
スチュワードシップ活動に関する自己評価（詳細版）

スチュワードシップ・コード

指針

1-1.
機関投資家は、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解に基づく建設的な
「目的を持った対話」（エンゲージメント）などを通じて、当該企業の企業価値の向上やそ
の持続的成長を促すことにより、顧客・受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図る
べきである。

1-1.
・当社は、責任ある運用機関として、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」（エ
ンゲージメント）や議決権行使などを通じて、中長期的な視点から当該企業の企業価値
向上やその持続的成長を促すことが、お客さまの中長期的な投資リターンの拡大を図る
ことになると考え、本方針を策定いたします。

1-1.
・アセットマネジメントOneは、スチュワードシップ責任を適切に果たすことが、日本の経
済・社会に豊かな実りをもたらすと確信しており、日本版スチュワードシップ・コードへの当
社取組方針に基づき、顧客・受益者や社会に貢献する運用機関として、社会資源の最
適配分を通じ、経済・社会の健全な発展に寄与すべく、投資先企業の企業価値向上や
その持続的な成長に繋がる議決権行使やエンゲージメントを実施しております。

＜本年度の取組み＞
【改訂コーポレートガバナンスコードへの対応】スチュワードシップ・コードとともに企業価値
向上の両輪をなすコーポレートガバナンス・コードの改訂を受け、改訂項目をより重視し
たエンゲージメントを実施するとともに、議決権行使ガイドラインおよび議案判断基準の
改定を実施いたしました。
【ESGの普及と促進】投資先企業を含む産業界はもとより、広く官公庁や大学研究者等
産官学全てにエンゲージメント活動のフィールドを拡大し、広い意味でのインベストメント・
チェーンの有機的な連携を通じたESGの普及と促進のための働きかけを強化しました。

＜今後の課題＞
・社会の要請や外部環境の変化を注視しながら、引き続き企業価値向上に資する方針
変更が実施できる体制の維持・強化に努めてまいります。

1-2.
機関投資家は、こうした認識の下、スチュワードシップ責任を果たすための方針、すなわ
ち、スチュワードシップ責任をどのように考え、その考えに則って当該責任をどのように果
たしていくのか、また、顧客・受益者から投資先企業へと向かう投資資金の流れ（インベ
ストメント・チェーン）の中での自らの置かれた位置を踏まえ、どのような役割を果たすの
かについての明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

1-2.
・当社は、この考えに則り、高い専門性と豊富な経験を有するアナリストを配置し、投資
先企業の財務情報だけではなく、ガバナンスや社会・環境問題（いわゆる「ESG」）など、
非財務情報も的確に把握し、中長期的な視点からエンゲージメントや議決権行使を適
切に実施することにより、投資先企業の企業価値向上を通じ、社会資源の最適な配分
を促し、経済・社会の健全な発展に貢献してまいります。
・更にアナリストの研鑽や、スチュワードシップ活動を定期的に省みることなどにより、取組
みの改善・向上に努めるとともに、スチュワードシップ活動の状況をお客さまに報告し、受
託者としての説明責任を果たしてまいります。
・これらの幅広い活動を行うことが、「責任ある運用機関」として、スチュワードシップ責任
を果たすことと考えております。

＜スチュワードシップ責任を果たすための体制＞
・当社では、スチュワードシップ責任を果たす上で、経営政策委員会として設置した「責
任投資委員会」が議決権行使およびエンゲージメント活動を統括し、適切な責任投資を
推進してまいります。
・責任投資委員会は、スチュワードシップ責任の履行状況の評価・見直しや投資先企業
とのエンゲージメント、議決権行使など、スチュワードシップ活動全般に関する事項につ
いて審議、報告する委員会です。この委員会において、スチュワードシップ活動の実績
総括を実施し、常に取組みの改善・向上を図ってまいります。また、利益相反等の観点
で最も重要な議案の賛否判断については、独立社外取締役が過半を占める議決権行
使諮問会議からの意見表明を受け審議し、その行使結果については取締役会および
監査等委員会に報告いたします。

・責任投資委員会の下部組織として、「議決権行使部会」を設置し、適切に議決権を行
使いたします。議決権行使部会では、当社の基準に基づき重要と判断された議案（利
益相反等の観点で最も重要な議案を除く）の審議等を行います。なお、議決権行使部
会で審議された議決権行使結果については、責任投資委員会へ報告いたします。

1-2.
・スチュワードシップ・コード改訂を受け、2017年6月、当社取組方針の見直しを実施し
ております。全原則にコンプライするとともに、全指針に対する取組方針を策定し、当社
ウェブサイトにて公表しております（英語バージョンにも対応済みです）。

＜本年度の取組み＞
【UKスチュワードシップコードの受入れ表明】当社のスチュワードシップ活動に関する方
針をグローバルに訴求するため、UKスチュワードシップ・コードの受入れを表明しました。
当社のスチュワードシップ取組方針書（Code statement）は英国財務報告評議会(FRC)
より最上位（Tier1）の評価を得ております。
【TCFDへの賛同を表明】エンゲージメント活動の重要なテーマの一つである気候変動に
対する当社自体の取組みを対外的に示すため、TCFD（気候関連財務情報開示タスク
フォース：効率的な気候関連財務情報開示を企業等へ促す取組み）への賛同を表明
しました。

＜今後の課題＞
・引き続き、スチュワードシップ・コードへの取組方針を当社ウェブサイトにて公表してまい
ります。

1-3.
アセットオーナーは、最終受益者の利益の確保のため、可能な限り、自らスチュワード
シップ活動に取り組むべきである。また、自ら直接的に議決権行使を含むスチュワード
シップ活動を行わない場合には、運用機関に、実効的なスチュワードシップ活動を行う
よう求めるべきである。

1-3.
対象外

1-3.
対象外

1-4.
アセットオーナーは、運用機関による実効的なスチュワードシップ活動が行われるよう、
運用機関の選定や運用委託契約の締結に際して、議決権行使を含め、スチュワード
シップ活動に関して求める事項や原則を運用機関に対して明確に示すべきである。特に
大規模なアセットオーナーにおいては、インベストメント・チェーンの中での自らの置かれ
ている位置・役割を踏まえ、運用機関の方針を検証なく単に採択するのではなく、スチュ
ワードシップ責任を果たす観点から、自ら主体的に検討を行った上で、運用機関に対し
て議決権行使を含むスチュワードシップ活動に関して求める事項や原則を明確に示す
べきである。

1-4.
対象外

1-4.
対象外

自己評価(2018年度)
原則

原則1 スチュワードシップ責任を果た
すための明確な方針を策定
し、これを公表すべきである。

アセットマネジメントOneの取組方針
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スチュワードシップ・コード

指針
自己評価(2018年度)

原則
アセットマネジメントOneの取組方針

1-5.
アセットオーナーは、運用機関のスチュワードシップ活動が自らの方針と整合的なものと
なっているかについて、運用機関の自己評価なども活用しながら、実効的に運用機関に
対するモニタリングを行うべきである。このモニタリングに際しては、運用機関と投資先企
業との間の対話の「質」に重点を置くべきであり、運用機関と投資先企業との面談回数、
面談時間等の形式的な確認に終始すべきではない。

1-5.
対象外

1-5.
対象外

2-1.
機関投資家は顧客・受益者の利益を第一として行動すべきである。一方で、スチュワー
ドシップ活動を行うに当たっては、自らが所属する企業グループと顧客・受益者の双方
に影響を及ぼす事項について議決権を行使する場合など、利益相反の発生が避けられ
ない場合がある。機関投資家は、こうした利益相反を適切に管理することが重要であ
る。

2-1.
・当社は、スチュワードシップ活動に際し、お客さまの利益を第一として行動します。利益
相反については、社内規程に則り厳格に管理いたします。

2-1.
・スチュワードシップ活動に際しては、お客さまの利益を第一として行動しております。ス
チュワードシップ責任を果たす上で重要な議決権行使においては、全議案、議決権行
使ガイドラインおよび議案判断基準に基づいて指図しております。議決権行使に関する
情報遮断や、コンプライアンス担当部署によるモニタリングなど、社内規定に則り、厳格
に利益相反を管理しております。

＜本年度の取組み＞
【議決権行使の実施状況】全議案、「議決権行使ガイドラインおよび議案判断基準」に
基づいて実施しました。

2-2.
機関投資家は、こうした認識の下、あらかじめ想定し得る利益相反の主な類型につい
て、これをどのように実効的に管理するのかについての明確な方針を策定し、これを公
表すべきである。特に、運用機関は、議決権行使や対話に重要な影響を及ぼす利益相
反が生じ得る局面を具体的に特定し、それぞれの利益相反を回避し、その影響を実効
的に排除するなど、顧客・受益者の利益を確保するための措置について具体的な方針
を策定し、これを公表すべきである。

2-2.
・当社は、当社が運用を行うファンドにおいて保有している株式の議決権を行使するに
当たっては、議決権行使ガイドラインに則り、お客さまの利益のみに忠実に議決権を行
使いたします。「利益相反管理方針」の概要については、当社ウェブサイトに公表しており
ます。
（リンク先⇒利益相反管理方針の概要）
・当社は、当社および「みずほフィナンシャルグループ」「第一生命グループ」が行う取引
に関して、当社が行う業務に係るお客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益
相反のおそれのある取引の管理を行い、お客さまの保護と利便性の向上に努めておりま
す。利益相反のおそれのある取引については、あらかじめ特定・類型化し、定期的およ
び必要に応じて都度見直しを実施しております。

・スチュワードシップ責任を果たす上で重要な議決権行使に係る利益相反については、
議決権を行使する役職員と、それ以外の当社内外の者との間で、議決権行使に関する
情報を遮断し、その旨を規定しております。情報遮断の実効性を高めるため、コンプライ
アンス担当部署による議決権行使結果のモニタリング体制を構築し、牽制機能を整え
ています。また、議決権を行使する役職員について、親会社等との間で、適切な人事異
動制限を設けております。

2-2.
・利益相反管理方針の概要（管理対象を特定・類型化し、その管理方法を明記）を当
社ウェブサイトにて公表しております。
・議決権行使に関する利益相反管理については、議決権を行使する役職員とそれ以外
の社内外の者との間で議決権行使に関する情報を遮断する規定を設け、さらに実効性
を高めるため、内部通報制度の設置、コンプライアンス担当部署による議決権行使結
果のモニタリング体制を構築しております。
・議決権を行使する役職員について、親会社等との間で、適切な人事異動制限を設定
し、厳格に管理しております。

＜今後の課題＞
・利益相反管理方針の役職員への徹底および厳格な運営、コンプライアンス担当部署
によるモニタリングを継続してまいります。

2-3.
運用機関は、顧客・受益者の利益の確保や利益相反防止のため、例えば、独立した取
締役会や、議決権行使の意思決定や監督のための第三者委員会などのガバナンス体
制を整備すべきである。

2-3
・当社は、経営政策委員会として「責任投資委員会」を設置し、適切に利益相反を管理
いたします。責任投資委員会は、運用本部長を委員長、リスク管理本部長等を委員と
し、経営企画・営業部門から独立した資産運用部門において審議を尽くし、責任投資を
推進してまいります。監査等委員が責任投資委員会に出席するなど、適切な牽制体制
を構築しております。
・議決権行使ガイドラインの制改定に関しては、監査等委員会に制改定案を報告後、責
任投資委員会にて審議、取締役社長決裁にて決定いたします。
・親会社等、利益相反の観点で最も重要な会社の議案については、独立した第三者で
ある議決権行使助言会社に当社ガイドラインに基づく助言を求め、独立社外取締役が
過半を占める議決権行使諮問会議に諮問し、責任投資委員会にて審議した上で適切
な行使判断を行います。その行使結果については、取締役会および監査等委員会に報
告することによって、モニタリングする体制を構築しております。

2-3.
・親会社等の議案について、独立した第三者である議決権行使助言会社に当社ガイド
ラインに基づく助言を求め、独立社外取締役が過半を占める議決権行使諮問会議に諮
問し、責任投資委員会にて審議した上で適切な行使判断を実施しております。
・議決権行使結果については、取締役会および監査等委員会に報告しております。

＜本年度の取組み＞
【親会社等の議案判断】独立した第三者である議決権行使助言会社に当社ガイドライン
に基づく助言を求め、独立社外取締役が過半を占める議決権行使諮問会議に諮問し、
責任投資委員会にて審議した上で適切な行使判断を行いました。

2-4.
運用機関の経営陣は、自らが運用機関のガバナンス強化・利益相反管理に関して重要
な役割・責務を担っていることを認識し、これらに関する課題に対する取組みを推進す
べきである。

2-4.
・当社の経営陣は、お客さまを第一と考え、お客さまの信頼を得ることこそが、健全経営
を確保し、ひいてはすべてのステークホルダーからの信頼を得るための基盤となると考
えております。当社では、取締役会、監査等委員会および責任投資委員会をはじめとす
る各種経営政策委員会におけるガバナンス体制の機能により、親会社等との間の適切
な経営の独立性を確保・維持しております。特に、利益相反については、「利益相反管
理方針」を定めるなど、管理の徹底を推進しております。

2-4.
・当社の経営陣は、お客さまの利益を第一と考え、その実現のため利益相反の管理を
極めて重要な取組みと認識し、情報遮断の取組み強化、議決権行使諮問会議の設
置、人事異動制限等、「利益相反管理方針」に基き、当社およびみずほフィナンシャル
グループ、第一生命グループが行う取引に関して、当社が行う業務に係るお客さまの利
益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引の管理の徹底を推進
しております。

原則2 スチュワードシップ責任を果た
す上で管理すべき利益相反に
ついて、明確な方針を策定し、
これを公表すべきである。

原則1 スチュワードシップ責任を果た
すための明確な方針を策定
し、これを公表すべきである。
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スチュワードシップ・コード

指針
自己評価(2018年度)

原則
アセットマネジメントOneの取組方針

3-1.
機関投資家は、中長期的視点から投資先企業の企業価値及び資本効率を高め、その
持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を
的確に把握することが重要である。

3-1.
・当社では、投資先企業の状況を的確に把握するために、高い専門性と豊富な経験を
有するアナリストを配置し、様々な機会を通じ、業績等の財務情報だけではなく、ガバナ
ンスや社会・環境問題（いわゆる「ESG」）など、投資先企業の非財務情報も的確に把握
いたします。

3-1.
・高い専門性と豊富な経験を有するアナリストにより、パッシブ運用、アクティブ運用それ
ぞれの観点から投資先企業の課題の把握に努めております。
・投資先企業に対するエンゲージメント活動には、責任投資部のESGアナリスト・議決権
行使担当者、株式運用グループ及び債券運用グループのアナリスト・ファンドマネー
ジャーが従事しております。責任投資部のESGアナリスト・議決権行使担当者は、市場
全体の底上げを目指し、主にパッシブ運用におけるエンゲージメントおよび株主総会議
案を対話の中心とした議決権ミーティングを実施し、株式・債券運用グループのアナリス
ト・ファンドマネージャーは、運用ポートフォリオにおける収益拡大を目指し、アクティブ運
用におけるエンゲージメントを担当しております。

＜本年度の取組み＞
【ESG課題の把握力強化】投資先企業を含む産業界はもとより、広く官公庁や大学研究
者等産官学全てにエンゲージメント活動のフィールドを拡大し、広い意味でのインベストメ
ント・チェーンの有機的な連携を通じたESG課題の把握に努めました。また、独自の
「ESG対話用スコア」（株価との連動性の高いESG項目について情報開示内容をスコア
化）に加え、外部ESG評価機関の情報源を増やし有効に活用しました。

＜今後の課題＞
・社会の要請や外部環境の変化を注視しながら、引き続き投資先企業が抱える課題の
適切な把握に努めてまいります。

3-2.
機関投資家は、こうした投資先企業の状況の把握を継続的に行うべきであり、また、実
効的な把握ができているかについて適切に確認すべきである。

3-2.
・当社は、中長期的な視点から投資先企業の状況を継続的に調査し、投資先企業との
エンゲージメント内容を定期的に確認していくことにより、当該企業の状況の実効的な把
握に努めてまいります。また、その取組み状況ついては、責任投資委員会にて報告し、
適切に確認を行うとともに改善に努めてまいります。

3-2.
・投資先企業の企業価値向上とその持続的な成長を図る上で重要と考えられる課題
（マテリアリティ）と価値創造プロセスや事業戦略との整合性が図れているかなど、中長
期的な視点から継続的にエンゲージメントを実施しております。
・パッシブ運用、アクティブ運用それぞれの視点から選定したエンゲージメント重点企業
については、事前に設定した課題に対し、マイルストーン管理を行い、四半期毎に責任
投資委員会に報告することにより、取組み内容の実効性を確認しております。

＜本年度の取組み＞
【マイルストーン管理の細分化/明確化】エンゲージメント活動の進捗や成果をより適切
に把握・管理することを目的に、マイルストーン管理を従来の5段階から8段階へ細分化
し、合せてマイルストーン管理ツールの高度化も図りました。

＜今後の課題＞
・マイルストーン管理ツール等基盤整備の強化・拡充を通じ、投資先企業の状況をより
適切に把握してまいります。

3-3.
把握する内容としては、例えば、投資先企業のガバナンス、企業戦略、業績、資本構
造、事業におけるリスク・収益機会（社会・環境問題に関連するものを含む）及びそうした
リスク・収益機会への対応など、非財務面の事項を含む様々な事項が想定されるが、
特にどのような事項に着目するかについては、機関投資家ごとに運用方針には違いがあ
り、また、投資先企業ごとに把握すべき事項の重要性も異なることから、機関投資家
は、自らのスチュワードシップ責任に照らし、自ら判断を行うべきである。その際、投資先
企業の企業価値を毀損するおそれのある事項については、これを早期に把握することが
できるよう努めるべきである。

3-3.
・当社では、企業戦略、業績、資本構造、ガバナンス、社会・環境など把握すべき事項
について、独自の視点から投資先企業、業界、市場全体（テーマ）それぞれが抱える課
題の把握に努めてまいります。
・当社では、ガバナンスは勿論のこと、非財務情報の中でも特に投資先企業の持続的な
成長や企業価値の向上を考える上での阻害要因または収益獲得機会となりうる社会・
環境問題について、専門部署である責任投資部に配置したESGアナリストを中心に積極
的なエンゲージメントを行います。また、ESG情報の開示が遅れている投資先企業に対
しては、エンゲージメントを通じて積極的な開示や開示内容の改善を働きかけておりま
す。
・なお、投資先企業の企業価値を毀損するおそれのある事項については、これを早期に
把握するよう努めてまいります。

3-3.
・市場全体の底上げを目的とするパッシブ運用、リターンの拡大を目的とするアクティブ
運用それぞれの視点に応じて、投資先企業の課題を類型化（企業戦略、業績、資本構
造、ガバナンス、社会・環境、その他不祥事）することにより、適切な課題の把握に努め
ております。

＜本年度の取組み＞
【ESG課題の細分化/明確化】ESGに対する社会的関心・要請が一層具体化してきたこ
とを受け、改めて独自の視点からESG課題を刷新し（19課題に細分化）、投資先企業毎
の「問題意識（課題）」「目指す企業行動」「目指すゴール」をより明確にしました。（主な
課題：「気候変動」「ヒューマンキャピタル・マネジメント」「地方創生」「サプライチェーン」
「ESG先進」等）。
【不祥事発生企業への対応】投資先企業で不祥事が発生した場合には、責任投資部
の議決権行使担当者・ESGアナリスト、運用部門のアナリスト・ファンドマネージャーが特
に連携を密にし、問題の所在並びに株主価値への影響等早期把握に努めました。

＜今後の課題＞
・社会の要請や外部環境の変化に対応しながら、投資先企業の中長期的な企業価値
の向上と持続的成長を促すESG課題の把握・設定に努めてまいります。
・不祥事発生企業については、株主価値毀損及び社会的影響を考慮し、重点的にエン
ゲージメントを継続してまいります。

原則3 投資先企業の持続的成長に
向けてスチュワードシップ責任
を適切に果たすため、当該企
業の状況を的確に把握すべき
である。
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スチュワードシップ・コード

指針
自己評価(2018年度)

原則
アセットマネジメントOneの取組方針

4-1.
機関投資家は、中長期的視点から投資先企業の企業価値及び資本効率を高め、その
持続的成長を促すことを目的とした対話を、投資先企業との間で建設的に行うことを通
じて、当該企業と認識の共有を図るよう努めるべきである。なお、投資先企業の状況や
当該企業との対話の内容等を踏まえ、当該企業の企業価値が毀損されるおそれがある
と考えられる場合には、より十分な説明を求めるなど、投資先企業と更なる認識の共有
を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

4-1.
・当社は、中長期的視点から投資先企業の企業価値及び資本効率を高め、その持続
的成長を促すことを目的としたエンゲージメントを通じて、当該企業と認識の共有を図る
よう努めてまいります。
・投資先企業の状況や当該企業とのエンゲージメントの内容等を踏まえ、企業価値が毀
損されるおそれがあると考えられる場合には、当該企業に対して更なる対話を求め、問
題の改善に向けた取組みを促すよう努めてまいります。

4-1.
・投資先企業が抱える課題を事前に調査・分析の上、エンゲージメントを通じて認識を
共有化し、問題の改善に努めております。特に、企業価値向上とその持続的な成長の
基盤となるESGに関しては、当社のESGに関する考え方を伝え、投資先企業のESG課題
を独自資料にして提示することにより、認識の共有を強固なものとし、課題解決に向けた
エンゲージメントを実施しております。

＜本年度の取組み＞
【波及効果の拡大】投資先企業を含む産業界はもとより、広く官公庁や大学研究者等
産官学全てへのエンゲージメント活動のフィールドを拡大やESG先進企業と課題を抱え
る企業同士の対話設営等、サプライチェーン全体を通じたESG課題の解決に向けた有
機的な連携の構築、波及効果の拡大を図りました。投資先企業とは、経営層を中心に
持続的な成長と企業価値向上の観点からエンゲージメントを継続した結果、ESG課題に
対する認識の共有が進みました。不祥事発生企業に対しては、責任投資部と運用部門
が連携を密にし、原因究明並びに株主価値への影響等早期把握に努めるとともに、再
発防止策の徹底とガバナンスの強化を促しました。
【不祥事発生企業への対応】不祥事発生企業に対しては、責任投資部と運用部門が
連携を密にし、原因究明並びに株主価値への影響等早期把握に努めるとともに、パッシ
ブ運用の重点企業として再発防止策の徹底とガバナンスの強化を促しました。

＜今後の課題＞
・投資先企業の持続的な成長と企業価値向上を目的に、インベストメントチェーン各方
面への働きかけを強化し、有機的な連携を深めながら効果的なスチュワードシップ活動
を実施してまいります。

4-2.
パッシブ運用は、投資先企業の株式を売却する選択肢が限られ、中長期的な企業価
値の向上を促す必要性が高いことから、機関投資家は、パッシブ運用を行うに当たっ
て、より積極的に中長期的視点に立った対話や議決権行使に取り組むべきである。

4-2.
・パッシブ運用においては、責任投資部に配置したESGアナリスト・議決権行使専任担当
者の充実により、中長期的な視点に立ったエンゲージメントや議決権行使を通じて、投
資先企業の企業価値向上ならびに株式市場全体の底上げに貢献できるよう努めてまい
ります。

4-2.
・投資先企業が存続する限り求められるESGへの取組みと長期保有が基本であるパッシ
ブ運用とはサステナビリティの観点から極めて親和性が高いと考えており、当社では市
場全体の底上げを目的にパッシブ運用のエンゲージメントに注力しております。

＜本年度の取組み＞
【パッシブ運用のエンゲージメント/市場全体の底上げ】市場全体の底上げを強化するた
め、パッシブ運用のエンゲージメント重点企業を増加させ、課題を抱えている企業のみ
ならずサプライチェーン全体への波及効果を狙い、業界トップ企業やESG先進企業への
エンゲージメントも強化しました。また、重点企業以外の幅広い企業に対しても、ESG課
題や議決権行使に関する意見交換等企業価値向上の観点からエンゲージメントを積極
的に実施しました。

＜今後の課題＞
・重点企業を中心に幅広い企業に対して中長期視点でのエンゲージメントを継続すると
共に、インベストメントチェーンのステークホルダーや関係機関との有機的な連携を強化
しながら、市場全体の底上げに向けて一層取り組んでまいります。

4-3.
以上を踏まえ、機関投資家は、実際に起こり得る様々な局面に応じ、投資先企業との
間でどのように対話を行うのかなどについて、あらかじめ明確な方針を持つべきである。

4-3.
・当社は、日本を代表する運用機関として、企業の理念・歴史・文化に加え、ガバナンス
や社会・環境問題（いわゆる「ESG」）への深い理解に基づいた議論を重ねることで、
様々な成長局面にある投資先企業の企業価値向上に向けた取組みを後押しすること
をエンゲージメントの基本方針としております。
・不祥事の発生や長期的な業績不振などにより、企業価値を大きく毀損するおそれがあ
る場合には、更なる対話を求め、市場の代弁者として厳しい目線で対峙することを通じ、
企業価値改善を促してまいります。

4-3.
・様々な成長局面にある投資先企業の企業価値向上とその持続的成長の観点から、
事前に重要な課題を特定しエンゲージメントを実施しております。

＜本年度の取組み＞
【ESG課題の細分化/明確化】ESGに対する社会的関心・要請が一層具体化してきたこ
とを受け、改めて独自の視点からESG課題を細分化・刷新し、投資先企業毎の「問題意
識（課題）」「目指す企業行動」「目指すゴール」をより明確化しました。
【マイルストーン管理の細分化/明確化】パッシブ運用ではエンゲージメント活動の進捗
や成果をより適切に把握・管理することを目的に、マイルストーン管理を従来の5段階か
ら8段階へ細分化し、合せてマイルストーン管理ツールの高度化も図りました。

＜今後の課題＞
・社会の要請や外部環境の変化に対応しながら、投資先企業の持続的な成長と企業
価値の向上を促すエンゲージメントの更なる高度化に努めてまいります。また、不祥事に
ついては、ガバナンス体制の強化等未然防止に繋がるエンゲージメントを実施してまいり
ます。

原則4 投資先企業との建設的な「目
的を持った対話」を通じて、投
資先企業と認識の共有を図る
とともに、問題の改善に努める
べきである。
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スチュワードシップ・コード

指針
自己評価(2018年度)

原則
アセットマネジメントOneの取組方針

4-4.
機関投資家が投資先企業との間で対話を行うに当たっては、単独でこうした対話を行う
ほか、必要に応じ、他の機関投資家と協働して対話を行うこと（集団的エンゲージメント）
が有益な場合もあり得る。

4-4.
・当社では、原則として単独でエンゲージメント活動を行いますが、他の機関投資家と協
働した対話（集団的エンゲージメント）が有益と考えられる場合には検討いたします。

4-4.
・2016年の統合と同時に、国内大手運用会社として初の専門部署となる「責任投資
部」を新設。インベストメントチェーンにおける当社の役割期待を果たすべく、経営資源を
積極的に投入し専任のESGアナリストを含め質量ともに充実した体制でエンゲージメント
活動を行っております。
・気候変動問題に代表される世界的な環境・社会課題については、世界中の投資家と
協調しながらエンゲージメントを実施しております。

＜本年度の取組み＞
【Climate Action 100+】気候変動問題について、グローバルの投資家が連携してエン
ゲージメントを行うイニシアティブClimate Action 100+に発足時より参画し、ロンドン拠点
のESGスペシャリストとも連携しながら、本年度は国内対象企業全10社を含め、海外企
業に対してもエンゲージメントを実施しました。

＜今後の課題＞
・世界的な環境・社会課題については、世界中の投資家と協調しながら課題解決に向
けたエンゲージメント活動を実施してまいります。

4-5.
一般に、機関投資家は、未公表の重要事実を受領することなく、公表された情報をもと
に、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を行うことが可能である。また、
「G20/OECDコーポレート・ガバナンス原則」や、これを踏まえて策定された東京証券取
引所の「コーポレートガバナンス・コード」は、企業の未公表の重要事実の取扱いについ
て、株主間の平等を図ることを基本としている。投資先企業と対話を行う機関投資家
は、企業がこうした基本原則の下に置かれていることを踏まえ、当該対話において未公
表の重要事実を受領することについては、基本的には慎重に考えるべきである。

4-5.
・当社は、公表された情報をもとに投資活動を行います。投資先企業とのエンゲージメ
ントにおいて、未公表の重要事実を受領いたしません。万一、未公表の重要事実を受
領した場合は、社内の規程に則り適切に管理し、法令等を遵守いたします。

4-5.
・投資先企業とのエンゲージメントに際しては、事前に「法人関係情報（重要事実を含
む）の確認について」「重要提案行為に関する弊社の考え方について」を配布し、エン
ゲージメントにおける留意点を共有した上でエンゲージメントを実施しております。
・未公表の重要事実の受領はございません。

5-1.
機関投資家は、すべての保有株式について議決権を行使するよう努めるべきであり、議
決権の行使に当たっては、投資先企業の状況や当該企業との対話の内容等を踏まえ
た上で、議案に対する賛否を判断すべきである。

5-1.
・当社は、適切な議決権行使が企業のガバナンス体制強化を促し、企業の中長期的な
価値向上と持続的成長につながるものと考え、原則としてすべての保有株式について議
決権を行使いたします。また、議決権の行使に当たっては、投資先企業の状況や当該
企業とのエンゲージメント内容等を踏まえた上で、議案に対する賛否を判断いたします。

5-1.
・全ての保有株式について、議決権行使ガイドラインおよび議案判断基準に基づいて議
決権を行使しております。但し、議決権行使ガイドラインおよび議案判断基準を全ての
議案に画一的に適用するのではなく、投資先企業とのエンゲージメント内容等を踏まえ
た賛否判断も実施しております。

＜本年度の取組み＞
【議決権ミーティングの実施】投資先企業と議決権行使について意見交換するミーティ
ング（議決権ミーティング）を活発に実施しました。議決権行使結果をフィードバックする
とともにコーポレートガバナンスへの問題意識、議決権行使の考え方、議決権行使ガイド
ラインの方向性等企業価値向上に向けたエンゲージメントを実施しております。本年度
は、特に、コーポレートガバナンス・コードの改訂内容（①ESG情報開示の充実、②取締
役会の多様性確保、③CEOの選解任・後継者育成・報酬決定プロセスの明確化、④政
策保有株式の縮減に向けた方針の開示、⑤資本コストを意識した経営、⑥企業年金の
アセットオーナーとしての機能発揮）や買収防衛策、不祥事等について議論を深めまし
た。議案判断に当たっては、以上のような投資先企業とのエンゲージメント内容等を踏
まえて実施しております。

＜今後の課題＞
・投資先企業と企業価値向上の観点から引き続き議論を深め、議決権を行使してまい
ります。
・議決権行使に関する意見交換のみならず、ガバナンス全般に関するエンゲージメント
を積極的に実施してまいります。

原則4 投資先企業との建設的な「目
的を持った対話」を通じて、投
資先企業と認識の共有を図る
とともに、問題の改善に努める
べきである。

原則5 議決権の行使と行使結果の公
表について明確な方針を持つ
とともに、議決権行使の方針に
ついては、単に形式的な判断
基準にとどまるのではなく、投
資先企業の持続的成長に資
するものとなるよう工夫すべき
である。
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スチュワードシップ・コード

指針
自己評価(2018年度)

原則
アセットマネジメントOneの取組方針

5-2.
機関投資家は、議決権の行使についての明確な方針を策定し、これを公表すべきであ
る。当該方針は、できる限り明確なものとすべきであるが、単に形式的な判断基準にとど
まるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。

5-2.
・当社は、『議決権行使ガイドラインおよび議案判断基準』に行使判断の方針および基
準を定め、当社ウェブサイトに公表いたします。
（リンク先⇒国内株式の議決権行使に関するガイドラインおよび議案判断基準）
・当社は、投資先企業の状況や当該企業とのエンゲージメント内容を踏まえた議決権行
使を通じ、中長期的な株主利益の最大化を目的とした経営および適切なガバナンスの
下での環境・社会にも配慮した健全な企業行動を促してまいります。

5-2.
・投資先企業の持続的な企業価値向上を目的に、議決権行使ガイドラインおよび議案
判断基準の適切な見直しを実施し、当社ウェブサイトにおいて公表しております。

＜本年度の取組み＞
【議決権行使ガイドラインの改定】投資先企業とのエンゲージメントを通じた資本効率改
善の実効性を高めるため、ROE基準の一部見直しを実施しました（2019年4月より適
用）。

＜今後の課題＞
・コーポレート・ガバナンスに関連する法制度・諸規則の変更やそれらに対する議論を踏
まえた議決権行使ガイドラインおよび議案判断基準の見直しを適宜適切に継続してまい
ります。

5-3.
機関投資家は、議決権の行使結果を、少なくとも議案の主な種類ごとに整理・集計して
公表すべきである。
また、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすための方針に沿って適切に議決権
を行使しているか否かについての可視性をさらに高める観点から、機関投資家は、議決
権の行使結果を、個別の投資先企業及び議案ごとに公表すべきである。それぞれの機
関投資家の置かれた状況により、個別の投資先企業及び議案ごとに議決権の行使結
果を公表することが必ずしも適切でないと考えられる場合には、その理由を積極的に説
明すべきである。
議決権の行使結果を公表する際、機関投資家が議決権行使の賛否の理由について対
外的に明確に説明することも、可視性を高めることに資すると考えられる。

5-3.
・上記ガイドラインや議案判断基準に則って判断した議決権行使結果は、議案の主な
種類ごと（剰余金処分案、取締役・監査役選任議案など）の集計結果と投資先企業の
個別議案ごとの行使結果を、四半期ごとに当社ウェブサイトに公表いたします。
（開示時期到来時リンク先⇒議決権行使指図結果）

5-3.
・当社の議決権行使について、全体の集計結果（議案を主な種類ごとに整理・集計）に
加え、個別企業毎の行使結果（議案毎）を、四半期毎に当社ウェブサイトに公表しており
ます。

＜今後の課題＞
・当社ウェブサイトにおける議決権行使の賛否理由の説明の充実を図ってまいります。

5-4.
機関投資家は、議決権行使助言会社のサービスを利用する場合であっても、議決権行
使助言会社の助言に機械的に依拠するのではなく、投資先企業の状況や当該企業と
の対話の内容等を踏まえ、自らの責任と判断の下で議決権を行使すべきである。仮に、
議決権行使助言会社のサービスを利用している場合には、議決権行使結果の公表に
合わせ、その旨及び当該サービスをどのように活用したのかについても公表すべきであ
る。

5-4.
・当社は、『議決権行使ガイドラインおよび議案判断基準』に則り、自社独自で議決権を
行使しております。但し、親会社等、利益相反の観点で最も重要な会社の議案に関して
は、独立した第三者である議決権行使助言会社に当社ガイドラインに基づく助言を求
め、独立社外取締役が過半を占める議決権行使諮問会議に諮問し、責任投資委員会
にて審議した上で適切な行使判断を行います。

5-4.
・全議案について、当社の議決権行使ガイドラインおよび議案判断基準に基づき、自社
で議決権行使を実施しております。なお、親会社等、利益相反の観点から最も重要な
会社の議案に限り、当社ガイドラインに基づく議決権行使助言会社からの助言を活用し
ております。

5-5.
議決権行使助言会社は、企業の状況の的確な把握等のために十分な経営資源を投
入し、また、本コードの各原則（指針を含む）が自らに当てはまることに留意して、適切に
サービスを提供すべきである。また、議決権行使助言会社は、業務の体制や利益相反
管理、助言の策定プロセス等に関し、自らの取組みを公表すべきである。

5-4.
対象外

5-5.
対象外

原則5 議決権の行使と行使結果の公
表について明確な方針を持つ
とともに、議決権行使の方針に
ついては、単に形式的な判断
基準にとどまるのではなく、投
資先企業の持続的成長に資
するものとなるよう工夫すべき
である。
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スチュワードシップ・コード

指針
自己評価(2018年度)

原則
アセットマネジメントOneの取組方針

6-1.
運用機関は、直接の顧客に対して、スチュワードシップ活動を通じてスチュワードシップ
責任をどのように果たしているかについて、原則として、定期的に報告を行うべきである。

6-1.
・当社は、投資先企業とのエンゲージメントや議決権行使など、スチュワードシップ責任
を果たすための活動状況について、当社ウェブサイトなどを通じ、定期的に報告いたしま
す。
（開示時期到来時リンク先⇒エンゲージメント活動状況、議決権行使指図結果）

6-1.
・インベストメント・チェーンにおける直接のお客様である年金基金等アセットオーナーへ
の報告は、個別要請に基づき定期的に実施しております。
・議決権行使については、個別企業の行使結果（議案毎）および全体の集計結果（議
案を主な種類ごとに整理・集計）を、四半期毎に当社ウェブサイトにおいて公表しており
ます。

＜本年度の取組み＞
【スチュワードシップ・レポートの作成】インベストメント・チェーン全体に、広く当社のスチュ
ワードシップシップ活動をご理解頂くため、当社初のスチュワードシップ活動年次報告書
「アセットマネジメントOne　スチュワードシップ・レポート2018」を作成しました。

＜今後の課題＞
・スチュワードシップ・レポートをはじめ、引き続き情報発信・報告内容の充実に取り組ん
でまいります。

6-2.
アセットオーナーは、受益者に対して、スチュワードシップ責任を果たすための方針と、
当該方針の実施状況について、原則として、少なくとも年に１度、報告を行うべきであ

6-2.
対象外

6-2.
対象外

6-3.
機関投資家は、顧客・受益者への報告の具体的な様式や内容については、顧客・受益
者との合意や、顧客・受益者の利便性・コストなども考慮して決めるべきであり、効果的
かつ効率的な報告を行うよう工夫すべきである。

6-3.
・当社は、議決権行使やエンゲージメントの実施状況などスチュワードシップ活動につい
て、定期的に公表いたします。公表内容については、お客さまの目線に立ち、適宜改善
を図るなど工夫いたします。

6-3.
・年金基金等アセットオーナー向けの個別報告は、お客さまから指定された様式に、議
決権行使結果の内容やエンゲージメント事例も盛り込みつつ、詳細な資料を提出してお
ります。

＜本年度の取組み＞
【日本版スチュワードシップ・コード対応スチュワードシップ活動報告書（通称「スマート・
フォーマット」）の策定】コーポレートガバナンス・コードの改訂で新たに「原則2-6.企業年
金のアセットオーナーとしての機能発揮」が追加されたことにより、アセットオーナーによる
運用機関のモニタリングが強化され、運用機関からの報告の重要性がより一層増してく
ることを想定し、業界横断で運用各社のスチュワードシップ担当者が議論を重ね、日本
版スチュワードシップ・コード対応スチュワードシップ活動報告書（通称「スマート・フォー
マット」）を策定しました。
【スチュワードシップ・レポートの作成】インベストメント・チェーン全体に広く当社のスチュ
ワードシップシップ活動をご理解頂くため、当社初のスチュワードシップ活動年次報告書
「アセットマネジメントOne　スチュワードシップ・レポート2018」を作成しました。

＜今後の課題＞
・スマート・フォーマットの普及に努めるとともに、スチュワードシップ・レポート等報告内容
の更なる充実を図ってまいります。

6-4.
なお、機関投資家は、議決権の行使活動を含むスチュワードシップ活動について、ス
チュワードシップ責任を果たすために必要な範囲において記録に残すべきである。

6-4.
・当社は、議決権行使の状況やエンゲージメント活動について記録に残し、定期的な振
り返りを行い、取組み改善に努めてまいります。

6-4.
・議決権行使結果及びエンゲージメント全活動記録をデータベース化し、投資先企業が
抱える課題の把握、エンゲージメント活動の進捗管理/PDCA、スチュワードシップ活動
全般の振り返り/自己評価、お客様向け報告書の作成等に活用しております。

＜本年度の取組み＞
【エンゲージメント活動管理の高度化】エンゲージメント活動の適切な把握・管理及び報
告内容の充実に向けた基盤整備として、エンゲージメント活動管理ツールの高度化を図
りました。

＜今後の課題＞
・スチュワードシップ活動の更なる高度化に向け、引き続き積極的に基盤整備を行って
まいります。

原則6 議決権の行使も含め、スチュ
ワードシップ責任をどのように
果たしているのかについて、原
則として、顧客・受益者に対し
て定期的に報告を行うべきで
ある。
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スチュワードシップ・コード

指針
自己評価(2018年度)

原則
アセットマネジメントOneの取組方針

7-1.
機関投資家は、投資先企業との対話を建設的なものとし、かつ、当該企業の持続的成
長に資する有益なものとしていく観点から、投資先企業やその事業環境等に関する深い
理解に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うた
めの実力を備えていることが重要である。
このため、機関投資家は、こうした対話や判断を適切に行うために必要な体制の整備を
行うべきである。

7-1.
・当社は、投資先企業との長期的な相互信頼関係を大切にするとともに、高いスキルを
もったプロフェッショナルとして、知見と発想力を磨き上げることに努めてまいります。
・当社は、責任投資部を設置し、ESGアナリストおよび議決権行使専任担当者を充実さ
せるなどスチュワードシップ責任を果たすための体制を整備しております。

7-1.
・スチュワードシップ活動を専門に担当する「責任投資部」に資産運用業務に関する経
験が豊富なベテランを配置し、運用部門のアナリストとの連携することにより、投資先企
業が抱える様々な課題への対応力向上を図っております。

＜本年度の取組み＞
【実力を高める取組み】責任投資部と運用部門との連携をより強化するとともに、人事部
主催のESG勉強会等社内へのESG浸透を図りました。また、スチュワードシップ活動に係
る各種外部団体(PRI、ICGN、ACGA、JSIFなど)や有識者から国内外の情報をタイムリー
に入手するとともに、投資先企業を含む産業界はもとより広く官公庁や大学研究者等産
官学全てにエンゲージメント活動のフィールドを拡大し、広い意味でのインベストメント・
チェーンの有機的な連携の構築等スチュワードシップ活動の実効性向上を目的とした
取組みを強化しました。

＜今後の課題＞
・資産運用業務に関する経験豊富な人材の配置など、継続的な経営資源の投入に努
めてまいります。
・スチュワードシップ活動に係る国内外からの情報収集力の強化も継続してまいります。

7-2.
特に、機関投資家の経営陣はスチュワードシップ責任を実効的に果たすための適切な
能力・経験を備えているべきであり、系列の金融グループ内部の論理などに基づいて構
成されるべきではない。また、機関投資家の経営陣は、自らが対話の充実等のスチュ
ワードシップ活動の実行とそのための組織構築・人材育成に関して重要な役割・責務を
担っていることを認識し、これらに関する課題に対する取組みを推進すべきである。

7-2.
・当社の経営陣は、アセットマネジメント業務に精通するなど実効的なスチュワードシップ
活動の推進とそのための組織構築・人材育成に関して重要な役割・責務を担う能力を
有した者が取締役に就任しております。また、様々な分野で高い知見を有する専門家を
独立社外取締役に招聘し、独立性・透明性の高い経営体制を構築しております。当社
の経営陣は、スチュワードシップ活動の中核を担う「責任投資部」を設置し、ESGアナリス
トを充実させるなど体制強化に努めております。

7-2.
・当社の経営陣は、スチュワードシップ活動の重要性を認識しており、その実効性向上の
ため、その専門部署である「責任投資部」の取組みを積極的に支援しております。

＜本年度の取組み＞
【当社経営陣との対話】責任投資部員が当社経営陣と通常のESGミーティング形式でエ
ンゲージメントを実施し、スチュワードシップ活動の強化に向けた課題の洗い出しを行い
ました。その後策定した中期経営計画では、ESG/SDGsへの取組みをより明確化すると
ともに、気候変動に対する当社の取組みを対外的に示すため、TCFD（気候関連財務情
報開示タスクフォース：効率的な気候関連財務情報開示を企業等へ促す取組み）への
賛同を表明しました。

7-3.
対話や判断を適切に行うための一助として、必要に応じ、機関投資家が、他の投資家と
の意見交換を行うことやそのための場を設けることも有益であると考えられる。

7-3.
・必要に応じ、外部の専門家や有識者、他の機関投資家との意見交換を行います。

7-3.
・関係省庁主催の各種協議会へ委員やオブザーバーを積極的に派遣するとともに、社
会・環境課題をテーマに大学研究者や官公庁との意見交換も独自に実施し、産学官連
携によるESG課題解決に向けた有機的な取組みを強化しております。

＜本年度の取組み＞
【対外活動等】経済産業省、環境省主催の各種協議会に委員やオブザーバーを派遣
するとともに、社会・環境課題をテーマに大学研究者や他の投資家と本邦のスチュワー
ドシップ活動やESG課題について意見交換を行いました。また、年金セミナーの開催を
通じて、また、年金セミナーの開催を通じて、アセットオーナーに対し当社スチュワード
シップ活動に対する理解浸透を図りました。
【Climate Action 100+への取組み】当社のエンゲージメント活動の重要なテーマの一つ
である気候変動について、グローバルな投資家が連携してエンゲージメントを行うイニシ
アティブClimate Action  100+への取組みを開始しました。
【日本版スチュワードシップ・コード対応スチュワードシップ活動報告書（通称「スマート
フォーマット」）の策定】コーポレートガバナンス・コードの改訂で新たに「原則2-6.企業年
金のアセットオーナーとしての機能発揮」が追加されたことにより、アセットオーナーによる
運用機関のモニタリングが強化され、運用機関からの報告の重要性がより一層増してく
ることを想定し、業界横断で運用各社のスチュワードシップ担当者が議論を重ね、日本
版スチュワードシップ・コード対応スチュワードシップ活動報告書（通称「スマートフォー
マット」）を策定しました。

＜今後の課題＞
・今後もインベストメントチェーンへの働きかけの一環として、他の投資家との意見交換も
積極的に行い、本邦スチュワードシップ活動の質的向上に取組んでまいります。

原則7 投資先企業の持続的成長に
資するよう、投資先企業やそ
の事業環境等に関する深い理
解に基づき、当該企業との対
話やスチュワードシップ活動に
伴う判断を適切に行うための
実力を備えるべきである。
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スチュワードシップ・コード

指針
自己評価(2018年度)

原則
アセットマネジメントOneの取組方針

7-4.
機関投資家は、本コードの各原則（指針を含む）の実施状況を適宜の時期に省みること
により、本コードが策定を求めている各方針の改善につなげるなど、将来のスチュワード
シップ活動がより適切なものとなるよう努めるべきである。特に、運用機関は、持続的な
自らのガバナンス体制・利益相反管理や、自らのスチュワードシップ活動等の改善に向
けて、本コードの各原則（指針を含む）の実施状況を定期的に自己評価し、結果を公表
すべきである。

7-4.
・当社は、自らのスチュワードシップ活動が本コードの趣旨・精神に照らして真に適切な
活動となるよう、自らのガバナンス体制・利益相反管理を含めた自己評価を定期的に行
い、当社ウェブサイトに公表いたします。
（開示時期到来時リンク先⇒自己評価内容）

7-4.
・スチュワードシップ活動については、四半期毎に責任投資委員会へ報告し、各原則の
実施状況を省みることにより、取組みの改善に繋げております。

＜本年度の取組み＞
【自己評価の公表】2017年度の自己評価結果を当社ウェブサイト及びスチュワードシッ
プ活動の年次報告である「アセットマネジメントOne スチュワードシップ・レポート2018」に
おいて公表いたしました。

（ご参考）～スチュワードシップ活動に関する社外評価～
・運用機関のエンゲージメント活動について投資先企業に対して行うアンケート調査（調
査対象：資産運用会社101社、アンケート回答者：東証一部上場企業ＩＲ担当者）にお
いて、2017年に続き2018年も総合評価１位を獲得しました。「事前準備」「訪問頻度」
「組織的で体系だった対話」「中長期視点での対話・提案」「ESGへの対応」等で高い評
価をいただきました。

（ご参考）～PRIの年次評価～
・2018年のPRIアセスメントの結果、会社全体の方針や体制を評価する「戦略及びガバ
ナンス」についてA+という最高評価を獲得しました。

＜今後の課題＞
・今後も、中長期的な企業価値向上に資するスチュワードシップ活動を展開し、スチュ
ワードシップ・コードの原則・指針毎に自己評価を実施し、当社ウェブサイト及びスチュ
ワードシップ・レポート等で積極的に開示してまいります。

原則7 投資先企業の持続的成長に
資するよう、投資先企業やそ
の事業環境等に関する深い理
解に基づき、当該企業との対
話やスチュワードシップ活動に
伴う判断を適切に行うための
実力を備えるべきである。
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