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フロンティア不動産投資法人は、
三井不動産がスポンサーの商業施設特化型リートです
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環境省によりますと、このまま有効な対策をとらずに地球温暖化が進行すると、2100年の
東京の夏は40度を超え、台風の風速は最大90メートルに上ると予測されています。気候変
動がもたらす近年の豪雨や台風の様子からしますと、予測は絵空事ではなく現実に起こりう
る危機であると感じられます。

私たちが日々活動している地球や社会が環境的に健全な状態で存在し、かつ私たちのビジ
ネスがサステナブルに成長し続けるために、商業施設を保有運営する本投資法人、資産運用
会社として、CO₂排出量の削減に繋がる環境負荷低減施策を推進して参ります。

新型コロナウイルス感染症の拡大により生活が制約され、働き方が大きく変わろうとしてい
ます。今後も変化が連続していく社会においては、同質な組織ではなく、多様性がより重要
な組織のあり方になると思います。
資産運用会社役職員は約半数が女性で、メンバーのこれまでのキャリアも多様です。日頃か
ら風通しよく意見を交わし合える闊達な社風が新たな発想の原点であると考えています。
また、組織を支える一人ひとりの社員とその家族にも目を向け、やりがいを感じながら、いき
いきと健康的に働ける環境を整えることは重要な経営課題のひとつであると考えています。
私たち資産運用会社がサステナブルな存在であるために、社員の健康の維持向上に繋がる
健康経営への取組みを、社員と一体となって推進して参ります。

ガバナンス体制の強化につきましては、コンプライアンスとリスク管理を念頭に置いて、意
思決定の透明性を重視しています。また、積極的なIR活動を通じて投資家の皆様との対話を
強化することにより、外部に対しても透明性のある体制を維持して参ります。

今後とも変わらぬご支援、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

三井不動産フロンティアリートマネジメント株式会社
代表取締役社長

今後とも不動産投資運用におけるESG課題への
取組みの一層の充実とその実績の適切な開示により、
ステークホルダーの皆様とのサステナブルな関係を構築し、
中長期的な投資主価値向上という使命を果たすことに
努めて参ります。



Sustainability
Management

【 サステナビリティマネジメント 】
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三井不動産グループは、社会・経済の発展と地球環境の保全に貢献すべく、「＆EARTH」のビジョンのもと、Ⅰ.「環境負荷の低減」、「安全・安心、快適性の向上および持続可能性の確保」および「様々な主体との多様な連携・協力」を柱とする「環境

への取り組み方針」、Ⅱ.「地球環境」、「地域社会」、「文化・教育」、「国際交流」の4つの分野を柱とする「社会への取り組み方針」、Ⅲ.ステークホルダーからの信頼確保に向け、経営の健全性・透明性・効率性を高めるという視点に基づく「ガバナン

スへの取り組み方針」を定め、その実践に努めています。

三井不動産フロンティアリートマネジメント株式会社（以下、「本資産運用会社」）は三井不動産グループの一員として、三井不動産グループのESG課題への取り組み方針（上記Ⅰ.～Ⅲ.）の実践に努めます。

フロンティア不動産投資法人（以下、「本投資法人」）は、中長期的な安定収益の確保とともに、投資主価値の最大化を目指しています。本資産運用会社は、本投資法人の資産運用会社として、本投資法人とともに、不動産運用が常に社会・ 経

済、地球とともにあることを認識し、また、長期的に投資主の方々に保有していただけるJリートであり続けるためには環境負荷低減、本資産運用会社を取り巻く様々なステークホルダーとのサステナブルな関係構築、ガバナンス体制の整備

が必要であると認識しています。ステークホルダーとの関係において本資産運用会社が果たすべき役割を考慮した上で、環境（Environment）・社会（Social）・ガバナンス（Governance）に配慮した運用を目指すことを柱とした「サステナビ

リティに関する方針」をここに策定します。

本資産運用会社は当方針を日々の業務において実践し、その取組み状況につき適切なコミュニケ ーションを図っていきます。

1. 環境負荷の低減

（1）省エネルギーを通じたCO2排出削減

運用における節電や省エネルギー対策を推進すると共に、省エネ等に資する設備の導入を図り、CO2排出

削減に貢献します。また、来る脱炭素社会への適応に向け、再生可能エネルギーの活用等によりポートフォ

リオの低炭素化・脱炭素化に取り組みます。

（2）水環境の保全と省資源・廃棄物削減

省資源・循環型社会の実現に貢献するため、節水に資する機器の導入や3R（リデュース、リユース、リサイク

ル）に取り組みます。

（3）有害物質削減と安全衛生

商業施設の運営によって生じる有害物質や環境汚染を限りなく低減するとともに、建物空間の環境品質を

適切に管理し、テナント従業員や来場者の健康安全衛生を増進する取組みを推進します。同時に、建物利用

者の「安心・安全」の確保のために、大規模地震や激甚化する気候関連災害（台風・洪水等）への備えを一層

充実させる取組みを進めます。

2. 様々なステークホルダーとのサステナブルな関係構築

（1）地域コミュニティとの共生・連携

人や情報の交流の場を提供し、地域活性化への貢献を図るべく、「地域コミュニティの核」となる商業施設の

運営を目指します。

（2）三井不動産グループおよびテナント等との協働

三井不動産グループやテナント企業と協働して快適かつ環境に配慮した商業空間の創出に努め、顧客満足

度の向上や、来客者のサステナビリティ配慮意識の醸成等を目指します。また、不動産運用に係る業務委託

先や、物品調達等の取引先に対しても、ESGの要素を選定基準の一つに位置付け、サステナビリティ配慮の

実践を求めていきます。

（3）役職員の取組み

環境研修を含む体系的な教育・啓発活動や、多様な働き方の支援により、役職員の環境意識や能力の向上

とワークライフバランスの実現に努めます。また、環境整備やコミュニケーション機会の創出を通じ、従業員

のエンゲージメント向上を推進します。

（4）投資家との信頼関係の構築

投資家の皆さまとの信頼関係を構築するため、財務情報の適切な開示に加え、環境・社会を含む非財務情

報についても、可能な範囲で積極的かつ速やかな開示を行っていきます。

3. ガバナンス体制の整備

（1）コーポレートガバナンス構造の明確化

意思決定の透明性を確保するため、意思決定プロセスの開示及びトレーサビリティの確保を重視するとと

もに、コンプライアンス意識の徹底、リスク管理の徹底に努めていきます。

（2）コーポレートガバナンス体制の強化

ガバナンス体制の強化を図るため、役員会における多様性、体制の整備を追求していきます。

サステナビリティに関する考え方

サステナビリティに関する方針
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※1 保有物件における各消費量を分子、床面積を分母として計算した比率のポートフォリオ平均。稼働期間、稼働率、気象条件等による補正を行った数値です。
※2 上記以外のグリーンビルディング認証は取得していません。

マテリアリティ KPI SDGsとの関わり

環境
（E）

省エネルギーを通じた
CO₂排出削減

原単位ベースのエネルギー消費量※1

データカバー率

原単位ベースの温室効果ガス排出量※1

データカバー率

水環境の保全と省資源・
廃棄物削減

原単位ベースの水消費量※1

データカバー率

有害物質削減と安全衛生
廃棄物排出量

リサイクル率

社会
（S）

地域コミュニティとの共生・連携

衣料支援プロジェクトの運営への資産運用会社の参加社員数

衣料支援プロジェクトを実施した保有物件における参加人数

衣料支援プロジェクトを実施した保有物件における回収重量

衣料支援プロジェクトを実施した保有物件における募金金額

役職員への取組み

従業員一人あたりの年間平均研修時間

従業員一人あたりの年間平均研修費用

資格取得者数
（不動産証券化認定マスター、宅地建物取引士、
税理士、日本証券アナリスト協会検定会員）

従業員満足度調査

投資家との信頼関係の構築

環境認証
（DBJ Green Building認証およびCASBEE評価※2）
カバー率

外部認証取得件数

IR説明会開催回数

ガバナンス
（G）

コーポレートガバナンス構造の
明確化

コンプライアンス研修回数

コンプライアンス研修受講率

コーポレートガバナンス体制の
強化

独立役員（監督役員）の数

役員会出席率

女性役員の数

本投資法人および本資産運用会社では、サステナビリティに関する方針に定める課題の中から、特に優先的

に取り組むべき課題を「マテリアリティ（重要課題）」として特定して取り組んでいます。また、これらの特定さ

れたマテリアリティについては、達成度合いを測る具体的な取組み指標としてKPIを設定しています。

マテリアリティ特定のためのプロセス マテリアリティ

本投資法人および本資産運用会社は、事業活動においてマテリアリティに取り組んでいくことにより持続的

な成長を図っていきます。同時に、ステークホルダーとの対話の深化を通じて、社会が本資産運用会社に寄

せる期待を捉えながら、社会変化に応じて柔軟にマテリアリティそのものも見直していきます。

2015年9月、「国連持続可能な開発サミット」で193か国の全会一致により「我々の世界を変革する：持続可能

な開発のための2030アジェンダ」が採択されました。このアジェンダは、2030年までに、市民や行政、企業等

世界中の全ての人が一丸となって、持続可能な発展を実現するための重要な指針であり、17の目標と169の

ターゲットからなる「SDGs（Sustainable Development Goals）」を掲げています。

本投資法人および本資産運用会社では、マテリアリティと、SDGsの17の目標と169のターゲットを関連付け、社

会・経済の発展と地球環境の保全に貢献するとともに、SDGsの達成に貢献していきたいと考えています。

今後の取組み

SDGsとの関わり
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本投資法人および本資産運用会社では、ステークホルダーと対話を通じサステナブルな関係を構築しています。

対話を通じて得られたステークホルダーからの関心、期待については、マテリアリティに反映し、サステナビリティへの取組みを実施しています。

ステークホルダーとの対話

テナント SCマネージャー・取引先

投資主・投資家

地域コミュニティ

役員・従業員

<ステークホルダーとの対話の事例>

● グリーンリース条項の導入
　（保有6物件の契約に導入済）

● 現場での定例会議を通じた環境負荷低減
の取組みの促進

● サステナビリティガイドの配布

● SC運営業務を通じた環境・社会データの
把握

● サステナビリティへの取組みへの恊働

● 投資主総会、決算説明会、国内外投資家と
のミーティング

● 各種IR関連イベント

● ウェブサイト等のツールによるコミュニ
ケーション

● 保有物件の運営を通じたコミュニケー
ション

● 施設内で実施する地域住民向けイベント
を通じたコミュニケーション

● 日常業務やワークショップを通じたコミュ
ニケーション

● 従業員満足度調査等の実施
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事務局長（委員会が任命する者）

投資運用部、財務部、企画・管理部 各部1名以上の担当者

サステナビリティ推進体制

年間活動スケジュール

本資産運用会社において、サステナビリティに関する取組みの実効性を担保するため、代表取締役社長を委員長とし、投資運用部長、財務部長、企画・管理部長を構成委員としたサステナビリティ委員会を設置するとともに、

その事前協議機関としてサステナビリティ事務局（以下、「事務局」）を設置しています。

サステナビリティ委員会で決定した方針、目標および具体的施策等、ならびに進捗状況は本資産運用会社取締役会および本投資法人役員会に定期的に報告されます。

（2020年度実績）委員会開催：4回、委員平均出席率：100％

原則として四半期に１回開催
※委員会にはコンプライアンス部長の出席を原則とし、コンプライアンス上の観点から意見を述べる。

事務局により立案された、「サステナビリティに関する方針」、「リスクと機会の把握に基づく、短期または中長期の目標（達成度合を明

確に測るための重要指標（KPI）を含む）」およびそれらを管理・実現するための「具体的施策とその実施計画」を審議

委員長 代表取締役社長

委　員 投資運用部長

　　　 財務部長

　　　 企画・管理部長
※コンプライアンス部長原則出席

「サステナビリティに関する方針」、「リスクと機会の把握に基づく、短期または中長期の目標（KPIを含む）」およびそれらを管理・実現

するための「具体的施策とその実施計画」等を立案

委員会の審議を経て決定された目標や具体的施策等について、全社の進捗状況を管理し、所管部署の該当事項を取りまとめたうえ

定期的に委員会に報告を実施

サステナビリティ委員会

事務局

サステナビリティ委員会

サステナビリティ事務局

サステナビリティへの
取組み

事務局会議
▼

サステナビリティ
委員会開催

事務局会議
▼

サステナビリティ
委員会開催

事務局会議
▼

サステナビリティ
委員会開催

事務局会議
▼

サステナビリティ
委員会開催

4-5月 7-8月 10-11月 1-2月6月 9月 12月 3月

●過年度活動レビュー
●方針見直し検討
●翌年度目標設定

●KPIを含む目標の進捗状況等の確認



Environment
【 環境への取組み 】
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本資産運用会社では、2021年8月に、気候変動に関するリスクおよび機会への対応、および気候関連課題への事業・戦略のレジリエンス（強靭性・回復力）に係る取り組みの方針を定める「気候変動への取り組みに関するガイドライン」を

制定しました。パリ協定で定められた国際目標を支持し、気候変動の緩和に貢献するため、温室効果ガス排出の削減に継続的に取り組むことを基本方針とし、本ガイドラインに基づき、気候変動に関する取り組みの推進を目指しています。

気候変動に関する基本方針

1. 目標設定
● ポートフォリオ全体および個別物件において、省エネ法に則り、
　中長期的に見て年平均1％のエネルギー消費原単位の低減を基本的な目標とする。
● 中長期目標の期間については、5年間として設定する。
● 温暖化対策関連の地方条例等で別に目標が必要な場合は、個別に目標値を設定する。

2. 目標管理
● 今年度の実績値を把握し、前年度または過去の複数年度の使用量と比較をして目標達成の
　成否（中長期的に目標達成可能か否か）を確認する。使用量増減の原因を把握するために
　予実管理は6か月毎に行う。

1. 目標設定
● ポートフォリオ全体および個別物件において、年平均１％の水消費原単位の低減を
　基本的な目標とする。
● 中長期目標の期間については、5年間として設定する。

2. 目標管理
● 今年度の実績値を把握し、前年度または過去の複数年度の使用料と比較をして目標達成の
　成否（中長期的に目標達成可能か否か）を確認する。使用量増減の原因を把握するために
　予実管理は6か月毎に行う。

1. 目標設定
● エネルギー消費量の削減目標に従い、ポートフォリオ全体につき、毎年その年から5年間の
　期間において、年平均1％のCO₂排出原単位の削減を図ることを目標とする。
● 温暖化対策関連の地方条例等で別に目標が必要な場合は、個別に目標値を設定する。

2. 目標管理
● 目標値と実績値を比較して進捗状況を把握する予実管理を直接管理資産については6か月毎、
　間接管理資産については12か月毎に行う。
● 実績値が目標値に達していない場合には、その原因を究明し、対策を検討する。

1. 目標設定
● ポートフォリオ全体につき、中長期的に見て年平均１％の廃棄物排出原単位の削減を
　基本的な目標とする。

2. 目標管理
● 目標値と実績値を比較して進捗状況を把握する予実管理を12か月毎に行う。

省エネルギー 水使用量

CO₂排出量 廃棄物排出量等

本資産運用会社では低炭素に向け、2015年2月に「省エネルギーに関するガイドライン」、「CO₂等排出削減に関するガイドライン」、「節水に関するガイドライン」、「廃棄物管理に関するガイドライン」を策定し、各ガイドラインにおいて、

エネルギー消費量、CO₂排出量、水使用量、廃棄物排出量等の削減目標と目標管理について、次のような設定を行っています。

低炭素に向けた目標
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本投資法人および本資産運用会社では、保有物件における省エネルギー・省資源の推進活動に取り組み、環境負荷の少ない商業施設を目指しています。

環境負荷低減の取組み

LED照明導入の改修工事を行い、省エネルギーを推進しています。 節水トイレや節水型水栓の導入等により、水消費の削減に取り組んでいます。

飲食店等から排出される生ごみのリサイクル（肥料や家畜の飼料等とする再生利用）や古紙回収の促進等、

テナントと協力しながら廃棄物の削減に取り組んでいます。

風力発電機や電気自動車充電器の設置、壁面緑化等、さまざまな取組みによりCO₂の削減を目指しています。

VIORO
（2014年工事実施）

風力発電機

ららぽーと磐田

ららぽーと新三郷
電気自動車用急速充電器 ブランチ博多パピヨンガーデン

エコスポ（古紙回収所）
ギンザ・グラッセ

生ごみリサイクル実施

小型太陽光発電機付き
風力発電機

電気自動車用急速充電器 壁面緑化

イオンモール茨木
（2015年工事実施）

ブランチ博多パピヨンガーデン イオンスタイル品川シーサイドブランチ博多パピヨンガーデン
（2019-2020年増改築事業実施時に導入）

省エネルギーの推進 節水の取組み

廃棄物の削減CO₂削減の取組み
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本投資法人および本資産運用会社では、エネルギー消費量削減等の環境に関するマネジメントを継続的に行うことを目的として、外部の専門家を通じてデータの収集、蓄積、分析を推進しています。

ポートフォリオ全体のエネルギーマネジメント

※1 保有物件における各消費量を分子、床面積を分母として計算した比率のポートフォリオ平均。稼働期間、稼働率、気象条件等による補正を行った数値です。
※2 Scope1～3は次の数値を集計しています。Scope1：直接管理物件における共用部のガス使用量、Scope2：直接管理物件における共用部の電気使用量、Scope3：直接管理物件専有部における電気およびガス使用量並びに間接管理物件の電気およびガス使用量。
※3 テナントから開示を受けている5物件の合計数値を記載しています。

エネルギー消費量
目標：基準年度比年平均1％の削減（消費原単位ベース） 目標：基準年度比年平均1％の削減（消費原単位ベース）目標：基準年度比年平均1％の削減(排出原単位ベース)

実績推移 実績推移実績推移

実績推移

温室効果ガス（GHG）排出量 水消費量

廃棄物排出量

単 位 2016年度
(基準年度) 2018年度 2019年度 2020年度

エネルギー
消費量 kWh 296,353,744 282,168,956 245,838,740 221,695,054

エネルギー
消費
原単位※1

kWh/㎡ 24.142 23.273 20.915 19.228

基準年度比
年平均削減率
(原単位)

％ ー ▲ 3.4 ▲ 4.4 ▲ 5.5

データ
カバー率 ％ 98.5 98.5 98.5 98.4

単 位 2016年度
(基準年度) 2018年度 2019年度 2020年度

水消費量 ㎥ 949,128 908,268 820,207 737,426

水消費
原単位※1 ㎥/㎡ 0.081 0.072 0.065 0.059

基準年度比
年平均削減率

（原単位）
％ ー ▲ 4.8 ▲ 5.9 ▲ 7.7

データ
カバー率 ％ 98.1 98.5 98.5 98.4

単 位 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

廃棄物排出量 kg 11,850,438 11,578,510 11,535,115 9,671,280

リサイクル率 ％ 50.1 51.1 50.4 54.1

データ
カバー率 ％ 90.3 90.3 88.6 88.0

単 位 2016年度
(基準年度) 2018年度 2019年度 2020年度

温室効果ガス（GHG）排出量 t-CO₂ 117,675 107,436 87,550 77,145

Scope1※2 t-CO₂ ー 273 397 410

Scope2※2 t-CO₂ ー 1,574 1,513 1,325

Scope3※2 t-CO₂ ー 105,588 85,640 75,408

温室効果ガス（GHG）排出原単位※1 t-CO₂/㎡ 0.011 0.010 0.008 0.007

基準年度比年平均削減率（原単位） ％ ー ▲ 6.4 ▲ 8.4 ▲ 10.0

データカバー率 ％ 98.5 98.5 98.5 98.4

生ごみリサイクル量※3

項目 合計（2019年度）

生ごみ

排出量 451t/年

リサイクル量 429t/年

リサイクル率（リサイクル量/排出量×100） 95.2％

リサイクル用途 肥料、飼料
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外部認証・評価
本投資法人では、サステナビリティ活動を通じて以下の外部評価機関による認証・評価を取得しています。

本投資法人は2020年に実施されたGRESBリアルエステイト評価において、
GRESBレーティングで最上位の「5 Stars」を取得するとともに、6年連続で

「Green Star」の評価を受けました。
また、GRESB開示評価において、最上位となる「A」を取得しました。

SMBC環境配慮評価型資金調達
株式会社日本総合研究所が作成した独自の環境配慮評価基準に基づき、企業の
環境配慮状況を評価し、株式会社三井住友銀行が評価の結果に応じた融資・私募
債の条件設定を行うものです。
環境経営の進捗度を、①環境負荷把握の状況、②環境保全対策の多寡と取組みの
成果、③環境マネジメントシステム構築の状況、④環境コミュニケーションと環境
ビジネスへの取組みの多寡という4つの側面から総合的に計測します。

評価ランク

AA
優れた環境配慮を実施

CASBEE-建築（新築）※

評価ランク

Aランク

CASBEE不動産認証
評価ランク

Sランク

GRESB
不動産会社やファンドの環境・社会・ガバナンス（ESG）配慮を測るベンチマーク及びそれを運営する組織の名称で、
投資先の選定や投資先との対話にGRESBデータが活用されています。

GRESB評価

CASBEE評価

SMBC環境配慮評価

DBJ Green Building認証
株式会社日本政策投資銀行（DBJ）が独自に開発した総合スコアリングモデルで、環境・社会へ
の配慮がなされた不動産（“Green Building”）を対象に、5段階の評価ランクに基づく認証を行
う総合評価システムです。

CASBEE（Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency）
建築物の環境性能で評価し格付けする手法で、省エネルギーや環境負荷の少ない資機材の使用といった環境配慮
はもとより、室内の快適性や景観への配慮等も含めた建物の品質を総合的に評価するシステムです。 

ギンザ・グラッセ
三井ショッピングパーク

ららぽーと磐田

ゆめタウン広島

VIOROイオンスタイル品川シーサイド

イオンモール茨木 三井アウトレットパーク入間 イオンモールナゴヤドーム前 三井ショッピングパーク
ララガーデン春日部

池袋スクエア池袋グローブ

三井ショッピングパーク
ららぽーと新三郷 ブランチ博多パピヨンガーデン

※自己評価による評価結果

評価ランク ★★★★★　国内トップクラスの卓越した「環境・社会への配慮」がなされた建物

評価ランク ★★★★　極めて優れた「環境・社会への配慮」がなされた建物

評価ランク ★★★　非常に優れた「環境・社会への配慮」がなされた建物

DBJ Green Building認証

本投資法人は、2017年8月29日付で、J-REITとしては初めて本評価を取得しました。

81.8％（2021年6月末時点）Green Building認証取得率



Social
【 社会への取組み 】
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地域社会への取組み

ご家庭で不用になった衣料品を商業施設へお持ちいただき、NPO法人「日本救援衣料センター」を通じて救援

衣料を必要とする人々へ寄贈するイベントを、毎年春と秋の年2回実施しています。本資産運用会社の従業員

も本プロジェクトの運営に積極的に参加しています。

主催： NPO法人日本救援衣料センター

協力： 三井不動産株式会社、三井不動産商業マネジメント株式会社

ララガーデン春日部での活動の様子

<第23回 ＆EARTH 衣料支援プロジェクト（2020年秋）>

保有物件の実施結果
参加者数　206人　　　回収重量　1,122㎏　　　募金金額　14,300円

＆EARTH 衣料支援プロジェクト

日程 実施施設
実施結果

参加人数 回収重量 募金金額

2020年
10月25日（日）

三井ショッピングパーク
ララガーデン春日部 206人 1,122kg 14,300円

保有物件にて、周辺地域住民を中心とした来場者を対象に様々な社会貢献イベントを実施しています。

保有物件にて、高齢者や、身体の不自由なお客さまにも安心して施設をご利用いただくために、バリアフリー設備を

導入しています。

各種社会貢献イベント

施設のバリアフリーの取組み

環境教育イベント 防災イベント

ブランチ博多パピヨンガーデン

三井アウトレットパーク入間

※2021年春の実施は見送り



Frontier Real Estate Investment Corporation ESG Report
15

トップコミットメント サステナビリティマネジメント Environment（環境）への取組み Social（社会）への取組み Governance（ガバナンス）への取組み インデックス

年間合計※1 1人あたり※2

研修時間 43.5時間 1.7時間/年
研修費用 87万円 3.4万円/年

資 格 人 数
不動産証券化マスター（ARES） 17名

宅地建物取引士 15名
税理士 1名

証券アナリスト 1名
ECO検定 14名

資産運用会社における従業員への取組み
本資産運用会社においては、高度な専門能力と幅広い知識・倫理観を兼ね備えたプロフェッショナル人材の育成を重要課題と捉え、能力開発、健康と安全、職場づくりの観点から、従業員に対する様々な取組みを行っています。

プロフェッショナル人材の育成

● 資格取得支援制度
● 外部研修・セミナー参加支援、社内研修実施
● 人事評価制度

● 定期健康診断・人間ドックの受診義務付け
● 産業医の活用
● ストレスチェックの実施

● 従業員のライフステージに対応した福利厚生制度（育児・介護休業制度等）　● 従業員満足度調査の実施
● ワークショップ実施　● 投資口累積投資制度　●コンプライアンス相談窓口の設置

<資格取得支援>

役職員の能力開発および専門知識向上に必要な資格取得を支援するため、費用補助等を行う等の社内制度を

定めています。

<外部研修受講制度・セミナー参加支援、社内研修実施>

役職員の能力開発のため、外部研修や各種セミナー等の受講の推奨・支援を行っています。

<外部人材の活用>

業務遂行レベル向上の一環として、スポンサー他、専門能力を保持する人材を必要に応じて受け入れています。

<人事評価>

役職員の業務執行について、サステナビリティに関する取組みを含む多面的な視点で業績面と能力面の評価

を行う人事評価制度を導入しています。

なお、期初・期中・期末にはそれぞれ、上司と部下にて必ず、能力伸長に資するアドバイスを含めた課題の設定な

らびに進捗や結果の確認のための面談を実施しています。

外部研修受講制度・セミナーメニュー
・SMBCビジネスセミナー（ビジネス全般、一般教養）
・日本ショッピングセンター協会、日本ナレッジセンターセミナー（商業施設、不動産）
・不動産証券化協会、投資信託協会セミナー（投信法、金商法等）

（2021年5月1日時点）

※1 役職員が受講した研修時間合計　※2 年間総研修時間を年度末時点在籍役職員数で除して算出

能力開発

2020年度研修・セミナー受講実績

会社名 人 数
三井不動産株式会社 8名
税理法人令和会計社 1名

（2021年4月1日時点）

能力開発 健康と安全

働きがいのある職場づくり

なお、過去、人事整理を伴う買収や合併、大規模な人事整理の事実はありません。
※1 2021年5月1日在籍の社員数を集計。1年を12か月として、2021年4月末日までの在籍総月数を除して算出した数値の平均
※2 2018年度～2020年度実績（社員、契約社員）定年による退職は含まれておりません。

人事データ（参考）
項 目 実 績

社員数 男性 / 女性 5名 / 7名
契約社員数 男性 / 女性 2名 / 2名
出向者数 男性 / 女性 7名 / 2名

役職員合計 男性 / 女性 14名 / 11名
役職員女性比率 44.0%
女性取締役比率 0%
派遣社員比率 0%

平均勤続年数※1 5.7年
新規採用者数 男性 / 女性 0名 / 0名（2020年実績）

障がい者雇用率 0％（2020年実績）
離職率※2 0%

有給休暇取得率 82.3%（2020年実績）
育児休業等取得実績 0名（2020年実績）
介護休業等取得実績 0名（2020年実績）

（2021年5月1日時点）
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資産運用会社における従業員への取組み

<定期健康診断の実施等>

役職員の健康を第一と考え、健康診断、人間ドックの受診を義務付けています。

受診に際しては費用補助を行うとともに、人間ドック休暇の制度を設ける等、積極的に健康維持・管理を支援・推

進してまいります。

<特別休暇制度>

年次有給休暇以外に以下のような特別休暇制度を設けています。

リフレッシュ休暇（5日間）、人間ドック休暇、慶弔休暇、生理休暇、 妊娠時通院・障害休暇、子の看護休暇、介護休

暇、産前産後休暇

<健康に関する情報の共有・産業医の活用>

社内において各種健康に関する情報を発信するとともに、定期的に健康づくりに関する会議を実施しています。

また、このような場を利用し、産業医からのアドバイスを受ける機会を設けています。

<ストレスチェックの実施>

役職員のセルフケアのきっかけづくり、メンタルヘルス不調の未然防止の一環としてストレスチェックを実施し

ています。

<健康経営の推進>

健康経営を宣言し、役職員の健康と安全を第一に考えた健康維持・向上のための予防支援を積極的に推進して

います。

2020年7月1日 健康優良企業認定（銀の認定）
2021年3月4日 健康経営優良法人2021（中小規模法人部門）認定

健康と安全

健康診断・人間ドック受診率（2020年度） 100％

働きがいのある職場づくり
<育児・介護支援>

役職員の育児・介護と仕事の両立をサポートするため、以下のような制度を設けています。

育児支援 ： 育児休業制度、子の看護休暇制度、育児短時間勤務制度

介護支援 ： 介護休業制度、介護休暇、介護短時間勤務制度

<従業員満足度調査の実施>

課題を把握し、対応方針および施策の検討を図るため、意識・行動実態に関する調査を定期的に実施し、当該調

査結果を参考に社内制度・職場環境等の改善を図っています。（第4回調査：2020年8月実施）

<人権尊重に関する方針および取組状況>

1. 人権の尊重

性別、年齢、出身地、国籍、人種、民族、信条、宗教、疾病、障害、その他の要因による差別をせず、人権を尊重

し、多様な人材が活躍できる社内制度・職場環境形成等の取組みを推進しています。

これまでセクシャルハラスメントやパワーハラスメント等の各種ハラスメントや差別等は発生しておりませ

ん。今後も各種ハラスメント、差別、LGBTに関する研修を定期的に実施し、啓発活動を進めていきます。

2. 児童労働・強制労働の防止

法令および社内規程を遵守し、児童労働・強制労働の排除・防止を徹底いたします。

これまで児童労働・強制労働は発生しておりません。今後も児童労働・強制労働が発生しないよう、法令遵守

を徹底します。

3. 過重労働の防止

従業員の健康維持・増進およびワークライフバランスに配慮して、過重労働の抑制、時間外労働の低減に努

めます。

「36協定」違反となる長時間の時間外労働は発生していません。過度の長時間労働と時間外労働の削減に

向けて、勤務時間をモニタリングし「36協定」を遵守します。「36協定」のほか各種労使協定、就業規則等を

社内ポータルサイトに掲示し社内周知を図っています。

4. 結社の自由・団体交渉権の尊重

従業員が団結権、団体交渉権、争議権を保有することを認めます。

5. 最低賃金以上の賃金支払い

労働関係法令を遵守し、最低賃金の規定を遵守するだけでなく、それを上回る賃金を支払うことを基本的な

方針とします。
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給与規則等の社内規則および労働契約書に給与構成・内訳、計算方法、職務等級に応じた賃金テーブル等を

明示するとともに適正な賃金の支払いを行っております。

<不正等防止・政治関与に関する方針>

1. 贈収賄防止について

関係先・取引先との交際は、社会儀礼上の範囲に留め、社会から疑惑や不信を招くおそれのある節度を越え

た交際は行いません。

2. 腐敗防止について

コンプライアンス・マニュアルに「反社会的勢力の排除」、「マネーロンダリングの防止」、「利益相反取引の適

正な管理」、「インサイダー取引の禁止」等に関する行動指針を定め、コンプライアンス遵守ならびに腐敗防

止の徹底に努めます。

3. 政治関与について

政党および政治資金団体以外の者に対して、政治活動に関する寄付はしません。政党や政治資金団体へ支

援や政治献金等を行う場合は、政治資金規制法や公職選挙法等の法令を遵守いたします。

<コンプライアンス相談窓口（不正防止等）>

役職員が、ハラスメント等コンプライアンス上問題がある行為を知った場合、職制を超えて直接コンプライアン

ス部長または外部に設けた社外相談窓口に相談することができる体制を整備しています。

相談を受けたコンプライアンス部長または社外相談窓口は相談者の秘密を厳守し、事案によっては連携したう

え、当該事案の事実関係を調査し、必要に応じて社長・関係役員への報告、コンプライアンス委員会への報告等

適切な対応を行い、その結果を相談者にフィードバックします。相談者は公益通報者保護法によって保護され、

相談した事実により、会社から不利な取扱いを受けません。



Governance
【 ガバナンスへの取組み 】
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投資法人のコーポレート・ガバナンス

本投資法人の執行役員は1名以上、監督役員は2名以上(ただし、執行役員の員数に1を加えた数以上としま

す。)とし、執行役員及び監督役員は役員会を構成します。

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、すべての執

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。

本投資法人の以下の機関内容

●投資主総会

●執行役員、監督役員及び役員会

●会計監査人

及び

●内部管理及び監督役員による監督の組織、人員及び手続

●内部管理、監督役員による監督及び会計監査人との相互連携

●投資法人による関係法人に対する管理体制の整備の状況

の詳細については、投資法人ウェブサイト「IR情報 IRライブラリー」内、決算関連資料「有価証券報告書」をご確

認ください。

投資法人の仕組み

投資法人の統治

本投資法人 機関運営事務に関する
一般事務受託者資産保管会社

投資主名簿等管理人

三井住友信託銀行株式会社

会計事務等に関する
一般事務受託者

令和アカウンティング・
ホールディングス株式会社

投資法人債に関する
一般事務受託者

三井住友信託銀行株式会社／
株式会社三井住友銀行

特別口座管理人

三菱UFJ信託銀行株式会社

資産運用会社

資産運用会社の親会社/スポンサー

特別口座の管理に関する契約

財務及び発行・支払代理契約／
財務代理契約

納税事務委託契約

会計事務委託契約

機関の運営に関する
一般事務委託契約

資産保管業務委託契約
投資主名簿等管理事務委託契約

資産運用 
委託契約

SCマネジメント
基本契約

不動産等に関する
調査業務委託契約

SCマネジメント業務再委託契約

フロンティアリートSC
マネジメント株式会社

三井不動産株式会社

投資主総会

会計監査人

役員会

執行役員　岩藤 孝雄
監督役員　鈴木 敏雄
監督役員　飯田 浩司
監督役員　鈴木 乃里子

納税に関する事務に関する
一般事務受託者

税理士法人令和会計社

EY新日本有限責任監査法人

役員の状況

＜略歴＞

役職名 氏名 性別 役員会への出席状況
（2020年度）

第34期（2021年6月期）に
おける報酬の総額

執行役員 岩藤 孝雄 男性 100%(13回/13回) 3,000千円

監督役員 鈴木 敏雄 男性 100%(13回/13回) 1,800千円

監督役員 飯田 浩司 男性 100%(13回/13回) 1,800千円

監督役員 鈴木 乃里子 女性 100%(13回/13回) 1,800千円

執行役員

岩藤 孝雄

1973 年 4 月 三井不動産株式会社 入社
1999 年 4 月 同社 グループ経営本部関連事業部長
2001 年 4 月 同社　総務部長　兼　監査室長
2003 年 4 月 同社　執行役員　総務部長　兼　監査室長
2005 年 4 月 同社　執行役員　総務部長
2007 年 4 月 同社　顧問

三井不動産レジデンシャル株式会社　常任監査役
2014 年 3 月 三井不動産株式会社　顧問　退任

三井不動産レジデンシャル株式会社　常任監査役　退任
2018 年 4 月 フロンティア不動産投資法人　執行役員（現在に至る）

監督役員

鈴木 敏雄

1971 年 4 月 三菱商事株式会社　入社
2000 年 4 月 同社　退職
2009 年12月 弁護士登録（第一東京弁護士会）
2009 年12月 小岩井・桜木・櫻井法律特許事務所（現　桜木・中野法律事務所）　入所
2016 年 4 月 フロンティア不動産投資法人　監督役員（現在に至る）
2020 年 6 月 桜木・中野法律事務所　退所
2020 年 6 月 青山東京法律事務所　入所（現在に至る）

監督役員

飯田 浩司

1981 年 4 月 監査法人朝日会計社（現　有限責任 あずさ監査法人）　入社
1984年12月 公認会計士登録
1998 年 5 月 朝日監査法人（現　有限責任 あずさ監査法人）　社員
2007 年 5 月 あずさ監査法人（現　有限責任 あずさ監査法人）　代表社員
2010 年 7 月 有限責任 あずさ監査法人　パートナー
2019 年 6 月 有限責任 あずさ監査法人　退職
2019 年 7 月 公認会計士飯田事務所開設（現在に至る）
2020 年 4 月 フロンティア不動産投資法人　監督役員（現在に至る）

監督役員

鈴木 乃里子

1981 年 3 月 監査法人中央会計事務所　入所
1989 年 3 月 中央クーパースアンドライブランド国際税務事務所（現　PwC税理士法人）　入所
1992 年10月 監査法人朝日新和会計社（現　有限責任　あずさ監査法人）　入社
1996 年 4 月 公認会計士登録
2008 年10月 あずさ監査法人（現　有限責任 あずさ監査法人）　シニアマネージャー
2015 年 9 月 有限責任 あずさ監査法人　退職
2015 年10月 有限責任 あずさ監査法人　非常勤監査職員
2015 年10月 鈴木乃里子公認会計士事務所開設（現在に至る）
2020 年 3 月 有限責任 あずさ監査法人　非常勤監査職員　退任
2020 年 4 月 フロンティア不動産投資法人　監督役員（現在に至る）
2021 年 6 月 西松建設株式会社　社外取締役（監査等委員）（現在に至る）

https://www.frontier-reit.co.jp/ja/ir/library.html
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役員報酬等
本投資法人の役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、以下のとおりです。

（１）各執行役員の報酬は、月額80万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と

　  判断される金額として役員会で決定する金額が、毎月、当月分について当月末日までに支払われます。

（２）各監督役員の報酬は、月額50万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と

　  判断される金額として役員会で決定する金額が、毎月、当月分について当月末日までに支払われます。

●資産運用会社に対する資産運用報酬

●資産保管会社の報酬

●一般事務受託者の報酬

●会計監査人報酬

の詳細については、投資法人ウェブサイト「IR情報 IRライブラリー」内、決算関連資料「有価証券報告書」をご確

認ください。

なお、ESG問題として特定された罰金はありません。（2020年12月31日現在）

投資法人のコーポレート・ガバナンス

本投資法人の資産運用は、資産運用会社である三井不動産フロンティアリートマネジメント株式会社に委託し

て行います。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、下図の体制の下で業務に取り組ん

でいます。

運用体制

株主総会

取締役会

代表取締役社長

経営会議

財務部投資運用部 企画・管理部

コンプライアンス部

コンプライアンス委員会

監査役

https://www.frontier-reit.co.jp/ja/ir/library.html


Frontier Real Estate Investment Corporation ESG Report
21

トップコミットメント サステナビリティマネジメント Environment（環境）への取組み Social（社会）への取組み Governance（ガバナンス）への取組み インデックス

コンプライアンス
本投資法人および本資産運用会社は、証券市場を通じた金融仲介システムとしての役割を有する上場投資法

人制度の担い手として、コンプライアンスを事業運営の基本原則と位置づけ、コンプライアンスの推進に積極

的に取り組みます。

本資産運用会社は社内規程としてコンプライアンス規程を制定し、コンプライアンスを「業務に関連するあらゆ

る法令、諸規則、社内規程及び市場ルールを厳格に遵守することはもとより、社会的規範を十分にわきまえ誠実

かつ公正な企業活動を全うすること」と定義し、企業統治の仕組みの中にコンプライアンスの推進機能を組入

れることにより、資産運用の適正性の確保を図り、投資家保護に努めます。

本投資法人は本資産運用会社と緊密に連携し、役員会等の適切な運営管理を通じて適正かつ透明性の高い資

産運用を実施します。

<反社会的勢力排除に向けた体制整備>

本資産運用会社は、内部規則として反社会的勢力対応マニュアルを定め、反社会的勢力に対する全社的な排除

体制を整備することとしています。かかる排除体制の一環として、本資産運用会社の全役職員は、反社会的勢力

との関係、取引、利用を一切しないために取引の開始にあたり、同マニュアルに従い、取引先及び株主の確認調

査等を行うほか、本人確認を徹底することとされています。

<利益相反防止対策>

本資産運用会社は、利害関係者との取引について、本投資法人に関する利益相反対策ルールを以下のとおり定

めています。

本投資法人に関する利益相反対策ルール
①　利害関係者
　　　利害関係者とは以下の者をいいます。
　　ａ．投信法施行令に定める本資産運用会社の利害関係人等
　　ｂ．以下に定めるその他の利害関係人
　　　ｉ．本資産運用会社の株主並びに連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和51年大蔵省令第

28号。その後の改正を含みます。）（以下「連結会計基準」といいます。）における本資産運用会社の株主の子
会社及び関連会社

　　　ⅱ．本資産運用会社の株主並びに連結会計基準における本資産運用会社の株主の子会社及び関連会社が合計
で15％以上の出資、匿名組合出資又は優先出資を行っている特別目的会社（資産流動化法上の特定目的会
社、特例有限会社及び株式会社等を含みます。）（以下「ＳＰＣ」といいます。）

②　取引内容の審議
　　ａ．利害関係者との間で下記ⅰ.からⅸ.までに定める取引（本投資法人の資産の運用に係る業務における取引及びそ

れに関連する取引（資金調達業務における取引を除きます。）とします。）を行う場合、社内規程の定めに従い、当
該利害関係者との間の取引内容について、以下に定めるところに従い、承認等を得なければならないものとし
ます。

　　　ⅰ．不動産、不動産の賃借権、地上権並びに不動産、不動産の賃借権及び地上権を信託する不動産信託受益権
（不動産信託受益権の場合、その裏付けたる不動産、不動産の賃借権及び地上権を含み、以下、本②から⑧
までにおいて「不動産等」といいます。）の取得

　　　ⅱ．不動産等の譲渡
　　　ⅲ．不動産等の貸借
　　　ⅳ．有価証券の取得又は譲渡（上記ⅰ.及びⅱ.に定める取引を除きます。）
　　　ⅴ．有価証券の貸借（上記ⅲ.に定める取引を除きます。）
　　　ⅵ．不動産等に係る不動産管理委託契約の締結・変更
　　　ⅶ．不動産等の売買・貸借の媒介契約の締結・変更
　　　ⅷ．上記ⅰ.からⅶ.まで記載の取引以外の取引で、１件１千万円以上の単発取引又は年額１千万円以上の継続取引
　　　ⅸ．上記ⅰ.からⅶ.までに定める取引以外の取引で、１件１千万円未満の単発取引又は年額１千万円未満の継続取引

（１件１百万円未満の取引を除きます。）
　　ｂ．上記ａ．ⅰ.からⅴ.までに定める取引については、投資運用部は、議案を立案し、コンプライアンス部長の事前審査

を受けます。コンプライアンス部長は、法令等に照らしたコンプライアンス上の問題の有無につき審査し、経営
会議に付議します。経営会議は、当該議案について審議し、可決した場合、コンプライアンス委員会に付議しま
す。コンプライアンス委員会は、当該議案について審議し、原則として全委員の賛成により可決した場合、本投
資法人役員会に付議してその承認（その承認に基づく本投資法人の同意を含みます。以下本②において同じ
です。）を得ます（ただし、当該取引が、上記ａ．ⅲからⅴまでに定める取引である場合において、投信法施行規則第
245条の２に定める取引に該当する場合には、本投資法人役員会の承認を得ることを要せず、取締役会に付議
します。）。本投資法人役員会の承認を得た場合、取締役会に付議します。取締役会は、当該議案について審議
し、取締役会規則の定めるところに従い、当該取引の可否を決定するものとします。なお、いずれかの審査又は
決議等において否決された場合には、当該議案は、直ちに立案した部に差し戻されます。
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⑦　利害関係者への不動産管理業務等の委託
　　ａ．利害関係者へ不動産管理業務等を委託する場合は、事前に実績、会社信用度等を調査するとともに、委託料に

ついては、市場水準、提供役務の内容、業務総量等を勘案し決定します。
　　ｂ．取得する物件について、利害関係者が既に不動産管理業務等を行っている場合は、取得後の不動産管理業務

等は原則として当該利害関係者に委託することとしますが、委託料の決定については上記ａ．に準じます。
⑧　利害関係者への不動産等の売買、貸借の媒介委託
　　ａ．利害関係者へ不動産等の売買の媒介を委託する場合は、宅建業法に規定する報酬の範囲内とし、売買価格の

水準、媒介の難易度等を勘案して決定します。
　　ｂ．利害関係者へ不動産等の貸借の媒介を委託する場合は、宅建業法に規定する報酬以下とし、賃料水準、媒介の

難易度等を勘案して決定します。
⑨　利害関係者への工事等の発注
　　　利害関係者へ工事等を発注する場合は、第三者の見積り価格及び内容等を比較検討した上で、適正と判断さ

れる条件で工事の発注を行うものとします。ただし、災害・事故等による物件の損傷復旧工事等緊急を要するとき
は、その実施について投資運用部長が工事等の発注を決定します。この場合の工事等に関する内容及び契約金
額等詳細については本⑨及び上記②の定めに則り、別途承認を得なければならないものとします。

　　ｃ．上記ａ．ⅵ.からⅷ.までに定める取引については、投資運用部は、議案を立案し、コンプライアンス部長の事前審
査を受けます。コンプライアンス部長は、法令等に照らしたコンプライアンス上の問題の有無につき審査し、経
営会議に付議します。経営会議は、当該議案について審議し、可決した場合、コンプライアンス委員会に付議し
ます。コンプライアンス委員会は、当該議案について審議し、原則として全委員の賛成により可決した場合、取
締役会に付議します。取締役会は、当該議案について審議し、取締役会規則の定めるところに従い、当該取引の
可否を決定するものとします。なお、いずれかの審査又は決議等において否決された場合には、当該議案は、直
ちに立案した部に差し戻されます。

　　ｄ．上記ａ．ⅸ.に定める取引については、投資運用部は、議案を立案し、コンプライアンス部長の事前審査を受けま
す。コンプライアンス部長は、法令等に照らしたコンプライアンス上の問題の有無につき審査し、コンプライア
ンス委員会に付議します。コンプライアンス委員会は、当該議案について審議し、原則として全委員の賛成によ
り可決した場合、経営会議に付議します。経営会議は、当該議案について審議し、当該取引の可否を決定するも
のとします。なお、いずれかの審査又は決議等において否決された場合には、当該議案は、直ちに立案した部に
差し戻されます。

③　利害関係者からの物件の取得
　　ａ．利害関係者から不動産等を取得する場合は、利害関係者でない不動産鑑定士（法人を含むものとし、以下同様

とします。）が鑑定した鑑定評価額を超えて取得してはなりません。ただし、鑑定評価額は、物件そのものの価格
であり、税金、取得費用、信託設定に要する費用、信託勘定内の積立金及び信託収益並びに固定資産税等の期
間按分精算額等を含みません。

　　ｂ．利害関係者が本投資法人への譲渡を前提に、一時的にＳＰＣ等の組成を行う等して負担した費用（会社設立費
用、デュー・ディリジェンス費用等）が存する場合、上記ａ．にかかわらず、当該費用を鑑定評価額に加えて取得す
ることができるものとします。

　　ｃ．利害関係者からその他の特定資産を取得する場合は、その取得価格は時価が把握できるものは時価とし、それ
以外は上記ａ．及びｂ．に準ずるものとします。

④　利害関係者への物件の譲渡
　　ａ．利害関係者へ不動産等を譲渡する場合は、利害関係者でない不動産鑑定士が鑑定した鑑定評価額未満で譲

渡してはなりません。ただし、鑑定評価額は、物件そのものの価格であり、税金、売却費用、信託設定に要した費
用、信託勘定内の積立金、信託収益、固定資産税等の期間按分精算額等を含みません。

　　ｂ．利害関係者へその他の特定資産を譲渡する場合は、その譲渡価格は時価が把握できるものは時価とし、それ以
外は上記ａ．に準ずるものとします。

⑤　利害関係者への物件の賃貸
　　　利害関係者へ不動産等を賃貸する場合は、市場価格、周辺相場等を調査し、利害関係者でない第三者の意見書

等を参考の上、適正と判断される条件で賃貸しなければなりません。
⑥　利害関係者との有価証券の取得、譲渡又は貸借
　　　利害関係者との間で有価証券を取得、譲渡又は貸借する場合（上記③から⑤までに定める取引を除きます。）

は、上記③から⑤までに準ずるものとします。

コンプライアンス

<意思決定機構>

●運用ガイドラン及び資産管理計画書の制定・変更に係る意思決機構

●資産の取得又は処分に係る意思決定機構

資産運用の適正性の確保及び投資家保護の実現

関係各部起案

関係各部
選定･起案

コンプライアンス
部長審査

コンプライアンス
部長審査

経営会議
審議・決議

経営会議
審議･決議

コンプライアンス
委員会
審議・決議

取締役会
審議･決議

取締役会
審議･決議

投資法人役員会承認（利害関係者取引）
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本資産運用会社では以下のような体制のもと、リスク管理を実施しています。

本資産運用会社では、リスク管理およびコンプライアンスを、経営戦略、組織風土と表裏一体であると認識し、

経営課題の一つとして、リスク管理計画と内部監査計画の連携を図りつつ実施しています。

リスク管理体制

リスク管理計画の位置づけ

取締役会

経営会議

リスク管理統括部署
（企画・管理部）

各部リスク管理担当

組織風土

リスク管理
本資産運用会社は、投資法人の資産を運用する金融商品取引業者としての立場に鑑み、経営の健全性確保に

資するため、「リスク管理規程」を策定し、総合的なリスク管理の重要性を十分認識し、各種リスクを適切に管理

し、リスクの極小化を図ることを経営の基本原則として位置付けています。

●リスク管理に関する基本事項の決定

●リスク管理に関する計画の策定、修正、
　その他の重要な事項の決定

●各部業務におけるリスク情報の把握
●各部業務遂行におけるリスクの測定、管理、モニタリング

●お互いに意見を言い合うことができる風通しのよい組織風土

●全社的なリスク情報の測定、管理、モニタリング
●リスク管理の統括

本資産運用会社では以下のような体制のもと、コンプライアンスを推進しています。

<コンプライアンス・プログラム年間スケジュール>

コンプライアンス推進体制

取締役会

コンプライアンス委員会

コンプライアンス部

各部コンプライアンス責任者

外部委託研修、その他社内研修

コンプライアンス
プログラム

内部監査

自主点検

定期監査

自主点検

定期監査

コンプライアンス研修

コンプライアンス
委員会

取締役会

コンプライアンス
委員会

取締役会

コンプライアンス
委員会

取締役会

コンプライアンス
委員会

取締役会

コンプライアンス
委員会

取締役会

4月 7月 10月 1月 2月5-6月 8-9月 11-12月 3月

●翌年度プログラム策定●前年度レビュー
●進捗状況の報告 ●進捗状況の報告

●コンプライアンスの推進に関する基本事項の決定

●法令等への適合性その他コンプライアンス確保の観点から
　業務執行に関して審議及び決議
　（委員長：代表取締役社長、構成員：社外専門委員2名及びコンプライアンス部長）

●各部業務におけるコンプライアンスの推進

●コンプライアンス全般の企画・立案・推進
●法令等への適合性その他コンプライアンス確保の観点からの
　各部業務に対する意見または指示

コンプライアンス



Index
【 インデックス 】
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マテリアリティのKPI実績

マテリアリティ KPI 対象範囲
KPI実績

2018年度（2018.4～2019.3) 2019年度（2019.4～2020.3） 2020年度（2020.4～2021.3）

環境
（E）

省エネルギーを通じたCO₂排出削減

原単位ベースのエネルギー消費量※1 保有するSCの運用において消費するエネルギー 23.273 kWh/㎡ 20.915 kWh/㎡ 19.228 kWh/㎡

データカバー率 データ把握物件の延床面積の割合（底地物件を除く） 98.5% 98.5% 98.4%

原単位ベースの温室効果ガス排出量※1 保有するSCの運用において排出するGHG 0.010 t-CO₂/㎡ 0.008 t-CO₂/㎡ 0.007 t-CO₂/㎡

データカバー率 データ把握物件の延床面積の割合（底地物件を除く） 98.5% 98.5% 98.4%

水環境の保全と省資源・廃棄物削減
原単位ベースの水消費量※1 保有するSCの運用に由来する水消費量 0.072㎥/㎡ 0.065㎥/㎡ 0.059㎥/㎡

データカバー率 データ把握物件の延床面積の割合（底地物件を除く） 98.5% 98.5% 98.4%

有害物質削減と安全衛生
廃棄物排出量 保有するSCの運用に由来する廃棄物排出量 11,578,510 kg 11,535,115 kg 9,671,280 kg

リサイクル率 保有するSCの運用に由来する廃棄物リサイクル率 51.1% 50.4% 54.1%

社会
（S）

地域コミュニティとの共生・連携

衣料支援プロジェクトの運営への資産運用会社の参加社員数 資産運用会社の参加人数 9名 7名 0名

衣料支援プロジェクトを実施した保有物件における参加人数

保有するSC

3,140人 1,588人 206人

衣料支援プロジェクトを実施した保有物件における回収重量 14,711kg 8,080kg 1,122kg

衣料支援プロジェクトを実施した保有物件における募金金額 143,733円 56,237円 14,300円

役職員への取組み

従業員一人あたりの年間平均研修時間

資産運用会社の役職員

24.0時間 16.5時間 1.7時間

従業員一人あたりの年間平均研修費用 28.0万円 24.0万円 3.4万円

資格取得者数
（不動産証券化認定マスター、宅地建物取引士、税理士、
日本証券アナリスト協会検定会員）

31名
不動産証券化認定マスター14名

宅地建物取引士15名
税理士  1名

日本証券アナリスト協会検定会員  1名

32名
不動産証券化認定マスター15名

宅地建物取引士15名
税理士  1名

日本証券アナリスト協会検定会員  1名

34名
不動産証券化認定マスター17名

宅地建物取引士15名
税理士  1名

日本証券アナリスト協会検定会員  1名
（2021年5月1日時点）

従業員満足度調査 － 2019年7月実施 2020年8月実施

投資家との信頼関係の構築

環境認証（DBJ Green Building認証およびCASBEE評価※2）
カバー率（床面積ベース、12月末日時点）

保有物件ならびに投資法人・資産運用会社に対する
認証、受賞等

62.2%
（2018年12月末日時点）

76.5%
（2019年12月末日時点）

75.1%
（2020年12月末日時点）

外部認証取得件数（12月末日時点）

12件
（DBJ9件、GRESB、

SMBC環境融資、
健康優良企業認定）

（2018年12月末日時点）

15件
（DBJ10件、CASBEE1件、GRESB、
SMBC環境融資、健康優良企業認定、

健康経営優良法人2019）
（2019年12月末日時点）

15件
（DBJ10件、CASBEE1件、GRESB、
SMBC環境融資、健康優良企業認定、

健康経営優良法人2020）
（2020年12月末日時点）

IR説明会（1月-12月に開催） 12回
（2018年）

11回
（2019年）

4回
（2020年）

ガバナンス
（G）

コーポレートガバナンス構造の明確化
コンプライアンス研修回数

投資法人および資産運用会社のガバナンス構造

2020年度よりKPI設定

6回

コンプライアンス研修受講率 93.0%

コーポレートガバナンス体制の強化

独立役員（監督役員）の数

投資法人のガバナンス体制

3名

役員会出席率 100.0%

女性役員の数 1名

本投資法人および本資産運用会社が定めるマテリアリティの達成度合いを測る具体的な取組み指標としてKPIを設定しています。

※1 保有物件における各消費量を分子、床面積を分母として計算した比率のポートフォリオ平均。稼働期間、稼働率、気象条件等による補正を行った数値です。
※2 上記以外のグリーンビルディング認証は取得していません。
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掲載媒体

 F　投資法人ウェブサイト

M　資産運用会社ウェブサイト

有　有価証券報告書

体　運用体制報告書 

組織のプロフィール

一般開示項目 掲載媒体 該当箇所

102-1 組織の名称 F プロフィール

102-2 活動、ブランド、製品、サービス 有 p.7 投資法人の目的及び基本的性格

102-3 本社の所在地 F プロフィール

102-4 事業所の所在地 F プロフィール

102-5 所有形態および法人格 F 投資法人の仕組み

102-6 参入市場 F 投資口に関する情報

102-7 組織の規模
有 p.1 投資法人の概況

体 p.5 投資法人及び資産運用会社の運用体制等

102-8 従業員およびその他の労働者に関する情報
体 p.5 投資法人及び資産運用会社の運用体制等

M 役職員への取組み

102-9 サプライチェーン F 投資法人の仕組み

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 該当する変化はありません。

102-11 予防原則または予防的アプローチ F サステナビリティに関する方針

102-12 外部イニシアティブ F イニシアチブへの参加

102-13 団体の会員資格 M 会社概要

戦 略

一般開示項目 掲載媒体 該当箇所

102-14 上級意思決定者の声明 F トップコミットメント

102-15 重要なインパクト、リスク、機会
F サステナビリティに関する方針

F マテリアリティ（重要課題）

倫理と誠実性

一般開示項目 掲載媒体 該当箇所

102-16 価値観、理念、行動基準・規範

F 運用方針

M 経営理念・運用方針

三井不動産ウェブサイト
ステートメント・ビジョン・ミッション

102-17 倫理に関する助言および懸念のための制度

F お問い合わせ

M プライバシーポリシー

M 役職員への取組み

ガバナンス

一般開示項目 掲載媒体 該当箇所

102-18 ガバナンス構造

F 投資法人のコーポレート・ガバナンス

M 組織について

有 p.12 投資法人の機構

体 p.10 投資法人及び資産運用会社の運用体制

F サステナビリティ推進体制

102-19 権限移譲 F サステナビリティ推進体制

102-20 経済、環境、社会項目に関する役員レベルの責任 F サステナビリティ推進体制

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 F ステークホルダーとの対話

102-22 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成

F 投資法人のコーポレート・ガバナンス

M 組織について

有 p.12 投資法人の機構

体 p.10 投資法人及び資産運用会社の運用体制

102-23 最高ガバナンス機関の議長

体 p.5 投資法人及び資産運用会社の運用体制等

F 役員一覧

M マネジメントメンバー紹介

102-24 最高ガバナンス機関の指名と選出 F 投資法人規約

102-25 利益相反

F 利益相反防止対策

有 p.200 本投資法人に関する利益相反対策ルール

体 p.14 利益相反取引への取組み等

GRIスタンダード対照表
本投資法人のウェブサイトにおけるサステナビリティに関する情報はGRI102一般開示項目2016の項目を参

照しています。

https://www.frontier-reit.co.jp/
https://www.f-reit.co.jp/
https://ssl4.eir-parts.net/doc/8964/ir_material_for_fiscal_ym2/106874/00.pdf
https://ssl4.eir-parts.net/doc/8964/ir_material20/169633/00.pdf
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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 F サステナビリティ推進体制

102-27 最高ガバナンス機関の集合的知見 F コンプライアンス

102-28 最高ガバナンス機関のパフォーマンスの評価 F サステナビリティ推進体制

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 F マテリアリティ(重要課題)

102-30 リスクマネジメント・プロセスの有効性 F リスク管理

102-31 経済、環境、社会項目のレビュー
F サステナビリティ推進体制

F コンプライアンス

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 F サステナビリティ推進体制

102-33 重大な懸念事項の伝達 F サステナビリティ推進体制

102-34 伝達された重大な懸念事項の性質と総数 該当はありません。

102-35 報酬方針 有 p.46 管理報酬等

102-36 報酬の決定プロセス 有 p.46 管理報酬等

102-37 報酬に関するステークホルダーの関与 有 p.46 管理報酬等

ステークホルダーエンゲージメント

一般開示項目 掲載媒体 該当箇所

102-40 ステークホルダー・グループのリスト F ステークホルダーとの対話

102-41 団体交渉協定 該当はありません。

102-42 ステークホルダーの特定および選定 F ステークホルダーとの対話

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 F ステークホルダーとの対話

102-44 提起された重要な項目および懸念 該当はありません。

報告実務

一般開示項目 掲載媒体 該当箇所

102-45 連結財務諸表の対象になっている事業体 該当する事業体はありません。

102-46 報告書の内容および項目の該当範囲の確定 F マテリアリティ(重要課題)

102-47 マテリアルな項目のリスト F マテリアリティ(重要課題)

102-48 情報の再記述 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。

102-50 報告期間
投資法人の財務情報については決算期に合わせ2021年1月から
6月末までの実績を報告しています。ただし環境関連データおよび
資産運用会社に係るデータについては2020年4月から2021年3
月末までの実績を報告しています。

102-51 前回発行した報告書の日付 初回発行日2019/1/31

102-52 報告サイクル 102-50に合わせ、毎年3月、9月の更新を予定しています。

102-53 報告書に関する質問の窓口 F お問い合わせ

102-54 GRIスタンダードに準拠した報告であることの主張 GRI 102 : General Disclosures 2016を参照していま
す。

102-55 GRI内容索引

102-56 外部保証

マネジメント手法の開示

特定開示項目 掲載媒体 該当箇所

103-1 マテリアルな項目とその該当範囲の説明 F マテリアリティ(重要課題)

103-2 マネジメント手法とその要素

F マテリアリティ(重要課題)

F サステナビリティに関する方針

F サステナビリティ推進体制

F 低炭素に向けた目標

103-3 マネジメント手法の評価
F マテリアリティ(重要課題)

F サステナビリティ推進体制

環境に関するスタンダード

特定開示項目 掲載媒体 該当箇所

302 エネルギー F ESGデータ集

303 水 F ESGデータ集

305 大気への排出 F ESGデータ集

306 排水および廃棄物 F ESGデータ集

社会に関するスタンダード

特定開示項目 掲載媒体 該当箇所

404 研修と教育 M 役職員への取組み

G4 セクター別ガイドライン: Construction and Real Estate

特定開示項目 掲載媒体 該当箇所

CRE8 アスペクト：製品とサービスのラベリング F 外部認証の取得

GRIスタンダード対照表
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三井不動産グループのイニシアチブへの参加
三井不動産グループは、継続的な価値創造を実現するため、E（環境）・S（社会）・G（ガバナンス）を重要な経営課

題と位置づけ、“持続可能な社会”と“継続的な利益成長”の実現を目指しています。三井不動産グループは以下

のイニシアチブへ参加しています。

三井不動産グループは、国連の提唱する「人権」「労働」「環境」「腐敗防止」に関する10原則からなる「国連グ

ローバル・コンパクト（UNGC）」に賛同し、2018年12月に署名するとともに、日本におけるローカルネットワー

クである「グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン（GCNJ）」に参加しました。

三井不動産グループは、事業活動で消費する電力を100％再生可能エネルギーで調達することを目標とす

る国際的なイニシアチブ「RE100」に加盟しています。そして、RE100地域パートナーであるJCLP（Japan 

Climate Leaders' Partnership）の正会員として気候変動に対して取り組んでいます。

三井不動産グループは、企業等に対して気候変動関連リスクと機会に関する情報開示を推奨する気候関連財

務情報開示タスクフォース「TCFD」の提言に賛同しています。そして、TCFDに賛同している日本企業が集う

「TCFDコンソーシアム」の会員として活動しています。

「国連グローバル・コンパクト」への参加

「RE100」への加盟

「TCFD」（気候関連財務情報開示タスクフォース）に賛同

三井不動産グループが設定しているグループ全体の温室効果ガス排出量削減目標は、国際的なイニシアティ

ブであるSBT（Science Based Targets）より、科学的知見と整合する目標と認定されています。

温室効果ガス排出量削減目標においてSBTイニシアティブ認定を取得

ディスクレーマー

◆本資料は、情報提供を目的としたものであり、特定の商品の募集・勧誘・営業等を目的としたものではありま

せん。投資家ご自身の判断と責任において行うようお願いいたします。

◆フロンティア不動産投資法人の投資口の売買等にあたっては、取引市場、金利水準、不動産市場等の変動や

本投資口の裏付け資産である不動産等に係る賃料収入の減少・災害等による支出の増加等に伴い、本投資

口価格の変動によって損失が生じるおそれがあります。詳しくは本投資法人の有価証券届出書（目論見書）及

び有価証券報告書に記載の「投資リスク」をご覧ください。

◆本資料の内容に関しては、万全を期していますが、その正確性及び完全性を保証するものではありません。

また、予告なしに内容が変更又は廃止される場合がございますので、予めご了承ください。

◆事前の承諾なしに本資料に掲載されている内容の複製・転用等を行うことを禁止します。

資産運用会社：三井不動産フロンティアリートマネジメント株式会社

（金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第395号）


