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DIAMアセットマネジメント

みずほ投信投資顧問

みずほ信託銀行1925年

新光投信1961年

1964年

1985年

アセットマネジメントOneは2016年にDIAMアセットマ
ネジメント、みずほ信託銀行（資産運用部門）、みずほ投信
投資顧問、新光投信が統合して発足しました。
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つねに先進的な視点を持ち、めまぐるしく変化する世界のマーケットを見極める。

柔軟な発想で、戦略的なソリューションを提案する。

それは、百戦錬磨のプロフェッショナルが結集した

アセットマネジメントOneだからできる、変革への挑戦です。

長年培った高度な専門性があるからこそ、経験のすべてを強みにできる。

フレッシュな集団だからこそ、ときには大胆なチャレンジもできる。

お客さまのしあわせに貢献し、経済・社会の発展に寄与するため、

私たちは、勇往邁進します。

歴史×革新。
最高水準の提案力こそ、

プロの誇り。

統合
2016年

発足
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■ ミッション

アセットマネジメントOneは、

責任感とチャレンジ精神をもって、

最高水準の商品・サービスを提供し、

お客さまにいちばん信頼される資産運用会社を目指します。

資産運用を通じて、お客さまのしあわせに貢献し、

国内外の経済・社会の発展に寄与することが

私たちの使命です。

ミッション
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■ 社長ご挨拶

　アセットマネジメントOneは2016年、お客さまに
いっそうご満足いただけるサービスを提供することを
目指し、DIAMアセットマネジメント、みずほ信託銀行
（資産運用部門）、みずほ投信投資顧問、新光投信が統合
して発足しました。個人から国内外の機関投資家まで、
幅広いお客さまを対象とした運用サービスをご提供し
ております。お客さま信頼度No.1の資産運用会社とな
ること、そしてグローバルにおいてトップレベルの資産
運用会社となることを目指し、日々精進を重ねています。
　資産運用会社にかかる期待や責任はかつてないほど
増大しています。人生100年時代を迎え、老後に安定し
た生活を営むためには、国民ひとりひとりが能動的に資
産形成を行うことが望まれています。資産運用会社は
そのためのパートナーとして、長期的な資産形成に適し
た高品質なプロダクトの開発と提供、そしてそれを可能
とする強固な運用体制、リスク管理、リレーションシッ
プマネジメントなど、総合的な力が求められています。
　また、近年はESG（環境・社会・ガバナンス）やSDGs
（持続可能な開発目標）に対する注目が高まっています。
私たち資産運用会社は投資先企業との対話を通じて
ESG等への取り組み強化を呼びかけるなど、お客さまか
らお預かりした資産が、より良い社会・未来を作るため
に役立つよう行動する必要があります。
　世界の政治や経済、デジタル化の波など、私たちを取
り巻く環境は大きく変化しており、お客さまの運用ニー
ズもますます多様化しています。私たちは、お客さまの
声に真摯に耳を傾け、高度な専門性に裏付けられた最高
水準の商品やサービスを迅速に提供する「総合ソリュー
ションプロバイダー」として、お客さまのしあわせに貢
献し、社会の健全な発展を目指してまいります。

取締役社長..菅野.暁

「投資の力で未来をはぐくむ」

私たちは、日本を代表する資産運用会社として

お客さまと社会の未来に貢献していきます。
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■ ビジョン

高度な専門性に裏付けられた運用力を活かし、
あらゆるお客さまのニーズ・課題への

ソリューションを提供するグローバル運用会社

お客さま信頼度No.1
資産運用のプロフェッショナルとして、高いレベルで

フィデューシャリー・デューティーを全うし、

お客さまの資産形成に貢献することにより、

最も信頼される存在であり続けます。

最高水準の商品・サービスを提供
個人、年金・法人、海外のお客さまに対して、

高度な専門性に裏付けられた

最高水準の商品・サービスを提供します。

グローバルトップレベルの資産運用会社へ
日本・アジアNo.1の資産運用会社として、

グローバルにおいて

トップレベルの資産運用会社を目指します。

ビジョン
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　半世紀以上にわたって市場のあらゆる局面を乗り越えてきた経験。長年培った高度な運用力とお客さまとの相互信頼関係。
これらが、私たちアセットマネジメントOneが最も大切にしている財産です。

　資産運用業界を取り巻く環境は、人生100年時代の到来やテクノロジーの進化、異業種からの参入等により大きく変化。資
産運用会社のビジネスモデルそのものも抜本的な変革が迫られています。お客さまのいちばん信頼できるパートナーとし
て、これからも最高水準の商品やサービスを迅速に提供するため、私たちは今後10年そしてその先を見据えて「総合ソリュー
ションプロバイダー」を目指した基盤の強化に取り組んでいます。

「真のプロフェッショナルが集い、
活躍し続けるイノベーター」へ

　プロフェッショナル集団であるために、意思決定の迅
速化や業務効率化、人事制度の充実等、業務・組織の抜
本的な変革を継続的に実施しています。業界を取り巻
くデジタル化には、デジタルイノベーションに特化した
部署を開設し、社内横断的かつ積極的に取り組んでいま
す。また企業価値の持続的な成長への取り組み（ESG／
SDGs）についても投資先企業への働きかけのほか、当
社としてもその実践を徹底していきます。

「総合ソリューションプロバイダー」へ

　お客さまの多様化・高度化するニーズに応えられる資
産運用会社を目指します。
　伝統的アクティブ運用や低コストインデックスファ
ンドのみならず、リスクコントロール戦略、最先端の金
融工学を駆使したマルチアセット運用、ハイアルファ運
用、オルタナティブベータ戦略、ESG投資、絶対収益型運
用、低流動性資産などのオルタナティブ運用まで、幅広
い商品を提供します。
　そのために、運用、リスク管理、リレーションシップマ
ネジメント等の機能を総合的に強化していきます。

※. 他者の信任に応えるべく一定の任務を遂行する者が負
うべき幅広い様々な役割・責任の総称。フィデューシャ
リー・デューティー。私たちは「フィデューシャリー・
デューティーの実践に向けた取組方針」として、「運用
の高度化」「商品品質の向上とお客さまニーズを捉えた
商品開発に向けた不断の取り組み」「お客さまの立場に
立った情報提供やサービスの充実」「ガバナンス強化」を
掲げています。

変革にチャレンジすることによって、

高いレベルで受託者責任※を全うし、

「お客さま信頼度No.1」を目指します。
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■ 運用哲学

　私たちは、お客さまの利益を第一として、時代の先を読む視点とお客さま

の未来に貢献出来る知見を磨き、常に最良のソリューションを提供すること

により、お客さまと戦略的パートナーシップを構築することを目指します。

そのため、高い運用能力を持ったプロフェッショナルが健全な競争とチーム

ワークを通じ、運用力の不断の強化に努めるとともに、次世代を担う優秀な

プロフェッショナルの育成に継続的に取り組み、創造性豊かな活力のある運

用会社として進化し続けます。

　また、市場の歪み（本質的な価値と市場評価の乖離）を捉え、魅力的な投

資機会を発掘することに徹底的にこだわり、グローバルなリサーチ体制によ

るボトムアップアプローチ、マクロ経済分析に基づくトップダウンアプロー

チ、最先端の金融工学を活用した計量的アプローチを駆使することで、中長

期的に優れた運用成果の実現を目指します。

　さらに、フィデューシャリー・デューティー（受託者責任）に基づく高い

自己規律と運用リスク管理及びコンプライアンスを徹底することで、投資行

動の透明性と運用商品への信頼性を高め、お客さまの信頼に応えます。

運用哲学
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　時々刻々と変化する市場の中で、継続的にリターンを生み
出すためには経験が重要です。様々な局面を経験したプロ
フェッショナルが一貫したアプローチでマクロ経済と個別
企業を徹底的にリサーチすること、これが安定したリターン
を生み出す重要なポイントになります。一方で、市場環境の
変化に対応し、新しい投資機会の発掘にチャレンジする姿勢
も必要不可欠と考えております。
　そのため私たちは、経験豊富なプロフェッショナルをグ
ローバルに配置するとともに、新しいテクノロジーを積極的
に導入し、常にお客さまの信任に応えられる資産運用会社を
目指し、不断の努力を積み重ねております。
　また、中長期的な投資を行う上で、ESGの観点を考慮する
こともきわめて大切です。投資先の企業との「目的を持った
対話」（エンゲージメント）を通じ、企業の健全な成長や社会
の持続可能な発展を促し、お客さまへ安定した投資収益を還
元することも、私たちの重要なミッションであると考えてお
ります。
　私たちが考える資産運用ビジネスとは、お客さまが達成したい
ゴールに寄り添い、お客さまの抱える課題へのソリューションを提
供することです。
　ソリューションの高度化においては、ジャッジメンタルとクオン
ツそれぞれの運用を有機的に融合させることが重要です。
　当社では、リレーションシップマネジャーとソリューションマネ
ジャーを中心に、お客さまとの対話を通じて目標を共有し、各運用
エンジンを用いたソリューションのご提供を目指しております。お
客さまの多様なニーズにお応えするため、各資産のアクティブ運
用・インデックス運用に加え、最先端の金融工学を駆使したマルチ
アセット戦略、リスクコントロール戦略、オルタナティブベータ（ス
マートベータ戦略/リスクプレミア戦略）等、幅広く提供しています。
　また日進月歩で進化するテクノロジーの力を取り入れ、AI・ビッ
グデータを活用した運用の研究開発にも力を入れており、人と
テクノロジーが高いレベルで融合し、お客さまへ更なる付加価
値を提供できるよう日々研鑽しております。

責任感とチャレンジ精神をもって、
最高水準のソリューションを提供します。

■ CIOインタビュー

青木信隆常務執行役員　
運用本部長
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■ スチュワードシップ活動

持続可能な社会の実現のため、
投資先企業と共に挑みます
　私たちは責任ある運用機関のプロフェッショナルとし.
て、エンゲージメントを通じて投資先企業が持続可能な
経営を行っているかを確認し、取り組みを促すスチュ
ワードシップ活動を行っています。
　パッシブ運用のエンゲージメントを担当するESGアナ
リストや議決権行使担当者など、高い専門性や豊富な経
験を有する人材を責任投資部に配置し、アクティブ運用
担当のアナリストやファンドマネジャーと共に、投資先
企業に対して多面的なスチュワードシップ活動を展開で
きるのが当社の強みです。
　当社は、ESG要因を積極的に投資判断に活用すると同
時に、投資先企業に対して社会課題の解決による企業価
値向上を促すことによって、お客さまの中長期的な投資
収益拡大を図り、社会の持続可能な発展に向けた好循環
の実現を目指します。

特色のあるエンゲージメント
　エンゲージメントにおいては、企業の事業活動へ実際
に変化をもたらすことを重視しています。特にパッシブ
運用におけるエンゲージメントにおいては、エンゲージ
メントが中長期的な企業価値向上に資するよう、独自の

ESG課題設定やそれを企業と共有するための詳細な資料
作成、8段階のきめ細かなマイルストーン管理などを通じ
て、実効性を高めています。また、官公庁や大学研究者、国
際イニシアティブなどとの有機的な連携を強化し、包括
的視点に基づく質の高いエンゲージメントを実施してい
ます。

議決権行使とエンゲージメントの一体化
　議決権行使においては、予め議案種別ごとに定めた議
決権行使基準に基づき議案の判断を行いますが、単に形
式的に判断するのではなく、中長期的な株主価値の最大
化を目的として、エンゲージメントに基づいて賛否判断
を行うことを重視しています。
　また、スチュワードシップ活動全般について審議、報告
を行う「責任投資委員会」では、利益相反の観点で最も重
要な議案等の審議を行っています。

グローバルでの取り組み
　当社は、グローバルなESG課題に対しては、PRI（責任投
資原則）への署名に加え、ICGN（国際コーポレートガバナ
ンスネットワーク）や気候変動のClimate.Action.100+
など、国際イニシアティブに積極的に参画し、海外の他の
投資家とも連携しながら取り組みを進めています。

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。

お客さまと社会に貢献する運用機関として適切なスチュワードシップ活動

を行い、社会の資源が最適に配分されることを促すことで、経済・社会の

健全な発展に貢献したいと考えております。

スチュワードシップ哲学
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