人は認識しています。

所有物件敷地内への在来種を意識した植栽や、周辺環境との調和を図る等の対応を実施したいと考えています。
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●シーフォートスクエアでは、施設内設備で再生処理した再生水をトイレ洗浄水に使用し節水を行っています。

●那覇新都心センタービルでは、那覇市再生水をトイレ洗浄水や散水（植栽）に使用し節水を行っています。

（沖縄県は地形上、水が溜まりにくい形状で自治体も積極的に節水を促しています。）



私たちの事業は、多くの方々との連携・協力の上に成り立っています。

まず、各施設・物件をご利用いただくお客様（テナント・ご利用者様）。多くのお客さまに

安全・安心・快適にご利用いただくためには、プロパティ・マネジメント会社（PM）及びビ

ル・マネジメント会社（BM）の方々との連携・協働が不可欠です。また、お客さまに加え

て周辺地域の皆様にご理解・信頼いただけることも重要です。さらに私たちの施設がその

地域において、社会的な役割を担えるような存在であることも重要と感じています。これら

は、私たちの考え・行動だけでかなうものではなく、お客さまや地域社会、PM・BMなど様

々な方々からのご意見に耳を傾け、対話を通じて実現し、地域社会の一員としての信頼

性をより一層高めていければと考えます。

私たちの社員もまた重要なステークホルダーです。多様な人材が活躍する、働きやすい職

場環境をこころがけ、また様々な能力開発を通じて専門性の維持向上を図ることで、社

員の働きがい、満足度が向上することも大切だと考えます。これは、サービスとパフォーマン

スの向上につながり、お客さま等の満足度にも貢献するものです。

私たちはまた、企業として果たすべき様々な社会的責任を有すること、その一つとして人

権への配慮が必須であることを認識しています。

社会
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本投資法人及び本資産運用会社は、お客さまにご満足いただける事業運営を実現するために、お客さまの健康

・安全・快適性向上に資する様々な取組を実施しています。

■保有物件の改修による対応

➢ 外装・共用部改修工事

ラウンドクロス芝大門では、駐車スペースを移転し、エントランス空間を広げ、テナントの満足度及び利便性の向上を目的とし

た工事を行いました。

お客さま（テナント・利用者）の健康・安全・快適性向上

改修前 改修後

➢ 耐震改修工事

名古屋伊藤忠ビルでは、既存外壁の上にガラスカーテンウォールでカバーリングし、先進的なイメージに変更しました。旧耐震

基準によって設計・施工された建物であったため、「耐震改修促進法」に基づく認定取得後、耐震改修工事を行いました。

改修前 改修後
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●住宅物件共用ワークスペース設置
在宅勤務の広がりを受け、住宅物件共用部にワークス
ペースを確保。入居者の満足度（安心・安全）向上並
びに物件競争力向上を目指す。

●エレベーターボタン非接触化改修工事
館内利用者の衛生環境改善を目的にエレベーターボタン
非接触化工事を施工。フェリチタ三条木屋町、ヴィアイン
心斎橋ビル、青山246ビルにて実施。

●サイクルポート設置
MG市ヶ谷ビルでは、テナント、地域の皆様の健康と快適
性に貢献。またこれによるCO2排出量削減等を通じて気
候変動問題への対応にも取組。

45

➢ テナントの利便性向上への貢献

➢ 健康と快適性への貢献

➢ テナントや地域の方々の安心・安全の向上への貢献

aune港北では、テナント入替に際し、集客力の高い飲食
テナントを誘致し、利用者の利便性向上のため、共用部
レストスペースも設置。

●喫煙室をミーティングブースに変更
ORE札幌ビルでは、テナントのweb会議ニーズ増加に伴
い、共有スペース内の喫煙ブースを会議室に変更。テナン
トの健康と快適性に貢献。
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■CASBEEウェルネスオフィス認証の取得

本投資法人は、保有するオフィスビル「ラウンドクロス六本木」についてCASBEEウェルネスオフィス認証を取得しまし

た。CASBEEウェルネスオフィス認証とは、建物利用者の健康性、快適性の維持・増進を支援する建物の仕様、性

能、取組を評価するものです。評価の対象には、建物内で執務するワーカーの健康性、快適性に直接的に影響を

与える要素だけでなく、知的生産性の向上に資する要因や、安全・安心に関する性能についても含まれます。評価

は5段階（Sランク★★★★★～Cランク★）で表示されます。

➢ テナントとの取組による認証取得

評価の対象範囲は、共用部全体とオリックス株式会社入居区画の合同評価です。本物件にテナントとして入居するオリック

ス株式会社（本資産運用会社の親会社）が、サービスオフィス「クロスオフィス六本木」を運営しており、建物所有者である

本投資法人とテナントが一体となって建物利用者の健康性、快適性の維持・増進等に取り組んだ結果としての認証取得で

す。J-REITの保有物件としては6件目、「テナントビル資産区分+特定のテナント資産区分」での取得はJ-REIT初となりま

す。

クロスオフィス六本木のコワーキングスペース

認証機関 ：一般財団法人建築環境・省エネルギー機構

物件名称 用途 所在地 評価 評価取得日

ラウンドクロス六本木 オフィス 東京都港区
B+ランク
★★★

2020年10月15日

➢ 社会的インパクトの創出

「クロスオフィス六本木」ではフレキシブルなオフィス空間を提供。24時間365日使用可能、敢えて動線が交錯するコワーキン

グスペースの提供といった取組によりベンチャー企業やスモールビジネス向けへの機会創出に貢献。

・知的生産性を高めるアクティビティベース型ワークプレイス（ABW）を採用し、多様な設えで業務内容や気分に合わせて

最適な場所の選択が可能。

・リモートワーク導入企業のサテライトオフィスとして利用可能であり、働き方の多様化にも対応。

ラウンドクロス六本木外観
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◼お客さま満足度調査実施

お客さまの満足度向上を目指した運営管理を行うべく、本投資法人は毎年1回満足度調査を実施しています。

調査については、公平を期すため、第三者機関に依頼しました。調査内容としては、建物・設備等のハード面と清掃

・プロパティ・マネジメント会社（PM）やビル・マネジメント会社（BM）の対応状況等のソフト面に区分し、2020年

度は全48問、重要度・満足度を４段階に分けてアンケート形式で調査。調査結果は以下のとおりです。

➢ 調査結果については、分析を行った上で、満足度が低い項目についてはPMやBM等と共有し、問題点を洗い出した上で対策を
立て、サービス向上につなげています。

2018年度 2019年度 2020年度

実施時期 10～11月 11～12月 12月

実施対象 東京都心6区所在の
オフィス27物件の
テナント約190社

全国のオフィス52物件
のテナント約600社

全国のオフィス53物件
のテナント約600社

実施割合
（全テナント対比）

19％ 32％ 23％

回答率 63％ 56％ 40％

テナント満足度 84％ 89％ 87％

＜改善対応の流れ＞



社会

48

◼安全対策実施

お客さま（テナント・利用者）の安全の向上のため、万が一の災害に備え、取引先であるプロパティ・マネジメント会

社（PM)/ビル・マネジメント会社（BM)等と連携しながら各種安全対策を行っています。

➢ 物件取得時のデューデリジェンス

⚫ 気候変動などによる昨今の豪雨災害や洪水、台風等の被害増加を鑑み、物件取得時に過去被害を受けた実績がな

いかどうか、また官公庁が開示する「ハザードマップ」等により当該物件が自然災害による被害発生予想範囲に存するも

のでないかを確認しています。

⚫ 地震に備えて、建物が耐震基準を満たしているか、PML値（※）が基準以上の数値ではないかをチェックしています。

（※）PML：地震による予想最大損失額（PML = Probable Maximum Loss）のことで、建物の使用期間

中で予想される最大規模の地震（再現期間475年相当 = 50年間で10 %を超える確率）に

対して予想される最大の物的損失額（90 %非超過確率という）の再調達費に対する割合

➢ 運用資産における安全対策

浜松アクトタワー：
毎年春、秋に施設全体の避難訓練及び消火器等の取
扱訓練を実施

シーフォートスクエア/センタービルディング：
毎年春、秋に施設全体の避難訓練及び消火訓練を実
施

浜松アクトタワー:
ゲリラ豪雨などによる浸水被害に備えて、止水板を設置

オリックス不動産西新宿ビル:
ゲリラ豪雨などによる浸水被害に備えて、止水ゲートを設
置。矢印の方向に水が流れ込んできたときに止水する仕
組み。

⚫ 避難訓練の実施：消防法に基づき、本投資法人の保有物件では避難訓練を実施しています。

⚫ 気候変動適応策
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◼コミュニティとのつながり

本投資法人は、地域・コミュニティとの共存やその活性化を図り、地域・コミュニティへの貢献につながる取組を実施し

ています。

➢ 地域活性化に貢献するイベントへの主催・協賛

アクトシティ浜松：
アクトタワー1階に昭和30年代の足踏み式リードオル
ガンを設置。リードオルガンは浜松市楽器産業の原
点で来館者に実際に親しんでいただくことを目的にス
トリートオルガンを企画。（2021年5月1日～5月6
日）

アクトシティ浜松：
小学生とその保護者を対象に、夏休みの課題研究
や職業理解の一環として「アクト大冒険」を毎年開
催。演奏ホール見学やヘリポート登頂、ホテルレストラ
ンでの昼食時のテーブルマナー教室を実施（2020
年夏実施）

天王洲アイル：
本投資法人が2017年以降3年間、IBSA（国際
視覚障害スポーツ連盟）ワールドブラインドサッカーグ
ランプリへの協賛（ホームタウンスポンサー）を実施。
昨年中止となったグランプリ2020が2021年5月30
日から6月5日まで天王洲公園にて無観客にて開催。

クロスゲート：
横浜みなとみらい21エリアの推進委員会と協働で、
地域の活性化の一翼を担うクリスマスシーズンに、
「kawaii」を詰め込んだクリスタルスノードームを設置。
360度どこから見てもかわいいクリスマスの雰囲気を演
出し、地域の賑わいに貢献。
(2020年冬実施）

提供：日本ブラインドサッカー協会
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➢ 障がい者支援の取組

シーフォートスクエアは東京都環境確保条例に基づく排出量取引制度（キャップ＆トレード）の対象で、第１計画期間

（2010年度～2014年度）において削減が進み、超過削減量（クレジット）が生じました。

東京都は東京オリンピックの開催に伴い発生するCO2排出量をゼロにする取組を実施しており、本投資法人は同取組に

賛同したため、東京2020大会のカーボンオフセットへ応募、全クレジット（4,395t-CO2 ）を寄付することにしたものです。

（2020年3月18日付取引完了）

➢ 東京2020大会（東京オリンピック）カーボンオフセットへの全クレジット寄付

本投資法人は、以下の取組を実施しています。

➢ 都市の再開発への貢献

クロスゲートでは、横浜市の新市庁舎とJR桜木町駅新改札口とをつなぐペデストリアンデッキと接続することで、利用者や周

辺地域の方々の安全な歩行通路の確保と回遊性向上により、近隣の再開発に貢献しました。

市庁舎側から見たクロスゲートとペデストリアンデッキ

ホテル日航姫路：
ホテル日航姫路の「ALL DAY DINING セリーナ」に
おいて、フロア内の段差をなくし、車いすをご利用の
方々にもお気軽に お食事を楽しんでいただけるように
レストランフロアを改修しました。またホテル運営会社で
は、姫路市立障がい者支援センターの利用者の方々
が 水耕栽培した野菜を利用しています。障がい者の
方々の自立支援、水耕栽培ゆえ無農薬の安心安全
な野菜が提供でき、 天候や季節に左右されない安定
供給が確保できること等のメリットからこの取組を実施
しています。

ホテルユニバーサルポート：
ホテルユニバーサルポートで障がい者及び高齢者の方向けに
安全性と利便性を第一に考えた一部客室の改装を実施、
各種手すりや枕元の呼び出しボタン等を設置しています。
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新型コロナウイルス感染症の拡大やこれに伴う経済活動の停滞により、投資主、お客さま（テナント・利用者）、

役職員、取引先、地域社会などステークホルダーの皆様にもおいても、様々な影響が生じているところです。本投

資法人及び本資産運用会社では、時々の状況や関係各省からの要請、お客さまのご事情等を踏まえて、ご相

談しながら、感染拡大防止策や安全確保策、その他の対策を進めています。

➢ 保有物件における感染予防策

⚫ 新型コロナウイルス感染症の影響が拡大する中で、本投資法人の保有物件のテナントの状況を十分に勘案し、必要

な対応やご支援を進めています。

⚫ 保有物件では、清拭消毒に加え以下のような感染予防対策を実施しています。

（例）ホテル日航姫路

・非接触型検温システムをフロントとレストラン入口に設置。

コロナ禍での対応について

➢ テナント従業員のワクチン接種サポート

（アクトシティ浜松のテナント従業員等約1,800名分のワクチン接種に寄与）

アクトシティ浜松は本投資法人が保有するアクトタワーを中核物件とする大規模複合施設群で他に浜松市所有の大中コン

サートホール、コングレスセンター、楽器博物館等を有しています。アクトシティ浜松にはホテル、警備、飲食、物販、

コンサート設営等、不特定多数の方と接する企業も多く、またオフィステナント入居者の方も多数おられます。こうしたことから

、アクトシティ浜松全体としての新型コロナウイルスの感染予防対策が重要課題でありました。そこで、 (株)アクトシティマネジ

メント（オリックスグループでアクトシティ浜松の建物管理会社）は、2021年7月から約160社のテナントの従業員及びその

家族の方向けに、浜松市のワクチン集団接種の予約事務のとりまとめを実施し、ワクチン接種を推進することとしました。これ

により約1,800人の方々のワクチン接種予約がよりスムースになるとともに、結果として、市の通常予約システムより平均して

約半月程度早期にワクチン接種が可能となったものです。従業員等のワクチン接種枠の確保に苦慮されるテナントの

状況を鑑み、営業環境の確保・改善につながればと、 (株)アクトシティマネジメントが本資産運用会社の助言のもと、市

及び浜松商工会議所のご協力を得て実現した取組ですが、地域のワクチン接種率向上にも寄与できました。

フロント設置 レストラン前設置 フロント前設置
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➢ VRを利用した非対面での貸室募集活動

テナント募集に当たり、実際に物件を内見いただくことが困難な状況下、WEB上で物件のイメージを臨場感をもってご確認

いただけるよう、VR等を利用したご案内をすすめています。本資産運用会社は、このような状況下でも成約に寄与できるよう、

非対面での募集活動等に取り組んでいます。

➢ 本資産運用会社でのテレワーク推進について

本資産運用会社では、役職員本人やその家族の安全・健康を第一優先で確保するために、最初の緊急事態宣言発令

が発令された2020年４月から５月末までの間、原則在宅勤務とし、70％の在宅勤務率を維持しました。その後も、緊

急事態宣言発令時には原則在宅勤務、解除後は業務に支障のない範囲で在宅勤務及び時差勤務を実施、感染防止

に努めています。また、妊娠中の女性社員に対しては、本人の希望に応じ時差勤務又は在宅勤務を認めています。さらに、

学校・保育園等の閉鎖に伴い出勤自体ができない役職員には、災害特別休暇の取得を認めています。

浜松アクトタワー テナント募集VR画面

➢ 医療従事者への感謝と応援

ホテル日航姫路では、人々の命を守るため最前線で

活動している全国の医療従事者の方々への感謝と

応援の思いから、姫路城を一望できる高層階のスイ

ートルームを医療従事者向けに90％オフにてご提供

（2021年2月15日～2021年7月31日）、ご好

評をいただきました。

ホテル日航姫路 スイートルーム

➢ 社会応援メッセージのライトアップ

静岡県浜松市のランドマークである「浜松アクトタワー」

において、新型コロナウイルスに対する医療従事者への

感謝と市民への応援メッセージを客室の窓明かりを使

って発信しました。（2021年1月実施）
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サプライチェーン全体で基準を持ち対応を行うことがESG推進において効果的であると考え、取引先であるプロパ

ティ・マネジメント会社（PM)及びビル・マネジメント会社（BM）と協働しています。

➢ 調達等取引におけるESG調達等指針

本資産運用会社は、本投資法人の資産運用に際し「ESG方針」にて規定した持続可能な社会の形成を目指すため、

「ESG調達等指針」を制定し、PMを含む調達等取引において、環境及び社会規範への配慮に取り組んでいます。

プロパティ・マネジメント会社（PM）及びビル・マネジメント会社
（BM）との協働

➢ ESG配慮条項を含むPM契約

一部のPMとはESGへの配慮条項を含んだ契約を締結しています。（現在、約6割の物件に関し左記条項を含んだ契約を

締結しています。）

➢ PM/BMやその他取引先のESG体制の確認

本投資法人では、所定の取引先との業務委託契約締結時、また契約締結後毎年1回、取引先の経営体力やサービス品

質に加え、以下のESGに関する体制の確認を実施しています。

環境問題（E)への取組

省エネ意識、エネルギー使用量や廃棄物削減等環境負荷の低減

環境・健康に配慮した製品・サービスの優先的調達

環境への配慮や省エネに関する方針策定・体制整備

社会問題（S）への取組

基本的人権尊重

職場の労働安全衛生配慮

不当な差別や強制労働、児童労働等の人権侵害排除

ガバナンス（G)への取組
すべての法令、社内規程の遵守

高い倫理感を持った行動

➢ PM向けESG研修の実施

本投資法人では、毎年１回、ESGの観点からより良いプロパティ・マネジメントを実践するために、本投資法人や本資産運

用会社と協働で具体的にどのようなことができるか、理解を深めるための研修を開催しています。

2021年はweb形式で実施、全PM(100％）が参加しました。

2021年研修状況
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◼ 積極的なIR活動

• 本投資法人では、日本国内の機関投資家、欧州・北米・アジア等の海外の機関投資家への訪問を積極的に

実施してきました。コロナ禍以降も電話会議方式を中心に国内外の機関投資家とのコミニュケーションを行ってい

ます。

• 個人投資家向け決算説明会の開催、証券会社等が主催する個人投資家向けイベントへの参加により、個人

投資家様と直接コミュニケーションが取れるIR活動を実施してきました。コロナ禍以降はオンラインセミナーへの参

加及びそのセミナー動画のオンデマンド配信、全投資主の皆様へ郵送したアンケートによりご意見を頂戴するなど、

非対面でのエンゲージメント機会の創出にも注力しています。

➢ 直近3年間のIR活動

2021年5月26日開催

日経Jリート・インフラファンドWEBセミナー

ステークホルダーへの情報開示と対話

➢ 全投資主向けアンケート

2020年5月～7月にかけて、本投資法人では初めて全投資主の皆様を対象に郵送によるアンケートを実施しました。本投

資法人に対するイメージ（*）を伺った結果としては、（本投資法人の投資口を）長期保有するつもりだ（86.4％）、着実・

堅実（85.6％）、信頼できる（84.7％）、安定している（81.1％）、分配金額が魅力的（75.1％）が上位を占めました。

また、「コロナ禍で厳しい環境だが長期的な視点をもって安定成長を求める」「コロナ禍の中でもチャンスを掴んでがんばれ」と

いった声を多くいただきました。今後も引き続き、積極的なIR活動に努め、投資主の皆様からいただいた疑問や励ましの声に

お応えすべく、コミニュケーションの場を設けていきたいと考えています。

（*）「着実・堅実」、「成長性がある」、「安定している」、「信頼できる」、「運営実績が優れている」、「運営戦略が優れている」

「スポンサーが優れている」、「分配金額が魅力的」、「時価総額が魅力的」、「投資口価格が割安」、「長期保有するつも

りだ」、「売却するつもりだ」の質問項目のうち、「強くそう思う」「どちらかといえばそう思う」と回答した人の割合が高い上位5

項目を上述しています。（ ）内は「強くそう思う」「どちらかといえばそう思う」と回答した人の割合を示しています。

第34～35期
2019.4.19～2020.4.16

第36～37期
2020.4.17～2021.4.19

第38期
2021.4.20-2021.7.20

(ご参考)

決算説明会 2回 2回 1回

機関投資家ミーティング 273回 254回 122回

個人投資家向けイベント 15回 3回 1回

（うち、オンラインイベント） （0回） （2回） （1回）

機関投資家向け物件案内 ０回 0回 0回
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■人権への対応
オリックスグループは、事業活動において企業として果たすべき社会的責任があること、その責任の一環として人権への

配慮が必須であることを認識しています。2019年9月に策定した「オリックスグループ人権ポリシー」では世界人権宣

言や国連のビジネスと人権に関する指導原則などに示される基本的な人権を尊重し、グループ内における人権に対

する取組の推進と、お取引先企業に対して人権を尊重した事業活動を要請することを定めています。人権リスクの分

析と評価を通じて、事業活動における人権への配慮の実践に取り組み、人権侵害の予防にも努めています。また、

内部通報制度および外部通報制度を設け、人権に関する相談や通報を受け付けています。制度の利用対象は、

内部通報制度はグループ全社員、外部通報制度はお取引先です。ハラスメントなどの人権侵害の相談や、人権に

関する意見を受け付けています。さらに、オリックスの事業活動に関わるリスク全般を把握する目的で、外部の専門家

と協働し、事業部門別のリスクプロファイル分析を行いました。なお、本資産運用会社もオリックスグループの一員として

本人権ポリシーの適用対象です。

人権

オリックスグループ人権ポリシー

はじめに
オリックスは、企業の社会的責任は私たちが行うすべての事業活動に含まれると考えています。その一環として、国連
の世界人権宣言に示されている人権の擁護と尊重、および人権への配慮を事業活動に組み込むことが私たちの責
任であると考えています。
オリックスは国連グローバル・コンパクト(UNGC)に署名しており、人権、労働、環境および腐敗防止の4つの分野に
おける10原則の尊重と取組の促進にコミットし、また各分野におけるイニシアティブを推進しています。社内外からの
フィードバックを踏まえ、人権と労働に関するポリシーを定期的に見直して、世界人権宣言、国際労働機関の国際
労働基準、国連のビジネスと人権に関する指導原則など、UNGCをはじめとする人権諸原則に沿った強固なポリ
シーを採用するよう努めています。
オリックスグループにとってのコーポレートサステナビリティや、オリックスグループに最も関連のある環境、社会、ガバナンス
に関する考え方は、当社のサステナビリティポリシーに要約されています。サステナビリティポリシーは、エグゼクティブ・コ
ミッティで審議、承認されています。

従業員
オリックスグループにとって最も重要な財産は従業員です。国籍、年齢、性別、職歴を問わず多様な人材を受け入
れることで多様な価値観や専門性による「知の融合」を図り、新しい価値の創造と社員が能力を最大限に発揮でき
る職場づくりに取り組んでいます。具体的には、働きがいのある職場づくりの一環として、多様な働き方を尊重し、社
会情勢に先駆けた形で職場環境を整備するとともに、人事制度を改革しています。
私たちは、雇用や職場に関するあらゆる差別をなくすことを目指しています。人種、祖先、家族、年齢、障がい、宗
教、性別、婚姻状況によるあらゆる差別、セクシャルハラスメント、パワーハラスメントなどのあらゆるハラスメント、そし
て強制労働や児童労働など、いかなる種類の人権侵害も容認しません。私たちは事業を展開するあらゆる国や地
域において、すべての適用される法律を遵守し、世界人権宣言やビジネスと人権に関する指導原則を含む、国際
的に認められた人権を尊重することをコミットします。

お客さまおよびお取引先
私たちは、従業員が人権を尊重し、お客さまの利益を最大限に考えて行動することを求めています。お客さまがご自
身の目標を達成することが私たちの目標でもあり、そのためには、当社の商品やサービスとお客さまのニーズがマッチす
ることが重要であると考えています。
お取引先に対しては、人権を尊重することと、人権侵害を未然に防ぐことを求めています。お取引先が人権に悪影
響を及ぼしていることが判明した場合、私たちは適切な対応を取ることで人権の尊重を推進します。
また、オリックスグループ各社のお取引先に対しても、人権を尊重した事業活動を要請しています。

ガバナンス
本ポリシーは、当社のサステナビリティポリシーと同様に、エグゼクティブ・コミッティで審議、承認されました。本ポリシー
については定期的に見直し、事業や環境の変化に応じて必要な修正を行っていきます。

最終更新日：2019年9月5日
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未来をつくる子供たちへの支援活動

新しい価値と環境を創造し、社会に貢献することを目指して事業を展開しているのが、オリックスグループ（本資産運

用会社を含む）です。一方で、事業活動だけではカバーしきれない領域においては、オリックスグループ各社（海外現

地法人含む）や公益財団法人 オリックス宮内財団※ （以下、「宮内財団」）が、様々な社会貢献活動を行ってい

ます。

以下では、「真に豊かな社会」の実現に寄与することを目的に、社会福祉、将来を担う子ども・青少年、音楽・文化・

芸術などの分野で様々な支援活動を行う、宮内財団の活動事例の一部をご紹介します。

※2006年にオリックス社会貢献基金を設立。2010年に公益財団法人に移行し、2014年から「オリックス宮内財団」として活動

➢ 子ども食堂への支援

宮内財団は、設立10周年を迎えた2016年を機に、新たな取組として、孤食や貧困といった子どもたちを取り巻く問題に目

を向けた支援活動をオリックスグループ発祥の地、大阪で開始しました。設立15周年を迎える現在、その活動は他都府県

に拡充中です。活動の一環として、世代を超えて地域の人々が子どもに食事や居場所を提供する「子ども食堂」への支援を

行っています。2020年度は新型コロナウイルス感染リスクを抑えるため、従来型の開催だけでなく、様々な工夫を重ねる「子

ども食堂」に、コロナ対策を含む運営費などの助成を実施しました。 これからも子ども･青少年健全育成など、公益の増進を

図る活動を行う個人や団体への支援の輪を広げていきます。
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➢ 海外での支援

宮内財団は、公益財団法人 民際センターの「ダルニー奨学金」制度への助成を通じて、タイ･ラオス･ベトナム･ミャンマー

･カンボジアの中学生の支援を行っています。メコン川流域のこれら5カ国では、経済的貧困にある家族を支えるため、家

事や労働をせざるを得ず、中学に行けなくなる子どもたちが後を絶ちません。同制度では、そのような子どもたちに、中学就

学に必要な制服、鞄、靴、ノート、ボールペンなどを中学卒業まで提供しています。

この制度への助成は2010年から継続的に行っており、2021年3月までに596名の子どもたちの就学支援を行い、子ども

たちに夢を与えるお手伝いをしています。
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■オリックス・アセットマネジメント株式会社 役職員の状況

以下は、本資産運用会社へ出向している在籍役職員の状況です。(単位：名）

社員との関わり（ダイバーシティ等）

※1 各期末時点における役職員数。役職員数には有期の役職員も含みます。

※2 各期末時点における部下を有する部長（監査室長を含む）及びチームリーダーです。

※3 各年度を通じての数値であり、出向解除及び定年による離職は含みません。

※4 各期末時点における人数です。

※5 派遣社員比率＝派遣社員数/（派遣社員数+役職員数）

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

役職員合計※1 65 67 70 69 71

・うち男性 41 42 46 47 49

・うち女性 24 25 24 22 22

女性比率 36.9% 37.3% 34.3% 31.9% 31.0%

・うち30歳未満 2 1 0 0 0

・うち30～50歳 50 49 48 38 35

・うち50歳超 13 17 22 31 36

・（50歳超のうち60歳以上） （5) (5) (5) (6) (8)

・障がい者 0 0 0 0 0

・外国人 0 0 0 0 0

取締役合計 3 3 3 3 3

・うち男性 2 2 2 2 2

・うち女性 1 1 1 1 1

女性比率 33.3% 33.3% 33.3% 33.3% 33.3%

管理職合計※2 15 15 17 17 18

・うち男性 13 13 14 14 15

・うち女性 2 2 3 3 3

女性比率 13.3% 13.3% 17.6% 17.6% 16.7%

退職者数※3 0 0 2 1 1

・うち男性 0 0 1 1 1

・うち女性 0 0 1 0 0

女性比率 - - 50.0% 0.0% 0.0%

派遣社員数※4 7 5 5 5 5

・うち男性 0 0 0 0 0

・うち女性 7 5 5 5 5

女性比率 100% 100% 100% 100% 100%

・派遣社員比率※5 9.7% 6.9% 6.7% 6.8% 6.6%

本資産運用会社の全社員は、オリックス株式会社をはじめとするオリックスグループ各社から専門性の高い人材と

して出向受け入れを行っています。そのため、人材に関する方針は基本的にオリックスグループのポリシーが本資産

運用会社に適用されています。

また、本資産運用会社の役職員に適用される人事制度は、それぞれ出向元のオリックスグループ各社の制度によ

るところもありますが、ここで掲載しているものは本資産運用会社の役職員に適用になっているものです。
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■KEEP MIXED

オリックスグループにとって、最も大切な財産は「人」です。国籍、年齢、性別、職歴問わず、多様な人材を受け入れ

ることで多様な価値観や専門性による「知の融合」を図り、新たな価値を生み出す「Keep Mixed」という考えのもと、

社員それぞれの能力、専門性を最大限に生かせる職場づくりを目指しています。具体的には、働きがいのある職場づ

くりの一環として、多様な働き方を尊重し、社会情勢に先駆けた形で職場環境の整備、人事制度の改革を行ってい

ます。また、チャレンジする人にチャンスを与え、グローバルで活躍できる人材の育成を強化しています。

本資産運用会社はオリックスグループの一員として、社員一人一人のライフステージやキャリアにあわせて人事制度を

充実させることで、それぞれの専門性や能力を発揮できる価値ある職場づくりを推進しています。また、競争優位性を

実現するためには、優秀な人材の維持・確保につながる「リテンションマネジメント」が非常に大切であることを認識し、

先進的な各種施策を実施してきました。

➢ 女性活躍推進

オリックスグループでは、男女雇用機会均等法の施行（1986年）以前の1982年から、大卒の女性を総合職として

採用し始めるなど、いち早く女性の活躍推進に取り組んできました。それに合わせて人事制度も拡張してきましたが、

制度の充実だけでなく、戦略的に社員の意識改革を促す取組も積極的に行っています。そこで、社員の約4割を占める

女性のさらなる活躍推進を図り、経営幹部を担う女性の増加、ワークライフバランスを保ちながら活躍できる環境の充実

などを目標としています。

グループ内の女性活躍を後押しするため、若手社員向け女性フォーラムや管理職への昇格を控えた女性社員向け選抜型

キャリアデザイン研修の開催、女性活躍推進に積極的な企業9社で実施し社外のネットワークづくりにもつながる「女性マネ

ージャー異業種勉強会」、経験豊かな役員や部長をメンターとして仕事やキャリアについて相談できる「メンタリングプログラム」

も用意しています。

➢ シニア社員の活躍推進

健康寿命の伸長や、年金の支給開始年齢の引き上げなどに伴う経済的な理由により、シニア社員の就労意欲は

高まっています。また、企業にとってもシニア社員が安心して働ける環境を整えたいと考え、2014年4月に定年を60

歳から65歳に引き上げました。多くの経験や専門性を持つシニア社員がチャレンジを続け活躍してもらうことが、企業の

組織力や活力を高めることにつながると考えています。

シニア社員の活躍を後押しするため、50歳という節目に人事のキャリア担当との「キャリア面談」、65歳定年延長の実施

に伴い、60歳以降の役割や働き方を考える「主幹前研修」を実施しています。
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本資産運用会社の親会社である、オリックス株式会社は障がい者雇用を促進するため、2007年4月に「オリックス 業務支

援株式会社（特例子会社）」を設立しました。現在、東京（立川）と大阪の2カ所に事業所があり、オリックスグループ各

社より定型業務を受託することにより、オリックスグループの業務効率の推進に寄与しています。

2021年4月現在、74名の障がい者が勤務しており、グループ各社から書類の発送、保管文書の電子化、封入作業などの

定例事務業務を受託し、作業工程を細分化することにより、障がい特性に応じた作業分担と業務効率化を推進しており、

グループ各社の業務に寄与しています。事務業務以外にも、社員向けカフェ運営、職場環境の美化サービス、営業車両の

洗車・点検業務など新しい業務にもチャレンジを広げています。
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➢ キャリア採用・外国人採用

事業の変化に応じた多様な人材を確保するために、キャリア採用や外国人の新卒採用にも注力しています。オリックス

グループは、会社設立時より積極的にキャリア採用を進めており、その前職は金融だけでなく、製造業、コンサル、商社、不

動産、サービスなど様々です。2021年3月期に入社した社員の58％※がキャリア採用で、これまでの経験や様々な視点を

通して新たな価値を生み出しています。オリックスグループでは、2016年から日本国内の留学生だけではなく、中国、台湾、

韓国の海外大学の新卒採用を実施して、多様な価値観を持つ学生の採用に力を入れています。

※オリックス、オリックス・レンテック、オリックス自動車、オリックス・クレジット、オリックス不動産、オリックス・システム、オリックス銀行、オリックス生

命保険、オリックス環境、オリックス債権回収の国内10社合計。

➢ 採用

本資産運用会社では、社員の直接採用を行っていません。採用活動はオリックス株式会社が行っています。

➢ インターンシップ

オリックス株式会社ではインターンシッププログラムを実施しており、学生の皆様には業界や会社知識に加えて、お客さまのニ

ーズ把握・市場分析・投資ビジネスの基本的なビジネススキルを学んで頂きます。インターンシップ参加希望者の学生自身が

自分の適性を見出し、自分らしい就職活動ができるようキャリアの考え方などもお伝えします。

➢ 障がい者雇用促進
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◼価値ある職場づくり

オリックスグループは、多様な価値観を持った社員が健康的に安心して生き生きと働き、それぞれの能力が最大限に

発揮できる働きがいのある職場環境の実現に向けて、これまでも多様な人事施策に取り組んできました。

本資産運用会社のリスク評価においても人材流失リスクを認識しており、その影響度合いを分析し対応策を実施す

ることで優秀な人材維持を経営上の重要課題としています。

➢ 職場改革推進プロジェクト

オリックスグループでは、2016年10月、多様な人材が活躍できる職場を作り、多様な働き方を認め合う文化を醸成していく

ことを目的とし、グループCEO直轄の「職場改革推進プロジェクト」をスタートしました。様々なバックグラウンドを持つ役職員が

本プロジェクトの構成員となり、「従業員」目線で、時代に合った、働きやすい職場環境を作るための施策提言がなされ、これ

まで社内インターン制度（一定期間希望する部署で業務に従事できる制度。自律的なキャリア形成を促すことが目的）及

び自分磨き制度（社員の自己研鑽・健康増進・家庭と仕事の両立支援のために会社が金銭面で支援する制度）等いく

つかの新しい人事施策を実現してきました。現在は働き方支援施策の拡充、改善と社員の意識啓発に取り組んでいます。

➢ 従業員満足度調査

オリックスグループでは、社員が仕事に対して日ごろどのように感じているのかを調査し、今後の様々な人事施策等に生かすため、

2004年以降従業員満足度調査を導入し、2016年以降の年次調査では、調査結果を社内に公開しています。

調査結果から得られた社員個人の意見は、すべて匿名で扱われた上で、オリックスグループ各社、オリックス株式会社各本部の満

足度等がどのようなトレンドになっているのか把握するため、年に1回オリックスグループ執行役員会へ報告されます。また、従業員

満足度調査の結果はオリックスグループの人事施策決定の参考として、あるいは現在実施している人事施策の効果の検証に利

用されています。なお、本資産運用会社における満足度調査の結果は以下のとおりです。

2018年度 2019年度 2020年度

調査対象者数（調査配信数） 60名 66名 69名

回答率 86.7％ 95.5％ 95.7％

総合的に満足している社員の割合(※)

（社員数）
56.0％
(29名）

65.1％
(41名）

56.1％
(37名）

（※） 回答者の中で「ややそう思う」「非常にそう思う」と回答した社員の割合。

➢ 生産性向上

本資産運用会社では、長時間労働是正への意識を維持しつつ、時間当たりの生産性向上に主眼を置き、残業削減を推

進しています。会社のインフラやIT関連の整備・オフィス環境の改善なども同時に進めています。

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

役職員の月平均
所定時間外

30.9 25.3 26.0 22.5 28.2

(単位：時間)

*2016年度までの一日の所定労働時間（7時間20分）を2017年度以降は7時間としました（20分短縮）。
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オリックス・スタートアップ・チャレンジ制度

オリックスは1964年の創業以来常に新しいビジネスを追及し、絶えず新規事業創出に挑戦してきました。その結果、事業

規模や事業領域が拡大し、世界でも類を見ないユニークな企業に成長しました。引き続き、ボトムアップによるオリックスグル

ープの中長期的な成長に寄与し、社会的課題を解決する新規事業の創出を後押しするため、国内のオリックスグループ各

社の全社員を対象に、新規事業公募制度を2019年より導入しています。このような制度により、ビジネスにおいてイノベー

ションを起こそうという起業家マインドを持った社員にとって、働き続けたいと思える魅力的な職場環境を提供することができ、

また企業グループとしても社会に貢献できる事業を生み出すことができます。

➢ キャリア形成支援制度による人事異動

本資産運用会社を含むオリックスグループでは、キャリア形成支援制度の一環として、社員が希望部門に応募できる「キャリ

アチャレンジ制度」「45歳からのキャリアチャレンジ制度」、オリックスグループがシニア社員に向けて公募を行う「シニア社員向け

社内公募制度」を活用した人事異動を行っています。働く本人にとっても、転職せずにキャリアチェンジができ、また自分でキャ

リアを選んだという意識を持って働くことができるため、モチベーションが上がりやすいというメリットがあります。

本資産運用会社へオリックスグループ内から社内公募で異動してきた人数の推移は以下のとおりです。

2018年度 2019年度 2020年度

キャリア形成支援制度
による人事異動

１名 ２名 ２名
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■人事制度

オリックスグループは、男女雇用機会均等法の施行（1986年）以前から女性を積極的に採用するなど、法律で定

められた制度よりも進んだ人事制度を早くから充実させてきました。社員一人一人のライフステージやキャリアをサポー

トする人事制度を充実させることで、それぞれの専門性や能力を最大限に発揮し、生き生きと働ける環境づくりを推

進しています。

➢ キャリア形成支援

オリックスグループでは年齢に関係なく、チャレンジ精神あふれる社員の挑戦を後押しし、働く意欲を向上させる様々な

制度を用意しています。

社内インターン制度 入社3 年目以上の社員が、原則5営業日の間、希望する部署において業務に従事できる制度。
本資産運用会社でも他グループ会社から若手社員を中心に受け入れ、本資産運用会社内の
様々な部課での業務を体験してもらい、本人のキャリア形成に役立ててもらっています。

自己申告制度 本人が望む異動先を直接人事に申告する制度

キャリアチャレンジ
制度

自己のキャリアにチャレンジすることを目的に、社員が異動を希望する部門と直接接点を持ち、部
門へ直接アピールできる制度

45歳からのキャリ
アチャレンジ制度

ミドルシニア層が希望する部門に応募し直接アピールする機会を設ける制度

社内公募制度 新規事業や事業拡大に伴い、その部門が社員を募る制度

シニア社員向け
社内公募制度

シニア社員にオリックスグループ内の多様なポジションを対象に公募する制度

職種転換制度 一般職から総合職への転換、あるいは各職種の地域限定型から全国型への転換が可能となる
制度

カムバック再雇用
制度

退職した社員が退職前の職種・等級以上で再入社の応募ができる制度。

➢ ライフステージやキャリアに合わせた人事制度の活用を推進
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➢ 柔軟な働き方の支援

本資産運用会社は、全社員が柔軟な働き方を選択できるよう、様々な制度を整えています。

スーパーフレックスタイム制度 1か月の総労働時間をあらかじめ定め、1日の最低勤務時間を1時間とし、
6時～22時までの間で出退社時間を自由に設定できる制度

配偶者転勤エリア変更制度 地域限定型社員が配偶者の転勤により、現エリアでの就業が困難な場合、
勤務エリアの変更を認める制度

配偶者転勤休職制度 配偶者の転勤に伴い、転居先でのエリア変更による就業が困難な場合、
最大5年間の休職を認める制度

その他、ノー残業デーや時間単位の年次有給休暇制度、ボランティア休暇制度があります。

➢ 両立支援（出産・育児・介護）

⚫ 妊娠・出産支援

妊娠期の短時間勤務制度や産前時差勤務制度、また産前通院時間制度や産後通院時間制度を用意しています。

*1 育児休職の取得期間は、通算5年が限度。5年を超える育児休職をする場合は、当該子の育児休職期間は

法定どおり。また、育児休職の対象となる子は、実子・養子などを含む。

*2 2017年９月に、従来の１～3年を前提とした「育児休職制度」とは別に、子どもが０歳児の間に育児休職を取得

しない社員に対して、特別休暇（有給）５日付与する、「育児特別休暇制度」を導入。

*3 育児時間の取得は、子が1歳に達する前に復職する社員が対象。

本資産運用会社における出産・育児制度利用実績。育児休職からの復職率は100％

（オリックスグループ他社への出向復帰含む）。 （単位：名）

制度名称 法定 オリックスグループ

育児休職制度*1 2歳に達するまで 3歳に達するまで

育児特別休暇制度*2 - 0歳児の間、5日（有給）

育児時間の取得*3 1日あたり1時間（無給） 1日あたり2時間（有給）

育児短時間勤務制度 3歳未満まで 小学校卒業まで

子の看護休暇 年5日（無給） 年5日、2人以上年10日（有給）

上記制度以外にも、ワーキングマザー同士の交流を図り、復職を支援すべく2005年よりオリックスグループの産休前・育休
中社員向け懇親会として「ORIX Group Mom」を開催しています。また、2016年より子供を持つ女性だけではなく、その
パートナーである男性にも働きかけ夫婦で仕事（キャリア）と家庭の両立について考える機会の提供を目的に「夫婦参加
型育児セミナー」も開催しています。

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

育児休暇取得者合計 - - 2 1 3

・うち男性 - - 2 1 1

・うち女性 - - 0 0 2

育児休職取得者合計 3 2 2 4 0

・うち男性 0 0 0 0 0

・うち女性 3 2 2 4 0

時短勤務利用者 5 3 3 1 1

⚫ 育児支援
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⚫ 介護支援

本資産運用会社における上記制度利用実績は以下のとおりです。（単位：名）

*育児時間と同時に取得する場合は、1日1時間を限度とする。

勤務名称 法定 オリックスグループ

介護休職制度 93日 6か月

介護休暇制度 - 年5日、2人以上年10日（有給）

介護短時間勤務制度 - 1日最大2時間*、対象家族1人当たり3年間（分割取得可）

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

介護休暇取得者合計 0 0 0 2 2

・うち男性 0 0 0 1 1

・うち女性 0 0 0 1 1

介護休職取得者合計 0 0 0 0 0

・うち男性 0 0 0 0 0 

・うち女性 0 0 0 0 0 

時短勤務利用者 0 0 0 0 0

上記制度以外にも、家族の介護問題に直面している社員は増加しており、また将来の介護の発生について不安を感
じている社員も多くいることから、仕事と介護の両立は重要な課題となってきましたので、年齢・性別を問わず、介護に関
心がある社員を対象に、介護の事前準備と心構えについての「介護セミナー」を2016年度より実施しています。

• 年金・退職金制度：本資産運用会社社員の出向元会社において年金・退職金制度が設けられています。

• 持株会制度：オリックスグループでは、持株会制度を導入しており、オリックスグループの一員である本資産運用会社の

全役職員（有期雇用を含む全役職員）は、当該制度を利用できます。

➢ 福利厚生

本資産運用会社は全役職員を対象として、年次で目標設定やパフォーマンス評価フィードバックを上司・部下の1対1の面

談を通じて実施しています。人事評価の結果は、報酬に反映されますが、オリックスグループでは、国籍、年齢、性別にかか

わらず、各職種・職務に応じ平等に取り扱っています。また、面談を通じて、個人の能力・キャリア開発を促すとともに、円滑

なコミュニケーションを行うことで優秀な人材の維持を図っています。

なお、組織責任者の行動・意識を把握し、より良い職場環境を目指すことを目的に部下から見た上司の行動調査として「

行動規範サーベイ」を定期的に実施しています。これはチーム長以上全職員の約３割の管理職を調査対象としてコンプライ

アンス遵守状況等の設問を当該上司の部下にアンケート形式でヒアリングするものです。

➢ 年次人事評価制度
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◼ 社員の健康と安全（労働安全）

オリックスグループでは、事業主と健康保険組合が一体となって社員の安全・健康の向上を目指した取組を推進して

います。

➢ 社員の健康管理

• 産業医、保健師、管理栄養士が事業所内に常駐しており、社員が気軽に健康に関する不安や疑問を相談できます。ま

た24時間・年中無休で、健康・医療・看護・介護に関して、外部専門スタッフによる相談（電話フリーダイヤル、Web対

応）を受け付けています。

• 社員に対しては、年に一度、定期健康診断や人間ドックを実施し、各種がん検診や脳ドックなど検診費用の補助制度、そ

の他、歯科検診費用の補助や、インフルエンザ予防接種費用の補助及び主要事業所における集団予防接種も実施して

います。

• 社員の労働時間に関しては、パソコンのログデータ取得により、正確な労働時間の把握を行い、長時間勤務者に対して、

産業医等による面談（助言指導）を実施しています。

本資産運用会社における健康と安全に関する各実績は以下のとおりです。

➢ メンタルヘルスケア

• 産業医、保健師、精神科医、カウンセラーとの相談日を設け、メンタル疾患の相談及びクリニックの紹介、また、休職・復

職に関する相談を受けられる体制を整えています。

• 改正労働安全衛生法の施行に伴い、ストレスチェックを実施しています。

➢ 衛生委員会

本資産運用会社では、社員等の健康障害の防止と健康の保持増進を図るための基本となるべき対策並びに労働

災害の原因および再発防止対策で衛生に係るもの等の事項を調査審議するために衛生委員会を設置し、社員の健

康、安全衛生に係る事項について総務経理部長を委員長とし、産業医、衛生管理者及び社員のうち衛生に関し

経験を有する者を構成員（委員長以外の半数が労働者代表の推薦に基づき指名）とし、毎月一回委員会を開催

しています。

2018年度 2019年度 2020年度

健康診断・人間ドック受診率 100.0% 100.0% 100.0%

一人あたり年間有給休暇取得
日数

16.9日 16.5日 14.6日

年次有給休暇取得率 85.1% 80.7% 73.2%

欠勤率 0.2% 0.0% 0.0%

従業員労災死亡事故件数 0件 0件 0

➢ 災害対策

• オリックスグループでは、災害リスクマネジメント基本規則を制定し、災害発生時対応マニュアルを作成しています。原則、

勤務・居住する都道府県で震度5強以上の地震が発生した場合に安否確認を行うこととしており、そのための訓練（安

否確認訓練）を年に複数回実施しています。安否確認は専用システムを使ってグループ全社員を対象に実施し、有事

に備えています。

• また、オリックスグループでは、各拠点に従業員の食料及び飲料水を一定量備蓄しています。
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本資産運用会社では役職員を「人的財産」と位置付けており、役職員は事業運営に不可欠な

経営資源です。役職員の能力開発により、時代の変化にあった経営が可能になると考えています。

◼ 人材開発 資格取得支援

本資産運用会社は、不動産と金融分野の実践的な専門知識を体系的に学ぶことのできる「不動産証券化協会

認定マスター（ARES Certified Master）」等、様々な専門資格の取得を有期雇用の社員を含む全社員に

推奨しています。また、資格取得のための研修や受験にかかる費用、及び資格を維持するための費用の一部は

会社負担としています。なお資格保有者数は以下のとおりです。

役職員の能力開発

2018年度 2019年度 2020年度

宅地建物取引士 26名 28名 31名

不動産鑑定士 2名 2名 2名

ビル経営管理士 10名 9名 12名

CASBEE建築評価員 1名 1名 1名

税理士 1名 1名 1名

不動産証券化協会（ARES）認定マスター 9名 15名 19名

一級建築士 3名 3名 3名

CASBEE不動産評価員 1名 1名 1名

公認会計士 1名 1名 1名

日本証券アナリスト協会検定会員 4名 4名 3名

公認内部監査人 1名 2名 2名
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◼オリックスグループ人材戦略と研修

本資産運用会社は、オリックスグループの一員として、社員に対し、各種制度の充実や環境の整備に積極的に取り

組む「Keep Mixed」という考えのもと、社員それぞれの能力・専門性を最大限に生かせる体制づくりをしています。

➢ 人材マネジメント・組織開発力

若手の育成として、「入社前研修」・「新入社員研修」から3年目・主任（7年目前後）を対象に、「社会人としての意識

改革」や「会計・財務・法務」などの専門知識、「キャリア形成の支援」などを目的とした研修を実施しています。また、マネジメ

ント層の役職別に、「人材マネジメント」や「組織開発（部門別）」を目的とした研修を実施しています。

研修体系図（2021年3月末時点、オリックス株式会社）

若手～中堅向け • 新入社員研修、若手フォローアップ研修、階層別研修
• グローバル人材育成プログラム、海外トレーニー制度

管理職向け • 新任評価者研修、マネジメント力強化研修、労務・ハラスメント研修

キャリア入社者向け • 入社時研修、フォローアップ研修

上記のほかに大学院の講師などを招いた「選択型研修プログラム」や資格取得や語学学習の自己研鑽を支援する「自分磨き制度」があります。

グローバル研修・次世代研修 両立支援 自己研鑽支援

組織

開発
選抜型 ライフセミナー 女性活躍推進 シニア活躍推進 公募型

主任

(６年目~)

中堅

(４～５年目)

若手

(１～３年目)

課

長

職

以

上

育

成

ス

テ

ー

ジ

入社前

キャリア支援

研修目的

経営力・人材強化

人材マネジメント・組織開発力 ダイバーシティ推進

階層別

組
織
開
発
系
研
修(

部
門
別
研
修)

キ
ャ
リ
ア
採
用
向
け
研
修(

入
社
時
研
修)

Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｉ
Ｃ
受
験

基
礎
知
識
強
化
研
修[

会
計
・
税
務
・
法
務
研
修]

海
外
ト
レ-

ニ-

制
度

グローバル人材育成

プログラム

若手グローバル

人材育成プログラム

３年目海外現地法人派遣

プログラム

語学力アッププログラム

総合職新任主任研修

一般職新任主任研修

総合職３年次研修

一般職３年次研修

新入社員フォローアップ研修

新入社員研修

内定者向け入社前スクーリング

プ
ロ
グ
ラ
ム

メ
ン
タ
リ
ン
グ

介
護
セ
ミ
ナ-

夫
婦
参
加
型
育
児
セ
ミ
ナ-

50歳キャリア面談

産
休
前
・
育
休
中
社
員
向
け
セ
ミ
ナ
ー

選抜型
キャリアデザイン研修

若手社員向け
女性フォーラム

(

グ
ロ-

バ
ル
対
応
力
・
新
規
ビ
ジ
ネ
ス
創
出
・
対
人
関
係
能
力
・
業
務
遂
行
能
力)

選
択
型
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム

＜新任課長対象＞

・新任評価者研修

↓

・マネジメント力強化研修

↓

・ファローアップ研修

管理職向け

選抜研修

理
念
・
ブ
ラ
ン
ド

プ
ロ
グ
ラ
ム

主幹前研修

異
業
種
勉
強
会

女
性
マ
ネ-

ジ
ャ-

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
研
修

(

業
務
効
率
化
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
力
強
化
・
各
種
ス
キ
ル
強
化)

水
曜
セ
ミ
ナ-

復
職
前
研
修
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◼本資産運用会社 研修

➢ 役職員向け研修

本資産運用会社独自の研修も積極的に行っており、企業倫理及びコンプライアンスやESGをテーマにした研修やeラーニン

グを開催しています。独自の研修例は以下のとおりです。

※2021年3月期の各研修の受講率はいずれも100%です。
※2021年3月期の合計受講時間は部長以上と一般社員（派遣社員を含む）一人当たり4時間です。（コンプラ通信閲

覧時間は除く）

（コロナ禍オンサイト研修の実施は制限されたが、web利用、メール通信等により必要となる各種情報共有を実施。）

（※）腐敗行為防止等コンプライアンスに関するテーマを毎月一回メール配信。

➢ 役員向けESG研修

昨今様々なステークホルダーからESGを考慮した経営を求められるようになったことから、経営陣を中心とするメンバーが定期

的に集まり、ESGの潮流やESGを考慮した中長期的な経営戦略の考え方などを、内部・外部講師を招聘し定期的な研修

会を2020年3月期に開催しました。これまで開催した研修の内容は以下のとおりです。

・ESG投資のリスクと機会

・ESG投資と環境不動産

・ESGコミニュケーションと資本市場

・インパクト投資

ESG研修の様子

2021年コンプライアンス研修の動画内容

研修名 対象者 開催頻度

コンプライアンス研修 派遣社員を含む全役職員対象 年2回

改正法セミナー 希望者 不定期

ESG研修 派遣社員を含む全役職員対象 年1回

eラーニング 派遣社員を含む全役職員対象 年1回

コンプラ通信配信（※） 派遣社員を含む全役職員対象 月1回
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ガバナンス

本投資法人及び本資産運用会社は、投資法人に求められる社会的責任の重要性と公共
的使命を十分に認識し、高い倫理観に基づく社会規範の遵守及び「投資信託及び投資
法人に関する法律（以下、「投信法」といいます。）」「金融商品取引法（以下、「金商
法」といいます。」を中心とした法令等遵守を経営の最重要課題と位置付けています。

また、コンプライアンスの徹底をマテリアリティの一つとして重要視し、法令・規則等コンプライア
ンスの遵守徹底のため、社内体制を整備しています。
特に、利益相反を注視し、その恐れのある当事者間での取引等にかかる弊害の排除に取り
組んでいます。

気候変動などを含むESGをめぐる新たなリスクも適切な管理を行っています。



ガバナンス

＜日本のリート（Jリート）と米国のリート（USリート）の違いについて＞

本投資法人及び本資産運用会社のガバナンスをご理解いただくにあたり、日本のリートの仕組みについてあらためて

ご説明いたします。

Jリートでは、投信法上、投資法人は従業員の雇用が禁止されており、業務を外部（資産運用会社等）に委託しなければ

ならないことが定められています（外部運用型）。

資産運用会社等は投資法人に対し忠実義務、善管注意義務を負うことが金融商品取引法により定められています。

投資法人の執行役員は、投資法人の業務を執行するとともに、投資法人を代表して投資法人の業務に関する一切の裁判

上又は裁判外の行為を行う権限を有しています。上記のとおり、投資法人は、資産の運用にかかる業務を資産運用会社等

に委託していますので、執行役員の主な業務は資産運用会社等の管理・監督及び投資法人によるガバナンス体制を確立す

る点にあります。

また、投資法人の監督役員は、資産運用会社、スポンサー及び執行役員からの独立性が求められており、その員数は、投信

法の規定により執行役員の数に1を加えた数である必要があります。独立性のある監督役員が投資法人の役員会の過半数

を構成し、執行役員及び資産運用会社等を監督することで、執行役員による恣意的又は投資主やステークホルダーの利益

に反する業務執行を防止し、投資法人と資産運用会社との間のガバナンスが保たれる仕組みとなっています。

一方、USリートでは、外部運用型あるいは内部運用型どちらも可能ですが、多くの場合以下のようにリート内部の組織で運

営する形が採用されており、リート内部で従業員を雇用することができます。ガバナンス体制は一般的な企業と同様となります

（内部運用型）。
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投資家

出資 分配金

投資家

スポンサー
（運用会社の出資者）

資産運用会社 （従業員）

プロパティ・マネジメント会社（PM）
ビル・マネジメント会社（BM）

その他委託会社

出資

監督業務委託

投資法人 （不動産保有）
（Jリート）

役員会

執行役員 監督役員

USリート（不動産保有）
資産運用部門

プロパティ・マネジメント部門

ビル・マネジメント部門
その他サービス請負

出資 分配金

資産運用委託

Jリートの仕組み

一般的なUSリートの仕組み（内部運用型）

監督

監督
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■本投資法人の機関について

本投資法人の機関は、投資主により構成される投資主総会に加えて、執行役員1名、監督役員3名、執行役員及

び監督役員を構成員とする役員会並びに会計監査人により構成されています。

投資法人の執行役員と運用会社の社長を兼任している場合が多いなか、本投資法人では、運用会社に対するかか

る監督機能の強化のため、本投資法人の執行役員と本資産運用会社の社長を別々の者としており、また本投資法

人の執行役員をオリックス・グループ以外から招聘することにより、ガバナンス、利益相反取組を一層強化しています。

また、本投資法人においては、投資法人の業務を監査する上で重要だと考えられます、「不動産の評価」「法務」「会

計」という3つの分野をカバーするのが望ましいことから、執行役員1名に対し、「不動産鑑定士」「弁護士」「公認会計

士」の3名の監督役員を選任し、執行役員及び資産運用会社等を監督しています。

投資主総会、役員会及び会計監査人の詳細については、本投資法人ホームページ「投資法人の概要」、及び

「投資法人の仕組み」をご参照ください。

➢ 本投資法人の役員の構成、選任理由及び役員会への出席状況

本投資法人における役員の構成、選任理由及び役員会への出席状況は以下のとおりです。

ガバナンス体制

（注1）投資法人規約第26条に基づき、尾﨑輝郎執行役員が本投資法人の役員会の議長をつとめています。本投資法人

の役員会は「投資信託及び投資法人に関する法律（以下「投信法」）」第95条に基づき、執行役員1名及び執行

役員の員数に1を加えた数以上である監督役員3名で構成されています。

役職名 氏名/専門分野 選任理由
2020年度における役員会への

出席状況

執行役員

尾﨑輝郎（男性）

公認会計士

長年に亘る公認会計士としての会計の

経験及び多数の社外監査役・社外

取締役の経験を通じたコーポレート・ガバナンス

の豊富な専門性を役員会にもたらしている

15回/15回（100％）

監督役員

小池敏雄（男性）

公認会計士

公認会計士としての豊富な経験に加え、金

融機関でのリスク管理業務の知見も有して

いる。

15回/15回（100％）

監督役員

服部毅（男性）

不動産鑑定士

不動産鑑定士及び他の不動産投資運用

会社の外部委員として、不動産・不動産

投資運用業に関する深い知見を有している

15回/15回（100％）

監督役員

片岡良平（男性）

弁護士

弁護士として、不動産、Jリートそして金融

の分野で長年に亘り法律及びリスク管理に

関する豊富な経験を有している

15回/15回（100％）

（注2）執行役員及び監督役員は、上記記載以外の他の法人の役員である場合がありますが、上記を含めていずれも本投資法人と

利害関係はありません。

（注3）執行役員及び監督役員は、いずれも本投資法人の投資口を自己又は他人の名義で所有していません。

https://www.orixjreit.com/ja/about/profile.html
https://www.orixjreit.com/ja/about/profile.html
https://www.orixjreit.com/ja/about/structure.html
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=1903&vm=04&re=01
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➢ 本投資法人の役員の経歴

本投資法人の役員の経歴は以下のとおりです。

役

職

名

氏名

（生年月日）
主要経歴

執

行

役

員

尾﨑輝郎

（1944年12月29日生）

1968年4月 アーサーアンダーセン会計事務所入所

1974年11月 公認会計士登録

1993年10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人） 代表社員

2002年1月 同監査法人 副理事長

2003年10月 尾﨑輝郎公認会計士事務所開業（現職）

2004年10月 モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社

社外監査役

2004年10月 株式会社UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）

社外取締役

2005年6月 株式会社大京 社外取締役

2015年11月 オリックス不動産投資法人 執行役員

（現職）

2021年6月 関西エアポート株式会社 社外取締役・監査等委員

（現職）

監

督

役

員

小池敏雄

（1960年4月7日生）

1991年6月 公認会計士登録

1991年8月 ソロモン・ブラザーズ東京支店（現シティグループ証券

株式会社）入社

・内部監査統括ディレクターに就任

2000年5月 監査法人太田昭和センチュリー（現EY新日本有限責任

監査法人）入所

・金融サービス部パートナーに就任

（リスク管理、コーポレート・ガバナンスを担当）

2010年1月 小池公認会計士事務所開業（現職）

2010年1月 独立行政法人農業者年金基金 監事

2011年10月 独立行政法人郵便貯金・簡易保険管理機構

（現独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局

ネットワーク支援機構） 非常勤監事

2014年5月 オリックス不動産投資法人 監督役員（現職）

2015年6月 日本モーゲージサービス株式会社 取締役（現職）

主要著書

・金融機関の内部統制

・銀行内部監査士養成講座
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役

職

名

氏名

（生年月日）
主要経歴

監

督

役

員

服部毅

（1967年12月1日生）

1991年4月 三井信託銀行株式会社

（現三井住友信託銀行株式会社）入行

・不動産開発事業、融資業務、金融信託商品開発

業務等に従事

1995年5月 不動産鑑定士登録

1999年9月 財団法人日本不動産研究所

（現一般財団法人日本不動産研究所）入所

・不動産の鑑定評価、調査業務に従事

・証券化プロジェクト室でREITやプライベートファンド等

運用会社の相談窓口として多数の投資用不動産の

評価業務に従事

2006年3月 青山リアルティー・アドバイザーズ株式会社 取締役副社長

2014年5月 オリックス不動産投資法人 監督役員（現職）

2014年6月 青山リアルティー・アドバイザーズ株式会社

代表取締役副社長（現職）

主な提言

・2012年：「不動産流通市場活性化フォーラム」提言(国土交通省設置）

主要論文

2015年：「不動産研究」第57巻4号

監

督

役

員

片岡良平

（1980年3月30日生）

2004年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会）

2004年10月 長島・大野・常松法律事務所入所

2009年4月 三菱商事株式会社法務部（出向）

2012年4月 インド三菱商事会社（出向）

2016年11月 T&K法律事務所開業（現職）

2017年11月 オリックス不動産投資法人 監督役員（現職）

主要発表論文

・2007年：J-REITの買収スキームにおける法的問題点（不動産証券化ジャーナル）

主な講演・セミナー

・2008年：J-REITの買収、及び民事再生手続における法律実務

（経営調査研究会）

・2008年：J-REITの買収における最先端の法律実務（経営調査研究会）

・2009年：J-REITのM&Aを巡る法的諸問題（ストック・リサーチ経営研究セミナー）
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■本資産運用会社の業務執行体制

➢ 投資法人の運用体制

本投資法人は、資産運用及び機関運営等を本資産運用会社に委託しています。

本資産運用会社は、本投資法人との資産運用委託契約に基づき、資産運用及び機関運営等を行っています。

➢ 意思決定プロセス

本資産運用会社は、安定的、効率的かつ透明性の高い資産運用を実現し、本投資法人を健全かつ収益性の高いリート

に成長させることを経営の基本方針に掲げ、下図のとおり業務執行、経営監視等の仕組みを構築し事業活動に取り組ん

でいます。
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➢ 各委員会の体制

各委員会の構成員、開催頻度及び審議・決議方法並びに各組織・機関の主な業務・権限は、本資産運用会社のホームページ
「組織図」、及び以下をご参照ください。

概 要

投資委員会
本投資法人の不動産関連資産の取得・売却に係る審議・決議

本投資法人の資金調達に係る審議・決議

本投資法人の予算の策定に係る審議・決議 など

開催頻度 定例の開催を原則として3箇月に1回とし、必要に応じて臨時に開催

参加

メンバー
・社長（委員長）

・執行役員

・リスク・コンプライアンス部管掌役員

・外部委員（本資産運用会社と利害関係を有しない不動産鑑定士）

リスク・コンプライアンス

委員会

コンプライアンス状況の報告

リスク管理状況の報告

リスク・コンプライアンス・プログラムの策定・変更に係る審議・決議

本投資法人の不動産関連資産の取得・売却に係る審議・決議 など

開催頻度 定例の開催を原則として3箇月に1回とし、必要に応じて臨時に開催

参加

メンバー

・社長

・リスク・コンプライアンス部管掌役員（委員長）

・外部委員（本資産運用会社と利害関係を有しない弁護士）

サステナビリティ委員会 ESGに関する方針・目標・活動計画等の策定・改廃に関する審議

ESGに関する目標・活動等の進捗状況・モニタリングの報告及び対策等に関する審議

グリーンファイナンスへの取組に関する審議 など

開催頻度 年間4回以上

参加

メンバー

・社長（委員長）

・各部管掌役員

➢ 外部委員の構成

役職名 氏名 2020年度における各委員会への出席状況

投資委員会外部委員
五十嵐 殉也（男性）
（不動産鑑定士）

投資委員会：25回/25回（100％）

リスク・コンプライアンス委員会
外部委員

押味 由佳子（女性）
（弁護士）

リスク・コンプライアンス委員会：15回/15回（100％）

https://www.orix.co.jp/oam/ja/profile/#organization
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■管理報酬等

本投資法人が支払う役員報酬及び運用報酬は、以下のとおりです。

➢ 執行役員及び監督役員の報酬

執行役員及び監督役員の報酬は、役員の各々について1人当たり月額金80万円以内の金額において、当該職務と類似の

職務を行う取締役、監査役等の一般的な報酬水準、物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として、

上記の金額を超えない範囲で役員会で決定される金額とします。

役職名 氏名
第37期～38期（2020年3月1日～2021年2月末）
における役職毎の報酬の総額 （千円）

執行役員 尾﨑輝郎 8,400

監督役員 小池敏雄 3,600

監督役員 服部毅 3,600

監督役員 片岡良平 3,600

➢ 本資産運用会社の報酬

本資産運用会社の報酬は、運用報酬1ないし運用報酬5から構成されています。これらの運用報酬の中には、資産運用

の業績に連動する報酬もあり、これらのインセンティブにより、資産運用会社が本投資法人の業績向上に努めることにより、

投資口価格の上昇による投資主価値の最大化につながると考えています。

運用報酬の詳しい計算方法等はこちらをご参照ください。投資法人規約第41条

役職名 氏名 2020年度における取締役会及び各委員会への出席状況

代表取締役

社長
亀本由高（男性）

取締役会：14回/14回（100％）

リスク・コンプライアンス委員会：15回/15回（100％）

投資委員会：25回/25回（100％）

サステナビリティ委員会：11回/11回（100％）

取締役 三岡美樹（女性）

取締役会：14回/14回（100％）

リスク・コンプライアンス委員会：15回/15回（100％）

投資委員会：25回/25回（100％）

サステナビリティ委員会：11回/11回（100％）

取締役 田中充（男性）

取締役会：14回/14回（100％）

投資委員会：25回/25回（100％）

サステナビリティ委員会：11回/11回（100％）

監査役 久保賢二（男性）
取締役会：14回/14回（100％）

サステナビリティ委員会：11回/11回（100％）

本資産運用会社における役員の構成及び各会議体への出席状況は以下のとおりです。

➢ 本資産運用会社の役員の構成及び各会議体への出席状況
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■コンプライアンスの基本方針と体制

➢ コンプライアンスに関する方針

本投資法人及び本資産運用会社は、コンプライアンスを経営上の最重要課題の一つとして捉えています。

本投資法人においては、その実践を担保するため、すべての役員が本投資法人に対し、その職務の執行において投信法その

他本投資法人に適用ある法令、株式会社東京証券取引所が定める諸規則及び本投資法人の定める諸規程を遵守する旨

の誓約をしており、かかる精神で業務にあたっています。また、役員会におけるコンプライアンスに対する姿勢の重要性に鑑み、

役員会の構成員においてコンプライアンスに対する問題認識を常に有するように努め、役員会での活発かつ健全な協議の実現

によりコンプライアンスの実践に配慮しています。

資産運用会社では、金商法、投信法、宅地建物取引業法その他の関連法令、本投資法人の規約、一般社団法人投資

信託協会が定める規則、本投資法人との資産運用委託契約・不動産管理委託契約、社内規程等を遵守し、社会一般の

倫理、常識及び規範に則して担当業務を遂行するため、その社内規程である「コンプライアンス・マニュアル」において、コンプライ

アンスの意義ないし重要性、コンプライアンスの実践に関する基本方針、コンプライアンスの実践における各組織体の役割、役

職員の行動実践手続等を定め、その徹底を図っています。

コンプライアンス

➢ コンプライアンス推進にかかる体制

本資産運用会社においては、コンプライアンスの実現のために以下の体制を採用しています。

機関 主要な役割

取締役会

コンプライアンスの実践を公正かつ効果的に確保する責任を負っており、コンプライアンスに関する重要事項を
決議するとともに、リスク・コンプライアンス委員会にて承認されたリスク・コンプライアンス・プログラムに承認を与
えます。

代表取締役社長

会社運営の責任者として、取締役会の定める経営の基本方針に基づき業務（コンプライアンスの実現に関
する業務を含む）の執行を総括管理するとともに、執行役員を指揮して、各部門の業務（コンプライアンス
の実現に関する業務を含む）の執行を統轄しています。また、1年に1度、全役職員宛てに、コンプライアンス
意識の啓発を目的としたメッセージを発信しています。

リスク・コンプライアンス

委員会

コンプライアンスに関する次の事項を審議し、承認したものについて、取締役会へ付議します。
・コンプライアンスに関する基本方針の制定及び改定
・コンプライアンス・マニュアルの制定及び改定
・役職員行動実践の制定及び改定
・コンプライアンスに関する組織の設置及び変更
・リスク・コンプライアンス・プログラムの策定、実践及び進捗状況に関する事項
・その他上記に準ずる事項

リスク・コンプライアンス部

管掌役員

資産運用会社におけるコンプライアンス・オフィサーとしての役割を担い、リスク・コンプライアンス部の業務を管
掌する地位にあり、以下の業務行います。
・立案された取引その他職務の執行においてコンプライアンス上の問題を発見した場合、又はリ
スク・コンプライアンス部長から法令・規則等の違反を発見した旨の報告を受けた場合には、こ
れらについて中止、是正又は変更を勧告します

・リスク・コンプライアンス部長より報告を受けたコンプライアンスの状況について、３か月ごとに、取締役会
にて報告します。

リスク・コンプライアンス部長

リスク・コンプライアンス部長は、コンプライアンスの統括を担当し、リスク・コンプライアンス部管掌役員の管掌の
もと、以下のような役割を担います。
・基本方針・行動規範・役職員行動実践の周知徹底及びコンプライアンス意識の醸成
・運用資産の取得・処分、管理委託、賃貸、修繕・改修等に係る法令・規則等の遵守状況の
確認

・運用資産の取得・処分、管理委託、賃貸、修繕・改修等に法令・規則等の違反が発見され
た場合におけるリスク・コンプライアンス部管掌役員への報告

・四半期に一度、法令・規則等の遵守状況をリスク・コンプライアンス委員会に報告
・取締役会の監督のもと、行動規範・役職員行動実践に関する相談対応
・取締役会の監督のもと、行動規範・役職員行動実践に関する実践状況の調査の実施及び
改善

・コンプライアンス研修の企画・実施
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本資産運用会社が本投資法人による不動産関連資産の取得又は譲渡を代理する際には、デューデリジェンス及び鑑定評

価等の結果が、本投資法人における不動産関連資産の取得・譲渡時の価格や意思決定に大きな影響を与えることを認

識し、業務実績や社会的評価のみならずESGへの取組みの観点から当該業務の委託先の適切な選定・管理を行っていま

す。また、当該業務委託先におけるデューデリジェンス及び鑑定評価に際しても、不動産関連資産におけるESGの取組の内

容が結果に反映されています。

➢ デューデリジェンス及び鑑定評価取得におけるESGの観点

その他、本資産運用会社のコンプライアンス手続の詳細は、第38期有価証券報告書199ページ「④コンプライアンス手続」

をご確認ください。

https://ssl4.eir-parts.net/doc/8954/yuho_pdf/S100LDLB/00.pdf

➢ 利益相反取引への対応等

本投資法人の資産運用の委託を受けている本資産運用会社は、本投資法人との間の資産運用委託契約に定められた

義務に加えて、金商法第42条により、本投資法人のため忠実に資産の運用に係る業務を遂行する義務（同条第１項

）、及び本投資法人に対して善良な管理者の注意をもって本投資法人の資産の運用に係る業務を遂行する義務（同条

第２項）を負っています。よって、スポンサー企業グループとの取引において、不当にスポンサー企業グループの利益を図り投

資法人に不利益となる取引を実行しないよう、日頃から努めています。

また、本資産運用会社は、スポンサー企業グループを含む関係会社等との取引等に関する社内規程として「関係会社取引

規程」を設け、これを遵守することによって、本投資法人と本資産運用会社の利害関係人等との取引等、利益相反のおそ

れのある当事者間での取引等に係る弊害の排除に努めているほか、｢コンプライアンス・マニュアル｣の制定・利用により、役職

員一人ひとりの法令遵守の意識を高めるとともに、その基本的な実践の手順を定めています。これにより、本投資法人の利

益に優先して本資産運用会社の利益が図られることのないような体制が整備されているものと考えます。

また、本投資法人の役員会において、スポンサー企業グループとの間の一定の取引等については、事前同意を得る旨、本

資産運用会社の社内規程に定められており、かつ、当該社内規程の変更は、本投資法人と本資産運用会社との間の資

産運用委託契約上、本投資法人の役員会の承認が必要である旨規定されています。かかる定めにより、スポンサー企業グ

ループとの取引等の場合において、利益相反的事態を防ぐ体制が確保されています。

リスク・コンプライアンス委員会の決議においては、リスク・コンプライアンス部管掌役員の出席を要することとするともに、リスク・

コンプライアンス部管掌役員には単独で案件を否決する権限を付与しています。このような権限及び機能をリスク・コンプライ

アンス部管掌役員に与えることにより、利益相反取引による弊害発生の回避が実現されるものと考えます。

さらに、本資産運用会社が設置する投資委員会及びリスク・コンプライアンス委員会においては、それぞれ本資産運用会社

と利害関係のない不動産鑑定士及び弁護士を外部委員として選任しています。各委員会の決議においては、それぞれの

外部委員の出席を要することとするともに、外部委員には単独で案件を否決する権限を付与しています。このような権限及

び機能を外部委員に与えることにより、委員会における意思決定の第三者性が確保され、利益相反取引による弊害発生

の回避が実現されるものと考えます。

➢ 監査済み会計において環境法令違反や労働関連法令違反、業法違反、汚職を起因とした罰金の
支払

2020 年1 月1 日～2020 年12 月31 日までの1 年間において、環境法令違反や労働関連法令違反、業法違反、

汚職などによる罰金の支払いはありません

https://ssl4.eir-parts.net/doc/8954/yuho_pdf/S100LDLB/00.pdf


ガバナンス

79

➢ コンプライアンス・マニュアルの制定及び実践

役職員が金商法、投信法をはじめとする関連法令、一般社団法人投資信託協会が定める規則、本投資法人の規約、

本投資法人との資産運用委託契約、社内規程等を遵守し、社会一般の倫理、常識及び規範に則して担当業務を遂行

するための行動指針としてコンプライアンスの意義ないし重要性、コンプライアンスの実践に関する基本方針、コンプライアンス

の実践における各組織体の役割、役職員の行動実践手続等を定めた「コンプライアンス・マニュアル」を制定しています。本マ

ニュアルを実践することにより、基本的なコンプライアンスの実践が全社的に可能となることを目的としています。

本資産運用会社の役職員は、入社時に、リスク・コンプライアンス部が実施するコンプライアンス研修において本マニュアルの

説明を受けるほか、半年に1回以上で適宜実施されるコンプライアンス研修、コンプライアンスの実践状況を人事考課に反

映させること等によってコンプライアンスの実践に対する意識向上に取り組んでいます。

また、本資産運用会社では、本資産運用会社の親会社であるオリックス株式会社が制定する、オリックスグループ共通のコ

ンプライアンスにかかる規程の一部を受け入れ、当該規程に定める社内規程を遵守した行動をとるための規範や行動基準

の推進を図っています。

リスク・コンプライアンス部長は、コンプライアンス上の問題を発見し、又は発見した旨の報告を受けた場合には、リスク・コンプ

ライアンス部管掌役員にその内容を報告するほか、コンプライアンスの状況について、3ヶ月ごとに、リスク・コンプライアンス委員

会にて報告します。リスク・コンプライアンス部管掌役員は、リスク・コンプライアンス部長より報告を受けたコンプライアンスの状

況について、3ヶ月ごとに、取締役会にて報告します。

また、本資産運用会社の役職員は、コンプライアンス上の問題を含む苦情・事故・危機等が発生した場合には、速やかに部

門長へ報告した上で、所定の手順に基づき社内報告をすべきことが「苦情・事故・危機等対応規則」で定められています。

各報告が終結するまで、是正措置の実施状況をリスク・コンプライアンス部がモニタリングし、同部がそれぞれの進捗状況を四

半期に１回、リスク・コンプライアンス委員会及び本資産運用会社の取締役会へ報告し、定期的に本投資法人の役員会

へも報告します。また、コンプライアンス上の問題を含む苦情・事故・危機等が発生したものの、各役職員から上長への報告

が困難な場合は、直接リスク・コンプライアンス部長又はリスク・コンプライアンス部管掌役員へ報告すべきことも同規則に定め

られています。

■コンプライアンスの推進

➢ コンプライアンス研修及び啓発

本資産運用会社では、社内のコンプライアンスに対する意識の向上ないしコンプライアンス態勢の維持を目的として、リスク・

コンプライアンス部の主催により、金商法、投信法、宅地建物取引業法その他の不動産取引関連法等の法令、社内規則

、腐敗行為防止、情報セキュリティ等に係る役職員（派遣社員及び本資産運用会社からの業務受託者の社員等で本資

産運用会社に駐在する者を含みます。）向け研修会を、半年に１回以上で集合研修やe-ラーニングの形式で適宜実施

しています。また、各役職員から関係する法令・規則等を遵守する旨の宣誓書を、毎年取得しています。
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➢ 監査及びモニタリング体制

内部監査の実施等を主要な担当業務とする監査室を設置しています。監査室長が年に1回以上社内すべての部署監査

を行い、さらに必要に応じて都度各部署の監査を行っています。また、監査室長は、内部監査を実施後、改善を要する事

項について被監査部門の長に示達するとともに内部監査や被監査部門の改善措置・改善の状況等を取締役会及びリスク

･コンプライアンス委員会にて報告しています。

さらに、本資産運用会社では、各部門が自ら、経営基本方針、組織ミッション・重点目標及び法令・条例・社内諸規程等

に則り、適切かつ有効な業務運営がなされているかを調査の上、これを評価し、業務の是正・改善を行っており、当該調査

により内部管理の適切性と健全性の確保を図っています。

本資産運用会社では「3つのディフェンスライン」に基づき組織体制を整備しています。第2線にあたるリスク・コンプライアンス

部管掌役員と第3線にあたる監査室長につき、それぞれ別の役職員を任命しています。
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第一のディフェンスライン 第二のディフェンスライン 第三のディフェンスライン

<事業実施部門>
一定の範囲内でリスクを引受け、リスクの
特定、評価、及び統制に対し責任及び説
明責任を負う

＜リスク・コンプライアンス部＞
第一線と密に連携、第一線のリスクが適
切に特定され、管理されるようにする

＜監査室＞
一線・二線で作られたプロセスの有効性を
独立した立場で評価し、客観的な保証を
与える
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■規程と取組

➢ マネーローンダリングの防止

宅地建物取引業者及び金融商品取引業者である本資産運用会社は、特定事業者として、犯罪による収益の移転防止

に関する法律上の義務を負っており、当該義務の履行のため「マネー・ローンダリング等の防止に関する規則」及びこれに付

随する業務マニュアルを制定しています。当該社内規程に従い、宅地建物及び信託受益権の売買契約の締結又はその代

理若しくは媒介について、取引相手の取引時確認、確認記録及び取引記録等の作成・保存、そして疑わしい取引を発見

した場合には行政機関に対してその届出を行うことにより、犯罪収益の移転防止・早期発見そして剥奪に繋げています。

➢ 接待・贈答等の授受、腐敗行為の防止

本資産運用会社では、「接待・贈答の授受に関する規則」において、取引先等又は公務員等との間で接待・贈答の授受

を行うに際しての基本的事項を定め、本資産運用会社が不正な利益を得るための手段としての接待・贈答を行うことを防

止し、取引先等又は公務員等との間で公正で透明な取引を行うよう努めています。

また、オリックスグループでは、「オリックスグループ腐敗行為防止ポリシー」を定め、取引の相手方が政府職員であるか、民間

あるいは個人であるかを問わず、いかなる状況であれ、腐敗行為にかかる支払の授受を禁止しており、本資産運用会社もこ

の適用を受けます。加えて、本資産運用会社の取締役会の監督のもと、腐敗行為の防止に努めています。

本資産運用会社の役職員は、贈収賄を含む腐敗行為の防止等にかかる研修を年1回e-ラーニングの形式で受講するとと

もに、腐敗行為の防止等にかかる法令・規則等を遵守する旨の宣誓書を、毎年提出しています。

なお、2020年度、本資産運用会社にて腐敗行為防止規程に違反して人事上の懲戒処分を受けた事例はありません。

➢ 反社会的勢力排除に向けた体制整備

本資産運用会社は、反社会的勢力には断固とした対応を行っていくことを明確化するため、「反社会的勢力による被害を

防止するための基本方針」を制定しています。

また、本資産運用会社若しくは本投資法人が第三者との間で取引を開始する場合、本資産運用会社若しくは本投資法

人の取引の相手方が反社会的勢力であることが明らかとなった場合、及び本資産運用会社又は本投資法人に対し反社

会的勢力からの不当要求が行われた場合の対応について、本資産運用会社の社内規程である「反社会的勢力への対応

に関する要領」においてその具体的な手続を定めることにより、反社会的勢力の排除に向けた体制を整備しています。
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EC21

オリックスでは、「21世紀におけるExcellent Company」を目指すために、企業行動憲章ともいうべき「EC21」を定めてい
ます。「EC21」では、「企業理念・経営方針・行動指針」を踏まえて「オリックスが目指す企業像」を明確化し、これを実践す
るための「企業行動規範」、「役職員行動規範」及び「役職員倫理規程」を定めています。さらに、役職員倫理規程に掲げ
られた8つの原則を具体的に説明するために「役職員行動指針」を定めています。
本資産運用会社もオリックスグループの一員として、これらを遵守しています。
https://www.orix.co.jp/grp/company/about/philosophy/ec21/

https://www.orix.co.jp/grp/company/about/philosophy/
https://www.orix.co.jp/grp/company/about/philosophy/ec21/corporate_vision.html
https://www.orix.co.jp/grp/company/about/philosophy/ec21/business_conduct.html
https://www.orix.co.jp/grp/company/about/philosophy/ec21/employee_core.html
https://www.orix.co.jp/grp/company/about/philosophy/ec21/principle_conduct.html
https://www.orix.co.jp/grp/pdf/company/about/philosophy/ec21/conduct_guideline.pdf
https://www.orix.co.jp/grp/company/about/philosophy/ec21/
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➢ インサイダー取引の防止

本資産運用会社は、そのインサイダー取引の防止等に係る社内規則において、本資産運用会社の役職員が、その立場上

知り得た重要事実（資産運用会社又は本投資法人に関する情報であって、金商法第166条第2項において定義する

「業務等に関する重要事実」をいい、それらに該当する情報を「インサイダー情報」といいます。）の公表前に本投資法人の

投資口、新投資口予約権及び投資法人債（以下「投資口等」といいます。）の売買等を行うことを禁止するとともに、イン

サイダー情報の伝達を原則禁止としています。職務遂行上、インサイダー情報の伝達を必要とする場合には、その必要な限

度においてのみ行うことができ、同時に当該情報が公表されるまでの間、当該他者に本投資法人の投資口等について売買

その他の有償の取引をさせることにより、当該他者に利益を得させ、又は損失の発生を回避させる目的をもって、当該情報

を伝達し又は取引等を勧めてはならない旨を定めています。また、資産運用会社は、オリックス株式会社、オリックス不動産

株式会社及びオリックス・エム・アイ・シー株式会社との間の2013年12月24日付スポンサー・サポート契約に基づいて、イン

サイダー情報の管理を含む情報共有態勢を整備しています。

➢ 不公正な取引等の防止

本投資法人は、独占禁止法で不公正な取引方法として挙げられている「優越的地位の濫用」の禁止及び下請代金支払

遅延等防止法に定める義務の遵守をコンプライアンス・マニュアルに定め、公正かつ自由な競争の確保に努めています。
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➢ 外部通報制度

オリックスグループでは、コンプライアンス推進の一環として、取引先等からの通報窓口を設置しています。

https://www.orix.co.jp/grp/company/ir/governance/compliance/ex-hotline-form.html

通報可能な内容は以下のとおりです。

「公益通報者保護法に規定される、オリックスグループ役職員のコンプライアンスに反する行為、又はそのおそれのある行為」

（例）

不正、法令違反（キックバック、架空請求、書類改ざん、不正な接待/贈答品の要求、マネーロンダリング（資金洗浄）の

疑いのある取引等）、ハラスメント（パワハラ、セクハラ等）、立場を利用した嫌がらせ、その他、違法行為や倫理に反する

こと

➢ 内部通報制度

オリックスグループでは、公益通報者保護法に準拠し、社内規程であるコンプライアンス・ホットラインに関する規則等に基づき

汚職・贈収賄を含む不正・法令違反に関する通報・相談窓口（外部法律事務所）や会計・会計の内部統制・監査に関

する通報相談窓口（オリックス監査委員会事務局）、不適切な業務執行・ハラスメント等に関する通報窓口（社内窓口

・社外窓口いずれも利用可能）を設置し、役職員、派遣社員、アルバイト、パート、退職者や家族からの相談を受け付け

ています（手紙、直接訪問、電話、メールで連絡可。メールの場合は24時間・365日受付可能）。また、このような相談

窓口を設置していることを、ポスターや社内イントラネットにより、役職員へ積極的に周知しています。これにより、法令違反、

社内規則違反、社会通念に反する行為等を早期に発見し、不祥事を未然に防ぐとともに必要な改善を図り、グループ経

営の健全性を高めることを目指しています。

通報窓口は、社外弁護士・外部専門業者につながる社外窓口と、経営幹部から独立した監査委員会への通報窓口、社

内窓口の3つを設けています。具体的な通報窓口の運用は以下のとおりです。

・不正・法令違反に関する通報 ・・・・・社外窓口（外部法律事務所）

・不適切な業務執行・ハラスメント等に関する通報 ・・・・・社外窓口（外部専門業者）

・会計・会計の内部統制・監査に関する通報 ・・・・・オリックス監査委員会事務局

・その他ホットライン事案全般についての相談・問合せ ・・・・・社内窓口

https://www.orix.co.jp/grp/company/ir/governance/compliance/ex-hotline-form.html
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また、制度の体制・運用について定めた「コンプライアンス・ホットラインに関する規則」において、内部通報者及び調査協力

者への不利益扱いを禁止するとともに、全役職員（派遣社員を含みます。）に対して、法令違反、社内規則違反、社会

通念に反する行為等が行われていることを知った、あるいは疑問を抱くに至った場合、まず自らの上司に報告することを原則

とし、上司への報告に支障がある場合等には、速やかにコンプライアンス・ホットラインに通報する義務を課しています。通報

受付後は、ホットライン責任者（コンプライアンス担当の役員）の管理のもと、関係者を限定し、通報情報を厳重に管理の

上、調査・是正対応等を行っています。

内部通報の報告・相談ルートは以下のとおりです。

報告・相談受付後の対応は以下のとおりです。

2020年度にオリックスグループで受領した報告・相談件数は、内部通報窓口で受領した案件が約90件、外部通報窓口

で受領した案件が約20件でした。（件数は国内・海外の合計）
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◼リスク管理体制

➢ リスク管理の仕組み

本資産運用会社は、リスク管理を統括する部門としてリスク・コンプライアンス部を設置しています。また、リスク・コンプライアン

ス部管掌役員を委員長とし、社長及び外部委員（本資産運用会社と利害関係を有しない弁護士とします。）を委員とす

るリスク・コンプライアンス委員会を設置し、リスク管理状況の報告を受け、リスク・コンプライアンス・プログラムの策定等を行い

ます。さらに、取締役会は、リスク・コンプライアンス委員会にて審議されたリスク・コンプライアンス・プログラムに承認を与えま

す。承認されたリスク・コンプライアンス・プログラムは、3ヶ月ごとにリスク・コンプライアンス委員会及び取締役会にその進捗状

況について報告され、モニタリングされています。 本資産運用会社は、このような重畳的な体制により、リスク管理の充実化

を図っています。

このリスク・コンプライアンス・プログラムには、ESGリスク（長期的な気候変動リスクの把握と影響度の分析、環境法令の遵

守、ESG評価の維持向上のための施策の実施）も3ヶ月ごとのモニタリング対象に含まれています。

リスク管理

➢ リスク評価の方法

本資産運用会社の社内規程である「リスク管理規則」において、リスク管理の基本方針として以下の事項を定めています。

• リスクを適切に管理することで、経営の安定性、継続性、発展性を確保しつつ、投資運用業者として受託者責任を果

たし、本投資法人の投資主の保護に資することを目指すこと。

• 上記目的を果たす観点から、測定、コントロール、モニタリング等のリスク管理を適切に行うのに必要な体制の構築、ルー

ルの整備、人材の育成及びシステム基盤の強化に取り組むこと。

• 関連する各種リスクは、経済環境の変化や不動産市況等の変化を受けやすいことを十分に認識した上、リスクの種類

及び存在を把握し、管理方法も含めて適時、適切な見直しを行うこと。

本資産運用会社では各部及び全取締役を含む各部管掌役員にて管理すべきリスクの内容と発生頻度、影響度、管理状

況の内容、管理レベル、及び対応策等を洗い出し、リスク・ライブラリー（以下「ライブラリー」といいます。）として取りまとめて

います。その後、各部及び全取締役を含む各部管掌役員が取りまとめたライブラリーの内容をリスク・コンプライアンス部管掌

役員が全社的な観点から必要項目を選定し、年間のリスク・コンプライアンス・プログラムを策定してします。

それらにより、リスクの棚卸・リスクの認識・カテゴライズ（Plan）⇒リスク管理方針によるコントロールの選択（Do）⇒残余

リスクのモニタリング（Check）⇒コントロールの評価と改善（Action）というリスク管理のPDCAサイクルを構築し、さらに

内部監査でPDCAが機能しているかを評価しています。

リスクが顕在化した場合には、本投資法人及び本資産運用会社に及ぼす被害・損失の最小化を図るため、その影響度に

応じ、すみやかに必要な社内報告を行っています。また、危機が発生した場合には、本資産運用会社では、危機対策本部

の設置の要否を検討するものとし、検討の結果、危機対策本部の設置が必要であると判断したときには、危機対策本部を

設置し、危機対策本部のもと、危機に関する情報の収集・分析、対応策の検討・決定・実施、危機発生の原因究明、危

機の是正策や再発防止策の検討・決定・実施・検証等を行います。
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➢ 主なリスクと管理について

本資産運用会社は、本資産運用会社の社内規程である「リスク管理実施要領」において、本投資法人及び本資産運用

会社の事業に関するリスクを定義・認識し、それらの特性に応じたリスク管理を行っています。以下に当該本資産運用会社

が定義・認識するリスクのうち、主なリスク及びそれらの管理方法の例を記載します。

（例）・人材リスク：リスク低減を目指し、休暇制度の充実や働き方改革を通じた、健康で安心して働ける職場環境を提供する取組を

実施。詳細は「社会」の社員との関わり（ダイバーシティ等）を参照。

リスクカテゴリ リスクの種類

環境関連リスク 気候変動リスク、資源・廃棄物リスク、有害物質リスク、自然環境・生物多様性関連リスク

社会関連リスク
災害リスク、人材リスク、労務リスク、人権侵害・不当労働リスク、クレーム対応リスク、
顧客満足度リスク、開示リスク

ガバナンス関連リスク
ガバナンスリスク、組織・企業文化リスク、コンプライアンス・法務リスク、情報資産リスク、
IT・システムリスク、税務会計リスク、ビジネスパートナーリスク、事務処理リスク、監査リスク

経済性リスク 市場・流動性リスク、投資・運用リスク、戦略リスク
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◼ 情報セキュリティリスクマネジメント

オリックスグループでは、情報セキュリティに関するリスクは経営上の重要な課題であると認識し、情報セキュリティポリシ

ーを定め（全文は付属資料に掲載）、「情報」を適切に保護し、情報資産の安全な管理に努めています。また、情

報セキュリティポリシーに従い、グループにおける情報セキュリティ管理の基本方針、情報セキュリティの標準を定めた

「情報セキュリティ基本規則」を制定しています。

これらを踏まえ、本資産運用会社においても、情報資産リスクに対応するための基本方針として「情報管理基本規

則」を定めています。同規則では、オリックスグループの情報セキュリティ標準を基に情報の重要度を分類し、重要度に

応じて本資産運用会社の役職員が遵守すべき行為及び判断等の基準を定め、役職員が業務上知り得た個人情

報を含む情報資産の有効活用とその秘密保持及び利用性の維持向上を図っています。情報セキュリティリスクマネジ

メントの主な取組内容は、以下のとおりです。

➢ 安全管理措置

情報の重要度に応じ、法令や金融分野の個人情報保護に関するガイドラインに沿った適切な安全管理措置を実施。

➢ 役職員個人を特定した上での情報システムの使用

役職員一人一人が責任を持って業務にあたるとの考えから、情報システムは役職員個人を特定した上で使用することとして

います。

➢ 継続的な役職員教育等

役職員に対し、e-ラーニングをはじめとする情報セキュリティに関する教育を継続的に実施しています。また、オリックスグループ

ではサイバーアタック防止の観点から年1回攻撃型メールへの対応訓練を第三者機関に委託し実施しており、本資産運用

会社の役職員も訓練対象となっています。また、本資産運用会社の役職員が退社時に机上や会議室等に機密情報の残

置をしていないか月に1回点検しています。

➢ 情報セキュリティインシデント発生への備え

情報セキュリティインシデントが発生した場合の対応を、「情報管理基本規則」及び「苦情・事故・危機等対応規則」に

定め、対応組織や責任を明確化しています。

◼ 災害リスクマネジメント

オリックスグループでは、災害や事故などの予期せぬ出来事が発生した場合における基本的な考え方、活動内容、リ

スクマネジメントを組織的に実行していくための枠組み等を定めた「災害リスクマネジメント基本規則」（以下「規則」

）を制定しています。規則はオリックスグループ全社に適用されるためオリックスグループの一社である本資産運用会社

にも適用されます。また、規則内に「災害リスクマネジメント基本方針」（以下「方針」）が定められ、平時には災害

に伴い予想される経営資源の損失低減や、復旧方法の確立を図り、緊急事態には組織機能の維持と、迅速な復

旧を通じて被害を最小限に抑えることを目指しています。さらに方針内に行動指針として、役職員及びその家族の安

全確保を最優先すること、経営資源の保全及び適切かつ迅速な復旧を図ること、災害に関連する社会的要請に応

えること等を掲げています。本資産運用会社では規則の経営資源を本投資法人の経営資源と捉え、本投資法人

の資産保全を適切かつ迅速に対応していきます。
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本資産運用会社では、お客さま本位の考え方に基づく業務運営の徹底に向けて、2017年9月に「お客さま本位の

業務運営に関する基本方針」を制定しました。

お客さま本位の業務運営

お客さま本位の業務運営（フィデューシャリー・デューティ）の概念は、元来の「信託契約等に基づく受託者が負うべき義務」に

とどまらず、近年ではより広く「他者の信任に応えるべく一定の任務を遂行する者が負うべき幅広い役割・責任の総称」とされて

います。我々資産運用会社における「フィデューシャリー・デューティー」は、投資家の皆さまと資産運用会社との信認関係に基づ

く義務・責任であり、この信認関係は契約のみによって成り立つものではなく、不動産運用の専門家として、投資家の皆さまの

利益を最大化するために業務を実施することが求められていると考えています。その概念のもと、当社は以下の「お客さま本位の

業務運営に関する基本方針」を制定しています。

方針１.方針の策定・公表

オリックス・アセットマネジメント株式会社（以下「当社」といいます。）は、『お客さま本位の業務運営に関する基本方針』を策

定・公表します。当社は、オリックス不動産投資法人（以下「本投資法人」といいます。）の資産運用会社として誇りと自信を

持ち、本投資法人とその投資主の皆さま本位の業務運営に努め、その取組状況を定期的に公表してまいります。

方針２.お客さまの最善の利益の追求

当社は、本投資法人の運用理念であり、投資主の皆さまにとっての最善の利益と考える「投資主価値の安定的成長を目指

す」ことを念頭に、誠実かつ公正な態度をもって、安定的、効率的かつ透明性の高い資産運用に努めます。

方針３.利益相反の適切な管理

当社は、当社の利害関係人、株主等（以下「関係会社等」といいます。）との利益相反について社内規程を設け、遵守しま

す。例えば、本投資法人と関係会社等との一定の取引について、当社のリスク・コンプライアンス委員会へ付議しチェックを行うな

ど、利益相反のおそれのある当事者間での取引に係る弊害の排除に取り組んでいます。

方針４.手数料等の明確化

当社は、手数料等の種類および計算方法等の情報は、本投資法人の有価証券報告書で明確にします。本投資法人が負

担する手数料等は、資産運用報酬をはじめ、本投資法人の役員報酬、会計監査人報酬、役員会および投資主総会といっ

た機関運営に対する一般事務手数料、投資主名簿管理手数料、口座管理事務手数料、資産保管手数料、経理等に係

る一般事務手数料、投資法人債に係る一般事務手数料、不動産管理会社等に対する管理報酬、等があります。

方針５.重要な情報の分かりやすい提供

当社および本投資法人は、透明性の高い資産運用に努め、常に投資主の皆さまの視点にたった迅速、正確かつ公平な情報

開示を適切に行います。

方針６.お客さまに選好される運用

当社は、お客さまに選好される運用に努め、総合型リートとして中長期的な視点で、投資主価値の安定的成長に資する各種

戦略を実行します。また、お客さまにそれらがわかりやすく伝わるよう、IR活動に努めます。

方針７.役職員への動機づけと社内体制の整備

当社は、本投資法人に求められる社会的責任の重要性と公共的使命を十分に認識し、高い倫理観に基づく社会規範および

法令遵守等を経営の最重要課題と位置付けています。当社の役職員の業績考課は、本投資法人の投資主価値の安定的

成長に資するかどうかという観点と、そのベースとなる業務遂行上のコンプライアンスの実践状況等の観点に基づき、行われます。

また、当社の取締役会で承認されたリスク・コンプライアンス・プログラムには、役職員への定期的なコンプライアンス研修が規定さ

れており、機関設計においては第三者外部委員による経営監視機能を備えた実効性の高い審議プロセスを整備するなど、コン

プライアンス体制およびガバナンス体制の向上に努めています。

お客さま本位の業務運営に関する基本方針
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ⅰ ESG推進の歩み

Ⅱ 情報セキュリティポリシー

ⅲ GRIスタンダード対照表
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資産運用会社が投資法人の資産の運用に関する権限の委託を受けるというJリートの特性を踏まえ、本資産運

用会社が本投資法人と実質一体となってESGを推進しています。

ESG推進の歩み

2013年
・本資産運用会社が環境方針制定
・本投資法人がGRESB初参加

2014年
本資産運用会社が環境方針に付随する「省エネルギー・温室効果ガス排出削減ポリシー」「節水ポリシー」
「廃棄物管理ポリシー」制定

2015年 本投資法人がGRESBリアルエステイト評価で初めてGreen Star（絶対評価で最高位）、相対評価で3スター獲得

2018年3月

本資産運用会社が以下実施。
・環境方針を廃止し「ESG方針」を制定
・ESG方針に付随する「エネルギー使用量・温室効果ガス排出量削減ポリシー」「節水ポリシー」
「廃棄物重量管理ポリシー」を改定

・「調達等取引におけるESGポリシー」制定
・第1回サステナビリティ委員会開催

2018年8月 本投資法人がグリーンビルディングジャパン（GBJ)へ加盟

2018年9月 GRESBリアルエステイト評価4スター、開示評価A評価獲得

2018年12月
・本投資法人がMSCIジャパンESGセレクト・リーダーズの1社に選定
・サステナビリティ委員会規則制定

2019年2月 本投資法人のマテリアリティを特定

2019年3月 本資産運用会社が21世紀金融行動原則へ署名

2019年6月 初めてのESGレポート発行（日本語版のみ。GRIスタンダード 中核準拠）

2019年7月 本投資法人がグリーンボンド発行

2019年9月 ESGレポート改定版発行（日本語版・英語版。GRIスタンダード 中核準拠）

2019年10月 本資産運用会社が気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD)への賛同を表明

2020年2月 本資産運用会社が国連環境計画・金融イニシアティブ（UNEP FI）に署名

2020年5月

本資産運用会社が以下実施。
・「ESG方針」を改定
・ESG方針に付随する「エネルギー使用量・温室効果ガス排出量削減ポリシー」「節水ポリシー」「廃棄物重量管理ポリシー」「調
達等取引におけるESGポリシー」を改定し「エネルギー・温室効果ガス削減指針」「資源・廃棄物管理指針」「ESG調達等指針」
に名称変更

2020年7月 本投資法人が第2回目のグリーンボンド発行

2020年9月 本資産運用会社が、環境省「TCFDシナリオ分析支援事業」の参加企業に選定

2021年3月
本資産運用会社が、本投資法人を対象として行ったTCFDシナリオ分析の結果が、環境省の「TCFDを活用した経営戦略立案
のススメ」に掲載

2021年4月 本投資法人が、TCFDシナリオ分析結果について、2021年2月期決算説明資料において公表

2021年7月 本投資法人が、第3回目のグリーンボンド発行

2021年9月
本資産運用会社が、「ESG方針」「エネルギー・温室効果ガス削減指針」「資源・廃棄物管理指針」「ESG調達等指針」
を改定、「ESG投資・運用指針」を制定。
気候変動に対する中長期目標変更（2050年カーボンニュートラル、2030年35%削減）



付属資料

90

オリックスグループでは、情報セキュリティに関するリスクは経営上の重要な課題であると認識し、ここに情報セキュリティ

ポリシーを定め、「情報」を適切に保護し、情報資産の安全な管理に努めてまいります。

➢ Introduction

情報セキュリティとは、「情報資産」を、毀損、業務の中断、誤用、不正開示、不正確性、アクセス不能および障害、または

その保護における不注意から引き起こされるリスクから守ることです。

これらのリスクは、外部攻撃（サイバー攻撃）、故意または偶発的な内部者の人為的行為、自然災害などの脅威によって

もたらされます。

「情報資産」とは、「情報」および情報を取り扱う業務プロセスや情報システムすべてを指し、「情報」には、紙や媒体に記録さ

れた「情報」を含みます。

「情報」はオリックスグループにとって極めて重要であり、お客さま情報、役職員情報、およびオリックスグループの社内情報を

保護するためのITやネットワークを安全に管理することを最優先事項としています。

ビジネスプロセスは、適切に保護・管理された「情報」に依存しています。適切な保護・管理とは、以下に掲げる事項が担保

された状態を指します。

•可用性。必要なときに情報を確実に入手できること。

•完全性。情報が正確で完全であること。

•機密性。情報へのアクセスは、許可された者のみが行えるようにすること。

上記に加えて継続性、信頼性、否認防止性が特定の情報にとって重要な特性です。故意または過失により「情報」が影響

を受けた場合、オリックスグループは金銭、事業継続または評判の低下に関連する被害を受ける可能性があります。このた

め、オリックスグループは情報セキュリティリスクの特定と管理に取り組でいます。

情報セキュリティは、適切な統制と、人、プロセス、および振舞い（行動様式）により実現され、「情報」を取り扱うオリックス

グループの活動に関連するすべての従業員、請負業者、およびオリックスグループにサービスを提供する外部関係者に責任が

あります。情報セキュリティに関するコントロールは、オリックスグループの業務に対して影響を与えるとともに、お客さまに対する

サービス品質の向上にも寄与します。オリックスグループは、このような情報セキュリティに必要なコントロールを整備、実装し、

改善していきます。

情報セキュリティポリシー
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情報セキュリティは、オリックスグループが企業活動を行う上での重要な事項であり、情報セキュリティに関する戦略、コンセプト、

設計、実装、運用、監視に統合される一連のコントロールによって維持されます。効果的な情報セキュリティの実現のためには、

経営者のコミットメント、セキュリティを意識した文化の醸成、優れたセキュリティ慣行の推進、および情報セキュリティに関する規

則の遵守が必要です。ここに定める10の原則は、情報セキュリティ実現のために必要な5つの事項に対するオリックスグループの

指針と方向性を示すものです。

【情報セキュリティ実現のために必要な5つの事項】

－情報セキュリティ戦略を定義する

－情報セキュリティポリシーを設計する

－適切な情報セキュリティ基準を選択する

－役職員が災害や環境変化に応じて柔軟に事業継続やサービス品質を担保できる組織を構成する

－情報セキュリティについて適切な開示を行う

【原則】

1.セキュリティと安定性を、設計、システムおよびサービスのライフサイクル全体に組み込みます。

2.オリックスグループの役職員は、安全な業務運営と機密情報の保護に責任を負います。

3.情報セキュリティ対策の実施は、セキュリティリスクをオリックスグループの各ビジネスにとって許容可能なレベルまで低減しま

す。またその対策は、各ビジネスに関連するリスク対策に比例させます。

4.情報セキュリティに関するコントロールは、リスクベースアプローチの考えを基本とし、セキュリティ対策はオリックスグループの

各ビジネス固有の性質、適用される規制管理、特定の脅威の性質、およびそれらに対する経営者のビジネスリスクに対

応する方針のすべてを考慮します。

5.情報セキュリティに関する社内規定は明確で実用的であり、セキュアな業務遂行を可能にし、法律と規制に準拠します。

6.社内規定は、情報セキュリティに対する新しい考え方と、その実現性に関する見通しを含み、また環境の変化に応じて適

切に更新します。

7.最新のセキュリティ脅威をタイムリーに予測し、現在の情報セキュリティに関するコントロールの評価、社会で現実に発生し

ているセキュリティ事象および優れた新しいセキュリティ技術の把握により、最適なレベルのセキュリティを維持します。

8.情報セキュリティインシデントの影響と発生に関するリスクをオリックスグループの各ビジネスが受容可能な範囲内に低減さ

せます。

9.情報セキュリティについて、機密性を担保するとともに、適切な情報開示を行います。また、利害関係者にも同様の姿勢

を求めます。

10.実効性のある情報セキュリティ対策を推進するための体制を構築し、国際的に認められた優れた対策を活用します。

この情報セキュリティポリシーは、オリックス株式会社の2021年5月のエグゼクティブ・コミッティで承認されています。

➢ Information Security Principles
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GRIスタンダード対照表

一般開示事項

項目 開示事項 HP掲載箇所（2021年９月時点） ESGレポート掲載箇所

1. 組織のプロフィール

102-1 組織の名称 OJR HP 投資法人の概要 P.5 本投資法人の概要

102-2 活動、ブランド、製品、サービス
OJR HP 投資法人の概要 P.5 本投資法人の概要

OJR HP 物件一覧 -

102-3 本社の所在地 OJR HP 投資法人の概要 P.5 本投資法人の概要

102-4 事業所の所在地 OJR HP 投資法人の概要 P.5 本投資法人の概要

102-5 所有形態および法人格 OJR HP 投資法人の仕組み P.71 投資法人の機関について

102-6 参入市場

OJR HP 投資法人の概要 P.5 本投資法人の概要

OJR HP 物件一覧 -

OJR HP 有価証券報告書（テナントの概要） -

102-7 組織の規模

OJR HP 投資法人の概要 P.5 本投資法人の概要

OJR HP 決算ハイライト -

OAM HP 人材戦略-オリックス・アセットマネジメント
株式会社 役職員の状況

P.57 オリックス・アセットマネジメント株式会社 役
職員の状況

102-8
従業員およびその他の労働者に関
する情報

OJR HP 投資法人の概要
●本投資法人の資産運用会社である、オリックス・
アセットマネジメント株式会社は、登記上の住所以
外の営業所や支店はございません。
●投資法人は、法律上従業員の雇用が禁止され、
業務を外部に委託する必要があります。

P.5 本投資法人の概要
P.71 本投資法人の役員の構成、選任理由及び
役員会への出席状況

●本投資法人からオリックス・アセットマネジメント株
式会社は、資産の運用に関する権限の委託を受
け、投資主の皆様の出資金と金融機関からの借入
金により現物不動産/不動産信託受益権への投
資を行います。その実務は、オリックス・アセットマネジ
メント株式会社の役職員が担っています。

P.5 本投資法人の概要
P.71 本投資法人の役員の構成、選任理由及び
役員会への出席状況
P.57 オリックス・アセットマネジメント株式会社 役
職員の状況

●本投資法人からオリックス・アセットマネジメント株
式会社は、資産の運用に関する権限の委託を受
け、投資主の皆様の出資金と金融機関からの借入
金により現物不動産/不動産信託受益権への投
資を行います。その実務は、オリックス・アセットマネジ
メント株式会社の役職員が担っています。

102-9 サプライチェーン

OJR HP 投資法人の仕組み P.71 投資法人の機関について

OJR HP テナント・取引先とのつながり
P.53 プロパティ・マネジメント会社（PM）及びビ
ル・マネジメント会社（BM）との協働

102-10
組織およびそのサプライチェーンに関
する重大な変化

該当する項目はありません 該当する項目はありません

102-11 予防原則または予防的アプローチ

OJR HP ESG方針 P.8 ESG方針

OJR HP リスク管理・コンプライアンスへの取組
P.77～83 コンプライアンス
P.84～86 リスク管理

102-12 外部イニシアティブ OJR HP 外部機関への参加 P.18 賛同するイニシアティブ

102-13 団体の会員資格
OAM HP 会社概要 P.5 資産運用会社の概要

OJR HP 外部機関への参加 P.18 賛同するイニシアティブ

2. 戦略

102-14 上級意思決定者の声明 P.4 トップメッセージ

102-15 重要なインパクト、リスク、機会
OJR HP マテリアリティ（重要課題） P.14 マテリアリティとSDGs

OJR HP サステナビリティ委員会 P.16 ESG推進体制

3. 倫理と誠実性

102-16 価値観、理念、行動基準・規範
OJR HP ESG方針 P.8 ESG方針

OJR HP 運用理念
P.5 本投資法人の概要
P.87 お客様本位の業務運営

102-17
倫理に関する助言および懸念のた
めの制度

OAM HP 人材戦略-内部通報制度 P.82～83 内部通報制度、外部通報制度

OJR HP お問い合わせ-苦情等のお申し出先、紛
争を解決するための あっせん窓口

-

4. ガバナンス

102-18 ガバナンス構造
OJR HP サステナビリティ委員会 P.16 ESG推進体制

OJR HP 意思決定プロセス P.74 意思決定プロセス

102-19 権限移譲
OJR HP サステナビリティ委員会 P.16 ESG推進体制

OJR HP 意思決定プロセス P.74 意思決定プロセス

102-20
経済、環境、社会項目に関する役
員レベルの責任

OJR HP サステナビリティ委員会 P.16 ESG推進体制

102-21
経済、環境、社会項目に関するス
テークホルダーとの協議

OJR HP S（Social）社会への取組 P.43～68 社会

OJR HP マテリアリティ（重要課題） P.14 マテリアリティとSDGs

OJR HP 意思決定プロセス P.74 意思決定プロセス

102-22
最高ガバナンス機関およびその委員
会の構成

OJR HP 投資法人の概要 P.5 本投資法人の概要

OJR HP 投資法人規約 第4章 第21条、第
24条

P.71 投資法人の機関について
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GRIスタンダード対照表
項目 開示事項 HP掲載箇所（2021年９月時点） ESGレポート掲載箇所

102-23 最高ガバナンス機関の議長 OJR HP 投資法人の概要 P.5 本投資法人の概要

102-24 最高ガバナンス機関の指名と選出 OJR HP IR資料室-投資法人規約 -

102-25 利益相反

OJR HP リスク管理・コンプライアンスへの取組-利
益相反取引への取組

P.78 利益相反取引への対応等

OJR HP 意思決定プロセス P.74 意思決定プロセス

OJR HP IR資料室-決算説明資料-投資口の状
況

-

102-26
目的、価値観、戦略の設定におけ
る最高ガバナンス機関の役割

OJR HP サステナビリティ委員会 P.16 ESG推進体制

102-27 最高ガバナンス機関の集合的知見

OJR HP ESG推進体制 P.16 ESG推進体制

P.68 ■本資産運用会社 研修 役員向けESG
研修

102-28
最高ガバナンス機関のパフォーマン
スの評価

現時点では最高ガバナンス機関のパフォーマンスの
評価は実施しておりません

現時点では最高ガバナンス機関のパフォーマンスの
評価は実施しておりません

102-29
経済、環境、社会へのインパクトの
特定とマネジメント

P.7～15 ESG方針・関連指針とCO2排出削減
目標の変更～マテリアリティとSDGｓ

OJR HP サステナビリティ委員会 P.16 ESG推進体制

102-30
リスクマネジメント・プロセスの有効
性

OJR HP サステナビリティ委員会 P.16 ESG推進体制

102-31 経済、環境、社会項目のレビュー OJR HP サステナビリティ委員会 P.16 ESG推進体制

102-32
サステナビリティ報告における最高ガ
バナンス機関の役割

OJR HP サステナビリティ委員会 P.16 ESG推進体制

102-33 重大な懸念事項の伝達 OJR HP リスク管理・コンプライアンスへの主な取組 P.77 ■コンプライアンスの基本方針と体制

102-34
伝達された重大な懸念事項の性
質と総数

報告期間において重大な懸念事項はありませんで
した。

報告期間において重大な懸念事項はありませんで
した。

102-35 報酬方針 OJR HP 投資法人の仕組み P.76 執行役員及び監督役員の報酬

102-36 報酬の決定プロセス OJR HP 投資法人の仕組み P.76 執行役員及び監督役員の報酬

102-37
報酬に関するステークホルダーの関
与

OJR HP 投資法人の仕組み P.76 執行役員及び監督役員の報酬

102-38 年間報酬総額の比率 OJR HP IR資料室-資産運用報告書 P.76 執行役員及び監督役員の報酬

102-39 年間報酬総額比率の増加率 - -

5. ステークホルダー・エンゲージメント

102-40 ステークホルダー・グループのリスト OJR HP ステークホルダーとのコミュニケーション P.15 マテリアリティ特定の過程

102-41 団体交渉協定

投資法人は従業員を有していない為該当はありま
せん。資産運用会社は、法の定める結社の自由を
尊重していますが、労働組合はありません。
OAM HP 人材戦略-オリックス・アセットマネジメン
ト株式会社 役職員の状況

102-42 ステークホルダーの特定および選定 OJR HP ステークホルダーとのコミュニケーション P.15 マテリアリティ特定の過程

102-43
ステークホルダー・エンゲージメントへ
のアプローチ方法

OJR HP S（Social）社会への取組 P.43～68 社会

102-44 提起された重要な項目および懸念 報告期間内では該当はありません 報告期間内では該当はありません

6. 報告実務

102-45
連結財務諸表の対象になっている
事業体

該当はありません 該当はありません

102-46
報告書の内容および項目の該当
範囲の確定

OJR HP マテリアリティ（重要課題）
P.14～15 マテリアリティとSDGs、マテリアリティ特
定の過程

102-47 マテリアルな項目のリスト OJR HP マテリアリティ（重要課題） P.14 マテリアリティとSDGs

102-48 情報の再記述 該当はありません 該当はありません

102-49 報告における変更 該当はありません 該当はありません

102-50 報告期間
原則として2020年4月1日～2021年3月31日
の実績を報告していますが、一部当該年度以外の
内容も記載しています。

原則として2020年4月1日～2021年3月31日
の実績を報告していますが、一部当該年度以外の
内容も記載しています。

102-51 前回発行した報告書の日付
2020年ESGレポート発行日：2020年10月16
日・追補発行日：2021年3月

2020年ESGレポート発行日：2020年10月16
日・追補発行日：2021年3月
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GRIスタンダード対照表

項目 開示事項 HP掲載箇所（2021年９月時点） ESGレポート掲載箇所

102-52 報告サイクル 年次 年次

102-53 報告書に関する質問の窓口 オリックス・アセットマネジメント株式会社 財務IR部 オリックス・アセットマネジメント株式会社 財務IR部

102-54
GRIスタンダードに準拠した報告で
あることの主張

この報告書は、GRIスタンダードの中核（Core）
オプションに準拠して作成されています。

この報告書は、GRIスタンダードの中核（Core）
オプションに準拠して作成されています。

102-55 GRI内容索引 本表 本表

102-56 外部保証 外部保証はございません。 外部保証はございません。

経済

マネジメント手法

項目 開示事項 HP掲載箇所（2021年９月時点） ESGレポート掲載箇所

103-1
マテリアルな項目とその該当範囲の
説明

OJR HP マテリアリティ（重要課題） P.14 マテリアリティとSDGs

103-2 マネジメント手法とその要素
OJR HP ESG推進体制

P.8～13 ■ESG方針～■ESG調達等指針
P.16 ESG推進体制

OJR HP G (Governnce) ガバナンスへの取組 P.71～76 ガバナンス体制

103-3 マネジメント手法の評価
OJR HP サステナビリティ委員会 P.16 ESG推進体制

OJR HP マテリアリティ（重要課題） P.14 マテリアリティとSDGs

腐敗防止

205-1
腐敗に関するリスク評価を行ってい
る事業所

オリックス・アセットマネジメント株式会社本社1か所
のみで実施しています。よってリスク評価実施割合
は100％です。

オリックス・アセットマネジメント株式会社本社1か所
のみで実施しています。よってリスク評価実施割合
は100％です。

205-2
腐敗防止の方針や手順に関するコ
ミュニケーションと研修

OAM HP EC21-役職員行動指針のリンク -

OAM HP 人材戦略-内部通報制度 P.82～83 内部通報制度、外部通報制度

OAM HP 人材戦略-研修体系 P.68 ■本資産運用会社研修

205-3 確定した腐敗事例と実施した措置 該当はありません 該当はありません

環境

マネジメント手法

項目 開示事項 HP掲載箇所（2021年９月時点） ESGレポート掲載箇所

103-1
マテリアルな項目とその該当範囲の
説明

OJR HP マテリアリティ（重要課題） P.14 マテリアリティとSDGs

103-2 マネジメント手法とその要素

OJR HP ESG推進体制
P.8～13 ■ESG方針～■ESG調達等指針
P.16 ESG推進体制

OJR HP エネルギー・温室効果ガス削減指針
P10. ■エネルギー・温室効果ガス削減指針
P.34～40 気候変動対策の推進（温室効果ガ
ス排出量削減）

OJR HP 資源・廃棄物管理指針
P.12 ■資源・廃棄物管理指針
P.41 ■廃棄物管理

OJR HP 資源・廃棄物管理指針
P.12 ■資源・廃棄物管理指針
P.41～42 ■水資源保護

OJR HP E (Environment) 環境への取組 P.33～42 環境

103-3 マネジメント手法の評価
OJR HP サステナビリティ委員会 P.16 ESG推進体制

OJR HP マテリアリティ（重要課題） P.14 マテリアリティとSDGs

エネルギー

302-1 組織内のエネルギー消費量 OJR HP エネルギーマネジメント P.34 ■エネルギーとCO2排出量の状況

302-2 組織外のエネルギー消費量

OJR HP エネルギーマネジメント
※「エネルギーマネジメント」に記載されているCO2
排出量の「スコープ1」と「スコープ2」には一部テナン
ト専用部のデータも含まれています。

P.34 ■エネルギーとCO2排出量の状況

302-3 エネルギー原単位 - P.34 ■エネルギーとCO2排出量の状況

302-4 エネルギー消費量の削減 OJR HP エネルギーマネジメント
P.34～40 気候変動対策の推進（温室効果ガ
ス排出量削減）

302-5
製品およびサービスのエネルギー必
要量の削減

- P15 KPI

水

303-1 共有資源としての水との相互作用

OJR HP エネルギーマネジメント P.41～42 ■水資源保護

OJR HP 環境への配慮-節水（井戸水の活用） P.41～42 ■水資源保護

303-5 水消費 OJR HP エネルギーマネジメント P.41～42 ■水資源保護

大気への排出

305-1
直接的な温室効果ガス（GHG）
排出量（スコープ1）

OJR HP エネルギーマネジメント
温室効果ガス排出量として算出しているのはCO2
のみです

P.34 ■エネルギーとCO2排出量の状況
温室効果ガス排出量として算出しているのはCO2
のみです

305-2
間接的な温室効果ガス（GHG）
排出量（スコープ2）

OJR HP エネルギーマネジメント
P.34 ■エネルギーとCO2排出量の状況

305-3
その他の間接的な温室効果ガス
（GHG）排出量（スコープ3）

OJR HP エネルギーマネジメント
※CO2排出量のスコープ1、2にはテナント専用部
からの数値も含まれています

P.34 ■エネルギーとCO2排出量の状況
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GRIスタンダード対照表
項目 開示事項 HP掲載箇所（2021年９月時点） ESGレポート掲載箇所

305-4
温室効果ガス（GHG）排出原単
位

OJR HP エネルギーマネジメント
P.34 ■エネルギーとCO2排出量の状況

305-5
温室効果ガス（GHG）排出量の
削減

OJR HP エネルギーマネジメント P.34 ■エネルギーとCO2排出量の状況

OJR HP 環境への配慮-使用電力量とCO₂排出
量の削減

P.34 気候変動対策の推進（温室効果ガス排
出量削減）

排水および廃棄物
306-2 発生した廃棄物 OJR HP 廃棄物管理 P.41 廃棄物管理
サプライヤーの環境面のアセスメント

308-1
環境基準により選定した新規サプラ
イヤー

OJR HP テナント・取引先とのつながり
P.53 プロパティ・マネジメント会社（PM）/ビル・
マネジメント会社（BM）との協働

308-2
サプライチェーンにおけるマイナスの環
境インパクトと実施した措置

OJR HP テナント・取引先とのつながり
P.53 プロパティ・マネジメント会社（PM）/ビル・
マネジメント会社（BM）との協働

社会

マネジメント手法

項目 開示事項 HP掲載箇所（2021年９月時点） ESGレポート掲載箇所

103-1
マテリアルな項目とその該当範囲の
説明

OJR HP マテリアリティ（重要課題） P.14 マテリアリティとSDGs

103-2 マネジメント手法とその要素

OJR HP ESG推進体制
P.8～13 ■ESG方針～■ESG調達等指針
P.16 ESG推進体制

OJR HP S (Social) 社会への取組 P.43～68 社会

103-3 マネジメント手法の評価
OJR HP サステナビリティ委員会 P.16 ESG推進体制

OJR HP マテリアリティ（重要課題） P.14 マテリアリティとSDGs

雇用

401-1 従業員の新規雇用と離職
OAM HP 人材戦略-オリックス・アセットマネジメント
株式会社 役職員の状況

P.57 オリックス・アセットマネジメント株式会社 役
職員の状況

401-2
正社員には支給され、非正規社員
には支給されない手当

OAM HP 人材戦略-働き方の支援、人材開発 P.66 ■人材開発 資格取得支援

401-3 育児休暇
OAM HP 人材戦略-人事制度・施策、オリックス・
アセットマネジメント株式会社 役職員の状況、実
績

P.63 両立支援（出産・育児・介護）

労働安全衛生

403-1 労働衛生サービス
OAM HP 人材戦略-人事制度・施策、社員の健
康と安全

P.65 ■社員の健康と安全（労働安全）

403-4
労働安全衛生における労働者の参
加、協議、コミュニケーション

OAM HP 人材戦略-人事制度・施策、コミュニ
ケーション

P.65 ■社員の健康と安全（労働安全）

403-5
労働安全衛生に関する労働者研
修

OAM HP-人材戦略 社員の健康と安全 P.65 ■社員の健康と安全（労働安全）

403-6 労働者の健康増進 OAM ESGへの取組 社員の健康と安全 P.65 ■社員の健康と安全（労働安全）

403-7
ビジネス上の関係で直接結びついた
労働安全衛生の影響の防止と緩
和

OJR HP テナント・取引先とのつながり

P.44～53 お客様（テナント・利用者）の健康・
安全・快適性向上～プロパティ・マネジメント会社
（PM）及びビル・マネジメント会社（BM）との協
働

403-9 労働関連の傷害
2020年4月1日～2021年3月31日までの報告
期間に該当事例はありませんでした。

2020年4月1日～2021年3月31日までの報告
期間に該当事例はありませんでした。

403-10 労働関連の疾病・体調不良
2020年4月1日～2021年3月31日までの報告
期間に該当事例はありませんでした。

2020年4月1日～2021年3月31日までの報告
期間に該当事例はありませんでした。

研修と教育

404-1
従業員一人あたりの年間平均研修
時間

- P68 役職員向け研修

404-2
従業員スキル向上プログラムおよび
移行支援プログラム

OAM HP 人材戦略-研修体系 P.66～68 役職員の能力開発

404-3
業績とキャリア開発に関して定期的
なレビューを受けている従業員の割
合

OAM HP 人材戦略-コミニュケーション
2020年4月1日～2021年3月31日の報告期間
内で役職員の100％がパフォーマンス評価を受けま
した。

P.64 年次人事評価制度

2020年4月1日～2021年3月31日の報告期間
内で役職員の100％がパフォーマンス評価を受けま
した。

ダイバーシティと機会均等

405-1
ガバナンス機関および従業員のダイ
バーシティ

OAM HP 人材戦略-オリックス・アセットマネジメント
株式会社 役職員の状況、実績

P.57～59 ■オリックス・アセットマネジメント株式会
社 役職員の状況 ■KEEP MIXED

マネジメント手法

項目 開示事項 HP掲載箇所（2021年９月時点） ESGレポート掲載箇所

103-1
マテリアルな項目とその該当範囲の
説明

OJR HP マテリアリティ（重要課題） P.14 マテリアリティとSDGs

103-2 マネジメント手法とその要素
OJR HP ESG推進体制

P.8～13 ■ESG方針～■ESG調達等指針
P.16 ESG推進体制

OJR HP G (Governance) ガバナンスへの取組
P.71～76 ■本投資法人の機関について、■本
資産運用会社の業務執行体制

103-3 マネジメント手法の評価
OJR HP サステナビリティ委員会 P.16 ESG推進体制
OJR HP マテリアリティ（重要課題） P.14 マテリアリティとSDGs

非差別

406-1 差別事例と実施した救済措置
2020年4月1日～2021年3月31日までの報告
期間に該当事例はありませんでした。

2020年4月1日～2021年3月31日までの報告
期間に該当事例はありませんでした。

強制労働

409-1
強制労働事例に関して著しいリスク
がある事業所およびサプライヤー

OJR HP テナント・取引先とのつながり
P.13 ESG調達等指針
P.53 プロパティ・マネジメント会社（PM）及びビ
ル・マネジメント会社（BM）との協働

社会経済面のコンプライアンス

419-1 社会経済分野の法規制違反
2020年4月1日～2021年3月31日の報告期間
中には該当事例がありませんでした。

2020年4月1日～2021年3月31日の報告期間
中には該当事例がありませんでした。
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