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テナントカンパニー 

CEOからの 

メッセージ
—

2018年を通して、私は、当社のコーポレート
サステナビリティの目的と目標に向かって、 
数多くの力強い進捗の証を目にしました。

当社が達成した重要な基盤的成果の一つは、「基本理
念」の導入でした。この基本理念は、テナントカンパニ
ーの文化の最も重要な属性である一連の信念と価値を体
現するものです。過去数年間、私たちは、当社の文化を
より深く理解するため、非常に意図的なアプローチを実
践してきました。当社が守り、維持し続けようとしてい
るものは何か？ 当社が将来を目指す上で、改善と構築が
求められているものは一体何なのか？

Chris Killingstad 
（クリス・キングスタッド） 

社長兼最高経営責任者
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• 2017年に導入された安全運用モデルの推進に伴い、業
務安全インシデントは18％、北米の販売およびサービ
スにおけるインシデントは50％減少。

• グローバル事業全体において、4,000トンを超える工
業原料を再利用。

• T350およびT600製品に対し、2018年に導入された国
際グッドデザイン賞およびIDEA主催インターナショ
ナル・デザイン・エクセレンス賞を受賞。

• CDPサプライチェーン気候変動プログラムで、リーダ
ーシップレベル（A-）スコアを2年連続で取得。

• Minneapolis/St. Paul Business Journal誌より、製
造事業サステナビリティ賞 - 大企業部門を受賞。

これら以外にも、以降のページの中で多くの感動的なエピ
ソードを紹介しています。私は、2018年にテナントカン
パニーが成し遂げたすべてのことを、心より誇りに思いま
す。当社は一丸となって、よりクリーンで安全、健康的な
環境創りのための未来に続く変化を創り出しています。

当社に対するご支援に感謝します。

9つの基本理念は、「あらゆる物事を必ず改善し、当初の状
況よりも優れた状態にすること」と定義される、当社の管
理責任の本質的価値を内包しています。管理責任、倫理的
な会社、そして信頼性。この3つは「伝統を大事にしながら
成長」する当社の原則です。

私たちは、グローバルな協力とエンパワーメント（権限付
与）こそが、テナントカンパニーをイノベーションリーダ
ーにする重要な成功要因であることを理解しています。こ
れらの3つの原則は、私たちに「新たな方法で考える」こと
を強く促します。

当社の従業員は、影響を与える仕事を通じて、個人的な成
長と職業的な成長を遂げることに価値を見出します。また
当社の従業員は、成長指向の原則が突きつける新たな課題
に挑戦することで、動機を奮い立たせます。成長指向の原
則は、常に将来に目を向け、現状の打破に向けて私たちを
導きます。機会を存分に生かすことで従業員の能力開発が
可能になり、ユニークでやりがいのある業務経験がエキサ
イティングなキャリアを育てます。これらの3つの原則によ
り、従業員は「新しい体験を追求」できます。

人材こそが、当社の成功の基盤です。

皆さんは、当社の2018年コーポレートサステナビリティレ
ポートに、基本理念が強く反映されていることに気づくこ
とでしょう。以下に、当社が成し遂げた誇るべき事項をい
くつかご紹介します。

• 先駆的なプロジェクトを通じた従業員アフィニティグ
ループの構築およびコミュニティの発見。

—
2018年コーポレート 
サステナビリティレポート 
へようこそ。
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テナントカンパニー 

当社のブランドファミリーは、お客様が担当し
ているあらゆる人々、あらゆる場所のために、健
康で安全、魅力的な環境創りに貢献しています。

当社の 

ブランド
当社の 

製品カテゴリー

スクラバー || スイーパー || スイーパースクラバー || エクストラクタ
ー バーニッシャーおよびフロアマシン || バキュームクリーナー ||  
高圧ウォッシャーツール || サービス || コーティング || 中古機器部
品 || リース || 特別清掃機器 || OSG（On-Site Generation）テクノ
ロジー

清掃業界で高く 
評価される 
リーディング企業
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テナントカンパニーについて —

1870年、ジョージ・H・テナントによって、本人個人の木工所として設立されたテナ
ントカンパニーは、1909年にミネソタ州の法人企業となりました。その後、順調に
成功をおさめ、木製フローリングおよび木工製品の会社へと発展を遂げました。今で
は、フロア掃機器機器の製造業者へと転身しています。その歴史を通して、テナント
は積極的に新たなテクノロジーを開発し、イノベーションを大切にする企業文化を形
成することで、業界の発展に傾注し続けてきました。

現在、当社は清掃業界のリーダーとして評価されています。当社は、屋内外の清掃に
まつわる課題に取り組みながら、お客様がさらに多くのスペースをより効果的に清掃
できる革新的で持続可能なソリューションを開発することに情熱を傾けています。

テナントカンパニーは、廃棄物の最小化、コストの削減、安全性の改善、サステナビ
リティ目標のさらなる強化を通じて、高パフォーマンスのソリューションを提供し、
よりクリーン、より安全、より健康な世界の構築に取り組んでいます。

当社の 

市場

建築サービス契約業者 || 製造 || ロジステ

ィクスおよび倉庫 || 小売り || 教育 ||  

ヘルスケア || 航空および輸送 || 鉱山 ||  

自動車 || 行政 || 食品および飲料 || ホスピ

タリティ

当社に対する 

高い評価

当社はさまざまな賞や表彰を受けています。
これは、「よりクリーンで安全、健康的な環
境創り」というビジョンの実現をするための
当社の取り組みを実証するものです。

サステナビリティ賞
Minneapolis/St. Paul Business Journal誌

T600 フロアスクラバー
インターナショナル・デザイン・エクセレンス賞

T350 フロアスクラバー
グッドデザイン賞
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テナントカンパニー 

www.
ipcworldwide.
com

—

I P C では、プロセスは
「承認機関」によって
認証され、企業が生産
とコントロールを高水
準で改善・維持する上
で役立っています。こ
れにより、I P C は、組
織と製品品質の両方で
重要な改善目的を達成
しました。
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IPCグループ 
テナントカンパニーの
傘下に
2017年、テナントカンパニーは、その150年にも 
及ぶ長い歴史の中で、最大の買収を行いました。

イタリアに拠点を置くIPCグループは、商業市場にプロフェッショナ
ルな清掃ソリューションを提供いている主要なプロバイダーの一つで
す。IPCは2005年に設立され、その後、プロフェッショナルな清掃
セクターでさまざまな製品セグメントに特化していた多くの主要企業
を併合してきました。現在、世界中に11のオフィスを有し、100か国
以上で販売を行っています。

IPCグループは、 フロアスイーパーおよびスクラバー、バキュームク
リーナー、高圧ウォッシャーなどの小・中規模の商業用清掃マシンや
機器を生産し、それらに関連するアフターマーケット部品およびサー
ビスを提供しています。IPCグループが誇る多目的清掃トローリー、
窓ウォッシングシステム、抗菌マイクロファイバーモップおよびクロ
ス、多彩な消耗品などにより、テナント製品ポートフォリオは、清掃
ツールやサプライ分野を一層充実させました。

「IPCグループの取得は、当社の成長願望と合致する戦略的な動きで
す。IPCグループによってヨーロッパにおけるプレゼンスと市場シェ
アが大幅に拡大し、当社の現在のEMEA 向け事業は倍以上の規模に
なります。当社は、規模のメリットを手に入れることで、テナントと
IPCグループの両方の成長を促進し、EMEAのコスト構造をより効率
的に活用していきます。そして重要なことは、テナントとIPCグルー
プの事業は、地理的にも、製品および市場進出アプローチにおいても
補完性が高く、両者を差別化できる点にあります」と、テナントカン
パニーの社長兼最高経営責任者である Chris Killingstad（クリス・
キングスタッド）は語っています。

IPCグループはその製品を、IPC、IPC Foma、IPC Eagle、IPC Gansow、 
ICA、Vaclensa、Portotecnica、Sirio and Soteco、Readysystem、 
Euromop、およびPulexというブランド名で販売しています。両社の
ブランドは、現在同様、今後も市場で引き続き事業を展開していきま
す。両社はまた、高度に補完的な販売チャネルを有しています。テナ
ントは、将来の販売チャンスは、両社ともに増加が見込まれることを
期待しています。

IPCグループ

IPCグループは、テナント
カンパニーと同様に、エネ
ルギー、水および洗浄剤の
使用削減にフォーカスし、
製品革新とサステナビリテ
ィをお約束します。
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テナントカンパニー 

当社は15か国で直接販売を、80か国以上で販売代理店経由での販売を展開

しています。これらの地域において当社は、北米・ラテンアメリカからな

る南北アメリカ大陸、欧州・中東・アフリカからなるEMEA地域、アジア

太平洋地域からなるAPACという、地域に則した3つの事業部隊を通じて、

お客様にサービスを提供しています。

ミネアポリス
米国ミネソタ州
世界本社
製造： 
テナントおよび Orbio

ホランド 
米国ミシガン州
製造
テナントおよびNobles

シカゴ
米国イリノイ州
FLOROCKコーティング

アグアスカリエンテス
メキシコ
営業およびサービス

ル イ ビ ル 、 米 国
ケンタッキー州
流通およびブラシ製造

グローバル 
に展開する拠点
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地域別従業員数

4,341

ヨーロッパ・ 
中東・アフリカ
（EMEA）

1,580
名

南北アメリカ

2,387
名

アジア太平洋
（APAC）

374
名

ル イ ビ ル 、 米 国
ケンタッキー州
流通およびブラシ製造

リメイラ、 
ブラジル
製造

Alfaおよびテナント

ウーデン
オランダ

製造および流通センター

アントワープ
ベルギー

EMEA地域本社

ヴェネチア
イタリア
IPCグローバル

シドニー
オーストラリア

オーストラリアの販売および 
サービス本部

上海
中国
APAC本社
製造：テナント

横浜
日本
日本の販売および 
サービス本部

全世界の従業員数*
*2018年12月31日現在
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テナントカンパニー 

2018年のレポートは、前年
のイニシアチブと報告内容に
基づいています。

—
2 017年から2 018 年の間、当社の中核事業モデル、ガバナンス、
方針、慣行、お客様およびステークホルダーには、ほとんど変化
はありませんでした。ただし、2 017年テナントカンパニーは、
統合的な欧州事業を拡大するという戦略的方針に基づき、IPCグ
ループを取得しました。当社は2018年にIPC事業の統合を開始し
ましたが、IPC は引き続き 2018年コーポレートサステナビリテ
ィレポート（CSR）の対象外です。当社は、2 018 年CDPレスポ
ンスにIPC炭素排出量を組み入れる意向であり、また同時に2019
年CSRのレポートの対象範囲にもIPCを組み入れます。

本レポ－ト
について

ステークホルダーの関心および優先事項ならびに当社の重要課
題や機会も、2017年から劇的な変化はありません。2013年に実
施されたステークホルダー評価ワークショップは、当社の重要
な課題の特定に役立ちました。当社は、定期的に3つの主要な重
要課題に取り組み、確認作業を行っています。これら重要課題
とは、GHG排出、廃棄物および水、そして 従業員、顧客、投資
家の3 者で構成される当社の主要ステークホルダーグループの3
つです。重要課題は、製品、GHG排出／エネルギー、廃棄物、
人とコミュニティという4つの重点分野に対し、当社の目的、 
目標および指標を構築する上で役立ちます。さらに、一般標準
開示項目も前年から変更はありません。

2 0 18 年の報告範囲には、2 0 17年からの最小限の変更が示され
ています。当社の2 018 年のWater S t ar 資産の売却は、当社は
現在も空き施設を所有しているため、2 0 18 年のGHG 排出には
ほとんど影響はありません。2 018 年のCSRは、2 018 年のGHG
排出が確認され、CDPのサプライチェーンプログラムに提出さ
れる前に発行されます。その結果、皆さんは、GHG排出データ
が2 0 17 年C S R のものが転載されていることに気付かれるでし
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当社のステーク 
ホルダー

従業員

顧客

投資家

米国ミシガン州ホランドの 
テナントカンパニー従業員

ょう。当社は、フルサステナビリティレポートからGHG排出デ
ータを切り離す決定をしたことによって、ステークホルダーの
皆様に対して、年度早期にレポートを発行することができまし
た。テナントでは、この形式を今後も使用していく所存です。
コメントまたは懸念がある場合は、Sus t ainabi l i t y Repor t @

tennantco.comまでご連絡ください。

当社のステークホルダーエンゲージメント、重要性
分析、およびレポートの範囲に関する詳細は、付録
を参照してください。グローバルレポートイニシア
チブインデックスは、別紙を参照してください。こ
のインデックスは、当社のサステナビリティイニシ
アチブをサポートする関連情報および重要情報の確
実な報告を行うために使用されます。
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テナントカンパニー 

PR

ODUCTS
GHG EMISSION

S/EN
ERG

Y

PEOPLE &
 C

OM
M

U
N

IT
IE

S

W

ASTE

4つの
重点 
分野

製品

GHG排出

廃棄物

当社は、次の4つの重点分野について定

量的で測定可能な長期目標を設定しま

した。

人とコミュニティ

テナントカンパニー
持続可能な企業
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世 界 レ ベ ル で 当 社 の 

科学的根拠に基づ
く目標が承認され
た最初の10 0 社

4,000 +  
トン

全世界でリサイ
クルされた工業
原料

18% 
削減

操業中の安全に 
関する事故の発生
件数

50% 
削減

北米のテナントカン
パニーの販売および
サービスにおける安
全に関する事故の発
生件数

コミュニティ 
との連携

ミネソタ州 
サステナブ 
ルビジネス 
賞

2018年 

テナントカンパニー 
持続可能企業 

ハイライト

A-

2,655
従業員のボラ
ンティア活動
時間

$564,065
慈善寄付金額

6つの
持続可能性目標指標
を新製品発売により
達成

スコアをCDPサプライチ
ェーンプログラムで獲得 
リーダーシップレベルに
指定

PR

ODUCTS
GHG EMISSION

S/EN
ERG

Y

PEOPLE &
 C

OM
M

U
N

IT
IE

S

W

ASTE
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テナントカンパニー 

製品
重点分野
—

当社は、革新的で環境に優しい清掃技術の開発と商品化に尽力しています。これらソリューションにより、 

お客様は製品の「使用フェーズ」における環境影響を大幅に低減することができ、よりクリーンで安全、 

健康的な環境創りに貢献することになります。この実績あるモデルを導入することで、技術革新を

「Cradle to Cradle」ソリューションへと拡大し、より広範な持続可能性の改善を達成します。



17
ページ

製品

工業デザイン 
分野の賞
—
テナントカンパニーは、新たに投入した機器に対して、数々の工業
デザイン分野の賞を受賞しています。2018年、T350とT600マシ
ンはどちらも、簡単な使用方法、生産性の向上、サステナビリティ
の特性で、優秀性が評価されました。当社は2018年、デザインコミ
ュニティにおける権威ある賞である「IDEA（インターナショナル・
デザイン・エクセレンス）賞」および「国際グッドデザイン賞」を
受賞しました。この受賞は、優れたデザイン、ブランドイメージ、
品質へのこだわりに対する当社の継続的な取り組みを、世界中の当
社のお客様が高く評価していることを証明しています。

T600スクラバー

グッドデザイン賞を受賞

T350スクラバー

IDEA賞およびグッドデザイン賞 
を受賞
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テナントカンパニー 

統計 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 合計

環境影響改善目標の設定数 19 4 1 7 4 35

製品発売時点で達成されている環境影響
改善目標数 2* 4 1 6 4 17

*2018年12月31日の時点で、すべてのプロジェクトが立ち上げられているわけではありません。

テナントカンパニーの製品は、当社のお客様が環境負荷の大幅な削
減を達成できるようにします。機器使用年、つまり「使用フェー
ズ」における環境への影響の低減は、当社の技術と製品戦略の重要
な要素です。テナントカンパニーは売上の約3～4%を研究開発への
年間投資に費やしており、ロボット工学、ec-H2O NanoClean®、 
Pro-Panel™、IRIS、Smart-Fill™など、会社の飛躍的なイノベー
ションと製品提供を支えています。

2018年に、テナントは温室効果ガス排出目標を設定し、科学的根
拠に基づく目標イニシアチブによって承認されました。当社のスコ
ープ3「販売した製品の使用」目標は、当社のエンジニアリング組織
が、製品設計手法に斬新な視点をもたらす推進力になっています。
当社は現在、各開発プロジェクトの初期戦略フェーズにおいて、サ
ステナビリティを改善するアイデアをを徹底的に洗い出すという要
件を設けています。これは、あらゆるエンジニアリング設計を実際
に行う前に実施されます。この議論を早期に行うことで、それぞれ
の新たな製品設計を、より大胆に変更することが可能になります。

以下に示すように、複数の製品エンジニアリングチームが、使用フ
ェーズにおいて環境への影響が低い機器の設計に鋭意取り組んだこ
とで、2018年に設定した環境影響改善目標数は従来に比べて大幅
に増加しました。これらのプロジェクトが完了し次第、各チームは
目標達成数を報告し、当社製品の環境負荷フットプリントを低減さ
せるテナントカンパニーの取り組みを継続していきます。

2018年

製品の持続可能性目標の評価指標

製品の目的、
目標および 
進捗状況 
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「このクリーナーは、Walmartの仕事
の改善に役立つ偉大なテクノロジーの一
例です。この機器の導入により、従業員
はフロア清掃機器に数時間乗るのではな
く 、 ロ ボ ッ ト 技 術 を 駆 使 し て 職 務 を 完
了しています。これにより当社の従業員
は、他の仕事の完了により多くの時間を
割くことができますが、最も重要なこと
は、より優れたサービスを顧客に提供す
る時間が持てるということなのです。」

John Crecelius（ジョン・クレセリウス）、 
Walmart 上級副社長、セントラルオペレー
ション担当

T7 AMR 
自律モバイルロボット

—

ここ数年間に、清掃業界のトレードショーに参加したことがある方な
ら、自律清掃マシンのデモを必ずご覧になっていることでしょう。人
件費の高騰や高い離職率が、引き続き清掃業界での課題となっている
ため、無人機器への関心がますます高まっているのです。テナント 
T 7AMR（自律モバイルロボット）は、人のそばでも安全かつ効率よ
く作業するように設計されているので、従業員はより価値の高い仕事
に集中できます。Brain Corpの自動ナビゲーションプラットフォーム
（BrainOS®）が搭載された T7AMR は、人や物を安全に避けながら、
複雑な現実環境で運転できるように設計されています。「ティーチン
グ方式」モデルは、機器は清掃するよう教えられた場所のみを清掃す
るため、一貫した清掃パフォーマンスを確保する上で役立ちます。

この先進のソリューションは、テナントカンパニーが清掃プロセスの
最適化と、より持続的な製品を市場に投入する継続的な取り組みを示
す一例にすぎません。
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テナントカンパニー 

エネルギー集約型機器の製造者として、テナントカンパニーが販売
するほぼすべての製品は、壁に直接接続する、バッテリーの充電
に電気を必要とする、あるいはエンジンの始動に燃料を燃やすとい
う、いずれかの形態をとっています。その結果、当社製品の使用
そのものが、当社の企業温室効果ガスの主要な排出源になっていま
す。そのため、当社機器のエネルギー効率の改善によるエネルギー
使用の削減こそが、当社のスコープ3のバリューチェーン排出を直接
削減することを意味します。

2018年、大幅な排出削減の大きな可能性を製品設計に見出すことが
できるため、当社は科学的根拠に基づく目標イニシアチブによって
スコープ3の目標を設定しました。

科学的根拠に基づく目標イニシアチブは、スコープ3の規律において
テナントカンパニーが優れたリーダーシップを果たしていることを
明確に認めているほか、スコープ3の温室ガス効果管理レポートに掲
載するため、私たちのエピソードを紹介するよう求められました。
これらは、販売された製品の使用による排出に関して、新しい方法
論とツールを開発するエンジニアを雇用することによって、関連す
るスコープ3の排出カテゴリーを特定する当社の着実な努力の成果を
証明する象徴的な事例にほかなりません。

科学的根拠に基づく 
目標イニシアチブ

（SBTi）

SBTiにおける 
スコープ3の 
ガイダンスを 
体現する 
テナント 
カンパニー
—
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科学的根拠 
に基づく 
目標イニシアチブ 
について

科 学 的 根 拠 に 基 づ く 目 標 イ ニ シ ア チ ブ （ S B T i ）
は、CDP、国連グローバルコンパクト、 世界資源研究所
（WRI）および世界自然保護基金（WWF）の協力によ
って推進されています。

SBTiは、科学的根拠に基づく目標の設定におけるベスト
プラクティスを定義して促進し、各企業の目標を独自に
評価します。

 
「 現 在 ま で 、 ほ と ん ど の 企 業 は 、 自 社 が 直 接 管 理 で き る 排 出
へ の 取 り 組 み に 注 力 し て い ま す 。 そ れ ら は 、 独 自 の 運 用 管 理
（スコープ1）に基づく排出、または電気および熱の購入（ス
コープ2）による排出のいずれかです。ビジネスコミュニティ
は、世界の排出のほとんどに責任を負っており、中でもバリュ
ーチェーン（スコープ3）は、企業の温室ガス効果ガス排出の
大部分を占めています。すなわち企業は、このスコープ3の排
出に対処しない限り、責務を果たすことはできないのです。」 
 
出典: 科学的根拠に基づく目標イニシアチブ

スコープ3の排出
とは? 

スコープ3の排出とは、直
接運用の川上および川下
（製造、施設およびフリ
ートなど）で発生するす
べての間接的な排出のこ
とです。

スコープ3の 
主な排出源

販売した 
製品の使用

購入品および
サービス

川上の輸送 
および流通

従業員の通勤
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テナントカンパニー 

レッグルームの拡張
と、改善された制御画
面レイアウトの採用に
より、新しいSentinel
の運転室はオペレータ
の操作性を格段に高め
ています。

機器の側面と背後の
エリアを監視する安
全 モ ニ タ ー に は 、 
PerformanceView™ 
カメラシステムが搭
載されています。

新機能

Sentinel
屋外スイーパー

製品更新のすべてが、新品の機器モデルの形
でなされるわけではありません。その一部は、
既存の機器の改善と強化です。テナントカン
パニー最大の屋外乗り込み式スイーパーである
Sentinelは、2018年に、制御および搭載エンジ
ンをオーバーホールしてより生産的なメンテナ
ンスに対応し、視認性が改善された新機能を提
供しています。

現在、道路を走っている多くの新車には、信号
で停止中の燃費、排出および騒音を削減する自
動停止／始動機能が備わっています。同様に、
新しいCumminsエンジンを搭載したSentinel
は、機器が完全に停止したときにエンジン速度
を自動的に減速します。しかも、仕事を再開す
る準備ができたときは、エンジン速度は直ちに
最後に保存された値に復元されるため、オペレ
ータは安心して仕事を遂行できます。
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テナント T600は、最も過酷な環境でも簡単に操作
できるように設計された、業務用清掃に最適な歩
行型スクラバーです。ファミリー製品であるT300
やT500と同様、この機器にはオプションのPro -
Panel® LCD タッチ画面が搭載されており、28か
国語でのメンテナンスビデオと機器情報などが利用
できます。タンクの清掃、スクラブブラシの取り外
し、スクイージーの操作は、すべてオペレータの利
便性を念頭において設計され、簡単かつ効率的に操
作できるため、洗浄タスクの実働時間をさらに伸ば
すことができます。

薄版純粋鉛（TPPL）電池および Diamabrush™な
どのその他のオプション機能は、過酷な作業に取り
組むT600の能力を一層強化します。充電可能で長
寿命のTPPL電池は、注水の必要がなく、完全にリ
サイクルすることができます。Diamabrush™ツー
ルは、フロアコーティングの除去およびコンクリー
トの再舗装に、化学物質を含まない代替方法を提供
します。

オプションのDiamabrush™システムは、フロア 
コーティングの除去およびコンクリートの再舗装に、 
化学物質を含まない代替方法を提供します。

T600
スクラバー
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テナントカンパニー 

GHG 
排出の 
重点分野
—

テナントカンパニーでは、業務およびバリューチェーンで使用されるGHG排出（直接および間接）の削減を目標

に掲げています。テナントカンパニーと当社のバリューストリームパートナーとの相互の説明責任が生まれるよ

う、当社は GHG排出を率直に報告しています。これはすべて、よりクリーンで安全、健康的な環境創りの精神に

基づいています。
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A-

混混混混 
CDPサプライチェーン 
気候変動プログラム
 
2018 年に当社は、CDP サプライチェ
ーン気候変動プログラムの下、6 回連続
となる対応を完了しました。また2018
年には、当社も「自薦」CDP 対応者と
なりました。自薦ステータスでは、主
なステークホルダーは、CDPのウェブ
サイトから当社の対応状況とスコアに
直接、簡単にアクセスできます。

2018年、当社のスコアは「リーダーシ
ップ」レベルで「A –」でした。表6.a
は、当社のスコアの推移を示していま
す。当社は継続的な改善に満足してお
り、CDPが提唱するエネルギーおよび
GHG排出のガバナンス原則に全面的に
取り組んでいます。

テナントカンパニーのCDPピアグルー
プは、「一般」部門と「工業機械」業
界のアクティビティグループ（IAG）
です。テナントカンパニーは、75 社以
上で構成される当社のピアグループの
中で、上位5%にランクされています。

年

2018年 2017年 2016年* 2015年 2014年 2013年

テナントカンパニー A – A – B
95 80 68 開示度スコア

C C D パフォーマンスバンド

業界平均 D D D
60 53 49 開示度スコア

D C C パフォーマンスバンド

*2016年に採点方法を変更。ラダーフレームワークで結合した開示とパフォーマンス。

表6.a

当社のCDPスコアの推移

リーダーシップレベル
の評価

5%
にランキング

75社以上から成る 
ピアグループで 

上位
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テナントカンパニー 

GHG排出と
エネルギー
GHG 
排出の詳細

スコープ1および 
スコープ2のGHG排出量
—
2017年には、当社のスコープ1および
2のGHG排出は、対前年比で6.3%減
少しました。2012年以来、GHGの絶
対排出は3.4%減少しています。同期
間中に当社の収益は12%以上増加し
ました。

2017年の市場ベースの総排出量のう
ち、スコープ1は22,421mT（74%）、 
スコープ2は8,025mT（26%）でした。

当社の最初のGHG排出量目標（2014
年に設定）は2020年までに25%の原
単位量削減です。この目標に対する
進捗は、2017年に著しい進展を見せ
ませた。2017年のGHG排出原単位量
は、36.7 mT CO2e/$Mでした。こ
れは対2012年比で13.8%の減少です
（表6.b）。

2018年のCSRをよりタイムリーに発行する
ため、当社は、2018年の排出詳細の別途報
告することを決定しました。当社のCDP対
応が提出され次第、2018 年の全排出に関す
る詳細をウェブサイトに掲載します。これ
ら詳細には、すべての目標に対する進捗履
歴と排出削減活動に関する情報が含まれま
す。報告年を対象とした詳細は、後続年の
CSRにも掲載されるようになります。過去
の定量排出情報については、2017年の報告
からのものが対象です。

GHG排出に対する科学的根拠に基
づく目標は、2030年までにGHGの
絶対排出量を25%削減することで
す。2017年にこの目標に向けて強力
なスタートを切り、その後に優れた進
捗が得られたことで、これは対2016
年比で6.3%の減少です（表6.c）。絶
対排出量を削減しつつビジネスを成長
させることは、投資家をはじめとする
ステークホルダーが期待していること
です。当社はこの期待に応えることが
できるよう、引き続き全面的にコミッ
トしていきます。

当社は、Trucost plcに2017年スコー
プ1および2のGHG排出インベントリ
を保証することを約束しました。保
証はAA1000AS（2008年）基準に
従い、AA1000タイプ2（定量的）、 
moderateレベルで実施されました。
保証ステートメントは、当社のサステ
ナビリティ・ウェブサイトで参照でき 
ます。

2017年の当社のスコープ1および2
のGHG排出の51%は、現場の販売
およびサービス部門の車両の利用に
よるものです。2012年を基準年と
して比較すると、車両による排出量
は細かく見れば11.3 mT CO2eの上
昇を示していますが、基本的には横
ばいです。車両総数とマイル数は大
幅に増加しましたが、当社のドライ
バーの行動と車両転換プログラムに
より、引き続き環境的なメリットと
経済的なメリットの両方を提供して
います。



27
ページ

2017年の当社のスコープ1および2
のGHG排出量の49%は、物流、製
造、およびオフィス施設が占めてい
ます。2012年以降、施設の排出量は
1,080.5 mT CO2e減少しました。こ
れは、再生可能エネルギーの購入に
加えて、一貫した効率性プロジェク
トのストリーム化によるものです。
排出量削減プロジェクトのポートフ
ォ リ オ お よ び 進 捗 に つ い て の 詳 細
は、表6.eを参照してください。

科学的根拠に基づく目標
2015年、当社は科学的根拠に基づく目標イニシアチブ（SBTi）に関与すること
で、さらに意欲的なGHG排出量削減目標を策定することを誓いました。2018年
初頭に、それらの新しい目標はSBTiの承認を受けました。当社は、2018年4月
14日にSBTiが行った以下の発表内容に、当社の行動が貢献していることを喜ば
しく思います。「100社を超える主要なグローバル企業が排出削減目標に向けて
努力していますが、これは危険な地球温暖化を防ぐために必要であるという気
象科学者の主張に沿うものです。」その1年後、SBTiの承認を受けた企業数は、
発行時点で 200を超えています。
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テナントカンパニー 

スコープ1および2のGHG排出 - 2020年原単位量目標

カテゴリー 2020年 
目標 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 

基準年

GHG1の総排出量 
（mT CO2e）1

30,446 32,480 33,694 33,925 31,982 31,515

収益（$M）1 829 809 812 822 752 739

GHG排出原単位量
(mT CO2e/収益（$M））

32.0 36.7 40.2 41.5 41.3 42.5 42.6

2012年を基準年とした原単
位量の変化（%）

-25% -13.8% -5.8% -2.7% -3.2% -0.3%  - 

! GHG排出について、2017年4月6日に完了したIPC Groupの買収は反映されていません。

表6.b

スコープ1および2のGHG排出 - 2030年科学的根拠に基づく目標

カテゴリー 2030年 
目標 2017年 2016年 

基準年

GHG の総排出量(mT CO2e)1 24,360 30,446 32,480

対前年比の絶対変化（mT CO2e） -8,120 -2,034  - 

2016年を基準年とした変化（%） -25% -6.3%  - 

! GHG排出について、2017年4月6日に完了したIPC Groupの買収は反映されていません。

表6.c

スコープ3、カテゴリー11のGHG排出 - 2030年科学的根拠に基づく目標

カテゴリー 2030年 
目標 2017年 2016年 

基準年

GHGの総排出量（mT CO2e)1 2  - 347,474 374,655

機器収益（$M）1  - 462 459

GHGの排出原単位（mT CO2e/収益）（$M） 409 752 816

2016年を基準年とした原単位量の変化（%） -50% -7.8%  - 

! GHG排出について、2017年4月6日に完了したIPC Groupの買収は反映されていません。 
2 販売した製品で、プライマリ設計管理がカテゴリー11の総排出量の3～5%にない製品は、SBTの対象範囲に含まれていません

表6.d
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効率化による排出削減

当社は、業務および車両のさらなる効率化を系統的に推進し続けています。排出量削減活動はエネ
ルギーと燃料の節約だけではなく、営業経費も削減します。2017年、当社はスコープ1およびスコー
プ2の全体的な排出量削減ポートフォリオで継続的な成長を推進しました。表6.eを参照。2017年の
プロジェクトポートフォリオから予想される排出量削減の合計は、2016年から約4%の増加です。
今後もこの傾向が続くことを期待しています。

2018年の排出削減活動の詳細は現在、算出中であるため、報告は後日となります。2018年には、多
くのプロジェクトが 完了しました。代表的なものは、スペースをより効率的に使用するための施設
の統合、効率に優れた車両とドライバーの意識改革を通じた販売・サービス車両群の転換の継続、
定期充電を含め物流およびリフトトラック製造の更新、そして一般的な製造および物流プロセスの
改善が挙げられます。テナントはまた、当社最大の製造設備において開閉装置をアップグレードす
る基盤的なプロジェクトを開始しました。このプロジェクトは、2019年中に完了する予定です。

スコープ3のGHG排出
—
当社のスコープ3のGHG 排出は、4
年 連 続 でTr u c o s t に 評 価 さ れ ま し
た。2017年のスコープ3の排出量は
507,550 mT CO2eであり、対2016年
比で2%減少しました。

スコープ3、カテゴリー11 - 当社の
2017年スコープ3のGHGフットプリ
ントは72%を超えており、販売した
製品の使用はスコープ3の最高優先度
です。

スコープ3、カテゴリー11に対する科
学的根拠に基づく目標は「2016年を
基準年として、2030年までに販売し
た製品の使用による排出量を、機器収
益1米ドルあたり50%削減する」こと
です。2017年にこの目標に向けて強
力なスタートを切り、優れた進展を得
られたことをご報告でき喜ばしく思
います。2017年は2016年と比較して
7.8%減少しました。表6.dを参照。

スコープ3、カテゴリー11の削減のか
なりの部分は、よりクリーンな配電網

が好まれる傾向に由来します。例え
ば、「2017年、再生可能エネルギー
は、21ギガワットの米国の能力増加
の55%を占めており、再生可能エネ
ルギーは4年連続で追加能力の合計
の半分を超えています」1。ユーティ
リティ発電フリートの進化は引き続
きプラスに働くと考えられます。な
ぜなら、当社のカテゴリー11の排出
量の大半は電気コードまたはバッテ
リーで給電される電気機器に由来す
るためです。製品の効率が向上する
ことによって、時間の経過とともに
プラスの影響は最大になることでし
ょう。

当社はTrucostに対し、当社の2017
年スコープ3、カテゴリー11のGHG
排出インベントリおよび2016年基準
年の排出に対する保証を依頼しまし
た。保証はAA1000AS（2008年）
基準に従い、AA1000タイプ2（定量
的）、moderateレベルで実施され
ました。保証ステートメントは、当
社のサステナビリティ・ウェブサイ
トで参照できます。

カテゴリー1 – 購入品およびサー
ビスは、当社の2017 年スコープ
3のGHGフットプリントの22%で
す。2018 年、当社は1つの直接材
料購入カテゴリーにおいて、一部の
サプライヤーと直接的な関与を開始
しました。選択した材料カテゴリー
は、カテゴリー1と11の両方に直接
関連しています。

詳細スコープ3の排出データは、当
社の2018 年CDP サプライチェー
ン対応と当社のバリューチェーン
GHG排出インベントリーの両方に
掲載されています。

これらのレポートは、当社のサステ
ナビリティ・ ウェブサイトで参照で
きます。

1. https://www.eia.gov/todayinenergy/

detail.php?id=36092
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テナントカンパニー 

プロジェクトポートフォリオ：スコープ1およびスコープ2のGHG排出量

カテゴリー 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年

実施済みプロジェクト数 19 16 10 15 9 6

排出削減の達成量（mT CO2e） 1,185 1,312 424 661 1,128 710

実施中のプロジェクト数 3 2 3 1 0 1

排出削減の見積量（mT CO2e） 234 1,052 58 2 0 38

実施予定のプロジェクト数 13 13 10 77 0 2

排出削減の見積量（mT CO2e） 5,094 3,918 495 425 0 300

ポートフォリオの総プロジェクト数 35 31 23 23 9 9

総排出削減量（mT CO2e） 6,513 6,282 977 1,088 1,128 1,048

表6.e

右:  
米国ミネソタ州 

ウォータータウンの 
ソーラーガーデン
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エネルギー購入による 
排出削減

3年連続

—
当 社 は 3 年 連 続 で 、 オ ラ ン ダ に お い て
2,0 0 0 M W hの風力発電を調達しました。
この調達により、オランダのウーデンにあ
る当社の施設で、2018 年の総使用電力量の
100%以上がカバーされました。

再生可能エネルギーの購入

2017年に比べて2018年は、当社の
再生可能エネルギー購入の総計は大
幅に増加しています。

風力エネルギーの調達

—
2017年、テキサス州、グランドプレー
リーにある当社のRECON／サービス施
設およびケンタッキー州、ルイビルの物
流センター（DC）で消費する電気の一
部に、風力エネルギーを調達しました。
さらに2018 年、当社はルイビルDCお
よびイリノイ州シカゴのコーティング製
造工場の双方で消費するの電気を、ほ
ぼ100%賄えるようにするため、この風
力エネルギーの調達を拡大しました。ま
た、オハイオ州パークマンのWater Star 
Inc.の設備で消費するすべての電力に、
風力エネルギーを調達しています。

2017年 2018年

2,850 
MWh

5,100 
MWh

75% 
増加

2016年、当社はミネソタ州ミネアポリスにある当社最大の2つの設備に対し、長
期コミュニティソーラーガーデン（CSG）サブスクリプションを締結しました。
当社が行っているサブスクリプションは、その他のビジネスおよび住宅所有者の
サブスクリプションと合わせて、ミネソタ州におけるソーラーエネルギー容量の
大幅な増大に貢献しています。ミネソタ州商務省の報告によると、ミネソタ州の
ソーラーエネルギー容量は、2018年に47パーセントも増加しました。

当社は、合計12のCSGに出資しており、これらはすべて NextEra Energy 
Resourcesが開発したものです。当社のサブスクリプションのシェアは6.1 MW 

AC容量で、年間ほぼ12,000 MWh
を生産に相当します。これらCSGの
最初のものは、2017年12月にエネ
ルギーの算出を開始しました。2018
年末までの時点で、9つのCSGが操
業可能となっています。2018年全体
における全生産量に対する当社のシ
ェアは、6,300 MWhを超えていま
す。当社は、このプログラムの成功
に大きな期待を寄せています。

当社出資のCSGが生産したエネルギ
ーに関しては、ローカルの電力会社
であるXcel Energy Inc.が再生可能
エネルギークレジット（REC）を所
有しています。このさらなる再生可
能エネルギー容量は、当社が市場ベ
ースの炭素排出の報告に使用してい
る、Xcel Energyの北中西部排出係
数の低下に大きく貢献しています。

コミュニティソーラーガーデン

カテゴリー 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年

実施済みプロジェクト数 19 16 10 15 9 6

排出削減の達成量（mT CO2e） 1,185 1,312 424 661 1,128 710

実施中のプロジェクト数 3 2 3 1 0 1

排出削減の見積量（mT CO2e） 234 1,052 58 2 0 38

実施予定のプロジェクト数 13 13 10 77 0 2

排出削減の見積量（mT CO2e） 5,094 3,918 495 425 0 300

ポートフォリオの総プロジェクト数 35 31 23 23 9 9

総排出削減量（mT CO2e） 6,513 6,282 977 1,088 1,128 1,048

上: 米国ミネソタ州ノースフィールドのソーラーガーデン
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廃棄物
重点分野
—

テナントカンパニーでは、当社の持続可能な企業戦略のもう一つの柱である、あらゆる種類の廃棄物の削減に取り

組み、最終的には根絶することを目指しています。テナントカンパニーの願いは、お客様および他のすべてのステ

ークホルダーが購入された材料を最高かつ最善の形で利用できるようにすることです。この願いは、廃棄物に対す

る捉え方に、材料や資源の廃棄物だけでなく、業務の非効率性も含めることにつながります。当社の定義では、 

廃棄物は私たちが販売する製品には含まれないものの、報告対象範囲となる材料です。
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プラスチックナイフ

120

29

82

12

29

ミシガン州ホーランド

廃棄物の 
分別 
テナントカンパニーの各施設は、主に地域の
インフラストラクチャに応じて、廃棄物とリ
サイクル品をそれぞれ異なった方法で管理し
ています。当社のミシガン州ホーランドの商
業製造施設には、確立された廃棄物とリサイ
クル品の分別システムがあります。当社のホ
ーランドの従業員は、現在、紙、段ボール、
プラスチックフィルム、ブラスチックボト
ル、缶など、さまざまなタイプのリサイクル
可能品を分別しています。また秋には、この
施設において現在の廃棄物の流れを測定し、
当社のリサイクルを改善するために他に何が
できるかを決定する、より細かな廃棄物の分
別を完了しました。当社はこの結果を使用し
て、リサイクル率を改善し、埋め立て廃棄物
をゼロにするという野心的な目標に近づくた
め、実現性のある領域を特定します。

2日間で回収した9 0 ポンドを超えるゴミの内
訳は、以下のとおりです。

ポンドのペーパータオル

プラスチックフォーク

プラスチックスプーン

ポンドのリサイクル可
能アイテム - 缶、ボト
ル、紙

ブラジル

廃棄物の削減　
テナントカンパニーのブラジル、サンパウロのオフィスは、埋め
立てする廃棄物をゼロにするという野心的な目標 - 使い捨てカッ
プの使用禁止施設 - の実現に向けて、2018年、大きく前進しまし
た。2018年の当初に、すべての従業員に対して、暖かい飲料用の
新たなマグと冷たい飲料用の水筒が提供されました。この変更に
より、従来は廃棄物として扱われていた 8 0 , 0 0 0 以上の使い捨て
カップが除去されました。使い捨てカップが除去される施設は、
ミシガン州ホーランドの生産施設に続いて2 番目となります。 
このような従業員主導のイニシアチブは世界中に広がっており、
テナントの廃棄物削減目標の大きな進捗に貢献しています。

80 ,000以上の使い捨
てカップを廃棄物
への流れから除去



3 4
ページ

テナントカンパニー 

廃棄物
廃棄物ゼロ企業 
になるための 
確固たる取り組み

テナントカンパニーは、リーン製造お
よび継続的改善という実績ある原則と
ともに、削減、再利用、リサイクルの
確かな廃棄物階層を適用し、廃棄物ゼ
ロ企業を目指して確固たる取り組みを
行っています。2013年のステークホ
ルダーとの協働プロセスに従い、あら
ゆる形の廃棄物はコストの意味合いを
持つことから、当社は廃棄物を重要課
題であると判断しました。当社はステ
ークホルダーとの関与を続けており、
特にお客様と従業員にとって廃棄物は
主な関心分野であり続けています。

2014年、当社は、埋め立てあるいは
処分する廃棄物をゼロにするという野 
心的な目標を設定しました。固形廃棄
物管理ヒエラルキーでは廃棄物削減お
よび転用戦術を優先しています。当社
の施設で廃棄物を分別することが、現 
在の状態および適用機会の特定に役

立ちました。当社の主なアクション
には、本社での有機物を回収、ゴー
ルデンバレーの生産施設におけるリ
サイクルコンテナの追加導入、流通
センターでの段ボールとストレッチ
包 装 の 転 用 の 増 加 な ど が 挙 げ ら れ 
ます。

従業員は転用すべき廃棄物の流れを
特定し、当社での産業リサイクルは
拡大、改善し続けています。2018

年、当社が回収した産業リサイクル
材料は 4,000 トンを超えました。当
社の従業員は、国外向け出荷で入荷
品の荷敷きを再利用したり、調達お
よびエンジニアリング部門と連携し
て施設へ配送前の過剰な梱包または
材料を削減したりするなど、定期的
に材料を再利用および廃棄物を削減
する方法を特定しています。

水
水 は き わ め て 重 要 な 資 源 で あ り 、 
できる限り効率的に利用しています。テ
ナントカンパニーのミネソタ州ミネアポ
リ ス キ ャ ン パ ス に お け る 水 重 要 性 評 価
は、Wenck Associates Inc. によって実
施されました。この結果に基づき、当社の
事業において水は目標設定およびサステナ
ビリティレポートの重要側面ではないと結
論付けました。ただし、管理責任という当
社の中核的価値観に従い、テナントカンパ
ニーは以下を実行します。

• 水を保全し、無駄な水の利用を根絶
する。

• あらゆるグローバル業務、または活
動しているあらゆる地域社会におい
て可能な限り最高の排水品質を維持
する。
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リサイクルを推進する 
ビジュアルコミュニケーション
ミネソタ州ミネアポリスのテナント本社における埋め立て廃棄物ゼロに向け

た取り組みを継続的に推進する中で、当社は廃棄物分別ステーション周辺の

サインの改善に努めました。人通りが多い廃棄物ステーションでは、これま

での簡素な標識から、従業員が毎日目にする廃棄物のタイプの実例を表示し

た3Dポスターに置き換えました。その結果、従業員がアイテムをどこに分

別する必要があるのかについて理解が進み、リサイクル行動の正確性が改善

されました。

Chelsi Walter 
（チェルシー・ウォルター） 

グローバル出張担当アカウントタント 

「新しいビジュアルサインによって、廃棄物の
分別方法を簡単に理解できるようになりまし
た。以前は多くの疑問点があり、どの容器を使
用するかは、推測するか、人に尋ねる必要があ
りました。ビジュアルサインのおかげで、廃棄
物の分別を推測しなくて済みます。私は、テナ
ントカンパニーが環境を大切にし、ここで仕事
をするチャンスを提供してくれていることを大
変うれしく思います。」

Dennis Collins 
（デニス・コリンズ） 

プロダクトマネージャー - AMR

「3Dのリサイクルサインは、廃棄物をどう分別
したらよいのかが非常に分かりやすくなりまし
た。それは、当社が一つの施設で毎日使用する
アイテムに合わせた、テナントカンパニー独自
の有用なビジュアルサインです。」
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テナントカンパニー 

10周年記念: 
トレイル・スポンサー
およびハイウェイ・ 
スポンサープログラム

2008年、テナントカンパニーはミネソタ州ゴールデンバレーの本社近くで、ハイウェイおよびバ
イクトレイルの一部に対して清掃を引き受けるプログラムを採用しました。当初は、これらのセク
ションを年2回清掃することにコミットしました。それから早くも10年が経ちましたが、今では、
これらの2つの活動だけでも、ほぼ1,000人のボランティアが時間を費やしています。

清掃機器の製造者として、テナントカンパニーはトレイルで当社のスイーパーを使用する許可を得
ています。当社は、スイーパーを使用してアスファルト表面から砂やがれきを除去することで、ト
レイルに沿って期待を上回る清掃を実施します。このプログラムはまた、当社の従業員に実世界の
清掃を経験するユニークな機会も提供しています。

ボランティアを実施したすべての従業員にとってこの10年間は、友情を育み、奉仕活動を発展さ
せ、最善の管理責任を果たす素晴らしい時間になりました。

David Conyers 
（デービッド・コニャーズ） 

上級プログラムマネージャー 
テナントカンパニー

「私はツインシティーズのトレイルシ
ステムを頻繁に使用してるため、トレ
イル・スポンサーの採用は私にとって
特別の意味があります。トレイルは信
じられないほど素晴らしい地域の資源
であり、トレイルを美しく保つために
働けることを喜んでいます。」 
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Gretchen Olson 
（グレチェン・オルソン） 

エグゼクティブアシスタント 
テナントカンパニー

「ハイウェイ・スポンサープログラムは、屋外
へ出て、会社の他部門の人たちと一緒に働く素
晴らしい機会です。この半年ごとの活動は、世
界の一部をより良くすることで、コミュニティ
と環境に対する当社のコミットメントを実証す
るものです。」 

Joni Marti（ジョニ・マーティ） 
北米販売事業担当上級マネージャー 
テナントカンパニー

「テナントがプログラムのスポンサーとなっているハイウェ
イ55号線は、私の心の特別な場所です。私は14歳のときに
デイリークイーン（現在のフェイマス・デイブズ）で働き始
め、私は前夫と共にデイリークイーンのお店を19年間所有し
ました。このエリアは、私にとってまるでふるさとのようで
す。なので、道路の対象セクションのスポンサーとしてテナ
ントの名前が誇らしく表示されているのを見ると、心が満た
されます。」
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人とコミュニティ
重点分野

当社には、疑う余地のない誠実さと、地域社会との関わりをもつ従業員および企業文化に対して揺るぎない誓いが

あります。当社の「コミュニティ」は時間の経過とともに北ミネアポリスの一つの製材工場からスタートして、 

「西半球からはるか遠くの東半球」に至るまで拡大を遂げました。世界中で成長と拡大を遂げることで、私たちは

人と地域社会や人権、倫理、安全性について考える素晴らしい機会を得ています。倫理、誠実さ、責任は、テナン

トのDNAとも言える中核的な企業精神です。
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TWAN BEURSKENS 
危険防止ベスト作業者賞

環境、施設、安全性 -

環境を保護し、従業員と地
域社会の健康と安全を促進
できるように世界中の施設
を運営します。

自発的な寄付 -

時間やお金、財産を寄付す
ることはテナント社のビジ
ョンと一致しています。

企業倫理と人権 -

差別と無縁の倫理的な労働
環境を促進、維持します。

 

持続可能な企業として、当社が行う人と 
コミュニティへの取り組みを以下のとおりです。

テナントカンパニーは機会均等の企業です。雇用の決定は、業績に重要な個人の技能、
能力、信頼性、生産性、その他の要素に基づいています。当社は、人種、肌の色、 
信条、宗教、性別、国籍、身体的および精神的障害、年齢、退役軍人、妊娠、性的指
向、遺伝情報、性同一性にに基づく差別、あるいはその他、州法や連邦法、地方条例に
よって保護されている基準に反する差別をしません。

従業員の安全は、テナントカンパニー、
当社の従業員、とりわけ当社の安全プロ
フェッショナルにとって、とても重要で
す。テナントカンパニーは、オランダのウ
ーデンにある当社の生産施設において、
安全担当プロフェッショナルであるTwan 
Beurskens（トゥワン・ベウスケンズ）
が2018 年、オランダの危険防止ベスト作
業者賞を受賞したことを大変誇りに思いま
す。金属作業に特化したオランダの健康お
よび安全産業グループである5xbeterは、
毎年、独自性のある何らかの事項を社内に
奨励し、実践する危険防止オフィサーを、
大企業および小企業から選抜します。

Twanは、安全に対して積極的に取り組
んでいます。ウーデンの製造施設で彼と
従業員は、過去2年間のインシデントま
たは傷害の発生頻度を減少させるために
役立ったニアミスイベントの特定に、こ
れまで以上に注力しました。彼は、ニア
ミスインシデントまたは傷害の解決にす
べてのステークホルダーを含めること
で、ベストソリューションを割り出しま
す。これらソリューションは多くのケー
スで、安全を改善するだけでなく、コス
トを低減し、長期的な生産性の上昇を可
能にしています。Twanは毎日、よりク
リーンで、安全、かつ健康な世界を作り
出すことに尽力しています。
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テナントカンパニーが2017年にグローバル安全操業モデル

を導入して以来、当社の安全文化は組織全体で改善してい

ます。当初の期待どおりに、テナントは世界中の工場およ

び北米の施設におけるオペレーションで、積極的に安全に

取り組む組織へと着実に変化しつつあります。当社が実践

している管理コミットメントでは、危険な作業条件に遭遇

したときにソリューションを提言する権限が従業員に与え

られるため、ニアミスが実際の傷害につながる状況を防ぐ

ことができます。　 

危険な作業条件を改善する良い方法は、可視性を改善するこ

とです。世界中のテナントカンパニーの施設は、生産および

倉庫施設の可視性を改善する新しい方法を導入しました。

テナントの 
安全文化

安全第一 
鍵を握る可視性

ゴールデンバレー、 
ミネソタ州

ミネソタ州ゴールデンバレーにあるテナ
ントカンパニー本社の工業製品製造工場
において、メンテナンスチームのメンバ
ーは、シザーリフト上で作業を行うすべ
ての従業員の安全を改善する機会を得ま
した。リフト周辺の下方を照らす赤色ビ
ームライトを設置し、当該エリアで頭上
作業が行われていることを示すビジュ
アルリマインダーとして機能させること
で、従業員が照明の照射エリアに近寄ら
ないようにしています。
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ケンタッキー州
ルイビル

ケンタッキー州ルイビルのアフターマーケ
ット倉庫で、従業員が通路を清掃中にニア
ミスに遭遇しました。彼の解決法は、各通
路の端に赤いストロボライトを追加し、通
路に歩行中の従業員がいることを示すこと
でした。こうすることで、フォークリフ
トの運転者に対し、通路に入る前に、歩行
者がいるというビジュアル警告が与えられ
ます。

北米販売および
サービス

青浦区、中国

2018年は、テナントカンパニーの北米の販売お
よびサービス部門内で安全文化を推進する上で大
きな成功を収めた年でした。プログラム導入、組
織決定、従業員協力および購買の多くで、インシ
デント率が50%以上も減少しています！この1年
は、オンライントレーニングプログラムの導入が
推進され、ビジネスユニット、安全実装の透明
性、レポートおよび説明責任内でのコミニュケー
ションの増加に貢献しました。明確なフォーカス
と今後の計画的方向付けにより、当社は2019年
も、この勢いを保ちます。

リメイラ、ブラジル
ブラジルのリメイラにあるAlfaブランドの機器

生産施設では、従業員主導の安全委員会が、ツ

ールの安全性向上、作業ステーションの人間工

学的改善、作業エリアのレイアウト改善、従業

員用の新しいロッカー設置など、この1年で多

くの安全および作業場所の改善を特定し、実装

しました。安全委員会は、すべての新しい従業

員と既存の従業員に対するトレーニングを推進

し、知識と安全トピックの理解の拡大に努め、

施設全体にわたる安全性に対する懸念の特定を

支援しました。懸念の一つは、倉庫の狭いコー

ナー回りの可視性をいかに確保するかというも

のでした。チームは見通しが悪いコーナーに凸

面鏡を設置。これにより、可視性を改善し、ニ

アミスの削減につながっています。

上海にある生産施設では、ラッキングまつわる
安全について、視覚的および物理的な改善がな
されました。必要な倉庫スペースの拡張によっ
て、ラッキングを生産セルに隣接して設置する
必要が生じました。そのため、ラッキングの背
後に金属製の格子が設置され、材料がラッキン
グから生産エリアに落下しないようにしまし
た。安全チームは施設内の安全ポスターの壁に
も時間を割きました。これらは、怪我をせずに
重い物を持ち上げる方法、ツールの正しい使用
方法、施設内を安全に移動する方法など、安全
慣行がどのようなものであるかを視覚的に思い
出させるものです。
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テナントカンパニー 

過去14年間、テナントカン
パニーはミネソタ州ゴール

デンバレーとミシガン州 
ホーランドの施設で、キッズ 

デーを祝ってきました。

キッズデー

—

キッズデーには、当社の生産
施設をテナント従業員のお子
さ ん や お 孫 さ ん に 開 放 し 、
テナントマシンの製作につい
て、より深く学習してもらっ
ています。この特別な日に、
子供たちは、生産施設のツァ 
ー、エンジニアリングチーム
とのミニロボット作りを通し
た脳のストレッチ、ビルディ
ングブロックでのマシン製作
の ほ か 、 リ サ イ ク ル な ど の
さまざまなサステナビリティ
トピックについての学習や、
コミニュティの他の子どもた
ちにスナックパックを作成し
たりと、充実した時間を過ご
します。このイベントは、子
供たちやボランティアにとっ
て、いつまでも記憶に残る体
験を提供しています。
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2018年テナントカンパニー 
中国ファミリーデー 

素晴らしいカラフルな冒険

2018年7月、中国のテナントカンパニーはサンシャイン
アイランド上海でファミリーデーを主催しました。ほぼ
100人のテナント中国の従業員とその家族がイベントに
参加しました。子供たちは、屋内運動場、クラフトテー
ブル、ゴーカートレースなどを楽しみ、歓声を上げてい
ました。テナント中国の初めてのファミリーデーは、大
成功を収めました! 
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テナントカンパニー 

テナントの 
還元活動
従業員の 
ボランティア活動

寄付用に世界中でおもちゃを
収集

幼児用おもちゃ：シカゴ、ミネソタ
州。スミス家の子供チャリティ: シド
ニー、オーストラリア 

01

03

05

02

04

06

地元の小学校で書籍を配布
ベトナム、ダナン
2018年4月、テナントとトップ販売店パートナーが、年次販
売店報奨旅行でベトナムを訪れました。沿海都市であるダナン
に滞在中、グループは水田や農場を縫ってサイクリングを楽し
み、地元の小学校に到着しました。グループは子供たちによる
「チキンダンス」の歓迎を受けました。そして、テナントが実
践している当社文化還元の一環として、学校の子供たちに本と
おもちゃを配布しました。子供たちは贈り物を受け取ると非常
に喜び、彼らの満面の笑顔は、この旅行の全行程の中で、飛び
切りの思い出になりました。

ハーバーヒューマン、 
ミシガン州ホランド

従業員は地元の動物愛護協会で修理と造園を 
行いました。

オーストラリア最大のモーニ
ン グ テ ィ ー 資 金 調 達 活 動 、 
ニ ュ ー サ ウ ス ウ ェ ー ル ズ 州 
イースタンクリーク

オーストラリアがん対策協議会の資金
を調達するため、従業員がスウィーツ
や手料理を持ち寄りました。

女性建築イベント、 
ミネソタ州ミネアポリス

3つの女性チームが、ツインシティーズ・ハビタット・
フォー・ヒューマンと協力して北部ミネアポリスで 
家の建築と修理を支援しました。

リバティー・ワイルドライフ、 
アリゾナ州フェニックス

アメリカの販売チームが年次販売会議に集結し、 
リバティー・ワイルドライフで保護区域の清掃と 
修理を行うボランティア活動を実施しました。

ミ ー ル ズ ・ オ ン ・ ホ イ ー ル ズ 、 
ミネソタ州ミネアポリス

45人から成るテナントのボランティアグル
ープが、過去2年間にわたって、毎週3回、
食事を配給しています。これらを合計する
と、彼らはミネアポリスの地域コミュニテ
ィに1,000食以上の食事を配給したことに
なります。
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テナントカンパニー 

カスタマーサービストレーニング

当社のカスタマーサービス担当者
（CSR）トレーニングは、ジョ
ブシャドウイング、ライブフィー
ドバック、および機器トレーニ
ングを組み込んだ4週間の集中的
な教室トレーニングです。CSR
は、シャドウイングを経験したス
タッフと同時に当社のシステム
を使用する方法を迅速に学習しま
す。同じピアメンターは、新しい
CSRに対してフィードバックの
ほか、彼らこの数年間に学習した
問題解決のヒントを提供して支援
を行います。

カスタマーサービストレーナーと
従業員の成功を保証するリーダー
シップとの間には、強力なパート
ナーシップが構築されています。
チームは、チャンスにフォーカス
した積極的な作業環境を提供し、
従業員のスキルに最適にマッチす
る役割の作成に尽力します。CSR
もプロフェッショナルおよびスキ
ル構築コースにアクセスでき、個
人的な能力開発に毎月時間を割く
ことが推奨されています。 

販売およびサービス
トレーニングエクセレンス
テナントカンパニーはクラス最高の顧客体験を提供することにコミットしています。その実現は、十分にトレーニングを受けた従
業員が、能力を如何なく発揮することにかかっています。テナントカンパニーが、北米において販売プロフェッショナル、カスタ
マーサービス担当者、現場のサービス技術者に対して、包括的なトレーニングと能力開発プログラムを提供しているのはそのため
です。トレーニングには、個人的なリーダーシップ能力の開発のほか、テナントカンパニーの歴史および文化に関する知識が含ま
れますが、製品および技術教育に関するトピックもカバーされています。プログラムは、オンライン、教室および現場で実施され
ます。

サービス技術者

当社のサービス技術者トレーニン
グは、オンライン、対面教室、現
場実習を組み合わせたした包括的
なもので、雇用後8か月間のうち
に実施されます。当社のサービス
技術者は経験を積んだプロフェッ
ショナルであり、例えばスクラバ
ーが見た目以上に複雑であること
などはすぐに習得できることでし
ょう。サービス技術者は、機器そ
のものについて学ぶことはもちろ
ん、ピアメンタリングとオンライ
ンモジュールを通じて、機器の診
断と修理方法についても学習しま
す。雇用後6 ～8か月を経た後に
は、続けて上級技術トレーニング
を受けることになります。上級技
術トレーニングでは、電気および
油圧システムについて学びます。
これは、十分トレーニングを受
け、経験を積んだ従業員をテナン
トが擁していることを、お客様に
きるだけ早く確信したいただく上
で不可欠です。

地元のピアメンターは、機器を修
理する方法についてガイダンスを
提供しますが、テナントカンパニ
ーが一貫した顧客経験を保証す
るため、サービスを円滑に進める
方法についての洞察も提供しま
す。360度全方位からのトレーニ
ングアプローチには、ピアアシス
ト学習ならびに新たな従業員の指
導に関するマネージャートレーニ
ングが含まれます。これにより、
従業員の成功はチームの努力によ
ってもたらされ、トレーニングお
よび教育チームのマネージャーだ
けの責任でないことが確実に理解
されます。

販売担当者トレーニング

当社の販売担当者は、雇用直後の
12～18か月の間に、計画的かつ
包括的なトレーニングを完了する
ことが必須となっています。これ
には、オンライン、対面および現
場ベースの活動が含まれます。ト
レーニングの目標は、使用可能な
製品およびサービスのポートフォ
リオに加えて、新しい販売担当
者がテナントカンパニーのブラン
ド、文化、市場進出戦略について
学習することにあります。トレー
ニングは、顧客へのアプローチを
調整し、価値、関連性およびビジ
ネスインパクトに関する一貫した
メッセージを提供するように構成
されています。
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Brandon Dunn 
（ブランドン・ダン） 
カスタマーサービス担当者 
テナントカンパニー 

「自分のこれまでのキャリアの中で受けた最高
のトレーニングでした。完了後、すぐに現場で
全力を発揮できる準備が整っていることを実感
できました。」

Latisha Foster 
（ラティシャ・フォスター） 
カスタマーサービス担当者 
テナントカンパニー

「テナントカンパニーでのトレーニングは非常に
実践的なもので、電話を掛けたときに人が自信を
持てると感じるために必要なすべての情報が提供
されました。トレーニングの終了後には、非常に
自信を持って電話に対応できました。最初から必
要なすべての資料が提供され、メンターが隣にい
たことはさらに有益でした。」

国際

女性デー
2018年3月8日、テナントは、女性の社会的、経済的、
文化的および政治的な達成を謳歌する、世界的に認知
された国際女性デーを祝福しました。

従 業 員 は 女 性 を 象 徴 す る 紫 色 の 衣 装 を 着 て イ ベ ン
ト に 参 加 し 、 男 女 同 権 の 加 速 化 を 要 求 す る テ ー マ
「#PressForProgress」について、深い考察に満ち
た議論がなされました。世界中のテナント従業員か
らのメッセージ付きビデオでは、女性がどのように
「#PressforProgress」を計画し、毎日の生活で女性を
サポートするかについて、アイデアを共有しました。

国際女性デーは、2017年に設立されたTEAL女性グル
ープの一環として、テナントカンパニーで毎年祝され
ています。

当社のトレーニング結果

顧客に対応する各従業員が受ける包括的トレーニ
ングは、機器の選択およびサービス、当社のブラ
ンドの保護、業界でベストなサービスとサポート
を提供する際に、顧客が適切なアドバイスを受け
られるようにするものです。トレーニングチーム
は、トレーニングの品質をサポートし、従業員の
成功に向けてなされる肯定的なフィードバックを
定期的に受け取ります。
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テナントカンパニー 

テナント 
カンパニーの

アフィニティ 
グループ

当社の従業員の帰属
意識、目的、価値の
醸成。

テナントカンパニーは、従業員を関与させる最善の方法は、各従
業員の帰属意識、目的、価値を醸成する強力な意志のある価値提
案を行うことであると信じています。デロイトが最近発行した
グローバル人的資本トレンドレポートは、仕事を有意義なもの
にし、人に帰属意識、信頼および関係を与えることは、ワーク
ライフバランスを改善する上で最も重要な要素であると述べてい
ます。これはまさに当社のアプローチをサポートするものです。

テナントカンパニーには、従業員が社内にグループを構築して、
相互に関心のあるトピックで協力していくという傾向が最近顕著
ですが、当社はこのさらなる発展を非常に楽しみにしています。
従業員が興味を共有している他の従業員との関わりを深めるにつ
れ、これらの草の根グループは、従業員に強力なコミュニティ意
識と帰属意識をもたらします。当社のマーケティング部門では、
従業員は「文化クラブ」を作成し、文化的な要素と従業員の満足
度に焦点を当てた取り組みを行っています。

この「文化クラブ」と同様に、当社の現場オペレーションチーム
はビジネスユニットのさまざまな職務からメンバーを集め、同僚
に活力を与えるチャンスを提供し、作業環境を改善しています。
例えば、ホリデー・ミステリー・ギフト交換は、建物内の別の職
場で働くの別のさまざまなチームのメンバーについて学習し、知
り合う機会を作り、従業員の間に存続するコミュニティを生み出
しています。これらの新しい人間関係は、職場をよりポジティブ
で魅力的な場所にし、垣根を取り払って、チームがより協力的な
作業関係を築くことができます。

文化改善協会（CIA）は、同じ建物内のエンジニアリングやその
他の部署から従業員を組織し、ボランティアイベント、スープポ
ットラック、パンケーキ朝食資金調達などを企画する、もう一つ
の草の根従業員グループです。これらのイベントは、従業員コミ
ュニティに対する、そして最終的にはテナントに対する重要な帰
属意識の醸成に貢献しています。
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基本理念

これらの従業員グループ
は、当社の基本理念を実
現 し て 新 し い 方 法 を 考
え 、 新 た な 経 験 を 追 求
し、レガシーを構築する
方法の一つとして重要で
あるため、テナントカン
パニーはこれらの従業員
グループを支援します。

また2018 年には、CIAと文化クラブとが相互交流を行い
ました。グループはお手玉トーナメントを主催し、最終
ゲームでは文化クラブの勝者がCIAの勝者と対戦しまし
た。マーケティングおよびエンジニアリングの両部門か
ら成るチームは、お互いをサポートするために参加し、
経営陣は競技参加者と見学者にアイスクリームトラック
を提供して、イベントをサポートしました。テナントカ
ンパニーのグローバル戦略の実行には、この2 つの職務
が密接に連携する必要があるため、フレンドリーなゲー
ムは強力な協力関係の基盤構築に貢献できます。

これらの従業員グループは、当社の基本理念を実現して
新しい方法を考え、新たな経験を追求し、レガシーを構
築する方法の一つとして重要であるため、テナントカ
ンパニーはこれらの従業員グループを支援します。当社
は、これら新たな構築者が継続して「今日はどのような
新しいことをできるのか？」と自問できるよう、従業員
の斬新な思考を支援する多くの重要な人間関係の醸成を
楽しみにしています。
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テナントカンパニー 

アースデー 
を祝福

テナントカンパニーでは、2018年4月22日までの1週
間、2018年アースデーを祝福しました。持続可能な
企業チームがこの1週間に、当社の全世界の従業員
に対して、テナントカンパニーの持続可能性への 
取り組みについて、また当社の従業員が仕事以外 
でより持続可能なライフスタイルを実現する方法 
について、啓蒙を行います。アースデーには、私 
たちが自然界に再び結びつき、当社の継続してい
る持続可能性の取り組みが何を守ろうとしている 
のかについて、自覚することが重要です。週の最 
終日に、テナントカンパニーの従業員は世界各地
で、それぞれが活動するコミュニティでアースデ 
ー1キロウォーク／ランイベントを企画しました。

各会場では、オーガニックランチ、横断幕やTシャ
ツ、あるいは雪合戦などが登場し、各地域ごとに
特徴あるアースデーを祝いました。

米国
米国
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+

オーストラリア

中国

オランダフランス

ベルギー
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テナントカンパニー 

テナントカンパニー
の企業慈善活動は、
生活・仕事・楽しみ
の場をよりクリーン
で安全、健康的にす
るという誓いが原動
力になっています。

テナントカンパニー

財団
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テナント 
財団

社員ギフト 
マッチング

UNITED WAY

補助金

慈善プログラム

企業主導の慈善活動とテナント財団を通じて、こうした

価値観や取り組みを共有する団体、プログラム、個人を

誇りを持ってサポートしています。以下に慈善プログラ

ムの一部を紹介します。

ギフトマッチング

テナント財団のギフトマッチング
プログラムでは、約50年の間、米
国のIRSによって非営利および非
課税と認定されている団体に従業
員ギフトで同額の寄付を拠出して
います。　

ボランティアギフト 
マッチング

ボランティアギフトマッチングプロ
グラムでは、テナント社員がそれぞ
れの地域社会で行うボランティア活
動を評価しています。この革新的な
プログラムは、1つの機関（その機
関が財団の補助金に適格な場合）
に対して従業員が1年に40時間以上
のボランティア活動時間をした場合
に、同プログラムがその機関に200
ドルの寄付を行うものです。このプ
ログラムは地元非営利団体のニーズ
の高まりに応え、ボランティア活動
を奨励、報奨します。

慈善の原則

テナント財団
—

 ■ テナント社員スカラーシップロプグラム

 ■ ボランティアギフトマッチング・プログ
ラム

 ■ 社員ギフトマッチング・プログラム

 ■ United Way

 ■ 製品の寄贈

 ■ 運転資金および資本補助
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テナントカンパニー 

補助金プログラム

テナント財団の補助金は、本社があるミネアポリス周辺の地域社会に貢献する組織に供与さ
れ、通常、少額の運営補助金が大半です。補助金要請を検討する際にテナント財団が考慮する
のは、この要請が当社の取り組みを押し進めてくれるかという点です。つまり、生活・仕事・
楽しみの場をよりクリーンで安全、健康的な環境にするという取り組みです。環境プログラム
や社会奉仕による地域社会の「生活の質」向上は、補助金を供与する際の大切な視点のひとつ
です。教育、職業リハビリテーション、その他類似サービスを通じた労働力の整備が、寄付の
2つ目のカテゴリーです。最後に、従業員とその家族に「楽しみ」を与えてくれる文化および
芸術団体への貢献も、テナント財団が寄付を行う分野です。

申請が従業員から支持されている場合、当社の慈善の使命の推進に貢献する場合、そして受け
取り団体が資格要件を満たている場合、当社は、財団とは別に現物支給にするか製品寄贈にす
るかを検討します。
 

補助金プログラム

申請プロセス

補助金の申請に関心がある団体は、Minnesota 
Common Grant Application Form（ミネソタ州一
般補助金申請フォーム）に必要事項を記入し、
団体の活動が、テナント財団の使命（生活・仕
事・楽しみの場をクリーンで安全、健康的な環
境にする）にどのように貢献できるかを説明す
る必要があります。宗教性のない公認の501(c)
(3)団体のみが補助金を受ける資格があります。
通常、資本調達キャンペーンまたはユナイテッ
ドウェイから資金援助を受けている組織に当財
団が資金援助を行うことはありません。

記入を終えた申請書の郵送先：
Tennant Foundation
701 North Lilac Drive, P.O. Box 1452
Minneapolis, MN 55440

製品の寄贈
当社はテナント製品を非営利団体に寄贈し、「よりクリーンで安全、健康的な環境創り」という
ビジョンを推進しています。当社は、私たちの事業の場である地域社会に対する奉仕は絶対に欠
かせない使命だと考えています。501(c)(3) で指定され宗教性のない非営利団体には、製品の寄
贈を受けられることがあります。製品寄贈は米国内のあらゆる有資格団体が受けることができま
す。寄贈によってテナントの取引先や流通業者の事業に不利な影響がないか、可能性が検討され
ます。そのため、最終的な決断を行う前にテナントが取引先から意見を聞く場合があります。

スカラーシッププログラム
1980年、常勤または非常勤の社員の子どもたちのためにテナントスカラーシッププログラムが実
施されました。毎年最大22の新規スカラーシップを利用でき、全日制で1年あたり1,500ドルの奨
学金を受けることができます。各スカラーシップの期間は4年間に限定され、高校卒業後の公認
教育プログラムに出席する学生が対象です。学生は毎年スカラーシップの資格を受け直す必要が
あります。スカラーシップは学業成績、課外活動、選択された教育プログラムにおける将来性に
基づいて承認されます。

テナントの慈善プログラム

企業の 
慈善活動

製品の寄贈

ボランティア
プログラム

スカラーシップ
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Adopt A Husky Minnesota
Alzheimer's Association Minnesota
American Heart Association
American Red Cross
Animal Humane Society
Augsburg Fund
Banyan Community
Be The Match
Beyond Our Door
Big Brothers Big Sisters Services, Inc. 
BLIND, Inc. 
Blue Water Theatre
Bridging
Buffalo Hospital Foundation
Carleton College
Catholic Relief Services
Children's Dyslexia Centers Inc. - EC
Children’s Theatre Company
Community Action House
Companion Rabbit Network
Cookie Cart
Crescent Cove
Cystic Fibrosis Foundation
Dare to Care Foodbank
Donors Choose
Dunwoody College of Technology
Feed My Starving Children
Flight Expo Inc. 
Ford Piquette Avenue Plant
Fraser
Great Minds Learning Center
Green Girls Inc. 
Grinnell College
Growth & Justice
Guthrie Theater
Habitat for Humanity
Heifer International
Hennepin Theatre Trust
HIRED
Holland Rescue Mission
Holt International Children's Services, Inc. 
Hope Academy
Iowa State University Foundation

生活する。仕事をする。楽しむ。
2018年補助金獲得団体*

—
JDRF International
John Carroll University
Junior Achievement
Liberty Wildlife
Lupus Foundation of America, Inc. 
Lutheran Social Services
MEDA
Milwaukee Rescue Mission
Minneapolis Institute of Art
Minneapolis Recreation Development
Minnesota Opera
Minnesota Orchestra
Minnesota Public Radio
Minnesota State Fair Foundation
Minnesota Stroke Association
Minnesota Transportation Museum
Minnesota Zoo Foundation
Minnesota’s Private Colleges
Mississippi Park Connection
MN Children’s Museum
MN Institute for Talented Youth
MN Landscape Arboretum Foundation
Muscular Dystrophy Association
N C Little Memorial Hospice Inc. 
NAMI
Nepal Cleft & Burn Center
Northern STEM Robotics
Oregon Friends of Shelter Animals
Outdoor Discover Center
Ovarian and Breast Cancer Alliance
Pacific Garden Mission
Pancreatic Cancer Action Network
People Serving People
Planned Parenthood Federation of America
Plymouth Crime and Fire Prevention Fund
PRISM
ProLiteracy
PROP
Rowan University Foundation
Samantha Harber Fund
Science Museum of MN
Second Harvest Heartland
Shakopee Area Catholic School

Sharing and Caring Hands
Springboard for the Arts
St. David’s Center
St. Vincent de Paul Society - OR
Stages Theatre Company
Susan G. Komen
The Bakken Museum
The Food Group
The Rotary Foundation
The Sheridan Story
The St. Paul Chamber Orchestra
The Wildcat Sanctuary
The Works Museum
Together Rising
Toys for Tots
Treehouse Inc. 
Trinity Equestrian Center Kids Kamp Inc. 
Twin Cities Public Television
Union Gospel Mission
University of Minnesota
Urban Strategies, Inc. 
Walker Art Center
Women Venture, LLC
WUWM Milwaukee Public Radio
YMCA Camp Ihduhapi
YMCA of the Greater Twin Cities
Twin Cities Public Television
Union Gospel Mission
United Doberman Rescue & Canine Castaway
United Way
Unity Christian High School Ed Foundation
University of Minnesota
University of Southern California
Walker Art Center
Washington State University
Wildlife Rehabilitation Center of Minnesota
Women Venture, LLC
World Vision
World Wildlife Fund
YMCA
Youthprise

*Foundation Board Grantおよびテナント従業員ギフトマッチングを含む。
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テナントカンパニー 

テナントスカラーシッププログラム $108,670

機器と在庫の寄贈 $85,922

慈善的寄付の合計 $194,592 (2)

補助金合計(1)、(2) $655,447

2018年財務データ
財団と慈善活動

—
事業年度終了 2018年12月31日

テナント財団

補助金支出合計 $460,855 (1)

総補助金件数 39

社員ギフトマッチング合計 $50,255

総経費 $30,545

費用対支払い比率 6.6%

2017年補助金支出

社会事業（生活） $101,544

環境（生活） $60

安全衛生（生活） $6,997

文化（楽しみ） $80,600

教育と労働力整備（仕事） $97,854

公共テレビとラジオ（仕事） $10,100

United Way $163,700

財団の寄付合計 $460,855

テナントの慈善活動 テナント財団は、2019～2020年の学年におい
て、テナント従業員の子どもたちに22の新し
いスカラーシップを授与できたことをお知
らせできることを、喜ばしく思います。2016
～2018年に元々授与されていた追加の43のス
カラーシップも更新されました。2019年にス
カラーシッププログラムにおいて供与された
スカラーシップ総額は$97,550です。

スカラーシップアワードプログラムが実施さ
れた年の1980年以降、総勢658名の学生が授
業料の支援を受け、その総額は$2,344,125に
のぼります。

22 の新しい 
スカラーシップ

テナントカンパニー 
スカラーシップ 
プログラム
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テナントは、次の4つの重点分野について定量的で測定可能な長期目標を設定しました。人と地域社会、製品、GHG排出／エネルギー、廃棄物 

2018年テナントカンパニーの持続可能な企業
業績概要

*IPCグループは上記のデータに含まれていません。

重点分野 目的 評価指標 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 注記
製品 一つまたは複数のお客様使用フェーズカ

テゴリーで、測定可能な環境影響改善を
提供する製品を開発します。

設定した目標数 19 4 1 7 4 2 0 1 4 年 8 月プロ セ
ス実施

製品発売時点で達成された目標数 2* * 1 6 4 *2017年12月31日
現在、発売段階のプ
ロジェクトはありま
せん。

内部燃焼エンジン製品または新テクノロ
ジー／ビジネスモデル提供について、ゆ
りかごから墓場までのLCAを実施します。

LCA完了  開始 2016年の新指標 2018年終了予定

GHGプロトコル、企業のバリューチェーン
（スコープ3）会計ならびに報告基準を満
たす水とGHG排出への製品ラインの影響
を算出する手法とツールを開発します。長
期改善目標を策定します。

手法とツールの開発   開始 2015年の新指標

GHG排出（販売した製品の使用 - スコープ3、カテゴリー 
11）に対する長期的な製品ラインの目標を設定。

  開始 2015年の新指標

水利用に対する長期的な製品ラインの目標を設定。 – – – 2015年の新指標 終了予定は未定

重点分野 目的 評価指標 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

人と地域社会 企業の慈善活動 従業員のボランティア活動時間 2,655 2,058.5 2,234 3,107 1,500

テナントの慈善活動** $565,065 $465,497 $576,789 $854,762 $507,276

安全関係のインシデント 業務部門 5.18 6.29 7.28 4.49 5.23

NA TSSC*** 2.69 6.5 4.31 3.45 2.96

インシデントの深刻度 業務部門 4.07 3.52 3.85 3.14 3.51

NA TSSC*** 2.07 4.66 1.26 1.25 1.94

企業倫理 クレーム件数 21 18 13 15 12

休業率 100 100 100 100 100

平均営業日数 85 65 121 18.8 23.75

**テナント財団補助金支払金、社員ギフトマッチング、機器の寄付および社員スカラーシッププログラムの合計を含みます。

***北米のテナント・セールスおよびサービスカンパニー

重点分野 目的
廃棄物 当社の野心的なゴールは、埋め立て地やエネルギー回復での廃棄物ゼロです。当社の規模と原材料転用インフラを考えると、当社は廃棄物ゼロは達成できないか、事業上現実的ではな

い可能性があります。それでもなお、当社は引き続き当社の業務を見直し、廃棄物削減の機会を模索していきます。

重点分野 目的 評価指標 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 注記
GHG排出／ 
エネルギー

GHG排出量削減 2020年までにスコープ1および2のGHG排出係数を25%削
減。2012年を基準年とする。（目標：32）

36.7 40.2 41.5 41.3 42.5 42.6 収益100万USドル
あたりのmT CO2e 

スコープ1および2 排出に関する科学的根拠に基づく長期目標。   開始 2015年の新指標 2018年初頭にSBTi
承認

SBT：2030年までに、スコープ1および2の絶対GHG排出量を
2016年基準値から25%削減する。（目標：24,360）

30,446 32,480 2015年の新指標 mT CO2e

スコープ3（上流および下流）のLCA完了。     明記した報告年について毎年完了し、CDP
に報告

SBT：2030年までに、2016年を基準年としてスコープ3「販
売した製品の使用」による排出量を機器収益の米ドルあたり
50%削減する。（目標：409）

752 816 2017年の新指標 収益100万USドル
当たりのmT CO2e 

サプライチェーンの持続可能性 - 全カテゴリーを評価、試験
的取り組みのために1つの直接原材料カテゴリーを選択。

    2014年の新指標

サプライチェーンの持続可能性 - プログラムを定義し、取り
組みを開始。

開始 – – 2014年の新指標


