
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.
＜本年度の課題・対応方針＞
・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ます。スチュワードシップ活動に対する社会要
請の増大、特にESG課題に関する投資家の役割期待の高まりを受け、ESGの普及・促進、
ESG投資への取組み強化、推進体制の維持・強化に努めてまいります。

＜本年度の取組み＞
【ESGの普及・促進】
・インベストメントチェーン並びに関係当局、業界団体、学識経験者への働き掛けを強化
し、ESGの普及・促進に努めました。投資先企業に対しては、講演会や勉強会の要請に積
極的に対応しました。
【ESG投資への取組み強化】
・「アセットマネジメントOne ESG投資の基本方針」を策定し、当社ウェブサイトおよびスチュ
ワードシップレポートに公表しました。
・国内株式アクティブ運用および国内債券運用におけるESGインテグレーションへの取組
みを強化しています。エンゲージメント活動の強化に加え、気候変動分析ツールの導入な
どESGデータベースの充実により、投資先企業のESGへの取組み状況についての運用担
当者の理解促進を図りました。
【組織改編など】
・当社のESG課題への取組み強化を企図し、2020年度よりサステナブルな取組みを推進
する専担部署を設置いたします。
・ESGインテグレーション、議決権行使、外国株式等への対応強化を目的に人員増強する
など、当社スチュワードシップ活動の中核を担う責任投資部の体制を拡充しました。

＜今後の課題・対応方針＞
・エンゲージメントや議決権行使の高度化、ESG投資の強化により、スチュワードシップ責任
を適切に果たし、投資先の企業価値向上を通じて顧客・受益者の中長期的な投資リター
ンの拡大を目指してまいります。

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 自己評価(2019年度)
原則
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スチュワードシップ・コード

指針
アセットマネジメントOneの取組方針 自己評価(2019年度)

原則

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.
＜本年度の課題・対応方針＞
・投資家としてのスチュワードシップ活動の役割期待を意識し、スチュワードシップ・コードへ
の明確な方針を策定し、当社ウェブサイトなどに公表してまいります。

＜本年度の取組み＞
【改訂スチュワードシップ・コードに対する当社取組方針作成】
・スチュワードシップ・コード改訂を受け、当社取組方針の見直しを実施しました。全原則及
び全指針に対する取組方針を策定、当社ウェブサイトにて公表いたします（英語バージョン
は後日対応予定）。
【改訂スチュワードシップ・コードの策定に参画】
・業界団体の中核メンバーとして、パブリックコメントなどを通じスチュワードシップ・コードの
改訂に参画しました。

＜今後の課題・対応方針＞
・責任ある運用機関としての役割期待を意識し、スチュワードシップ・コードへの明確な取組
方針を策定するとともに、当社ウェブサイトなどで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

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
アセットマネジメントOneの取組方針 自己評価(2019年度)

原則

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

1-5.
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

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.
＜本年度の課題・対応方針＞
・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。議決
権行使においては、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まいります。

＜本年度の取組み＞
【厳格な利益相反管理に基づく議決権行使の実施】
・利益相反を厳格に管理し、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
づいて議決権を行使しました。
・コンプライアンス担当部署による厳格なモニタリングの結果、利益相反に係る指摘はあり
ませんでした。

＜今後の課題・対応方針＞
・引き続き、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、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
を管理してまいります。

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。

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。
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スチュワードシップ・コード

指針
アセットマネジメントOneの取組方針 自己評価(2019年度)

原則

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.
＜本年度の課題・対応方針＞
・利益相反が生じ得る局面を具体的に特定し、お客様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、利益相反管理方針の概要として、当社ウェブサイトなどで公
表してまいります。
・利益相反管理方針の役職員への徹底及び厳格な運営、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。

＜今年度の取組み＞
【利益相反の厳格な管理】
・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ております。更に実
効性を高めるため、内部通報制度の設置やコンプライアンス担当部署によるモニタリング
実施など管理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。
・コンプライアンス担当部署による厳格なモニタリングを実施した結果、利益相反に係る事
象の指摘はありませんでした。

＜今後の課題・対応方針＞
・引き続き、利益相反管理方針の概要を当社ウェブサイトなどで公表するとともに、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.
＜本年度の課題・対応方針＞
・お客様の利益確保や利益相反防止のため、ガバナンス体制を整備してまいります。
・利益相反の観点で最も重要な親会社等の議案について、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するなど適切な行使判断を実施してまいります。

＜本年度の取組み＞
【親会社等の議案判断】
・利益相反の観点で最も重要な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
施しました。
・親会社など、特に利益相反管理が求められる対象企業の拡大に対応しました。

＜今後の課題・対応方針＞
・お客様の利益確保や利益相反防止のため、ガバナンス体制を整備するとともに、特に利
益相反の観点で最も重要な親会社等の議案については、独立社外取締役が過半を占め
る議決権行使諮問会議に諮問するなど適切な行使判断を実施してまいります。

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。
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スチュワードシップ・コード

指針
アセットマネジメントOneの取組方針 自己評価(2019年度)

原則

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.
＜本年度の課題・対応方針＞
・経営陣は、お客さま利益を第一と考え、その実現のため利益相反管理を極めて重要な
取組みと認識し、利益相反のおそれのある取引の管理の徹底を推進してまいります。

＜本年度の取組み＞
【利益相反管理の徹底】
・「利益相反管理方針」に基き、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ました。
・コンプライアンス部署によるＥラーニングの実施などにより、利益相反管理に関して役職
員に再徹底しています。

＜今後の課題・対応方針＞
・引き続き、お客さまの利益を第一と考え、その実現のため利益相反管理を極めて重要な
取組みと認識し、利益相反のおそれのある取引の管理の徹底を推進してまいります。

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.
＜本年度の課題・対応方針＞
・中長期的な企業価値向上の観点から、投資先企業が抱えるESG課題の把握の重要性
が一層増していることから、情報収集・分析力を強化してまいります。

＜本年度の取組み＞
【ESG課題の把握力強化】
・責任投資部の人員を増強し、グローバルなESG課題の情報収集・分析力を強化（気候
変動については、外部分析ツールを導入）するとともに、ESGエンゲージメント重点企業の
みならず幅広くエンゲージメントを希望する企業との対話にも積極的に応えることにより、エ
ンゲージメント実施企業を拡大し、投資先企業が抱える課題の把握に努めました。
【ESG課題の共有】
・投資先企業が抱える中長期的なリスク・機会を適切に把握することを目的に、運用資
産・戦略に応じたESG課題の情報共有を図りました。

＜今後の課題・対応方針＞
・運用資産・戦略間におけるESG課題の情報共有を一層強化するなど、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。

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。

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。
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スチュワードシップ・コード

指針
アセットマネジメントOneの取組方針 自己評価(2019年度)

原則

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.
＜本年度の課題・対応方針＞
・投資先企業の状況を継続的かつ適切に把握することを目的に昨年度導入したエンゲー
ジメント活動の進捗管理ツールを活用し、管理対象資産の拡大等、全社共通の基盤整備
を進めてまいります。

＜本年度の取組み＞
【エンゲージメント進捗管理の強化】
・投資先企業が抱える課題の解決に向けた取組み状況及びエンゲージメントの成果をより
適切に把握することを目的に細分化（昨年度、5段階から8段階）したマイルストーン管理
について、対象資産を、国内株式パッシブ運用から国内株式アクティブ運用、国内債券運
用に広げました。

＜今後の課題・対応方針＞
・マイルストーン管理ツール等基盤の拡充を通じ、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.
＜本年度の課題・対応方針＞
・ESG課題の中で特に優先度の高い社会課題を特定し、エンゲージメント重点企業に対し
サプライチェーン全体を通じた課題の把握に努めてまいります。
・株主価値毀損のおそれのある事項については、実態の早期解明に向け重点的にエン
ゲージメントを実施してまいります。

＜本年度の取組み＞
【優先度の高いESG課題の特定】
・ESG課題（昨年度19課題に刷新）の中で、本年度は、特に優先度が高いと考えられる
テーマとして「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」に加えて、「循環型社会形成（サーキュラーエコノミー）」を追加しました。
【株主価値棄損のおそれがある事項への対応】
・投資先企業で不祥事等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、運用グループのアナリスト・ファンドマネージャーが特に連携をより密にし、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・対応方針＞
・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課題の実効的な把握・設定に努めてまいります(優先度が
高いESGテーマとして新たに「デジタルトランスフォーメーション（DX）」を追加する予定で
す）。
・株主価値毀損のおそれのある事項については、実態の早期解明に向け重点的にエン
ゲージメントを実施してまいります。

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
アセットマネジメントOneの取組方針 自己評価(2019年度)

原則

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.
＜本年度の課題・対応方針＞
・「社会課題の解決なき企業価値向上に未来（サステナビリティ）はない」との認識のもと、
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、投資
先企業が抱える課題の本質を一層掘り下げ、課題解決を促すエンゲージメントを強化して
まいります。

＜本年度の取組み＞
【課題解決に向けた取組み強化】
・ESG課題を事前に特定し、互いにしっかりと課題共有することを目的に作成するESGエン
ゲージメント資料の充実を図ることで、課題の本質を一層掘り下げ、課題解決に向けた取
組みを促しました。
【課題共有に向けたインベストメントチェーン各方面への働きかけ】
・後述7-3ご参照。
【株主価値棄損のおそれがある企業への対応】
・株主価値毀損のおそれのある企業については、責任投資部と運用グループが連携を密
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、問題の改善に向
けたエンゲージメントを強化しました。

＜今後の課題・対応方針＞
・投資先企業の持続的な成長と企業価値向上を目的に、課題認識の共有を図るととも
に、課題解決に向けたエンゲージメント活動を一層強化してまいります。

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.
＜本年度の課題・対応方針＞
・パッシブ運用の年間のエンゲージメント計画において、優先度が高い社会課題、エンゲー
ジメント重点企業及び重要課題の見直しを行い、中長期的な企業価値向上を通じた市場
全体の底上げを目的に実効性の高いエンゲージメント及び議決権行使に取組んでまいりま
す。

＜本年度の取組み＞
【エンゲージメント実施企業の拡大】
・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拡大し、
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一層強化しました。
・また、エンゲージメント重点企業以外の幅広い投資先企業とも要請に応じ積極的にエン
ゲージメントを実施しました。
【エンゲージメントを踏まえた議決権行使】
・エンゲージメント重点企業のみならず幅広い企業とESG課題や議決権行使に関する意見
交換を積極的に実施し、中長期的な企業価値向上に資する議決権行使を実施しました。

＜今後の課題・対応方針＞
・エンゲージメント重点企業を中心に、より幅広い企業とのエンゲージメントを継続するととも
に、それを踏まえた実効的な議決権行使等、市場全体の底上げに向けた取組みを引き続
き強化してまいります。

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
アセットマネジメントOneの取組方針 自己評価(2019年度)

原則

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.
＜本年度の課題・対応方針＞
・優先度が高い社会課題及び投資先企業が抱える重要課題を事前に特定し、課題毎の
マイルストーン（昨年度8段階に細分化）に応じた実効的なエンゲージメントを実施してまい
ります。

＜本年度の取組み＞
【重要課題の特定】
・エンゲージメント重点企業について、重要課題（ESG19課題を含む22課題）について、見
直しを実施し、特定しました。
【様々な局面に応じたエンゲージメントの実施】
・投資先企業が抱える課題を年間のエンゲージメント計画（年度初めに作成）で事前に特
定し、その取組み状況及びエンゲージメントの成果をマイルストーン管理により適切に把
握、各マイルストーン（昨年度、5段階から8段階に細分化し、きめ細かなモニタリングを開
始）に応じた実効的なエンゲージメントを実施しました。
【エンゲージメント活動の効率化】
・リモートワークの積極的な活用等により、エンゲージメント資料作成等事前準備作業を含
むエンゲージメント活動の効率化を図りました。

＜今後の課題・対応方針＞
・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、不祥事発生
企業については、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。

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.
＜本年度の課題・対応方針＞
・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、世界中の投資家と協調
するとともに、産官学連携の各種取組み等インベストメントチェーン協働のエンゲージメント
活動を通じ、市場が抱える課題の解決に努めてまいります。

＜本年度の取組み＞
【産官学連携への積極参加】
・気候変動問題への情報開示を含めた取組みを産官学連携で議論する「TCFDコンソーシ
アム」（経済産業省・金融庁・環境省）や環境省主導の「ESG対話プラットフォーム/環境情
報開示基盤整備事業」に積極的に参加し、投資先企業が抱える課題解決に向け他の機
関投資家と協働でエンゲージメントを実施しました。
【Climate Action 100+への対応】
・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+に参加し、本年度は国内対象企業（全10社）の中の1社との
協働エンゲージメントにおいて、共同リードインベスターを務めました。
【30％クラブインベスターズグループへボードメンバーとして参画】
・従来より、ガバナンスのサステナビリティの観点からダイバーシティへの配慮を促してきま
したが、企業の女性役員比率向上を目指す世界的イニシアティブ「30％クラブインベス
ターズグループ」にボードメンバーとして参画し、持続可能な社会構築に向けたエンゲージ
メントを強化しました。

＜今後の課題・対応方針＞
・世界的な環境・社会課題について、インベストメントチェーン各方面とのエンゲージメント
活動を引き続き強化してまいります。

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
アセットマネジメントOneの取組方針 自己評価(2019年度)

原則

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.
＜本年度の課題・対応方針＞
・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まいります。

＜本年度の取組み＞
【法人関係情報の確認】
・未公表の重要事実の受領はございませんでした。
【重要提案行為の実施】
・重要提案行為は行いませんでした。

＜今後の課題・対応方針＞
・投資先企業とのエンゲージメントに際しては、「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」の事前配布を継続し、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まいります。

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.
＜本年度の課題・対応方針＞
・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。

＜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SR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、①取締役会の構成（員数/規模、社外取締
役の構成、ダイバーシティへの配慮）、②社外役員の在任期間、③買収防衛策、④政策
保有株、⑤親子上場、⑥不祥事等について議論を深めました。議案判断は、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ました。
【株主提案への対応】
・株主提案については、会社側のみならず株主側の意見についても可能な限りその背景
等について確認し、どちらの提案が企業価値向上に資するか、慎重に吟味した上で判断し
ました。

＜今後の課題・対応方針＞
・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。

9 / 15 ページ



スチュワードシップ・コード

指針
アセットマネジメントOneの取組方針 自己評価(2019年度)

原則

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.
＜本年度の課題・対応方針＞
・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、決権行使ガイドライン及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。

＜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及び議案判断
基準を改定（①取締役会における社外取締役の人数基準の変更、②親会社等が存在す
る企業におけるガバナンス体制の整備基準の新設、③社外役員の在任期間上限の新
設、④買収防衛策の判断基準の変更）いたしました（2020年4月より適用）。
【議決権行使ガイドライン改定方針の事前開示】
・議決権行使ガイドライン及び議案判断基準の改定にあたり、改定案の内容とその考え方
を当社ウェブサイトで事前に開示し、周知の早期化を図りました。
【取締役会の中期的に目指すべき姿を提示】
・議決権行使ガイドライン及び議案判断基準の改定案の開示において、取締役会の中長
期的な目指す姿として、社外取締役が過半数を占める体制が望ましいことを提示しまし
た。
【社外取締役構成比改善に向けたレター送付】
・社外取締役の構成において、改定後の議案判断基準を満たすものの、目指すべき姿の
実現に向けて改善を促すべき企業に対して、社外取締役構成比改善を依頼するレターを
送付する予定です。

＜今後の課題・対応方針＞
・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、議決権行使ガイドライン及び議案判断基準の見直しを継続するとともに、企業に対して
は企業価値向上に向けた改善への取組みを促してまいります。

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.
＜本年度の課題・対応方針＞
・当社ウェブサイトにおける議決権行使の賛否理由説明の充実を図ってまいります。

＜本年度の取組み＞
【議決権行使結果理由開示の実施】
・会社提案へ反対及び株主提案に賛成した議案については、賛否理由、議案内容、議決
権行使ガイドライン及び議案判断基準の参照先を明示して開示を始めました。

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

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
アセットマネジメントOneの取組方針 自己評価(2019年度)

原則

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.
＜本年度の課題・対応方針＞
・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まいります。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いたし
ます。

＜本年度の取組み＞
【自社による議決権行使の実施】
・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
議決権行使を実施いたしました。
【議決権行使助言会社からの助言の活用】
・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いたしました。

＜今後の課題・対応方針＞
・全議案について、当社の議決権行使ガイドライン及び議案判断基準に基づき、自社で議
決権行使を実施してまいります。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いたしま
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

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.
＜本年度の課題・対応方針＞
・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組んでま
いります。

＜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、前年度に続き2度目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2019」を作成しました。
【当社ウェブサイトの充実】
・個人のお客さまに向けて、ESGに関する基礎知識から最新トレンドまで様々な情報を提供
する「ESGコラム」を開始するなど、ウェブサイトの充実を実施しました。
＜今後の課題・対応方針＞
・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組んでま
いります。

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。

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
アセットマネジメントOneの取組方針 自己評価(2019年度)

原則

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る。

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.
＜本年度の課題・対応方針＞
・日本版スチュワードシップ・コード対応のスチュワードシップ活動報告書（以下「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。

＜本年度の取組み＞
【スマートフォーマットの普及促進】
・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策定したスマートフォー
マットの顧客報告様式への採用を働きかけ、普及促進を図りました。
【中核メンバーとしてJSI設立に参画】
・運用機関が業界横断で顧客・受益者への報告書式（スマートフォーマット）等実務課題
の解決に取り組む「ジャパン・スチュワードシップ・イニシアティブ（JSI）」の設立に際し、中核
メンバーとして参画しました。
【スチュワードシップ・レポートの内容充実】
・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
2019」を作成、①ESG投資への取組み、②当社エンゲージメントの特色、③エンゲージメ
ント事例の紹介（「気候変動」、「ヒューマンキャピタルマネジメント」、「地方創生」、リサーチ
アナリストと協働したESG先進企業トップとの対談）、④ESGインテグレーションの実際（ファ
ンドマネジャー、国内債券アクティブ運用の取組み紹介）等を記載し、報告内容の充実を
図りました。

＜今後の課題・対応方針＞
・スマート・フォーマットの改善・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.
＜本年度の課題・対応方針＞
・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。

＜本年度の取組み＞
【エンゲージメント活動管理対象範囲の拡大】
・投資先企業が抱える課題の解決に向けた取組み状況及びエンゲージメントの成果をより
適切に把握することを目的に、細分化（昨年度、5段階から8段階）したマイルストーン管理
について、対象資産を国内株式パッシブ運用から国内株式アクティブ運用、国内債券運
用に拡大しました。

＜今後の課題・対応方針＞
・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
アセットマネジメントOneの取組方針 自己評価(2019年度)

原則

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.
＜本年度の課題・対応方針＞
・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を継続してまいります。
・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。

＜本年度の取組み＞
【社会課題の把握】
・今年度も、経済産業省、環境省主催を中心に各種検討会の委員やオブザーバーの派
遣を通じて、新たな社会課題について、スチュワードシップ活動に係る情報収集力の強化
に努めました。
【組織改編など】
・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、ESGインテグレーション、議決
権行使、外国株式等への対応強化を目的に人員増強するなど、体制の拡充を実施しまし
た。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
めております。

＜今後の課題・対応方針＞
・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。
・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。

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.
＜本年度の課題・対応方針＞
・当社経営陣は、スチュワードシップ活動の重要性を認識するとともに、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するなど、組織構築・
人材育成を推進してまいります。

＜本年度の取組み＞
【当社ESG対応の強化】
・TCFDへの賛同表明に加え、RE100への参加を決定しました。
【組織改編など】
・自社のESG課題への取り組み強化を企図し、2020年度よりサステナブルな取組みを推
進する専担部署を設置いたします。
・ESGインテグレーション、議決権行使、外国株式等への対応強化を目的に人員増強する
など、当社スチュワードシップ活動の中核を担う責任投資部の体制を拡充しました。
【経営トップの情報発信】
・ICGNなど各種会議でのパネラー登壇やマスコミへの取材対応等、経営トップ自らが積極
的に情報を発信しております。

＜本年度の課題・対応方針＞
・当社経営陣は、的確なスチュワードシップ活動の実施と、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、取組みを推進してまいります。

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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スチュワードシップ・コード

指針
アセットマネジメントOneの取組方針 自己評価(2019年度)

原則

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.
＜本年度の課題・対応方針＞
・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。

＜本年度の取組み＞
【産官学連携への積極参加】
・気候変動問題への情報開示を含めた取組みを産官学連携で議論する「TCFDコンソーシ
アム」（経済産業省・金融庁・環境省）や環境省主導の「ESG対話プラットフォーム/環境情
報開示基盤整備事業」に積極的に参加し、投資先企業が抱える課題解決に向け他の機
関投資家と協働でエンゲージメントを実施しました。
【Climate Action 100+への取組み】
・共同リードインベスターとして対象企業へのエンゲージメントを実施し、フィードバックを
行っています。
【TCFDコンソーシアムへの参加】
・TCFDコンソーシアムに参加し、企画委員会に投資家代表として参画しています。
【JSI設立の中核メンバーとして参画】
・運用機関が業界横断で顧客・受益者への報告書式（スマートフォーマット）等実務課題
の解決に取り組む「ジャパン・スチュワードシップ・イニシアティブ（JSI）」の設立に際し、中核
メンバーとして参画しました。
【30％クラブインベスターズグループへボードメンバーとして参画】
・従来より、ガバナンスのサステナビリティの観点からダイバーシティへの配慮を促してきま
したが、企業の女性役員比率向上を目指す世界的イニシアティブ「30％クラブインベス
ターズグループ」にボードメンバーとして参画し、持続可能な社会構築に向けたエンゲージ
メントを強化しました。
【SASB Advisory Groupへの参画】
・SASBのスタンダードアドバイザリーグループへの加入によって、グローバルなESG情報開
示基準への知見向上や基準策定参画への取組みを開始しました。

＜今後の課題・対応方針＞
・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
アセットマネジメントOneの取組方針 自己評価(2019年度)

原則

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.
＜本年度の課題・対応方針＞
・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
ポート等で公表してまいります。

＜本年度の取組み＞
・今年度も、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・レポート等で開示いたしました。
【自己評価の公表】
・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、2018年度の自己評価結
果を当社ウェブサイトで開示しました。また、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2019」においても要約版を掲載しまし
た。
【外部評価の取得】
・PRIアセスメントの戦略及びガバナンスにおいて、A+の評価を獲得
・Asia Asset Management Award　“2020 Best of the Best Awards”において、Best
ESG Engagement Initiative、Best Impact Investing Manager(Japan)を受賞
・環境省主催「環境ESGファイナンスアワード」において、銅賞受賞

＜今後の課題・対応方針＞
・今後も、投資先企業の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、改訂スチュワードシップ・コードの原則・指針毎に適切な自己評価を行い、より具体的
な取組み内容を当社ウェブサイト及びスチュワードシップ・レポート等で公表してまいります。

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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