
2021 年 11 月 29 日 

ビジネスと人権リソースセンター 御中 

 

「国際 NGO バンクトラック（Banktrack）の調査について」へのご回答 
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MUFG ではファイナンスにおいて、環境・社会に係るリスクを管理する枠組みとして、「MUFG

環境・社会ポリシーフレームワーク」を制定しています。石炭火力発電や鉱業（石炭）、石油・ガ

ス等、気候変動を含む環境・社会への影響が懸念される特定のセクターについては、ファイナン

スにおけるポリシーを定めるとともに、ファイナンスの対象となる事業の環境・社会に対するリスク

または影響を特定し、評価するためのデューデリジェンスのプロセスを導入しています。  

 

顧客の環境・社会配慮が、予想されるリスクまたは影響に比べて十分とは言えない場合には、

ファイナンスを実行しません。また、本ポリシーについては、サステナビリティ委員会にて定期的

に見直し要否を審議するほか、事業活動の変化やビジネス環境の変化等に応じて、随時見直

しを行っています。 

 

MUFGは、金融機関として気候変動対策や脱炭素社会への移行をサポートすることが、重要

と認識しています。金融事業を通じた気候変動に係る取り組みに関して、2019年度から 2030年

度までに累計 35 兆円の実行をめざす、サステナブルファイナンス目標を設定しています。気候

変動への対応を含む環境分野では、顧客とのエンゲージメントを実施しながら、GHG 排出量削

減や、地球環境の保全などに繋がる事業への 18 兆円のファイナンス実施をめざしています。 

 

プロジェクトファイナンスなどにおける再生可能エネルギー等の推進、発行代わり金が適格グ

リーンプロジェクトへの融資に充当されるMUFGグリーンボンドの発行、さらに、環境負荷軽減を

目的とした商品・サービスの提供等により脱炭素社会への移行をサポートします。  

 

こうした取り組みを通じて、SDGs やパリ協定等の国際的な目標達成に貢献していきます。 

以上 

 

（次項が英文となります） 
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Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) 

MUFG Bank, Ltd. 

Corporate Planning Division 

Sustainability Office 

 

We implemented MUFG Environmental and Social Policy Framework to manage 

environmental and social risks associated with our financing. Concerning coal -fired 

power generation, mining (coal), oil and gas, and other specific sectors in which 

concerns are raised over environmental and social impacts, including climate change , 

we have established our finance policy and introduced a due diligence process to 

identify and assess the environmental and social risks or impacts associated with 

transactions. 

 

If the environmental and social management approach of client's is not considered 

sufficient relative to the level of the potential risks or impacts, financing will not be 

provided. Our Sustainability Committee regularly reviews the need to update our 

finance policy and makes amendments as necessary to reflect  changes in our business 

activities and the business environment. 

 

As a financial institution, MUFG recognizes the importance of supporting climate 

change measures and the transition to a decarbonized society. As part of its efforts to 

address climate change through financial business, MUFG announced a target of 

providing a cumulative 35 trillion yen in sustainable finance by 2030.  We intend to 

commit 18 trillion yen of finance in the environmental field, including initiatives to 

counter climate change that will lead to the reduction of greenhouse gas emissions and 

the conservation of the global environment. 

  

We promote renewable energy through project finance, etc., issue MUFG Green Bonds, 

which ensure that the net proceeds are allocated to the Eligible Green Projects, provide 

commodities and services aimed at mitigating environmental loads, encourage the 

climate change countermeasure consulting business and so on. By doing so, we support 

the transition to a decarbonized society. 

 

Through these efforts, we will contribute to the achievement of international goals 

including as the SDGs and the Paris Agreement. 

 

- End - 

 

 


