ESG MANAGEMENT AT
ESGとは


ESG (環境・社会・企業統治)は、企業が事業を行う上で社会に与える環境上の影響を管理する手法から、従業員やサプライチェーン
上にある関係先との関係構築の方法、ガバナンス体制の透明性や一貫性にいたるまで、非常に多岐に渡る分野における様々な局面
に及ぶものです。



ESGに関する課題は、企業の利益に直接的（例えば原材料や人件費）、あるいは間接的（例えば従業員、投資家、規制当局、地域社
会などのステークホルダーを通して）に影響を及ぼすものです。概して、この種の課題は、短期あるいは長期的に企業の組織としての
健全性に多大な影響を及ぼしかねません。



ESGに関する課題が与える業績への影響は、業種、地域、関係するステークホルダーによるため、企業間で大きく異なります。

プライベートエクイティ投資
を通じたKKRのESGへの
取り組み


ESGに関する課題を把握し、派生リ
スクを管理した上で投資機会を有効
に活用することで、優れた投資家にな
れるのであり、KKRと投資先企業およ
び投資パートナーにより高い価値がも
たらされることを意味します。



ESGに取り組むことは、必ずしも容易
ではありませんが、私たちは困難な課
題に取り組み、投資先企業を通じて
責任ある経営を行うことを約束してい
ます。



過去6年間の経験から、共有価値の
創造には一貫して重要となるテーマ
が3つあることが分かりました。それ
は、プライベートエクイティが持つ構造
上の利点、パートナーシップがもたら
す価値、パフォーマンスに注力するこ
との重要性の3つです。

KKRが提供する責任ある投資モデルの特徴


KKRはプライベートエクイティのビジネスモデルが、事業の業績を向上させるため
の強力なプラットフォームであり、また、環境と社会に良好な影響を与えることが出
来るものと捉えています。プライベートエクイティのビジネスモデルは、積極的な経
営への関与、長期にわたる投資期間、ステークホルダー間の協調を主導すること
から、ESGに関する課題に対応するための体制が整っていると考えます。



KKRはESGへの取り組みの評価と運用を、投資前の調査および投資期間内の段
階で組み入れています。



KKRは、個々の企業に合わせた、協調的で結果を重視したアプローチをとってい
ます。ある企業に対しては、個別に作成された計画に基づき、ESGに関連するニ
ーズや要請に対応する一方で、他の企業へは、能動的な5つのESGプログラムと
の連携を通じて対応しています。そのプログラムとは、Green Portfolio Program
（GPP）、Responsible Sourcing Initiative（RSI）、KKR Wellness Works、
Integrity and Engagement、Vets @ Workです。



現代の事業をとりまく環境において、企業が最も成功するためには重要なESGの
課題について取り組む必要があると考えます。KKRは業務改善やESGに関する
豊富な経験を有しますが、パートナーシップを組むことが大きな価値創造へとつな
がり、投資先企業、投資家、NPOとの協力関係が価値創造という私たちの目標達
成のための基盤であると考えています。

KKRのプログラムとパートナーに関するより詳しい情報は、次のページをご覧下さい。

追加情報について
ステークホルダーに対してESGの取り組みを説明することは、KKRの価値創造にとって重要な取り組みの一つです。ESGの取り組み
に関するさらに詳しい情報については、 Steve Okun までお問い合わせください。また以下の資料をご参照下さい。





2012年ESGレポート（ウェブサイト）:
2013年 ビデオ(Creating Sustainable Value):
グリーンポートフォリオ・プログラム:

http://www.kkresg.com/
http://www.kkr.com/creating-sustainable-value
http://www.green.kkr.com/

KKRの投資先企業のESGプログラム

グローバルプログラム/2010年開始

グローバルプログラム/2008年開始

グリーンポートフォリオ
概要：

責任ある原材料調達
概要：

2008年5月にKKRは環境保護基金(EDF)とのパートナーシッ
プにより、グリーンポートフォリオ・プログラム(GPP)を発足し
ました。GPPとは「環境的な観点」から、 KKRのプライベート
エクイティ投資先企業のうち25社の参加企業の重要な事業
活動を評価する事業改善プログラムです。

The Responsible Sourcing Initiative (RSI)プログラムは、プラ
イベートエクイティ投資先企業にグローバルサプライチェーンに
おける人権と環境問題の管理に関する継続的な改善に焦点を
あてたと指導とリソースを提供しています。

結果：

KKRは26の投資先企業とともに、原材料調達の手順とサプラ
イチェーンに潜むリスクについて検討しました。サプライチェー
ン管理への取り組みを改善させるために、KKRは、Business
for Social Responsibility（企業が社会責任を果たすことを支
援する会員制組織＝BSR)と協力し、国際基準、産業連携、認
定プロセスに関するツールやイベント、ガイダンスを提案してき
ました。

2008年から2012年までの累計で、北米、欧州、アジアにおけ
る19の企業が917百万ドル以上の財務面でのインパクトを出
すことができました。また180万トン以上の温室効果ガス排出
量、470万トンの廃棄物、1,950万立法メートルの水の使用量
の削減に成功しました。

結果：

グローバルプログラム/
2010年開始

米国プログラム/2011年開始

インテグリティとエンゲージメント
概要：

Vets@Work
概要：

KKRのプライベートエクイティ投資先企業には、英国の贈収賄
法や米国の連邦海外腐敗行為防止法を含めた、規制及びガ
バナンスや透明性の自主的な枠組みに関して、ステークホル
ダーに情報を提供することで良好な関係を築くよう促していま
す。

Vets@Workは、米国を拠点とするKKRのプライベートエクイティ
投資先企業において、退役軍人を対象に採用活動を行い、雇用
することを目的とした取り組みです。

結果：
2011年に、KKRはオンラインセミナーを通し、投資先企業の取
り組みをサポートし、その数は22以上の投資先企業に及びまし
た。2012年には、国際的な反汚職NGOのトランスペアレンシ
ー・インターナショナル(TI)とのパートナーシップを開始しまし
た。このパートナーシップを通して、KKRは投資及び企業の経
営プロセスを強化しようと試みています。

米国プログラム/2012年開始

ウェルネスワークス
概要：
KKRウェルネスワークスは、自分自身の健康状態を把握して
いる従業員は、自らの健康改善のためによりよい判断ができる
という考えのもと設立されました。このプログラムに参画したプ
ライベートエクイティ投資先企業は、個人のプライバシーを守る
ことを前提に、従業員に年に一度の健康診断への補助を与え
ることと、また、その結果についてより理解し適切に対処できる
よう援助することの約束をしています。プログラムの有効性に
関する研究は、アメリカ心臓協会とペンシルベニア大学が行っ
ています。

結果：
8社がウェルネスワークスに参加し、合計19万人以上の従業員
が対象になっています。2012年の従業員データによると、参加
企業のうちKKR ウェルネスワークスの導入以前は健康診断を
受けた従業員の割合が46パーセントであったのに比べ、2012
年には72パーセントへと上昇しました。

結果：
KKRのプライベートエクイティ投資先企業のうち19社が取り組ん
でおり、2012年には合わせて9,500人以上の退役軍人を雇用し
ました。現在までに、KKRの投資先企業全体では21,000人以上
の雇用実績があります。

他のアセットクラスにおける責任ある投資
KKRがプライベートエクイティ以外にも投資領域を拡大していく
に当たり、他のアセットクラスへの責任ある投資における最適
なアプローチ方法を継続的に検討しています。特に、エネルギ
ー、インフラ、不動産事業においては以下の取り組みを支援し
ています。


エネルギーとインフラ：KKRはエネルギー分野で幅広く投資を
行っており、資源の多様化は、世界経済にとって重要であると考
えています。そのため、化石燃料といった従来のエネルギー資源
に加え、環境負荷のより低い再生可能エネルギーにも投資して
います。



不動産：不動産：不動産事業を通して、不動産レベルでのエクイ
ティ、負債、スペシャル・シチュエーションに関する取引、及び
KKRの事業に関する専門知識を役立てることのできる不動産を
多く所有する事業への投資を含めた多様な投資機会が対象とな
ります。またKKRは引き続き投資を行う上で、環境状態、エネル
ギー保全、雇用慣行といった分野に重点を置いています。
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