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Press release 

AllianzGI joins the Net Zero Asset 
Managers Initiative  
 
29 March 2021. Recognizing the urgency to tackle climate change, AllianzGI announces its commitment to 
support the goal of net zero greenhouse gas emissions by 2050 or sooner, in line with global efforts to limit 
warming to 1.5°C,  by joining the Net Zero Asset Managers initiative. As part of the initiative, AllianzGI is 
committing to: 
 
•Work in partnership with asset owner clients on decarbonisation goals, consistent with an ambition to reach 
net zero emissions by 2050 or sooner across all assets under management; 
 
•Set an interim target for the proportion of assets to be managed in line with the attainment of net zero 
emissions by 2050 or sooner; and 
 
•Review their interim target at least every five years, with a view to ratcheting up the proportion of AUM 
covered until 100% of assets are included. 
 
“Climate change is one of our planet’s most pressing challenges, and AllianzGI believes that asset managers 
should take a more active role. Following our recent announcement of our new stewardship approach: 
Climate engagement with outcome, aimed at engaging with companies on the climate transition pathway 
towards a low carbon economy, we are pleased to be joining the Net Zero Asset Managers initiative. This is 
another milestone in our sustainability pathway, that complements the commitment made by Allianz Group 
in 2019” comments Tobias Pross, CEO of Allianz Global Investors. 
 
This new commitment comes as AllianzGI is accelerating its sustainable investment drive. 74 of its equity, 
fixed income and multi-asset funds recently joined its current sustainable investment offering, and, for a 
number of funds, AllianzGI set the bar even higher to support its ambitions on addressing climate change 
by launching a dedicated climate engagement approach.  
 
The Climate Engagement with Outcome approach represents further development in AllianzGI’s proactive 
stewardship approach and aims to engage with companies on the climate transition pathway towards a low 
carbon economy. Fund managers will actively engage with the top 10 absolute carbon emitters (scope 1 and 
2) within their portfolio as a proxy for climate impact. If the issuer does not respond to requests or does not 
show an improvement effort in their climate pathway, divestment will be considered in the escalation process.  
 
 

  

https://www.linkedin.com/company/allianz-global-investors?trk=hb_tab_compy_id_7475
https://twitter.com/AllianzGI_Media
https://www.youtube.com/user/internetteamagi
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【ご留意事項】  

• 本資料は、アリアンツ･グローバル･インベスターズ・グループ会社*（以下、当社）が作成したものです。 

• 特定の金融商品等の推奨や勧誘を行うものではありません。 

• 内容には正確を期していますが、当社が必ずしもその正確性・完全性を保証するものではありません。  

• 当社はAllianz SE傘下のグループ会社です。  

• 本資料に記載されている運用戦略の一部は、実際にお客様にご提供するにあたり相当程度の時間を要する場合が

あります。  

• 本資料に記載されている個別の有価証券、銘柄、企業名等については、あくまでも参考として申し述べたもので

あり特定の金融商品等の売買を推奨するものではありません。  

• 過去の運用実績やシミュレーション結果は、将来の運用成果等を保証するものではありません。  

• 本資料には将来の見通し等に関する記述が含まれている場合がありますが、それらは資料作成時における資料作

成会社の見解であり、将来の動向や運用成果等を保証するものではありません。  

• 本資料に記載されている内容は既に変更されている場合があり、また、予告なく変更される場合があります。  

• 最終的な投資の意思決定は、商品説明資料等をよくお読みの上、お客様ご自身の判断と責任において行ってくだ

さい。  

• 当社が提案する戦略および運用スキームは、グループ会社全体の運用機能を統合したものであるため、お客様の

意向その他のお客様の情報をグループ会社と共有する場合があります。 

• 本資料の一部または全部について、当社の事前の承諾なく、使用、複製、転用、配布及び第三者に開示する等の

行為はご遠慮ください。 

* ここでは、以下のグループ会社を総称しています。 
  Allianz Global Investors Japan Co., Ltd. 
    Allianz Global Investors U.S. LLC 
    Allianz Global Investors GmbH 
    Allianz Global Investors Asia Pacific Ltd. 
    Allianz Global Investors Singapore Ltd. 
    Allianz Capital Partners GmbH 
   Allianz Global Investors Taiwan Limited 

 

投資顧問契約および投資一任契約のお客様は以下をお読みください。 
 

 対価とリスクについて  

1. 対価の概要について  

当社の提供する投資顧問契約および投資一任契約に係るサービスに対する年間報酬は、最終的にお客様との個別協

議に基づき決定いたします。これらの報酬につきましては、契約締結前交付書面等でご確認ください。投資一任契

約に係る報酬以外に有価証券等の売買委託手数料、信託事務の諸費用、投資対象資産が外国で保管される場合はそ

の費用、その他の投資一任契約に伴う投資の実行･ポートフォリオの維持のため発生する費用はお客様の負担とな

りますが、これらはお客様が資産の保管をご契約されている機関(信託銀行等)を通じてご負担頂くことになり、当

社にお支払い頂くものではありません。これらの報酬その他の対価の合計額については、お客様が資産の保管をご

契約されている機関（信託銀行等）が決定するものであるため、また、契約資産額･保有期間･運用状況等により異

なりますので、表示することはできません。 

2. リスクの概要について  

投資顧問契約に基づき助言する資産又は投資一任契約に基づき投資を行う資産の種類は、お客様と協議の上決定さ

せて頂きますが、対象とする金融商品及び金融派生商品（デリバティブ取引等）は、様々な指標等の変動の影響を

受けます。 従って、投資顧問契約又は投資一任契約の対象とさせて頂くお客様の資産において、元本欠損を生じ

るおそれがあります。 ご契約の際は、事前に必ず契約締結前交付書面等をご覧ください。 
 

 
 

 

 アリアンツ･グローバル･インベスターズ･ジャパン株式会社 

 金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第424 号  

一般社団法人日本投資顧問業協会に加入 

一般社団法人投資信託協会に加入 
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https://www.linkedin.com/company/allianz-global-investors?trk=hb_tab_compy_id_7475
https://twitter.com/AllianzGI_Media
https://www.youtube.com/user/internetteamagi

