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C o n t e n t s

近年、投資家の皆様を中心に、企業のサステナビリティ、特に環境・社会・ガバナンス（ESG）に関する
情報への関心が高まっています。これまでも日本ビルファンド投資法人（以下「NBF」といいます。）
では、資産運用を委託する日本ビルファンドマネジメント株式会社（以下「NBFM」といいます。）とともに、
事業活動を通じてESGへの配慮の取り組みを行ってまいりました。NBFでは、NBFのESGに対する
考え方と取り組みについて、投資家を始めとするステークホルダーの皆様に対しご報告することを目的として、
本レポートを発行いたしました。

About this ESG report
本レポートについて
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https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/esg_csr/approach/index.html
https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/esg_csr/backnumber/index.html
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https://esg.nbf-m.com/ja/environment/performance.html
https://esg.nbf-m.com/ja/commitment/greenbuilding.html
https://esg.nbf-m.com/ja/environment/greenfinance.html
https://esg.nbf-m.com/ja/environment/index.html


4

https://esg.nbf-m.com/ja/social/initiatives.html
https://esg.nbf-m.com/ja/social/index.html
https://esg.nbf-m.com/ja/social/initiatives.html
https://esg.nbf-m.com/ja/governance/structure.html
https://esg.nbf-m.com/ja/governance/control.html
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https://esg.nbf-m.com/ja/governance/structure.html
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ポートフォリオの環境性能の向上、
炭素依存度の緩和︓移行リスク（政策法
規制リスク、市場リスク）に関連
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NBFMでは、不動産ポートフォリオにおけるエネルギー消費、CO2排出、水消費、廃棄物発生などの環境負荷を管理
し、目標を達成していくために、独自の環境マネジメントシステム（EMS）を構築し、毎年度ごとにPDCAサイクルを
実践しています。
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● 気候変動により降雨量の増大、豪雨イベントの増加や激甚化が予想されており、それらによる
保有資産の損害発生リスク

● ハザードマップに基づく浸水リスク

● 国内ハザードマップ（想定最大規模）は1000年に一度の規模の洪水を想定されており、気候
変動により頻度そのものが変わるリスク
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https://esg.nbf-m.com/ja/environment/index.html#env
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https://esg.nbf-m.com/ja/environment/greenfinance.html#
https://esg.nbf-m.com/ja/environment/greenfinance.html#
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https://mstar-sustops-cdn-mainwebsite-s3.s3.amazonaws.com/docs/default-source/spos/nippon-building-fund-inc.-green-finance-second-party-opinion-japanese.pdf?sfvrsn=b14b3d2e_3
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https://www.nbf-m.com/nbf/financial/borrowings.html
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https://esg.nbf-m.com/assets/pdf/independent_practitioners_assurance_report_ja.pdf
https://esg.nbf-m.com/assets/pdf/independent_practitioners_assurance_report_ja_2021.pdf
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オフィスBGMの導入集中作業ブース アロマディフューザーの設置

オープンスペース カフェテリアスペース
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※ 2022年1月31日時点

Y_Suzuki_N17
長方形
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●個人情報保護法研修（2021年9月、10月　総合職）

●内部監査や検査のポイント（2021年11月　全従業員）

●eラーニング個人情報保護法の改正（2021年11月　派遣社員を含む全従業員）

●eラーニング防災意識の向上（2021年12月　派遣社員を含む全従業員）

●eラーニングアンコンシャスバイアス研修（2021年12月　派遣社員を含む全従業員）

●コンダクトリスクに関する研修（2022年3月　派遣社員を含む全従業員）

●eラーニングインサイダー取引規制研修（2022年3月　派遣社員を含む全従業員）

その他

グローバル人材育成の観点から英語教育にも力を入れており、講師を招請しての英会話スクール（希望者多数の場合
は選抜）やインターネット講座（希望者は全員受講可能）を導入するなどの取り組みも行っています。

38

派遣社員を含む全従業員・役員を対象に、下記の様な研修を定期的に行い、個人能力だけでなく、組織能力の向上に
努めています。

取り組み事例
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https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/esg_csr/society/02-3.html#p01
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派遣社員を含めた全従業員が人事、労働環境等に関する幅広い意見を匿名性を保って提出できる制度（「目安箱」の設置）を取り
入れています。提出された意見は必要に応じて経営層にフィードバックされます。加えて、年２回従業員と取締役との面談を実施し
ており、会社に対する制度面の要望や自身のキャリアビジョン等を確認する機会を設けております。 
また、NBFMでは内部通報保護規程に基づき、社内外に内部通報窓口を設置しており、コンプライアンス・オフィサー（コンプラ
イアンス・オフィサーに関する事象は社長）もしくは、外部弁護士事務所に対し、従業員や取引先等への人権侵害行為、不正・不
当な行為等について匿名にて通報できる仕組みを設けています。同規程では、通報者情報の保護や、報復的取り扱いの禁止など、
通報者に不利益が生じることを禁じるとともに、通報された内容に対して会社が適切な措置を決定し、実行することを義務付けて
います。
なお、 通報者が相談及び内部通報を行ったことを理由に不利益な取扱いを受けた場合、内部通報窓口に報告することができます。内
部通報窓口は報告を受けた後、速やかに不利益な取り扱いに関する是正措置を講じるものとし、通報者の保護を図っています。
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● 資 会

● 行役員、 役員による 及び役員会

● 会 人

● 内部管理及び 役員による の組織、人員及び

● 内部管理、 役員による 及び会 人との相 連

資法人による関 法人に対する管理 制の の の については、 資法人の機構 資法人の に関す
る事 （有 報告 抜 ） 0 2MB をご ください。

https://www.nbf-m.com/nbf/profile/company/officer.html
https://esg.nbf-m.com/assets/pdf/govenance_structure_ja.pdf
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https://www.nbf-m.com/nbf/profile/governance/doc/compliance.pdf


※参考　資産運用会社取締役会の構成（2022年4月1日時点）
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https://www.fsb-tcfd.org/tcfd-supporters/
https://www.cdp.net/ja/
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https://www.msci.com/web/msci/msci-japan-esg-select-leaders-index-jp
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な
「環境・社会への 」
がなされたビル

れた
「環境・社会への 」
がなされたビル

に れた
「環境・社会への 」
がなされたビル

めて れた
「環境・社会への 」
がなされたビル

国内トップクラスの
した

「環境・社会への 」
がなされたビル

評価ランク
★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★

https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/004794/index.html
https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/005457/index.html
https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/005460/index.html
https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/005393/index.html
https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/005052/


中之島セントラルタワー リバーシティM-SQUARE 東五反⽥スクエア 博多祇園M-SQUARE

NBF神⽥須⽥町ビル パナソニック東京汐留ビル NBF松⼭⽇銀前ビル

NBF⼤崎ビル NBF豊洲キャナルフロント NBF豊洲ガーデンフロント ⼤崎ブライトコア・ブライト

プラザ
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https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/003719/
https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/003788/index.html
https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/003793/index.html
https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/004510/index.html
https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/004036/index.html
https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/003993/index.html
https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/004002/index.html
https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/004044/index.html
https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/004068/index.html
https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/004010/index.html
https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/004043/index.html
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https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/003795/index.html
https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/003798/index.html
https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/004024/index.html
https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/005395/index.html
https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/005394/index.html
https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/003998/index.html
https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/004017/index.html
https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/004016/index.html
https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/003740/index.html
https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/003796/index.html
https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/003787/index.html
https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/004341/index.html
https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/003794/index.html
https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/003792/index.html
https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/003790/index.html
https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/003789/index.html
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https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/004035/index.html
https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/004033/index.html
https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/004037/index.html
https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/003997/index.html
https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/004022/index.html
https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/004434/index.html
https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/004028/index.html
https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/004042/index.html
https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/003996/index.html
https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/004014/index.html
https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/004005/index.html
https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/004034/index.html
https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/005687/index.html
https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/003739/index.html
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https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/005457/index.html?id=005457
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/large_scale/toplevel/cat8317.files/H29_shinjukumitsui.pdf
https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/005460/index.html?id=005460
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/large_scale/toplevel/cat8317.files/H28_grantokyo_south.pdf
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https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/large_scale/toplevel/cat8317.files/H28_gatecity_osaki.pdf
https://www.nbf-m.com/nbf/portfolio/003739/index.html
https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climate/large_scale/toplevel/index.html



