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サステイナビリティとは、
「住む、働く、
ショッピング、遊ぶ」
に対する意識の高い
テナントに対して、
環境的および社会的に
責任ある空間を築くことで、
顧客に対する
経済的価値の提供の
重要性を認識することです。

BENTALL KENNEDY
会社概要：

顧客

550以上
360億米ドル

運用資産
（470億カナダドル）
管理資産

6,000万平方

フィート以上

*上記データは2018年3月31日現在

◀ 200 W. MADISON, CHICAGO, IL
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所有者：BENTALL KENNEDYの
米国コア・ファンド

CEOのメッセージ

サステイナビリティというビジネス
私たちは、急速な技術の進歩と世界規模の変
動の時代に生きています。そして、今の世の中
を理解できるようにするため、ビジネスの辞
書には新たな用語が取り入れられています。
現在の変化のペースを観察すると、ある慣れ
親しんだ用語を、当社のビジネスボキャブラ
リーの中でふさわしい場所に再定義すること
が、より時宜にかなったものとなっています。
この「サステイナビリティ」という用語に新た
なビジネスの意味合いを与えることで、Bentall
Kennedyの誰もが明確な目的意識を得ること
ができます。詳しくお話しましょう。
毎日、仕事に最高の考えを投じる1,100人以上
のBentall Kennedyの従業員は、当社顧客の
資金管理という重大な責任を一切見失うこと
がありません。顧客の投資資金の大半は、勤
勉な人々の退職後への蓄えや年金です。当社
は、正 に 文 字 通り、米 国とカナダ 全 土 の 何
百万もの家族の将来の生計を委ねられてい
るのです。Bentall Kennedyにとって、サステ
イナビリティの概念は何よりも、顧客とその受
益者に対し、健全で長期的な価値を生み出す
受託者としての責任を果たすことから始まり
ます。
当社の経験では、受託者としてのサステイナ
ビリティの達成と、一般的に理解されている
社会的・環境的なサステイナビリティの達成
には、驚くべき相関性があることが分かって
います。

簡単に言えば、テナントと住人は、サステイナ
ブルで社会的責任を特徴として備えて構築さ
れた環境で生活し、働き、遊ぶことを選択して
いるのです。当社が成果として目指すのは、エ
ネルギーと水の少ない消費量、そして廃棄物
の削減と管理戦略です。こうした努力を支える
データアナリティクスは、優れた投資収益とテ
ナント満足度の向上を達成する、より明確な
見解と一連の行動を示してくれます。

るため、テナント／住人コミュニティの第一線
で変化を起こしています。当社の従業員もま
た、このビジネス精神を個人的な努力として
取り入れています。2017年には、従業員が北
米全土の81の非営利コミュニティサービス組
織にその時間と資源を投じました。
このように、ビジネスにおけるサステイナビリ
ティは、環境および社会的実績を高めながら、
的を絞った実行を通じて、顧客に経済的価値
を提供することの重要性を認識するのです。

この哲学は、Bentall Kennedyの全事業部門
にわ たって堂々と採 用されており、当 社 の
チームはサステイナビリティの達成を二元的
に定義することで、足並みを揃えて大義を追
求できるのです。Bentall Kennedyの従業員
は、当社のビルをグローバルな不動産業界に
おける環境および運営効率の模範とすること
で、投資・管理した顧客の資産から多くの価
値を生み出すという挑戦を受け入れました。
その結果は、このレポートに示されている通
りです。すなわち、気候変動に対する準備が
万全で、回復力のある環境構築は、気候変動
の影響に直面している世界に有意義な進歩
を届けるという、力強い証拠を提供している
のです。

本年度の企業責任概要では、昨年度の最も優
れたアイデアや尽力を取り上げ、当社が再定
義したサステイナビリティの理解が価値方程
式にとって不可欠であるという見解を提示し
ます。こうした新しい観点から理解したサステ
イナビリティは、誰もが評価できる自然環境
を目指し構築するための、耐久性あるビジネ
スの推進力と、自ら推進する変化要因となる
のです。

当社の顧客は、不動産がその進歩に最も適し
た状態を発展できるかどうかは、社会的なサ
ステイナビリティに依拠している点を理解して
います。当 社 のForeverGreenテナントエン
ゲージメントプログラムは、よりクリーンで健
康的、そして費用対効果の高い生き方を届け

ゲイリー・ホワイトロー
最高経営責任者

Bentall Kennedy Group

2,050万米ドル

7,090万

78%

12.8%減少

2,630万カナダドル分の公共料金を回避
（2013〜17年）

2017年にグリーンビル認証された

当社ポートフォリオの割合（資産価値ベース）

トップ3

世界ランク：グローバル不動産サステナビリティ・
ベンチマーク
（GRESB）

KWHの電力節約（2013〜17年）

安定化された水消費量
（カナダオフィスのポートフォリオ、2013〜17年）

7年間

ENERGY STAR® パートナー・オブ・ザ・イヤー、
サステインド・エクセレンス賞を受賞（2011〜17年）
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当社ステークホルダーとの協力関係の下、
この旅に思慮深く取り組むことで、
Bentall Kennedyは経済的価値を構築し、
投資先コミュニティのサステイナビリティの
強化を目指します。
▼ オンタリオ州オタワ、Sun Life Financial Centre

所有者：Sun Life Assurance Company of Canada
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価値創造

持続可能な行動を通じた
事業価値の向上
不動産のポートフォリオとは、単にビルで構成されているもので
はありません。当社の目に映るのは、投資家、テナント、従業員、
地域の住民からなるエコシステムが、より繁栄した将来に信頼を
置く、盛況で活発な建造物です。
「健全でサステイナブルな投資
を」という当社の信条に動かされ、私たちはこのエコシステムの各
ステークホルダーに価値を創造するべく尽力します。

です。当社ステークホルダーとの協力関係の下、この旅に思慮深く
取り組むことで、Bentall Kennedyは経済的価値を構築し、投資先
コミュニティのサステイナビリティの強化を目指します。当社は、
サステイナブルな努力とコミットメントを通じて、サステイナブル
な事業と生活を促進する、環境、社会、ガバナンスにおいて高度
な成果を届けています。

サステイナブルなポートフォリオの管理とは、持続可能な投資利
益率と地球の健全性への焦点を組み合わせた、共生のプロセス

環境・社会・ガバナンス（ESG）リスク管理に対する当社のアプローチは、
顧客に長期的な価値を提供します。

投資家

テナント

従業員

地域

産業界

プラスの影響を
生み出す

理念のリーダーシップ
促進

リスクを減らして、
営業純利益（NOI）
を
増やす

テナントの忠誠心、健康、
満足度を高める

事業の優先順位と
連動

当社は、価値の最大化、
リスク管理、そして
安定的で長期的な
利益率の支持に向けて、
投資戦略に
サステイナビリティ要素
を取り入れます。

テナントが
サステイナビリティ目標を
達成し、優れた環境で
営業できるよう
協力することで、
当社は強固な地主・
テナント関係を築きます。

当社の価値観に沿った
サステイナブルな
職場環境を提供しながら、
従業員向け年次
インセンティブプランに
サステイナビリティと
事業目標を統合します。

当社ビルの内外において、
サステイナブルな
コミュニティの健康、幸福、
創造に焦点をあてます。

産業界と足並みを揃えて、
情報を共有し、
ベストプラクティスを
採用して、理念の
リーダーシップを
促進します。
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価値創造

資産ライフサイクルのあらゆるステージで
サステイナブルな価値を構築

サステイナブルなポートフォリオは、不動産の資産ライフサイクルのあらゆる段階に関与しています。当社は、これまでの豊富な
経験から、投資判断にサステイナビリティの発想を取り入れることで、リスクを効果的に管理し、顧客に高い収益と価値を長期的
に届けることが可能になると確信を持つに至りました。こうした理由から、当社では開発、取得、運用という、ビルのライフサイクル
のあらゆる段階でESG原則を優先化しています。

長期的でサステイナブルな観点を最初から
当社の不動産開発プロジェクトは、テナント・住人の現在と将来の需要に対応する、活気溢れる目的地
を築くよう設計されています。私たちの取り組みには、当社資産の環境パフォーマンスを立証し、透明
性を高めて、投資家とテナントに評価される明確な市場差別化要因を確立する、第三者認証が関与し
ています。当社のグリーンビル認証に関する調査結果からも明らかなように、この認証だけが優れた
結果を生み出すのではなく、構築された環境における繋がりもまた、結果をさらに改善させています
（Institutional Investor’s Journal of Portfolio Management、2015）。

開発

今日の健全な投資が明日の価値を創造する

取得

地域の社会的および環境的な健全性に注目した上での投資は、常に健全な投資慣行となります。投
資対象となる不動産を評価する際、私たちはリスク、リターン、多様化を含めた、その他の基本要因と
共にESG変数を取り入れています。人材を巡る競争が続く中、当社は若くて教養ある労働人口を魅了
する、高成長を示す都心部コミュニティに長期的価値があるものとみています。全体として当社は、
長期的なテナントの忠誠心を高めつつ、環境目標の達成をサポートすることができる、より高いWalk
スコア、交通拠点への近接度、洗練されたビル管理システム、そして豊富な快適空間を備えた不動産
に焦点を当てます。

業績向上に向けた継続的改善
当社は、エネルギー、水・廃棄物の管理、先端技術、テナントエンゲージメント戦略を通じて、オペレー
ショナルエクセレンスを推進します。グリーンビル認証を通じてビルの性能を立証することで、当社取
組みが結果を出し、ベンチマークを超えていることをステークホルダーに証明します。同様に、当社は
運用コストを削減して、顧客とテナントに優れた価値を提供しています。

運用
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開発

10 Dundas East, Toronto, ON ▼
共同所有者：Bentall Kennedy
Prime Canadian Property
Fund、Newvest、Sunrise、および
カナダ年金基金

所有者：Bentall Kennedyの米国コア・ファンド ▼

リバーモア・オークス
物流センター

取得

この最先端の物流センターは、サンフランシスコのベイエリアにおける
主要な輸送路線の中心に位置しており、雇用と著しい経済活動を創出
する可能性を秘めていました。この開発は、その期待に見事に応えてい
ます。2017年、この物件はLEED C&S Silver認定を受け、Teslaとその
主要サプライヤーの1 社が130万平方フィートの面積の取得に踏み切っ
たため、この現代的でサステイナブルな産業空間に対する需要の存在
が証明されました。

所有者：Sun Life Assurance Company of Canada ▼

LʼAVENUE

運用

モントリオールにあるこの建物は、現在も同地に進出し続けているテクノ
ロジーおよびクリエイティブ産業から、長期的な関心を持たれている
建物です。通りに面した小売店、高級スーパー、そして84,000平方フィー
ト分のオフィスとコワーキングスペースを備えたこの多目的不動産は、
市のイノベーションハブの中心地で企業を魅了する場となる見込みです。

所有者：Sun Life Assurance Company of Canada ▼

COMMERCE SOUTH OFFICE
PARK BUILDING B
アル バ ータ州 エドモントンに 所 在 するこのオフィス物 件 は、最 近、
Corporate Knightsによってカナダで最もグリーンなビルとして認定さ
れました。この認定は2016年以降、ENERGY STARのスコアが99、また
年間の安定化エネルギー消費原単位の2.3%減を達成した、サステイナ
ブルな運用力を証明するものです。
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価値創造

多面的な将来の
ポートフォリオ
将来のポートフォリオに対する当社のビジョンは、下記の戦略を考慮することで、テナントと住人の環境や
居住コミュニティの改善に向けたフレームワークを活用します。

グリーン戦略による 価値創造は、
ビルが陳腐化するリスクの低減、
エネルギー節約、コスト削減、そして
テナントと住人の要求を満たすことによる
収益増加に基づいています。

スマート

繁栄

スマート戦略は、当社の継続的
イノベーションと起業家精神の
文化を通じて、ビルをテクノロジーの
最先端にとどめるよう
設計されています。

ウェルネスに焦点をあてた戦略は、
テナントと住人の定着と、長期間にわたる
投資家の持続的な利益に貢献します。

認証
当 社 は、LEED、BOMA BEST、ENERGY
STAR®、WELL、Fitwelなど、公認の第三者
グリーンビルおよび健全なビル認証プロ
グラムによって評価・認証されています。

革新
当社は、継続的に革新し、イニシアチブを
実行することで、価値を生み出し、リスクを
管理して、業界トップとしての立場を強化
します。

テナントと関わりを持つ
当社のForeverGreenテナントエンゲージ
メントプログラムは、実施可能なサステイ
ナビリティおよびウェルネスのリソースを
通じて、テナント、住人、物件管理者をつ
なげます。

リスクを評価
詳細なリスク管理システムを通じて、サス
テイナビリティのリスクおよび機会を評価
します。

データを監視
当社のサステイナビリティデータ管理シス
テム「Eco Tracker」は、節約の機会を特
定する上で必要となる、エネルギー、水・
廃棄物分析を行います。

健康と幸福を育む
私たちは、テナントの生産性、満足度、そ
して究極的に定着を促進するため、より健
康的で明るく、クリーンな空間の提供を目
指しています。

目標を設定
エネルギー利用、水消費量、温室効果ガス
排出を測定することで、コスト節約の機会
を特定し、よりクリーンな環境に貢献しま
す。

パフォーマンスのベンチマーキング
ベストプラクティスと比較した物件単位
での持続可能性データをベンチマーキン
グすることで、経営判断を推進し、レポー
ティングを向上させます。

活発な区域を特定
当社ポートフォリオ内の全物件に関する
WalkスコアとTransitスコアを考慮すること
で、立地上の陳腐化リスクを低減し、増加
するテナント・住人の需要を満たします。

グリーン
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リスクを評価

認証

グリーン戦略の実践

Fitwel Champion
2017年、Bentall Kennedyは正式にFitwel Champion
となり、当社のテナントと住人の健康・幸福上の目
標前進を支援するコミットメントを実証しました。
Fitwel認定システムは、個人とコミュニティの健康を
支えるため、ビル設計と運用を改善するフレーム
ワークを提供します。
気候変動に対する適応力プロジェクト

気候変動は、異常気象から海面上昇に至る様々な形
で、建造物のコストとパフォーマンスに影響を及ぼし
ます。気候変動に対する適応力における当社のアプ
ローチは、緊急時の備えの範囲を通り越えて、気候リ
ス ク お よ び 適 応 力 分 析 を 評 価 し ま す。Bentall
Kennedyの気候変動に対する適応力プロジェクト
は、ポートフォリオに特化した気候変動による影響
のデータを通じて、リスクを評価することが目的で
す。このプロジェクトでは、適応とリスク緩和戦略の
両方について報告することを目指しています。

革新

データを監視

スマートな戦略の実践
廃棄物減量
2017年、オンタリオの当社の小売・商業不動産管理
チームは、2020年までに埋め立て地における100万

ポンドの食品廃棄物を転用する機会を特定しまし
た。Waste Solutions CanadaとHop Compostとの
パートナーシップを通じて、彼らはこの食品廃棄物を
栄養分の豊富な造園用の土壌に変換します。このイニ
シアチブは、グレーター・トロント・エリアで当社が抱
える14の不動産で展開される予定で、廃棄物管理に
対する当社の全国規模での次なる戦略的アプローチ
を示しています。

サステイナビリティイノベーション・ラボ
Sun Life Financialとの協力の下、Bentall Kennedy

はアイデアを生み出し、イノベーションと価値創造を
奨励するイニシアチブを実行するためのサステイナ
ビリティイノベーション・ラボを立ち上げました。この
ラボは、従業員からアイデアを引き出すことで、当社
のビルの性能を高め、陳腐化リスクを低減し、テナン
トの忠誠心を強化して、環境を守るために排出量を
低減させます。

受賞歴を誇るプログラム
バ ンクー バ ー のBentall 5不 動 産 管 理 チ ー ム は、
ForeverGreenテナントエンゲージメントプログラム
を無事実施したことを受け、2017 BOMA（Building
Owners and Managers Association）アウトスタン

ディング・ビル・オブ・ザ・イヤー賞を受賞しました。

活発化する
区域を特定

B LU E TEAM

関わりを持つ
テナント

繁栄する戦略を実践

アクティブなライフスタイル
2017年の当社の北米における複数世帯ポートフォリ
オの平均Commuteスコアは、次の通りでした。

• Walkスコア： 84
• Bikeスコア： 81
• Transitスコア：71
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コロラド州デンバーに所在する最高クラスの
当不動産は、当社のエネルギー管理イニシアチブに
参加したことで、2010年以降に357,000米ドル/
410,000カナダドル分の水道・光熱費の節約に
成功しています。
▼

9

コロラド州デンバー、1900 16th Street
所有者：Bentall Kennedyの米国コア・ファンド
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環境

人類、地球、事業性を
向上させるデータ

ECO

カーボンニュートラル

7年間

75%

当社における全てのオフィスの
エネルギー利用が、
カーボンニュートラルを達成しました

ENERGY STAR® パートナー・オブ・ザ・
イヤー、サステインド・エクセレンス賞を
受賞（2011〜17年）

全従業員のうち、サステイナビリティ教育
ウェビナーに参加した人数の割合

情報化時代におけるサステイナブルな不動産投資には、
消費量を減らし、収益性を高める構築環境の革新的進歩が
求められます。
国連によると、ビル（建物）は、世界の温
室効果ガス排出の約3分の1を占めてお
り、世界のエネルギーの40%を消費して
います。これはすなわち、ビル（建物）の
性能を高めることで、環境影響を低減す
る機会につながることを意味しています。

この重要な機会を手に入れる上で、何が鍵
を握っているのでしょうか？ 答えは、データ
です。
私たちは、運用コストを減らして、当社の
ビル（建物）が市場で競争力を持つよう位
置付けるには、データとアナリティクスが
鍵であると考えています。当社は、不動産
を成功に向けて位置付けるため、継続的
に測定、改善、革新を行っています。当社
はサステイナビリティデータ管理システム
「Eco Tracker」による洞察をもとに、資産

およびポートフォリオ単位のシステムの
向上に役立つ、エネルギー、水、廃棄物、
温室効果ガス排出データに関する有意な
アナリティクスを追跡し、投資家に完全な
透明性を提供します。
このデータは、当社の全オフィス、小売店、
住居ポートフォリオにわたって、目標設定
プログラムに送り込まれます。当社の不動
産管理チームは、エネルギーとコスト節
約の機会を組織的に特定して詳細な実施
プランを計画し、これを実行に移して進捗
を監視します。

その成果が、資産のパフォーマンスの向上
です。

ケーススタディ：

1900 16th Streetにおける

節約の目標値の達成

コロラド州デンバーに所在する最高クラス
の本物件は、当社のエネルギー管理イニ
シアチブに参加したことで、2010年以降に
357,000米ドル/410,000カナダドル以上
の水道・光熱費の節約に成功しました。こ
れは、12.7%の削減を示しています。このタ
ワーは、当社のエネルギー目標設定プログ
ラムに参加しており、2019年までにエネル
ギー消費原単位の更なる4%減を目指して
います。こうした努力は、次のような形でも
成果を生み出します。

93: ENERGY STARの

スコア

2014年には87であったこの物件
のENERGY STAR®スコアは、
2017年には93に上昇しました。

99% の稼働率

2018年企業責任概要 | Bentall Kennedy
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環境

.

数字で見る環境における
リーダーシップ
私たちは、非常に高い目標を掲げています。当社は、結果を出して実績を積み重ねたことで、
商業不動産業界における世界的なリーダーにまで上りつめました。以下は、当社が成果を挙げ、
行動を起こした具体的な方法です。

ベンチマーキング
年次のベンチマーキング調査を開始することで、不動産単
位のサステイナビリティデータの追跡、世界規模のベストプ
ラクティスに対する業績測定、改善の機会の特定、顧客レ
ポーティングの向上を目指しました。当社の各不動産が毎年
この調査に回答することで、予算決定の報告と以下の領域
における持続可能性の成果の向上に向けた次なるステップ
を指摘できます。

エネルギー

テナントエンゲージメント

水

認証

廃棄物

健康と幸福

イノベーション

100%
Bentall Kennedyの

ブリティッシュコロンビア州バンクーバー、Bentall 5 ▼
共同所有者：Bentall Kennedy Prime Canadian Property Fund
およびBentall Kennedyの別アカウントの顧客
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ポートフォリオ内の不動産のうち、
当社のサステイナビリティデータ
管理システムに登録しており、
2017年度ベンチマーキング調査
を達成した割合。

377万米ドル /
474万カナダドルの

▼

ケベック州モントリオール、Tour KPMG
所有者：Bentall Kennedy Prime Canadian

Property Fund

コスト節約

北米全土で回避した水道・光熱費の
総額（2016〜17年）

7090万kWhの累積節約
北米全土（2013〜17年）。
これは、11,294台の乗用車を
道路から取り除くことと同等です。

正規化エネルギー消費
原単位の8.3%減
2016年以降のカナダの
産業ポートフォリオ全体にわたる

正規化水消費量の
12.1%減
米国の小売店ポートフォリオ全体
にわたる（2013〜17年）。これは、
オリンピックのプール55個分の
面積に相当。

53%の廃棄物
転用率

北米全土の当社の小売店
ポートフォリオ全体にわたる。

92億米ドル /
116億カナダドルの
LEED認定物件
2,910万平方フィートにわたる

2018年企業責任概要 | Bentall Kennedy
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▼

ワシントン州シアトル、Via6
所有者：BENTALL KENNEDY
米国コア・ファンド

社会

当社のプラス影響アプローチ
ポートフォリオ内のプラス影響
私たちは、サステイナビリティの旅のあらゆる段階において、投資先コミュニティの社会福祉にプ
ラスの貢献を果たすよう尽力します。こうした地域の市民権へのアプローチは、当社の資産が所在
する区域の活力を育み、現地ステークホルダーとの間で有意な関係性の構築を可能にします。私
たちは、投資家、テナント、住人、コミュニティの利益となる社会的イニシアチブを通じて、プラス影
響を生み出すべく努力します。このアプローチは、国連の持続可能な開発目標などの国際的フレー
ムワークと足並みを揃えたものです。
私たちは、投資先の都市や区域で測定可能な変化を届けることを可能にする、社会的影響に対し
て形式化された、測定基準中心の当社のアプローチを誇りに思っています。

歩行者に優しい区域

サステイナブルなコミュニティ内では、より高いWalkスコアや交通拠点へ
の近接度が、ビルのロケーションの長期的な関連性の向上につながります。

71

北米の当社商業施設（リテール）
ポートフォリオにおける平均Walk
スコア

68

北米の当社オフィスポートフォリオ
における平均Walkスコア

健康および福利プログラム

当社のビルでは、社会的に快適な施設を提供するコミュニティ内で、健康
的、魅力的、そして生産的な空間へのアクセスを届けることで、テナントへ
の 長 期 的 な 訴 求 力 を 持 つことを 目 指して い ま す。私 たち は、当 社 の
ForeverGreenテナントエンゲージメントプログラムを通じて、物件管理
者、テナント、住人に対し、健康的な食生活、ウォーキング、自転車、バイオ
フィリアなどの健康と福利に関するトピックについて、実用的な情報を提供
します。

80%以上

当社の米国ポートフォリオのうち、
サステイナビリティに関するテナント
エンゲージメントプログラムに参加
した割合（床面積ベース）

406

当社の物件で開催された、テナント
の健康と福利に関するイベントの数。
9,000人以上が参加しました。

還元する

投資家の玄関の外の世界をより豊かにして、当社のビルに付加価値を加え
るため、私たちは地元組織向けに資金集めやボランティア活動を行い、
地域のイベント用に空間を提供して、コミュニティグループとの連携を築き、
これを強めます。

15,666

地元の非営利組織用に賃借料なし
の空間を提供した時間
13
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381,457米ドル

（479,758カナダドル）の企業献金
総額

会社内でのプラス影響
当社の従業員は、社会的影響が持つ力に対する私たちの信条について熟考し、力強いボランティア精神の文化を駆り立てる行動を取っています。

DONATE

会社全体

オフィス全体

従業員全体

当社は、United Way、World Wildlife
Fund、San Francisco-Marin Food Bank、
シアトルのQueen Anne Food Bank、
トロントのDaily Bread Food Bankなど、

私たちは事業活動を行うコミュニティの
活発なメンバーの一員として、
サステイナビリティへのコミットメントに
従業員のウェルネスも組み込んでいます。
当社のBlue Teamは北米全土の
12都市にまたがり、エンゲージメントを
果たす従業員のグループであり、
サステイナビリティの目標を設定して監視
し、同僚と共にこうした目標を達成または
上回るべく努力します。

当社の従業員は、私たちのコミュニティと
の誇るべきパイプ役を果たしており、毎年、
ボランティア精神と慈善寄付を通じて、
カナダと米国全土の区域を改善していま
す。私たちは、登録された慈善団体への
従業員による寄付を年間最大500ドルまで
マッチングさせ、慈善目的のボランティア
活動には1年あたり2日間の有給休暇を
提供しています。

私たちが気にかける大義と協調する
組織を支援します。昨年、当社は

Habitat for Humanity Greater
Vancouverと協働し、同組織にとって
初となる資源循環型住宅を建設しました。

ブリティッシュコロンビア州リッチモンドで行われた、
Habitat for Humanity Build Dayにおける
Bentall Kennedyのボランティア。

歓迎する従業員コミュニティ
Bentall Kennedyでは、組織のあらゆるレベ
ルでリーダーシップを発展・促進することに
焦点を当てた、包括的な環境を育んでいま
す。当社では、影響力のある女性リーダーが
増えており、不動産業界に足跡を残し、同業
者の間でも評価されるようになっています。

手本を示す

当社の米国事業における社長兼最高投資責任
者を務めるエイミー・プライスは、全米カテゴ
リーにおいてConnect Mediaの2017 Women
in Real Estate Awardsの受賞者の1人に選出

されたほか、BisnowによってBay Areaʼs Most

Influential Women in Commercial Real
Estateにも選 ば れました。Bentall Kennedy
はまた、Commercial Real Estate Women
(CREW) NetworkのSilver Sponsorでもあり、
地方支部その他の同様の組織への参加を推
奨しています。
当社は、不動産業界の最高峰の人材が選ぶ
雇用主としての立ち位置を確立し続ける一方
で、当社の全従業員の健康とウェルネスにも
同等に専心しています。

Bentall Kennedyの従業員
モントリオールのUrban Duathlonに参加

従業員を気遣う

従業員が自らの健康とウェルネスに関して掲
げる優先順位、そして今後のウェルネスの旅
をどのように支援できるかを理解するため、
私たちは全従業員を対象とした健康とウェル
ネス調査を実施しました。2018年以降に取る
べきアプローチは、この調査結果に基づいて
判断されます。

2017年6月、Bentall Kennedyの従業員はSun
LifeのグローバルなWellness Challengeに参
加しました。この「健康的な競争」では、従業
員が目標を設定し、各自の金銭、身体、精神の
幸福に対する小さいながらも有意な変化をも
たらすことが奨励されました。

2018年企業責任概要 | Bentall Kennedy
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当社は、
コーポレートガバナンスと透明性に
関する業界のリーダーになるべく尽力します。
▼ ブリティッシュコロンビア州バンクーバー、False Creek Residences
所有者：Bentall Kennedy Prime Canadian Property Fund
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ガバナンス

強力なガバナンスへの
コミットメントを果たす
受託者
サステイナブルなポートフォリオとは、当社
の事業の本質的なガイド役を担い倫理的
監督の指針となるものです。当社は、コー
ポレートガバナンスと透明性に関する業界
のリーダーになるべく尽力します。当社は、
トレーニングと投資におけるデューデリ
ジェンスからステークホルダーエンゲージ
メントに至るまで、強力なコーポレートガ
バナンス方針および管理業務を順守する、
確固たるコミットメントを示します。

Bentall Kennedyのコーポレートガバナン
スは、カナダの取締役会と米国の取締役会
によって監督されています。当社の方針に

データは、当社のビジネスの数多くの面を
推進しており、同様に堅牢なデータガバナ
ンスプログラムで部外秘情報の安全を確保
する必要があります。これには、企業データ
イニシアチブを監督するデータガバナンス
委員会が含まれます。さらに、現実および
デジタルの世界におけるセキュリティ上の
問題や安全を維持する方法について、従業
員が多くの情報に通じることができるよう、
セキュリティ意識向上キャンペーンに着手
しています。

遵守するため、運営と投資の意思決定にわ
たって適切なチェックアンドバランスを提
供 する 商 慣 行 を 確 立しまし た。Bentall
Kennedyの現在進行形の成功には、当社
の顧客、テナント、ビジネスパートナー、サ
プライヤー、一般大衆の信頼を維持するこ
とが決定的に重要です。
当社のビジネス行動規範は、この信頼を勝
ち得るために私たちが遵守する、倫理規範
を要約したものです。毎年、全ての従業員
はトレーニングを修了し、ビジネス行動規
範へのコミットメントを再確認するよう求
められます。

カリフォルニア州オークランド、Latham Square ▼
所有者：Bentall Kennedyの顧客 ▼

7年連続でサステイナブルな投資へのコミットメント
を果たしたことで、世界的なトップ企業と共にランク
イン。ガバナンスでは97%のスコアを獲得。

当社のサステイナビリティプログラムの
整合性を維持する
最近、当社のPRI署名レポートで戦略とガバナンスは
「A+」を、不動産投資は「A」の評価を受けました。

認証環境管理システム認証（ISO 14001）

当社は、プログラムの良好な実装と継続的改善に焦点をあてた、
ISO 14001認証の環境管理システム（EMS）を配備しています。

Bentall Kennedyのサステイナビリティガバナンスの

フレームワーク

当社のサステイナビリティ 担当副社長は、国連環
境計画・金融イニシアチブ（UNEP FI）不動産ワー
キンググループの共同議長を務め、投資委員会の
メンバーでもあり、不動産投資と管理においてサス
テイナビリティの採用を推進する世界的な信任を
得ています。

サステイナビリティガバナンス委員会は、2017年に制定されたこの
詳細なフレームワークにおいて、情報の共有と意識向上とエン
ゲージメントを推奨し、サステイナビリティのリスクと機会を評価
し、サステイナビリティの意思決定と行動に関する戦略的ガイダ
ンスを提供して、当社の投資戦略との連携における進捗状況を追
跡します。

2018年企業責任概要 | Bentall Kennedy
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ガバナンス

価値の構築における
当社のアプローチ
当社は、サステイナブルな努力とコミットメントを通じて、
サステイナブルな事業と生活を促進する、環境、社会、
ガバナンスにおいて高度な成果を届けています。

顧客中心
顧客を当社の再優先事項に
するための継続した
コミットメント

積極的に関りを持つテナント
業界で最も優れた人間の
誘致および成長

不動産のDNA
当社は不動産のみに焦点を
あてます

サステイナビリティにおける
リーダーシップ
サステイナビリティを
価値方程式の一部に

独自の研究
独自の研究によって得る
専門知識

テナントエンゲージメント
当社のテナントの価値観と
目標を反映

▼ イリノイ州シカゴ、200 W. Madison
所有者：Bentall Kennedyの米国コア・ファンド

共同投資とグローバルなリーチ
Sun Life Financialの不動産投資
およびサービスプラットフォーム
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▼
BENTALL KENNEDYについて

オンタリオ州トロント、Two St. Thomas
共同所有者：Bentall Kennedy Prime Canadian
Property FundおよびKingSett Capital

Sun Life Investment Managementの グ ル ー プ 会 社 で あ るBentall
Kennedyは、世界最大の不動産投資顧問の1つで、北米屈指の不動産
サービス提供業者の1つでもあります。Bentall Kennedyは、カナダと米国
全土でオフィス、商業施設（リテール）、産業用不動産、
また集合住宅といっ
た資産の専門知識を持ち、550以上の法人客に利益をもたらしています。
Bentall Kennedyは、Bentall Kennedy（カナダ）Limited Partnership、
Bentall Kennedy（米 国）Limited Partnership、各 提 携 会 社 の 不 動 産
および住宅金融事業からなります。Bentall KennedyはUN PRI加盟会社
で、Responsible Property Investingリー ダ ー に 選 ば れ、Global Real
Estate Sustainability Benchmark (GRESB) の発足以来7年連続で、
GRESBにおける世界のトップ企業としてランクされています。
詳しくは、bentallkennedy.com/cr を参照してください。

レポートについて
レポートの全容は bentallkennedy.com/cr から確認できます。
本レポートに含まれるすべてのデータは、2017年12月31日現在に提示された
内容となります。2018年5月発表。特に断りのない限り、ドルに関する言及は
す べ てカ ナダド ル によるも のとなりま す。Bentall Kennedyに は、Bentall
Kennedy（カナダ）Limited PartnershipおよびBentall Kennedy（米国）Limited
Partnershipが含まれます。この資料のいかなる内容も、信頼を置くべき財務、
投資、またはそのほかのアドバイスとはならず、またそのように見なすべきでも
ありません。
この資料は、ここに言及した一切の証券の購入や売却の売り出しを意図しておら
ず、またそれに相当することもありません。こうした証券はすべて、適切な証券取
引法への遵守の下でのみ売り出され、販売されます。MEPT/MEPT Edgemoor
LPに関するESG以外の質問は、米国で証券取引委員会（SEC）に登録されたブ
ローカーディーラーであり、金融取引業規制機構（FINRA）のメンバーである
Sun Life Institutional Distributors（U.S.）LLC宛 に お 願 い し ま す。Sun Life
Institutional Distributors（U.S.）LLCは、カナダにおいて例外的に登録を免除さ
れています。Bentall Kennedyは、実際および正規化された環境データの両方
を報告しています。

2018年企業責任概要には、気象、占有率、そして例外的なテナントの販売手数
料に関して調整された、エネルギー、温室効果ガス、水の正規化データのみが
含まれ、また当該期間中に管理された不動産のみが含まれます。実際の環境
データに関しては、bentallkennedy.com/cr からアクセス可能な当社のレポー
トの全容を参照してください。Bentall Kennedyは、2017年12月31日に終了する
年度に関する実際の環境データを含め、当社レポートの選定された業績評価指
標に関する限定的保証をKPMG LLP（KPMG）から受けています。
2018年企業責任概要において提示された正規化環境データは、KPMGによる
保証の範囲から除外されています。

KPMGによる 関 与 お よ び 保 証 報 告 書 の 全 容 は bentallkennedy.com/crreporting.phpから確認できます。完全な企業責任（CR）レポートは、本企業責
任概要およびウェブサイトにおける情報開示から成ります。本レポートの作成に
利用された、GRIによって参照される基準およびCRESSガイドラインの一覧に
関しては、bentallkennedy.com/cr-reporting.php を参照してください。

2018年企業責任概要 | Bentall Kennedy
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表紙画像

150 King Street West, Toronto, ON
所有者：Sun Life Assurance
Company of Canada

印刷にはRolland Enviro100 Printを使用し
ており、100%再生紙を含み、EcoLogoおよび
無 塩 素 漂 白であり、FSC®認 証を受 け、再 生
可能バイオガスエネルギーによって製造されて
います。
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