
伊藤忠商事のご回答（English follows）： 
 
伊藤忠商事株式会社（本社:東京都港区、代表取締役社長:岡藤正広、以下「伊藤忠商事」）、

電源開発株式会社（本社:東京都中央区、取締役社長: 渡部肇史）、PT ADARO POWER 社(本
社:インドネシア共和国ジャカルタ、社長:Mohammad Effendi )の 3 社によって出資された、

PT. BHIMASENA POWER INDONESIA 社(本社:インドネシア共和国ジャカルタ、社長:
入江高志、以下「BPI」)は、インドネシア共和国セントラルジャワ石炭火力 IPP 事業の事

業会社です。  
 
BPI は、セントラルジャワ石炭火力 IPP 事業において、プロジェクトを計画もしくは進行

する際に、ステークホルダーの意見、ニーズ、要望に耳を傾け、人権を尊重し、配慮する

事業活動に誠意を持って取り組んでいます。また、BPI は地域コミュニティと一貫して真

摯に対応し、事業の情報を共有し、関係するステークホルダーと話し合いを続けています。

更に、進行中のステークホルダーとの話し合いに加えて、BPI は事業の運営の結果として

起きるもしくは起きる恐れのある環境、そして社会への影響を軽減する取り組みを行って

います。 
 
尚、伊藤忠商事が新規事業投資を行う際には、CSR（企業の社会的責任）および環境リス

クの評価が義務付けられています。その際には、社会的または環境的に悪影響を与える可

能性、法令違反、ならびに利害関係者からの訴訟リスクが無いかなどを評価します。また、

プロジェクトの投資後に CSR や環境問題が明らかになった際には、伊藤忠商事は、株主と

しての影響力と多岐にわたるポートフォリオの経験に基づき、事業会社と連携の上、可能

な限り必要な改善に努めていきます。 
 
当事業の具体的な情報に関しては、BPI のホームページまで。 
伊藤忠商事の事業投資マネジメントの取り組みに関する詳しい情報はこちら。 
 
PT. BHIMASENA POWER INDONESIA  (headquartered in Jakarta, the Republic of 
Indonesia; Takashi Irie, President Director; hereinafter “BPI”) to which contributions 
are made by the following three companies: ITOCHU Corporation (headquartered in 
Minato-ku, Tokyo; Masahiro Okafuji, President & CEO; hereinafter “ITOCHU”), 
Electric Power Development Co., Ltd. (headquartered in Chuo-ku, Tokyo; Toshifumi 
Watanabe, President), and PT ADARO POWER of Indonesia (headquartered in Jakarta, 
the Republic of Indonesia; Mr. Mohammad Effendi, President Director), is the operating 
company of the Central Java Coal-fired IPP Project in the Republic of Indonesia 
(hereinafter “the Project”).   

http://www.bhimasenapower.co.id/
https://www.itochu.co.jp/ja/csr/supply_chain/investment/index.html


BPI is committed to understanding and respecting the opinions, needs, requirements, 
and human rights of relevant stakeholders when conducting business activities, 
including during the planning and implementation of the Project. BPI has been 
engaging with local communities consistently to share information about the Project, 
and continues to engage with relevant stakeholders. In addition to ongoing stakeholder 
engagement, BPI is committed to mitigating any environmental or social impacts that 
may have occurred, or could occur as a result of the Project’s operations.   
 
When investing in new business projects, ITOCHU must assess CSR and environmental 
risks. At this time, ITOCHU assesses whether there is the possibility of significant 
adverse social or environmental impacts, legal, and the risk of litigation by concerned 
parties. ITOCHU uses its shareholder influence and expertise working across various 
portfolios to work with the investee wherever possible to implement improvements 
when any issues (eg. CSR, environmental) occur after the investment. 
 
Please visit the following website of BPI for further information 
ITOCHU’s Business Investment Management approach <Business Investment 
Management webpage>.    
 

http://www.bhimasenapower.co.id/
https://www.itochu.co.jp/en/csr/supply_chain/investment/index.html
https://www.itochu.co.jp/en/csr/supply_chain/investment/index.html

