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Our ESG investments
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 全運用資産におけるESGインテグレーションの実施
Have introduced ESG integration for the entire asset portfolio

ESG
インテグレーション
ESG integration

 自家運用に加え外部委託運用でのネガティブスクリーニング実施を検討
Introduce negative screening not only for in-house investment management but for 
out-sourced investment management.

ネガティブ
スクリーニング

Negative Screening

 重点取り組みテーマに基づいたエンゲージメント・議決権行使を実施
Engage investees and exercise voting rights considering for ESG and our Priority 
Initiative Themes.

エンゲージメント
・議決権行使

Engagement and 
Exercising voting rights

 重点取り組みテーマに基づいた、テーマ型投資やインパクト投資の拡大
Promote ESG-themed investments and impact investments in accordance with our 
priority initiative themes

 投融資先再生可能エネルギー施設の総発電量を中計期間中に60万KWから150万
KW（当社持分換算）に拡大
Promote investing in renewable power generators and push up total amount of 
their capacities from 0.6mil KW to 1.5 mil KW

ESG投資の枠組み
Framework for ESG investments

重点取り組みテーマ
Priority Initiative Themes
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気候変動対応
Adaptation to climate 

change

 投資ポートフォリオのGHG(温室効果ガス）排出量を分析し、脱炭素への戦略策定に取り組む
Analyze GHG emission data on our investment portfolio to develop our strategy for 
achieving carbon neutrality

テーマ型投資
・インパクト投資

ESG-themed 
investments and impact 

investment

かんぽ生命らしい“あたたかさ”
の感じられる投融資の実現
Investment with “warmth” 

unique to Japan Post Insurance
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かんぽ生命のESG投資の基本的な考え方
Framework for ESG investments
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かんぽ生命の気候変動対応への取り組み
Adaptation to climate change

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2030 2050

2030年
2019年対比
46％削減

GHG排出量の分析
Analyses on GHG 
emissions from our
investment portfolio

 炭素集約度
Carbon intensity

 パリ協定への整合性
Alignment with the 
Paris Agreement

 炭素税
Carbon emission tax 

Etc.

エンゲージメントの実施
Engagement Activity

 トランジションを支援
Support investees’ 
activity for their 
business transitions

 情報開示の促進
Encourage investees to 
disclose climate and 
environmental 
information

Etc.

長期的な投資成果とリスク抑制
Ensure long-term investment result and control 

risks in investment

2050年
カーボンニュートラル

Scope 1 and 2： カーボンニュートラルの実現

Aim at achieving carbon neutrality by 2050

Scope3： 投資先カーボン分析とエンゲージメントの重視

Place emphasis on carbon related analyses in our investment portfolio 
and engagement activities
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