当レポートでは、インベスコの世界と日本における過去年間の(6*投資にかかわる
主な成果と継続的な取り組みを紹介します。


インベスコの(6*理念


(6*のアプローチ


私たちの年間の歩み


日本法人代表からの
メッセージ
アクティブオーナーシップ


当社の日本株式運用について


日本でのスチュワードシップ
活動における体制


(6*インテグレーションと
エンゲージメント方針


当社が考える
コーポレート・ガバナンスの
ベストプラクティス


スチュワードシップ・コード
各原則への対応と自己評価
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インベスコの(6*理念において、(6*投資は持続可能な未来への解決
策に不可欠な要素です。私たちは、(6*投資は、運用業界の価値創
造における役割を全体的に見直すための重要な要因であると考えます。
私たちのコミットメントは、ファンダメンタルな視点での(6*要素の提供をは
るかに超え、お客様が求める価値を実現するために共に取り組むことを核
心としています。
インベスコのパーパスは、素晴らしい投資体験を通じて、人々の人生をよ
り豊かなものにすることです。それを達成するためには、持続的な価値の
創造と効果的なリスク軽減が基本となります。そのため、私たちは(6*を
運用プロセスのコアに統合することに重点を置いています。インベスコの運
用チームは、どのように(6*を統合するか、エンゲージメントや議決権行
使などをどのように最大活用するのか日々意思決定を行っています。また、
お客様のニーズに合致した適切な(6*ソリューションを提供するために、
セルフインデックス機能などを活用しています。インベスコのグローバル(6*
チームは、(6*分野における弊社すべての業務を先導・支援し、情報提
供を担う中心的な組織となっています。

環境・社会・ガバナンス（(6*）投資への取り組みは「素晴ら
しい投資体験を通じて人々の人生をより豊かなものにする」とい
うインベスコのパーパスにおける重要な要素です。私たちは、
(6*がお客様、地域社会、株主にとって極めて重要であると認
識しています。
(6*はインベスコにとって重要な取り組み課題です。

どのように(6*が投資環境を変え得るのか、運用会社が率先して行動す
ることが期待されています。また、次世代の投資家にとって(6*は必須の
取り組みとなるでしょう。私たちはこれまで多くのことを成し遂げてきましたが、
やるべきことは常にあると考えています。
例えるならば、(6*投資は「目的地」ではなく「旅」そのものです。(6*は
常に進化を続けていることから、私たちはアプローチを継続的に見直し発
展させていくことを約束します。

すでに億ドル以上の規模でサステイナブル
な投資戦略に特化した運用を行い、その経験
を活かしてます。¹

現在の(6*インテグレーション比率
私たちは、環境、従業員、地域社会に対する正しい行動が、お客様への
素晴らしい投資体験の提供につながるという信念を持っています。

インベスコは、年までに
全ての運用戦略において％(6*を統合
することを目指しています。²

Marty Flanagan

President and Chief Executive Officer
Invesco

Greg McGreevey

Senior Managing Director, Investments
１ 出所インベスコ 年月日時点
インベスコでは社内のフレームワークにより、運用の意思決定に影響を与え
る(6*配慮のレベルを測定しています。現在、インベスコの投資チームの約
％は、「最小限だが体系的な統合」と定義される(6*の統合レベルを達成
しています。
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全ての資産への
(6*インテグレーション

(6*の多くの要素は、リスク
管理だけでなく、持続可能
な価値創造にもインパクト
を与えます。インベスコでは、
すべての運用戦略およびプ
ロセスに(6*を統合するこ
とを目指しています。現在、
弊社の戦略の約 ％に
(6*を統合していますが¹、
年までに％の統
合を目指しています。
 インベスコでは、社内のフレーム
ワークを活用して、運用の意思
決定に影響を与える(6*の考
慮事項のレベルを測定していま
す。現在、インベスコの運用
チームの約％が、最小限で
はあるものの体系的な統合と
定義される(6*統合レベルを
達成しています。

考え方の多様性により
もたらされる恩恵

インベスコでは考え方の多様
性を重視していることから、
(6*導入は一般的な手法
とは異なります。インベスコの
グローバル(6*チームでは、リ
サーチ、エンゲージメント、議
決権行使、(6*インテグレー
ション、ツール、クライアント
サービス、商品ソリューションと
いった各分野における基準を
設定し、プロフェッショナルな
見解を提供する“センター・オ
ブ・エクセレンス”として機能し
ています。このようなリソースを
活用することで、インベスコの
各運用チームの&,2と運用
者は各資産クラスの運用スタ
イルに合致した(6*インテグ
レーションアプローチを適用・
実施しています。

Marty Flanagan
President and Chief Executive Officer

影響力の活用

私たちの業務の多くが、ファ
ンダメンタル分析と企業と
の頻繁な対話に根ざして
いることから、インベスコは
(6*の専門知識と理念を
用いて企業の変革を促す
ことが可能な立場にありま
す。アクティブ運用とパッシ
ブ運用、両者の投資戦略
を提供する運用会社とし
て、インベスコにおけるパッ
シブ運用部分の議決権行
使はアクティブ運用に従う
ことで、アクティブな議決権
行使をレバレッジすることが
できます。投資先企業の
変革に 加え て 、 私た ち は
広範囲にわたる業界の対
話に参加し、インベストメン
トチェーンの体系的な発展
に影響を与えています。

蓄積された実績

インベスコには(6*投資に
おいて確かな実績を有しま
す。弊社の戦略とガバナン
スについて、35,（責任投
資原則）から年連続で
$評価を得ています。プラ
イベート・マーケットの分野で
は、過去年間にわたりイン
ベスコ・リアル・エステートが
投資物件の持続可能な管
理におけるグローバル・リー
ダーとして*5(6%から認定
されています。私たちは(6*
投資のアプローチを進化さ
せ、運用業界の水準の底
上げに尽力しています。イン
ベスコは(6*に関するテーマ
について声を上げることを恐
れず、運用業界が有意義
な進歩を早急に遂げるよう
呼びかけていきます。

インベスコは、(6*を運用プロセスの中心に組み
入れることに重点を置いています 。また、お客様
のニーズにお応えするために、弊社の幅広いケイ
パビリティを活用し、適切な(6*ソリューションを
提供しています。

気候変動への取り組み

気候変動は、お客様と私たち
の両者にとって重要な課題で
す。インベスコでは毎年、気候
変動に関する財務開示タスク
フォース（7&)'）に沿って、
企業および運用戦略レベルで
気候変動にどのように取り組
んでいるかを報告しています。
弊社のグローバル不動産投
資グループは、年までに
ネット・ゼロを達成することを約
束しており、運用ソリューション
では、脱炭素化またはネット・
ゼロを目標とした戦略の提供
が増えています。インベスコで
は、気候の持続可能性と世
界のレジリエンスを目標に資本
配分している企業を支援し、
投資することで、ソリューション
の一翼を担っています。

ソリューションへの
取り組み

お客様より、運用戦略を
通じてお客様の(6*に対
する価値観を明示的に実
現する手段を提供してほし
いという要望が増えていま
す。インベスコでは、革新
的なソリューションや運用
戦略を開発し、お客様に
提供していきます。すでに
弊社グループでは、億
米ドル以上のサステナブル
戦略（ネガティブスクリーニ
ング／インクルージョン／イ
ンパクト投資）を運用して
おり、その経験を活用して
いきます。

透明性

インベスコでは、(6*投資
において透明性が必要で
あると深く信じており、企業
の(6*へのコミットメント姿
勢だけでなく、社会的責任
に対する姿勢を反映する
必要があると考えています。
私たちは、運用戦略および
企業レベルでの情報開示
内容を継続的に発展させ、
毎年発行する(6*投資ス
チュワードシップ・レポートを
通じて情報開示レベルの
底上げを図っています。弊
社グループの企業活動の
詳細については、コーポレー
ト・レスポンシブル・レポート
をご覧ください。

インベスコのパーパスは、素晴らしい投資体験を通じて人々の人生をより
豊かなものにすることです。この目標を達成するためには、持続的な価値
の創造と効果的なリスク軽減が基本となります。

 –  年におけるスコア

年
年
年
年 中央値

責任投資原則（35,）への
コミットメント
インベスコは年に8135,へ署名し、責任投資の実践を
強く推進しています。私たちのポリシーやプロセス、会社全体と
しての取組みは35,の理念を重視し、インベスコのスチュワード
シップへのコミットメントを示しています。
インベスコは、年の評価期間において、責任投資への
全体的なアプローチ（運用戦略およびガバナンス）で年連
続の$評価を獲得しただけでなく、すべてのカテゴリーで$ま
たは$を達成しました。
35,は、署名企業の前年比からの進歩および同業他社との
比較に基づいて毎年評価を行っています。この評価は、(6*
インテグレーションやアクティブ・オーナーシップ、投資家との協
働、透明性という点におけるインベスコの広範な取り組みを示
すものとなっています。

インベスコのポリシーやプロセス、
会社全体としての取組みは、
35,の理念に準拠していると考
えます。

$

$
(

%

&

'

年の評価からスコアが改
善し、年にはすべてのカ
テゴリーで$または$を達成し
ました。
6RXUFH  $VVHVVPHQW 5HSRUW IRU ,QYHVFR/WG 35, 'LUHFW DQG $FWLYH2ZQHUVKLS 0RGXOHV
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1987
– 1990

2013
– 2 015
2003
– 2007

1987 - 1990
1987
– インベスコ・リアル・エステート
が、軍事関連投資を除外す
る戦略を開始
1989
– インベスコ・ファンダメンタル・
エクイティは、アルコール、タバ
コおよび賭博に関連する銘柄
を除外するファンドを提供

– インベスコ・クオンツ・ストラテ
ジーが、ポジティブベスト・イ
ン・クラスのスクリーニングを採
用した(6*戦略のファンドを
組成

2003 - 2010
2003
– インベスコ・クオンツ・ストラテ
ジーとインベスコ・フィックスト・イ
ンカムが、ベスト・イン・クラス、
ポジティブ・スクリーニング、ネガ
ティブ・スクリーニング、除外基
準を組み合わせた(6*戦略の
合同運用ファンドを組成
2005
– インベスコ(7)が(6*を
テーマとした本の(7)を組成
2006
– インベスコ・アセット・マネジ
メント株式会社（東京）が
ウーマノミクス・スコアを取り入
れたファンドを組成
– 国連がニューヨーク証券
取引所で責任投資原則
（35,）を公表
2007
– インベスコ・リアル・エステート
が直接不動産の運用プロセス
に(6*の組み入れを開始
2010
– 英国版スチュワードシップ・
コードの第版が公表

2016

2013 - 2015
2015
2013
– インベスコが8135,に署名。 –(6*ウォッチリストの世界配
信開始
– インベスコが英国版スチュ
–インベスコがグローバル・プロ
ワードシップ・コードに署名。
キシー・ポリシーを採用
2014
–インベスコ86プロキ
– 35,がインベスコ第回評価 シー・アドバイザリー・コミッ
レポート（年度）を提
ティー（,83$&）を設
出
立
–米国インベスコが、インベスコ
独自のファンドマネジャー
（)0）ポータルにおいて議
決権行使を開始。
– 日本版スチュワードシッ
プ・コードに関する有識者
検討会が責任ある機関
投資家の諸原則（日本
版スチュワードシップ・コー
ド）を公表
–インベスコが日本版ス
チュワードシップ・コードに
署名。
–インベスコ(7)の議決権行
使がインベスコに移管

2016
– FRC（英国財務報告評
議会）が署名機関に対す
るTier格付けを開始。インベ
スコが、強固なプロセスとス
チュワードシップ・コード諸原
則の遵守により、Tier 1を取
得

–債券、直接投資、議決権
行使においてPRIから「A」
–インベスコ・プロキシー・アドバ 評価。
イザリー・コミッティー
–amLeagueのグローバル・
（,3$&）をグローバルに展
ロー・カーボン・マンデートで
開
インベスコが1位を獲得
–世界的な(6*調査ベンダー （2016年4月、7月および
9月）
を採用
–グローバルで責任投資研修
を開始。

–インベスコ・リアル・エステー
トの3戦略が、 2016年グ
ローバル・リアル・エステート・
サステナビリティ・ベンチマーク
（GRESB）評価で同種
戦略中1位に選出
–インベスコ・クオンツ・ストラ
テジーが、世界の社会およ
び環境関連投資に注目し
たファンドを組成

–2016年ニューズウィーク・グ
リーンランキングで米国資本
市場第1位。

インベスコ初の(6*商品は年にローンチされ、その後、今日に至るまで私たちの歩みは続いています

2 017
2016

2 019
2018

2017
2017
–2017年PRIから戦略・ガバ
ナンスと債券SSAについて
「A+」評価
–北米のAsset managers
and BrokersでESG
leaderとして認定

–PRI持続可能な開発
目標（SDG）のアク
ティブ・オーナーシップに
関するワーキング・グルー
プのメンバーに就任
–Deep Data Delivery
Standardで表彰
–UKSIFの理事会メン
バーに就任
–2017年第一回CIO’s
Industry Innovation
Award for ESGの最終候補
に選定
–PRIのESG Engagement
Advisory Committeeに指
名
–初のInvestment
Stewardship and Proxy
Voting Annual Reportを発
表
–初のCorporate Social
Responsibility CSR
Reportを発表

私たちの歩み
は続きます

2020

2018

2019-2020

2018
– PRI 債券アドバイザリー・コミッ
ティーのメンバーに就任

－
– 6$6%スタンダードアドバイザ
リーグループのメンバーに就任

–PRIマクロ経済リスク・
アドバイザリー・グループ
のメンバーに就任

– 1$66&20（インド）の
年 *&& *OREDO
&DSDELOLW\&HQWHUV イノ
ベーションアワードを受賞

–デンマークのダンスケ銀行と
共同でホワイトペーパーを執
筆
–ICIグローバルESGタスク
フォースのメンバーに選出
–カナダのResponsible
Investment Associationに
参加
–2018年「CIO's Industry
Innovation Award for
ESG」受賞
–2018年、PRIから戦略・ガ
バナンスと債券SSAについて
「A+」評価。
–PRIプラスチック諮問委員
会メンバーに就任

– 年、35,からストラテジー
ガバナンスおよび上場株式につ
いて「$」評価。
– 7&)'（気候関連財務情報
開示タスクフォース）に賛同
– &,,（&RXQFLORI
,QVWLWXWLRQDO,QYHVWRUV）加
盟
– 6$6%加盟
– 年、&OLPDWH$FWLRQ
に参加
– 年、気候変動に関する
機関投資家グループ（,,*&&）
に参加
– 年、世界経済フォーラム
の&RDOLWLRQIRU&OLPDWH
5HVLOLHQW,QYHVWPHQW
（&&5,）に参加
– 年に)DUP$QLPDO
,QYHVWPHQW5LVNDQG
5HWXUQ )$,55 にも参加。
ー年に35,から戦略 ガバ
ナンスなどで「$」評価
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皆様、
私どもインベスコは業界をリードするアセット・マネジャーとして、(6*インテグレーションにいち
早く取り組み、グローバルで年以上にわたり携わって参りました。日本においても、従前よ
り運用者主導の議決権行使を含むスチュワードシップ活動を重視し、(6*投資を積極的に
実践してまいりました。

(6*投資を実践することで運用会社という立場から社会全体の
持続性向上に貢献できることは、私どもにとって大きな喜びであり、
その素晴らしい投資体験をできるだけ多くの人々の豊かな人生に
つなげたいと考えています

持続的な未来に向けて、(6*への取り組みがより一層重要になることに疑いの余地はありま
せん。環境や社会、ガバナンスに関する様々な課題解決と企業の持続的成長は密接に関
わっており、顧客、株主、従業員、取引先、地域など多様なステークホルダーに配慮した経
営を実践していくことは、持続可能な社会を築くために、また企業価値が持続的に拡大して
いくために極めて重要なことです。特に、我々の自由な経済活動が、その基盤となっている自
然環境を傷つけ、社会構造にひずみを生み出していることが明らかになりつつある今、(6*
を考慮することは我々の社会に課せられた喫緊の課題でもあると言えます。

同時に、(6*問題を解決することは、イノベーションを推進し、新しいソリューションの創出に
もつながります。それは大きな投資機会であり、経済の持続的成長と企業価値の長期的拡
大の源泉となります。投資家が率先して、(6*投資をする、つまり持続性を重視した投資
行動を行うことが、最終的には社会の豊かさと投資リターンの両方につながると私たちは信じ
ています。
私どもは、会社のパーパス（存在意義）として「素晴らしい投資体験を通じて、人々の人
生をより豊かなものにしていく」ことを掲げています。(6*投資を実践することで運用会社とい
う立場から社会全体の持続性向上に貢献できることは、私どもにとって大きな喜びであり、そ
の素晴らしい投資体験をできるだけ多くの人々の豊かな人生につなげたいと考えています。
当レポートでは、インベスコの(6*への様々な取り組みおよびスチュワードシップ活動を紹介し
ています。当レポートを通じて、当社およびインベスコ・グループの(6*投資へのコミットメント
やスチュワードシップ活動の考え方とその実践について、ご理解いただければ幸いです。

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
代表取締役社長 兼 &(2
佐藤秀樹
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お客様から委託をうけた資金を運用する会社にとって、お客様との契約に沿ったリスク（インベストメント・プロセス）の範囲内でリターンを極大化することがミッションであることは論を待たないでしょう。そのリ
ターンの源泉を辿ると、投資先企業のビジネスモデル経営戦略による競争優位性に基づく持続的成長にあると確信しています。インベスコでは、その持続的成長性を様々な角度から調査分析し、長期
的な視点から企業への投資をしています。
長期持続的成長を達成するには、ビジネスモデル経営戦略の優位性と差別化された技術を含む革新性をベースとし、強固なフリーキャッシュフローの創出、資本の適切な配分による成長性および資本
生産性の向上、配当を含む余剰資金の配分政策等が不可欠です。そして、その持続性を担保するための重要な要素が企業の(6*に対する取り組みとそのパフォーマンスにあると考えております。特に、
経営戦略や体制を含むコーポレート・ガバナンス（*）が、(（環境の保全や改善への取り組み）と6（従業員を含む様々なステークホルダーに対する配慮や取り組み）を促進するものとして重要です。
このような企業の(6*への取り組みが、企業価値拡大の持続性を高めることにつながると考えます。そして、企業の(6*に対する取り組みは、一企業を超えて、究極的には社会全体の持続性を高めるこ
とに繋がるからこそ、投資家の責任として(6*を投資プロセスに統合することが求められていると考えています。
インベスコでは、実際に投資判断するポートフォリオ・マネジャーとリサーチ・アナリストが企業の(6*への取り組みを評価し建設的対話をすることを通じて、投資プロセスに(6*を組み入れています。投資先
企業に対する知見が最も高いリサーチ・アナリストおよびポートフォリオ・マネジャーが、投資判断の一環として(6*のリサーチを行い、必要に応じて直接企業との建設的対話をする体制は、アクティブ投資
家としてのスチュワードシップ活動の高い実効性を担保していると考えています。インベスコはグローバルでこのような活動をサポートする体制を構築しております。
コロナショックを起点として、世の中は大きく変わりだしているようです。というより今まですでに起きてきた変化が加速しているというのが現実でしょう。気候変動に対応した脱炭素化はすでに多くの国にとって
コミットとなっています。日本も例外ではありません。また、ダイバーシティ（多様性）を受け入れることは責務であると同時に、積極的に活用することが新しいイノベーションにつながることも共有されてきてい
ます。社外取締役をただの数合わせだと考え、戦略的に活用しない企業は、企業外の知識や経験を活かす機会を失っているのです。(6*は規制でありコストであるという考えは間違いです。(6*は機会
であり企業価値拡大に不可欠な要素となっていると考えます。

インベスコは、ハイコンビクション・アクティブ長期投資家として、(6*を重視した投資を行って参ります。そして、運用者自らが行う建設的対話を通じて投資先企業に寄り添い、長期的な企業価値拡大に
少しでも貢献することができたら、それはまさに:,1:,1の関係といえるでしょう。インベスコは、このような:,1:,1となる投資を実践していきたいと考えています。

企業の(6*への取り組みが、企業価値拡大の持続性を高めることに
つながると考えます。そして、企業の(6*に対する取り組みは、一企
業を超えて、究極的には社会全体の持続性を高めることに繋がるの
です。

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
取締役運用本部長 兼 最高投資責任者（&,2）
小澤大二

ハイコンビクション・アクティブ長期投資家として、 (6*を重視した投
資を行って参ります。建設的対話を通じて投資先企業に寄り添うこと
で、:,1:,1となる投資を実践していきたいと考えています。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 以下、「当社」 は、実効性の高いスチュ
ワードシップ活動を実践するにあたり、当社で投資判断する日本株式戦略における
ポートフォリオ・マネジャーとリサーチ・アナリストが主体となり、企業と(6*評価を含む建
設的な対話を行うとともに、株主議決権行使の意思決定を行う体制を築いています。
また同時に、このスチュワードシップ活動をより強固なものにするためのガバナンスを以下
のように整備しています。
責任投資委員会が当社におけるスチュワードシップ活動を統括し、その活動を利益相
反管理委員会が主に利益相反の観点からモニターします。
責任投資委員会は、運用本部の担当取締役を委員長とし、コンプライアンス部長、
ヘッド・オブ・(6*、委員長が指名する運用担当者、およびクライアント・レポーティング
部の担当者を含む委員によって構成され、当社におけるスチュワードシップ活動方針、
議決権行使ガイドライン等の決定・承認、そしてその活動を統括します。議決権行使
結果およびスチュワードシップ活動は適宜責任投資委員会に報告されます。株主議
決権行使のガイドラインは当社の議決権行使判断における原則であるものの、議案に
よっては委託者（投資家）および受益者の利益の最大化のために、投資先企業との
間に建設的な対話の機会を持った上で、特別な判断を行う場合があります。その場
合は、予め責任投資委員会において承認を得ることとなっています。一方、議決権行
使を含むスチュワードシップ活動における利益相反管理が適切に行われたか否かにつ
いては、コンプライアンス部門がレビューを行い、利益相反管理委員会がモニターします。
それらの結果は、利益相反管理委員会から当社の経営委員会およびグローバルの
3UR[\ $GYLVRU\ &RPPLWWHHに報告されます。
利益相反管理委員会は、コンプライアンス部長が委員長を務め、管理本部長、内部
統制監理本部長、リスク管理部長、法務部長をメンバーとし、更に監査役および内
部監査部がオブザーバーとして参加することにより、営業部門・運用部門といったビジネ
スの現場から独立して、利益相反をモニターし管理する機能を有しています。責任投
資委員会および利益相反管理委員会の主要メンバーであるコンプライアンス部門は、
インベスコで指揮系統が運用部門、営業部門から独立しています。更に、コンプライア
ンス部門を含む全部門から独立した内部監査部門が管理体制をレビューすることで、
より強固な管理体制を実現しています。
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当社におけるスチュワードシップ活動の
重要性について
当社の日本株式運用部におけるスチュワードシップ活動の特徴は、担当するポー
トフォリオ・マネジャーおよびリサーチ・アナリストが直接投資先企業と対話を行い、
投資先企業における(6*マテリアリティを設定している点にあります。また独自の
議決権行使ガイドラインを設定し、意思決定を行っています。これは投資先企業
をもっともよく知るポートフォリオ・マネジャーおよびアナリストが企業価値拡大の可
能性を踏まえた投資判断の一環としてスチュワードシップ活動が統合されていると
いう当社の運用プロセスに沿ったものです。財務・(6*双方への機会・リスクを適
切に把握し、投資判断を行う上で最善な方法であると考えています。長期的な
企業価値拡大の可能性を重視する投資家として継続したスチュワードシップ活
動を行い、インベストメント・チェーン全体の活性化に資することを目指しています。

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
ヘッド・オブ・(6*
古布 薫
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(6*インテグレーションのプロセス
当社では企業の(6*戦略とそのパフォーマンスは、長期的な企業価値拡大
の持続可能性に大きな影響を及ぼすと考えています。別の言い方をすれば、
長期投資家として(6*情報の分析は投資判断の確信度をあげるための重
要な要素であると考えています。従って、投資判断の最終的な意思決定を
行う際には、主に財務情報に基づくファンダメンタルズリサーチに加えて、(6*
戦略の評価を含む定性的な情報の分析を重視しています。(6*情報の分
析は、企業からの各種開示情報や外部の(6*情報ベンダーによるリサーチ等
の活用に加え、企業との建設的な対話を通じて得られた情報等をもとに行い
ます。その過程で、各企業の(6*に関する重要課題（マテリアリティ）をとら
えるように努めています。(6*情報は、それ自体のみをもって投資判断を行う
ことはしませんが、企業価値拡大の持続可能性を判断する重要な要素の一
つであると捉えています。
当社では、企業とのミーティング、特にマネジメントとのミーティングは投資判断
を行うにあたって大きな比重を占めております。長期投資家として、持続的な
企業価値向上を重視し、中長期的視点に立って企業とのミーティングに臨ん
でいます。投資判断に必要な情報を得るとともに、必要に応じて様々な対話
を行い、またこうして得られた情報等はチーム内で共有しています。
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当社におけるエンゲージメント方針
投資判断の最終的な意思決定を行うポートフォリオ・マネジャーが、投資先企業との
間に建設的な対話の機会を持つことは非常に重要であると考えます。長期投資家と
して、持続的な企業価値向上を重視し、中長期的視点に立って企業とのミーティング
に臨み、投資判断に必要な情報を得るとともに、必要に応じて様々な対話を行いま
す。従って、特に事前にアジェンダを設定していない場合でも、投資先企業との通常の
ミーティングにおいて(6*戦略を含む様々な建設的な対話を行う機会は多くあります。

(（環境）について
気候変動や海洋プラスチック問題等、世界経済が直面する環境問題は非常に多くあ
り、グローバルな投資家の関心も大きくなっています。一企業で対処できる問題ではあり
ませんが、各々の企業がその問題を認識し、環境に悪影響を与えないように対応して
いくことが世界全体の持続可能性と共に持続的な企業価値向上につながると考えます。
各企業の事業内容、活動地域、事業規模等に応じてその対処すべき課題等は異な
りますが、各々の事業内容に則した環境に関わる方針の策定やその情報開示の充実
が必要です。特に継続的かつ一貫性のある情報開示が重要になります。具体的な項
目の例としては、売上高当たり&2排出量、気候変動や環境マネジメントに対するポ
リシーの有無等が挙げられます。

6（社会）について
持続的な企業価値の拡大を実現するためには、透明性のある効果的な人事戦略の
策定、労働問題への対処、ダイバーシティ戦略の強化等様々な課題への対応が重要
であると考えています。またこれらの課題のみならず幅広いサプライチェーンにおける社会
問題へ対応することが求められています。各種の法律や制度への対応、多様性を考慮
した方針の策定等の要請が増していますが、情報開示の重要性も日々高まっていると
認識しています。具体的な項目の例としては、女性役員比率、各種人権政策の有無、
従業員への教育機会の提供等が挙げられます。

*（ガバナンス）について

(6*情報の分析およびマテリアリティの抽出
企業における(6*に関する重要課題（マテリアリティ）およびその望ましい対処法につ
いては、各企業における事業環境や成長段階等によって異なると考えています。そうし
た状況を前提として自社リサーチおよび外部リソース等を活用し、企業との建設的な
対話を通じて得られた情報等をもとに、考慮すべきマテリアリティを把握するように努め
ています。
(6*情報に関しては、それぞれ右記の観点から投資先企業の状況を把握し、必要に
応じて対話を行います。各投資先企業の状況を把握するための具体的な項目を掲
げます。ただし、情報の取得可能状況や必要性の変化等に応じて適宜見直します。

( 環境 および6（社会）に関する課題の解決に取り組むことは企業の経営戦略の
一環であり、それを律するという意味でもコーポレート・ガバナンスは企業価値の持続的
拡大に重要な要素であると考えます。最適なガバナンス体制は、企業の規模や成長段
階等に応じて異なるケースもあると考えられますが、株主の負託を受けた取締役会が持
続的な企業価値拡大のために、資本配分を含む長期的な経営戦略を決定し、その
執行を監督していく体制を作ることが肝要です。そのためには、取締役会が独立性を有
していること、適切なサクセッションプランにより持続性が担保されていること、必要なスキ
ルマトリクスをもとに十分に多様性をもった構成となっていること、資本コストを上回る資
本生産性を長期的に達成できる経営戦略を策定し実行できること等が必要と考えま
す。そして、環境・社会それぞれの課題に対処した上で持続的な企業価値拡大が実
現されることが重要です。具体的な項目の例としては取締役会の構成、取締役会の
独立性に加えて、長期的な経営戦略、それに基づいた資本政策の考え方、資本生産
性の目標、不祥事の有無等が挙げられます。
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投資先企業におけるガバナンス体制強化は、持続的な成長と企業価値拡大を
推進する重要なドライバーの一つであると当社は考えています。当社の考える企
業のガバナンス体制強化のために求められる基本的な要素を以下に列挙します。
ただし、各企業のガバナンス体制はその成長段階や規模、直面する経営課題等
により適切なあるいは選択可能な形態に差が生じるであろうことは認識しており、
下記におけるガバナンス体制はあくまでも当社の考えるベストプラクティスです。

取締役会の機能
会社法上では監査役会設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社といったガバナンスシステムのいずれかを選択できますが、それぞれの機能を十分
に発揮させることが重要です。上場会社の取締役会には、持続的な企業価値拡大のために中長期の視点に立った経営戦略を策定し、そのために必要な資本配分を行
うこと、それに沿った執行サイドによる適切な意思決定と執行がなされているかどうかを監督するという責務があり、その観点では、監督と執行の分離が望ましいと考えます。
その方法については、企業の規模および成長段階等に応じて異なると考えられますが、どのシステムを採用するにしても意思決定プロセスの透明性を確保し、執行の監督
機能を強化することは、取締役会の実効性を高めるためには重要です。成熟段階にある企業においては、業務に関する意思決定は執行サイドに委譲する一方、取締役
会は監督機能を強化し、経営戦略の透明性、客観性、公平性を担保することが重要です。その観点から、指名委員会等設置会社が優れたシステムであると考えます。
さらに取締役会の議長についても、&(2と分離し、独立社外取締役が務めることが望ましいと当社は考えます。取締役会の独立性が担保されることによって、より実効的
かつ透明性の高い監督機能が期待されます。

取締役会の構成‐スキルマトリックス
上述のような機能を実現するためには取締役会の規模をある程度抑制し、活発な議論を実現し、適切な意思決定がなされる体制の整備が必要です。各企業における
課題や環境認識等に基づいて、取締役会として責務を果たすための知識・経験・能力等を定義し、社内・社外ともにそれぞれ適切な取締役候補者が選任されるべきであ
ると考えます。

取締役会の多様性
年齢、性別、国籍、及び様々なバックグラウンドを持つ優秀な人材を活用する多様性にあふれた組織が、イノベーションを生み、活力と生産性を上げることは、すでに言わ
れて久しいことです。取締役会もその例外ではなく、変化の激しい事業環境において企業価値拡大のための効率的な意思決定、執行における3'&$を含む監督機能、
および企業が直面する様々なリスク管理を行っていくには、独立した外部者による多様な視点をもった実効性の高い取締役会が求められていると考えます。特に、多様性
については取締役のみならず執行サイド、従業員においても同様に実現されることが重要であり、経営はそのためのコミットメントを示す時期にきているのではないでしょうか。
現状の日本企業においては、まずジェンダー（性別）の多様性を向上させることが必要であると考えています。取締役会における女性取締役比率を％以上に引き上
げることが重要な指標であると言えます。透明性の高い人事戦略のもと、ジェンダーの多様性が確保されることは、持続的な企業価値拡大に資すると共に、その他の観点
における多様性向上にも好影響を与えていくと考えています。
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取締役会の独立性
経営の監督機能を適切に行うこと、意思決定の透明性を担保すること、少数株主の権利を保護するためには、取締役会はできるだけ独立する必要があると考えます。即
ち、長期的ゴールとしては取締役会の過半数が独立した社外取締役であることが望ましいと考えます。年月に改訂されたコーポレート・ガバナンス・コードにおいてプ
ライム市場上場会社は少なくとも分の１以上の独立社外取締役を選任すべきとされています。また年月に施行された改正会社法において社外取締役を設置す
ることが義務化されました。上述のスキルマトリックス、多様性を考慮した上で独立社外取締役をより多く選任することで、取締役会の独立性を担保すべきと考えます。一
方、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社のみならず監査役会設置会社においても業務執行の意思決定はより執行サイドに委譲し、取締役会はより監
督機能を強化するための機関であるため、必然的に監査役会設置会社よりも高い独立性、当社では最低限分の以上の独立社外取締役が必要であると考えます。ま
た、親子上場など親会社が存在する上場子会社の場合には、少数株主の保護のために過半数の独立社外取締役が必要であると考えます。
当社は議決権行使に際して、社外取締役の選任については当該企業との独立性を求めています。当社が求める社外取締役の独立性の要件は議決権行使のガイドライ
ンに記載しています。

社外取締役の役割と適性
独立社外取締役に期待される役割は、経営陣が適切な経営戦略の意思決定を行っているか否か、またそれにともなう資本配分を適切にしているか否か、少数株主の利
益保護がなされているか否か等について監督することです。また、適切なリスクテイクをすることを後押しする一方、経営陣の暴走や過度のリスクテイクを抑制することも重要
な役割です。社外者として、社内者のみでは適切な判断・評価が難しい案件について、独立した観点から関与し助言することが期待されます。上記のような社外取締役
の役割を果たすため、社外取締役の取締役会に占める比率は高い方が望ましく、また独立性に加えてスキルマトリクスおよび多様性の観点から戦略的に社外取締役を選
ぶことが求められます。そして、社外取締役に対しては、十分な意思決定がなされるための情報共有、そしてトレーニングの機会が提供されることが重要です。また独立社
外取締役における兼務社数も重要な課題です。企業について十分理解し時間を使い、また監督機能を発揮するためには、自ずと兼務できる社数も限定されると考えます。
独立社外取締役の独立性および適性を判断するためには、投資先企業のみならず社外取締役との対話が重要です。また議決権行使において判断するには企業側の十
分な情報開示がなされることが重要です。現状においては招集通知、有価証券報告書といった法定開示書類の内容および開示時期については、議決権行使の判断に
不十分なケースもあると認識しています。
上場子会社
親子上場の状態はガバナンスの観点から問題を含んでいると考えています。子会社の取締役会において十分な独立性が確保され少数株主利益が十分に考慮されている
こと、利益相反の課題は考慮されているか、ということが必要です。そのためには上述の通り親会社・子会社双方から独立した社外取締役が取締役会の過半数以上を占
めていることが必要であると考えています。

サクセッションプラン
経営トップのサクセッションプラン（後継者計画）は企業にとっての重要な戦略上の意思決定の一つであり、取締役会の十分な関与が必要です。指名委員会等設置会
社における指名委員会、あるいはそれ以外の形態を有する企業においては任意の指名委員会において、独立社外取締役が委員長として関わり、十分な情報共有がされ
た上で、透明性の担保された後継者の育成および経営トップの選解任が適切に行われる必要があります。同時に、長期的な人材育成のためのヒューマンキャピタルマネジ
メントも重要です。

報酬制度
企業の報酬制度は持続的な企業価値の拡大と連動させ、それに向けた経営者のモチベーションを維持させるものであることが望ましいと考えます。指名委員会等設置会
社においては報酬委員会において、あるいはそれ以外の形態を有する企業においては任意の報酬委員会において、透明性と客観性を担保して制度設計されることが期
待されます。日本企業においては、より長期インセンティブとなるような報酬制度が求められており、株式報酬を有効的に活用すること、また制度の内容、実施額等について
開示を行って透明性を高めることも重要です。
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資本政策・資本コスト
企業は持続的な企業価値拡大のために中長期の経営戦略を策定する中で、資本コストを認識し、その資本コストを長期的に上回るためにビジネスポートフォリオの見直し
を含む資本配分および望ましいバランスシートを決定することが必要です。資本コストは、あるべき数値が一義的に算出されるものではないと理解していますが、企業と投資
家が経営戦略および資本政策に関する見解を共有し、対話を行うための重要なツールとなると考えます。

政策保有株式
経済合理性のない政策保有株式の存在は、資本市場の効率性を損なうだけでなく、企業のガバナンスを歪ませ持続的な企業価値拡大を妨げる要因となる可能性があ
ると考えています。資本コストの観点からは最適な資本配分を阻害し、また景気循環を通じた企業収益への影響に加えて株式市場の変動がバランスシートに及ぼすボラ
ティリティを増幅させることに繋がります。過度な株主構成の安定化、買収防衛といった側面を持つことも否定できません。不適切な政策保有株式自体をなくすこと、また政
策保有株主から売却を打診された場合はその行動を妨げないことが求められていると考えています。直ちに全ての政策保有株式を売却することができないのであれば、少な
くともコーポレート・ガバナンス・コードで求められている保有理由や定量的な検証を含む開示に加え、議決権の適切な行使とその開示が必要であり、そしてその上で継続的
な削減が必要であると考えます。
また政策保有株式を「保有させている側」の課題にも引き続き注目しています。その観点からは、政策保有株主から売却を打診された場合は、売却を妨げないことは当然
であり、さらにその旨をコーポレート・ガバナンス報告書において明記することを推奨いたします。政策保有株式の有無をもって事業機会が左右されることはあってはならないと
考えます。

持続的成長を実現するための取り組み
持続可能な社会の構築に資するような取り組みが企業に求められています。6'*Vはその目標に資するビジネスを推進する機会と捉え、更なる自身の持続的な企業価値
拡大を目指していくためのものと考えます。一方、ＥＳＧは企業自身が持続的であるために必要な要素です。その意味で6'*Vはトップダウン的アプローチであり、ＥＳＧ
はボトムアップ的ととらえることができます。企業は自身の取り組みついて十分な情報開示を行うことが望ましいと考えています。

気候変動に関する当社のアプローチ
インベスコは年月に7&)'への賛同を表明し、グローバルの&OLPDWH
&KDQJHレポートを発行しています。また&OLPDWH $FWLRQ ＋および1HW
=HUR $VVHW 0DQDJHUV ,QLWLDWLYHにも参加しており、運用会社として自社
が気候変動対応に取り組むこと、また投資家として投資先企業の気候変動
対応を促すこと、この二点が投資家としての重要な責務であると考えています。
年月に改訂された日本版コーポレート・ガバナンス・コードでは上場企
業における7&)'フレームワークに沿った開示の重要性が明示されています。
当社は7&)'コンソーシアムに参加し、7&)'開示を企業分析やエンゲージメ
ントに活用するための知識の研鑽に努め、上場企業における開示の在り方に
ついて投資家の視点を積極的に対話の機会にてコミュニケーションしています。
情報開示に関しては(6*情報開示研究会に参加しています。日本企業の
情報開示におけるベストプラクティスについて積極的に取り組んでいきます。

人的資本・ダイバーシティに関する当社のアプローチ
企業価値の持続的な拡大のためには人的資本への十分な投資および活用
が重要です。取締役会におけるジェンダーや国際性、職歴、年齢、その他バッ
クグランドにおける多様性を確保することはその実効性を向上させ、また同様に
社内の人材に多様性を確保することは変化の激しい事業環境における組織
の強靭性を高めるだけでなく、優秀な人材を獲得することに貢献すると期待さ
れます。当社はジェンダー・ダイバーシティの向上によって企業価値の持続的拡
大を目指すグローバルなイニシアティブの一環である％ &OXE -DSDQ の
インベスターグループに参加しています。日本企業における多様性向上の最も
効率的な手段の一つは女性役員比率の向上であると考えています。役員レ
ベルにおけるジェンダー・ダイバーシティを示す女性役員比率の数値のみならず、
長期的な戦略に基づく人材パイプラインの育成、透明性の高い人事制度の
導入・実行が企業価値拡大において重要であると認識しています。
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活動実績

スチュワードシップ責任を
果たすための方針
当社は日本版スチュワードシップ・コードを受け入
れており、「スチュワードシップ責任を果たすための
方針」において、機関投資家として企業価値の持
続的拡大に貢献しお客様の長期的な利益の最
大化を図ると同時にスチュワードシップ責任を果た
す具体的な方針について策定しています。

原則１

• 「スチュワードシップ責任を果たすための方針」の改訂

投資先企業の持続的な企業価値拡大に資するサス
テナビリティを考慮した建設的な対話を行うための方
針を開示しており、適切と評価しています。

原則２

・利益相反管理方針の公表を継続し、具体的な利益相反
に当たる事例を例示
・利益相反管理委員会に対し議決権行使を含むスチュワー
ドシップ活動の報告を行い、利益相反管理を徹底
・議決権行使結果の個別議案および反対行使理由開示
の実施

議決権行使を含むスチュワードシップ活動の透明性
を担保するための方針の開示、グローバルな組織とし
て管理体制の整備をしており、適切に対応していると
評価しています。インベスコは1<6(に上場する独立
系の資産運用会社です。

原則３
原則４

・持続的な企業価値向上を重視し、中長期的視点に立っ
て企業の状況を的確に把握し、企業との建設的な対話を
実施

中長期的な観点からのファンダメンタルズリサーチの一
環として(6*インテグレーションを行い、運用者主導
によるサステナビリティを考慮した建設的な対話を実
施しており、適切に対応していると評価しています。

原則５

・行使に当たっては企業との対話内容を重視
・議決権行使結果の個別議案および反対行使理由開示
の実施。投資先企業に議決権行使理由および行使に当
たっての考え方について対話を実行
・議決権行使助言会社との対話を適宜実施

運用者主導による議決権行使活動、投資先企業
の持続的成長のための活動を重視しており、適切と
評価しています。

原則６

・「スチュワードシップ・レポート」を継続して発行
・「株主議決権行使のガイドライン」、「スチュワードシップ責
任を果たすための方針」、議決権行使の個別議案結果お
よび行使理由をウェブサイトにて開示

当レポートの発行を含む開示姿勢を強化しており、
適切と評価しています。

原則７

・スチュワードシップ活動の自己評価を実施
・グローバルチームと連携し(6*に関する各種要請に対応
・対外的なイニシアティブ等への積極的な参加
・スチュワードシップ活動の実効性を担保する社内体制の整
備、強化
・建設的な対話の経過および成果を開示

グローバルおよび日本におけるスチュワードシップ活動、
(6*における諸問題等に関する理解を深め、当社の
スチュワードシップ活動強化およびインベストメント・
チェーン全体の活性化のための努力を継続しており、
適切と評価しています。

KWWSVZZZLQYHVFRFRPMSMDLQVWLWXWL
RQDOIRRWHUVWHZDUGVKLSFRGHKWPO

年月に改訂された日本版スチュワードシッ
プ・コードに基づき、「スチュワードシップ責任を果た
すための方針」を年月付で改訂しました。

自己評価

原則は機関投資家向けサービス提供者を対象としているため含みません。
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原則１

原則２

機関投資家は、
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。

機関投資家は、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。

当社方針

インベスコは投資家としてのフィデューシャリー・デューティーとスチュワードシップ
責任を同時に果たすためにグローバルの体制を強化しております。当社は投
資先企業の持続的な企業価値の拡大によってお客様の利益最大化を目
指しており、アクティブ投資家として、スチュワードシップ活動を推進していきま
す。
スチュワードシップ責任を果たすための方針を策定し、公表しています。
経営陣によるコミットメントのもと、グローバルでの連携を強化し、スチュワード
シップ活動を強化しています。

年度の取組
2020年7月

インベスコ・グループの Climate Change Report が発行さ
れました。

2020年9月

日本版スチュワードシップ・コードの改訂に基づき、当社
の「スチュワードシップ責任を果たすための方針」改訂を
行いました。
前年に就任したグローバルESGヘッド Cathrine de
Coninck Lopez の 統 括 の も と 、 イ ン ベ ス コ ・ グ ル ー プ
の「ESG Investment Stewardship Report」が発行され
ました。

2020年10月

当社の「インベスコ スチュワードシップ・レポート」を前年
に引き続き発行しました。

スチュワードシップ責任を果たすための方針に基づき、活動・体制の強化を継
続しています。

自己評価
適切に対応していると評価しています。
今後もサステナビリティを考慮し、スチュワードシップ責任を果たすための方針
の適宜見直しの実施と公表を継続していきます。

当社方針

当社の経営理念および倫理規定において、誠実さ、公正さ、公平性、顧客利益の優先は、最も重要な位置を占め
るものです。当社は、資産運用会社として、独自の「利益相反管理方針」に基づき、当社（当社の役職員および
直接的・間接的な関係者を含みます）と当社のお客様の間もしくはお客様間で実際に生じている、あるいは生じる
恐れのある利益相反を特定、管理、また記録し、利益相反に該当する場合にはその開示等について、当該方針等
に規定された必要な措置を講じるものとします。
本方針は、当社の行うあらゆる事業活動に適用され、また、当社は「利益相反管理方針」を公表し、具体的な利
益相反に当たる事例を例示しています。
KWWSVZZZLQYHVFRFRPMSMDLQVWLWXWLRQDOIRRWHUVWHZDUGVKLSFRGHKWPO
利益相反管理方針に基づき、コンプライアンス部門が責任をもって利益相反管理に対処するとともに、利益相反管
理委員会によるガバナンスを強化しています。

年度の取組

年月に設立した利益相反管理委員会において、実効的かつ体系だった利益相反管理体制を構築していま
す。議決権行使結果および企業との対話を含むスチュワードシップ活動については利益相反管理委員会へ報告し、
利益相反の観点から問題のある活動はなかったとの報告を受けています。コンプライアンス部は当社が事業上関係す
る主要なお客様、当社の運用する投資信託に係る受益証券の販売会社並びに受託者である信託銀行に関連す
る議案における議決権行使結果について、利益相反行為がなかったかどうかを精査しています。
年月に年度（年月から年月）の議決権行使結果の個別議案開示を行いました。
同時に会社提案において反対票を投じた議案、および株主提案における議案について、行使理由の開示を行い、
議決権行使における透明性を高めています。
利益相反管理委員会委員長 コンプライアンス部長 持山 剛
「年度の議決権行使の個別結果を含むスチュワードシップ活動の報告を受け、当社の利益相反のおそれがあ
る状況と照らし合わせ精査した結果、利益相反となる事例はありませんでした。」

自己評価
適切に対応していると評価しています。
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原則３
機関投資家は、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４
機関投資家は、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共に、
問題の改善に努めるべきである。

当社方針
当社では、長期投資家として持続的な企業価値向上を重視し、中長期的視点に立って企業とのミーティングに
臨み、投資判断に必要な情報を得るとともに、必要に応じて様々な対話を行います。特に事前にアジェンダを設
定していない場合でも、投資先企業との通常のミーティングにおいて(6*戦略を含む様々な観点から建設的な
対話を行います。

エンゲージメントの成果についての考え方

投資先企業の(6*を含む様々な課題の解決において、建設的な対話を通じて投資家としての意見を伝え持
続的な企業価値の拡大のために議論をしています。一方、エンゲージメントの成果を定量的に把握すること、つま
り一義的にその解決策が講じられた原因を特定することは難しい面もあると考えます。しかしながら投資先企業と
対話を行った際には、その内容を当社内で共有し、進捗状況を踏まえることによって、今後のよりよい対話へつな
げることができると考えております。
投資先企業の方からガバナンスや情報開示の改善のためのご相談を受ける機会も複数あります。長期投資家と
して上場企業に望む姿を伝えることで、結果として改善の方向に向かっているケースも多くあると認識しています。
その場合における改善要因は当社の対話にのみ拠ると考えることは適当ではなく、インベストメント・チェーン全体
の取組が奏功している可能性もあると認識しており、当社はその中でより能動的な役割を果たすべくスチュワード
シップ活動を行っています。投資先企業だけではなく、規制当局、業界関係者など幅広いステークホルダーと建設
的な対話を持つことも選択肢の一つであると考えています。また、必要に応じ、他の機関投資家と共同して対話
を行う可能性を排除いたしません。

年度の取組

当社では年度に件の企業とのコンタクトを行っております。この中には単独取材に加え決算説明会、
中期経営方針説明会、工場・店舗見学等多岐に渡るものが含まれています。そのうち取締役以上の経営陣の
方との面談を含む単独のミーティング件数は件でした。

自己評価

企業とのエンゲージメントに関しては、ファンダメンタルズリサーチに基づく投資先企業の状況把握・分析に加え、
(6*課題（マテリアリティ）の把握に努めています。エンゲージメントの過程を記録し当社内で共有しています。
グローバルのインベスコ全体での情報のシェアに加えて、外部調査機関を活用したデータ収集分析および社外の
専門家や機関投資家との対話等を通じて、当社におけるエンゲージメントの質の向上に努めており、適切に対応
していると評価しています。
インベスコは運用者主体のエンゲージメント体制を重視しています。投資判断の最終的な意思決定を行うポート
フォリオ・マネジャーが直接建設的な対話を行うことでより実効性を高めています。また各ポートフォリオ・マネジャー
は、それぞれの運用戦略と整合的なサステナビリティをめぐる課題について対話を行っています。
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年度 対話の事例

年度に当社が行った建設的な対話の事例は以下になります。

ケース ：$社

ケース ：%社

$社は(6*に対して以前より先進的に取り組
んできているが、同社の取組をより深く理解す
るため担当執行役員とのミーティングの設定
等を通じて、同社のサステナビリティ、特に(及
び6に関する戦略について対話した。

外部環境の急変の影響もあり%社の収益性
が低下している中、(6*観点から持続的な
企業価値拡大を可能にする取組について、
経営トップとの直接のミーティングの機会等を
通して議論した。

環境に関する活発な取組が企業価値向上
につながっている事例について質問を行い、
全社的な環境に対する取組が評価されて大
口顧客獲得の一因につながった事例が紹介
された。

統合報告書のメッセージを起点に、多様な事
業をグローバルに展開する%社にとって最適な
人材戦略について対話した。

社会に関する事例として男女別の勤続年数
推移と共に、$社のダイバーシティに関する施
策が示された。同社の積極的な姿勢は評価
されうること、また &OXE -DSDQの意義
等について説明した。

ガバナンス体制については外形的には独立性
が高く先進的と見える一方、その実質面での
機能にについて、また強いリーダーシップを持つ
現経営トップのサクセッションプランについての
説明を求めた。

その後開催された(6*説明会にて$社からの
開示が拡充された。また &OXE -DSDQ
への参加が行われた。

経営トップから社外取締役に期待する点、サ
クセッションおよびガバナンスの中長期的展望
が率直に語られた。同時に資本市場により理
解を深めてもらうために(6*を含むサステナビ
リティが事業戦略および企業価値拡大と深く
関わっていることを改めて確認した

同社の長年にわたる(及び6に関する取組が
事業機会の拡大、企業価値の向上につなが
る可能性があり、今後も中長期的な観点か
らのサステナビリティに関する議論を継続して
いく。

(ＳＧにおける経営トップの強いコミットメント
を認識した。今後ともＢ社のサステナビリティ
に関する理解をより深めるため、統合報告書、
サステナビリティレポートを起点とした企業価
値拡大への影響を探る対話を継続していく。

ケース ：&社
政策保有株式を巡る課題について政策保有
先との関係性を含めて議論した。

&社は金融機関として政策株式を保有してい
る。中期計画において削減計画を提示してい
るものの、削減が進むに連れて、その削減幅
は緩やかになっていることも見受けられる。

政策保有の削減は先方の同意を得ることが
難しいケースもあり難航することもあるという実
態が説明された。また保有する政策保有株
式については資産収益性を確認していると
いった説明がなされたものの、当社側は保有
を正当化する理由にはならず、ガバナンスの
観点が問題となる点を強調した。

更に、政策保有先出身の社外取締役が選
任されていることは問題であると指摘した。政
策保有株式の透明性を担保するために、議
決権行使基準あるいは議決権行使結果に
ついての開示等を検討することが望ましいと伝
えた。

&社側からの要望で個別対話の機会を設定
し議論を継続している。直ちに解決する課題
ではないことを踏まえつつも、今後とも継続し
て対話を実施していく。
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年度 対話の事例
ケース ：'社

原則５
ケース ：(社

競争力のある主要国内事業は資
本投下により成長加速の可能性
があるにも関わらず、長期にわたり
赤字である買収事業の対応を含
め資本配分戦略の資本市場との
コミュニケーションがうまくいっておら
ず株価が低迷。

(社はジャスダック市場に属する中
小型銘柄である。社外取締役は
独立役員届出書が提出されてい
ない取締役が１名のみ選任され
ている。

再三にわたり社長含む経営陣との
対話を実施したが、納得できる回
答は得られなかった。そこで、取締
役会の議論の内容を確認し、弊
社の問題意識を伝えるため社外
取締役との対話を依頼した。

当社のガイドラインに基づき、(社
トップである会長および社長に反
対とする議決権行使を行った。

社外取締役との対話が実現。成長
戦略及び資本配分の取締役会に
おける議論について確認。これまで
の資本市場とのコミュニケーションの
失敗による経営戦略及びその実効
性に対する不信感の醸成を指摘し、
コミュニケーションの改善を促した。

機関投資家は、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共に、議決権行使の方針については、
単に形式的な判断基準に留まるのではなく、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。
当社方針
議決権の行使は、スチュワードシップ活動の重要な要素の一つです。原則として、
当社内で独自に策定している「株主議決権行使のガイドライン」に基づいて議決
権を行使しますが、例えば、投資一任契約のお客様が個別のガイドラインを策定
している場合等には、お客様のガイドラインが当社のガイドラインに優先することもあ
ります。当社においては株主議決権行使のガイドライン全文を自社のウェブサイト
上にて開示しています。投資先企業にも当社の議決権行使の考え方を広く周知
し、必要に応じて対話の機会をもっています。
ご参考：スチュワードシップ責任を果たすための方針

行使内容およびその理由について
(社に対話の場において伝えた。
当社の議決権行使ガイドラインの
内容についてもコミュニケーションを
行った。

決算説明会において新社長から
丁寧なコミュニケーションが行われ、
これまでの投資家からの不信感は
一定程度収まる。

当社は以前からこの点について対
話を行っていたが、今総会におい
て会長・社長の賛成比率は％
弱に落ち込み、会社側も改めて
厳しい認識をもったとの回答が得
られた。

今後は資本市場にコミットした経
営戦略の実行と結果としての収益
率の改善が必要であり、確認して
いく。今後新社長との対話の機会
も設定したい。

社外役員が１名のみでは、独立
した社外の目を入れてガバナンス
を強化していくことは期待できない。
次回総会に向けてガバナンス強
化の観点を踏まえて社外取締役
増員が実現するよう引き続き対話
を継続したい。

リンク先：https://www.invesco.com/jp/ja/institutional/footer/stewardshipcode.html

当社は、すべての投資先企業に対して議決権を行使するよう努めています。投資
先企業に対する議決権行使は、(6*の観点も踏まえて投資先企業の持続的成
長に資するかを基準に、投資先企業の状況や当該企業との対話等を反映させ、
議案に対する賛否を判断します。

議決権行使のガイドラインは適宜見直し、投資先企業の持続的な企業価値拡
大に資するような内容となるよう努めています。議案によっては投資先企業との間
に建設的な対話の機会を持った上で、特別な判断を行う場合があります。その場
合は、責任投資委員会において承認を得ます。
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年度の取組

自己評価

当社では独自の「株主議決権行使のガイドライン」を定め、定期的な見直しを行っておりま
す。企業価値拡大およびコーポレート・ガバナンスに対する当社の考え方をより明確にし、ま
た議決権行使の基準における透明性を担保するため、年月および月にその改訂
を行いました。

当社は運用者主導の議決権行使を含むスチュワードシップ活動を重視しています。

年月に前年度の議決権行使の個別議案毎の結果および反対行使理由について
の開示を開始し、年月にも継続して開示を行い、透明性向上を図っています。また
議決権行使結果とその行使理由については投資先企業へ直接伝え、当社の議決権行使
についての考え方に対する投資先企業の理解を深めるべく務めています。
議決権行使結果および企業との対話を含むスチュワードシップ活動については利益相反管
理委員会へ報告し、利益相反の観点から問題のある活動はなかったとの報告を受けていま
す。
議決権行使における透明性をより高めるという観点、また建設的な対話に資する観点から
重要と判断する議決権行使の事例を以下に紹介します。

ケース ：)社

当社は外部の助言会社 ,66社へ委託 から当社のガイドラインに基づく助言を受けておりま
すが、議決権行使に係る意思決定は、当社の株主議決権行使のガイドラインに基づき、当
該企業の株主価値の拡大に貢献するか否か等を勘案した上で、当社が行います。助言会
社との間にも適宜対話を行い、そのサービス運営方針について確認しています。
日本株式運用部、責任投資委員会、利益相反管理委員会において議決権行使結果を
共有し、形式的な行使に陥らないよう、持続的な企業価値拡大という観点に基づいたより
良い議決権行使活動へつなげていきます。
以上から適切に対応していると評価しています。

ケース ：*社

課題

課題

経緯

経緯

国内で独特のビジネスモデルを有する)社
はグローバル展開の一環で海外企業のア
ジア拠点の買収を行った。当該海外企業
から独立役員届出書の提出されない社
外取締役候補者が選任され、その候補
者の適性について会社側の見解を確認し
た。)社は中長期的に更なるグローバル展
開を目指しており、当該海外企業の経営
陣が取締役として参加することが企業価
値拡大の観点からポジティブな影響をもた
らすと考えた。責任投資委員会の承認を
得た上で当該候補者の選任に賛成の行
使を行った。

*社では監査役会の員数が名から名
へ１名減員する内容の議案となり、原則
として経営トップへの反対が検討された。
監査役会は名中３名が社外監査役で
あったが総会後には名中３名と独立性
は向上する。加えて取締役会は名中
名の社外取締役から名中名となり、独
立性が大きく向上する。役員全体の独立
性が向上している点を踏まえ*社のガバナ
ンス体制は強化されていると認識し、責任
投資委員会の承認を得た上で賛成の行
使を行った。

社外取締役の独立性と適性について

議決権行使におけるガイドラインの制定および意思決定は、運用担当者が主体となって行っ
ています。議決権行使の行われる期間に関わらず、当社の議決権行使のガイドラインについ
て投資先企業にコミュニケーションし、また行使結果について伝えています。

取締役会および監査役会の独立性につ
いて

23

日本における議決権活動
年度の集計
 会社提出議案に対する賛成・反対・棄権・白紙委任の議案件数
賛成
$

項目

会社機関に関する議案

白紙委任
'

合計
(

反対比率
%&(







 

監査役の選解任





























































組織再編関連（※2）













買収防衛策の導入・更新・廃止













その他資本政策に関する議案
（※3）











































 



役員報酬（※1）
退任役員の退職慰労金支給
剰余金の処分

資本政策に関する議案
（定款に関する議案を除く）

棄権
&

取締役の選解任

会計監査人の選解任
役員報酬に関する議案

反対
%

定款に関する議案
その他の議案



（※1）・・・役員報酬額改定、ストックオプションの発行、業績連動型報酬制度の導入・改定、役員賞与等
（※2）・・・合併、営業譲渡・譲受、株式交換、株式移転、会社分割等
（※3）・・・自己株式取得、法定準備金減少、第三者割当増資、資本減少、株式併合、種類株式の発行等
同一銘柄を複数の運用財産で保有する場合は、全体で一つの議案として集計しています。
同一議案で、賛成及び反対があった場合は、賛成、反対として集計しています。

 株主提出議案に対する賛成・反対・棄権・白紙委任の議案件数

合計

賛成 $

反対
%

棄権
& 

白紙委任
'

合計
(

反対比率
%&(













同一銘柄を複数の運用財産で保有する場合は、全体で一つの議案として集計しています。
同一議案で、賛成及び反対があった場合は、賛成、反対として集計しています。
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年月の集計
 会社提出議案に対する賛成・反対・棄権・白紙委任の議案件数
賛成
$

項目

会社機関に関する議案

白紙委任
'

合計
(

反対比率
%&(







 

監査役の選解任





























































組織再編関連（※2）













買収防衛策の導入・更新・廃止













その他資本政策に関する議案
（※3）











































 



役員報酬（※1）
退任役員の退職慰労金支給
剰余金の処分

資本政策に関する議案
（定款に関する議案を除く）

棄権
&

取締役の選解任

会計監査人の選解任
役員報酬に関する議案

反対
%

定款に関する議案
その他の議案



（※1）・・・役員報酬額改定、ストックオプションの発行、業績連動型報酬制度の導入・改定、役員賞与等
（※2）・・・合併、営業譲渡・譲受、株式交換、株式移転、会社分割等
（※3）・・・自己株式取得、法定準備金減少、第三者割当増資、資本減少、株式併合、種類株式の発行等
同一銘柄を複数の運用財産で保有する場合は、全体で一つの議案として集計しています。
同一議案で、賛成及び反対があった場合は、賛成、反対として集計しています。

 株主提出議案に対する賛成・反対・棄権・白紙委任の議案件数

合計

賛成 (A)

反対 (B)

棄権 (C)

白紙委任
(D)

合計 (E)

反対比率
B+C/ E













同一銘柄を複数の運用財産で保有する場合は、全体で一つの議案として集計しています。
同一議案で、賛成及び反対があった場合は、賛成、反対として集計しています。
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原則６
機関投資家は、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。

当社方針

当社は、投資先企業の長期的な企業価値向上と持続的成長のために積極的に対話
をすることが運用者としての重要な責務の一つであると認識しており、お客様に向けて適
宜情報開示を行います。ただし、実務上個別の報告ができない場合等には、公開可能
な内容を別途公表することで、個別の報告に代えることもあります。
当社はスチュワードシップ活動の実態に対する開示の充実に努めています、議決権行使
のガイドライン全文、個別行使結果および反対行使の行使理由についてもウェブサイトに
て開示しています。

年度の取組
当社は年月以来「スチュワードシップ・レポート」を発行し、当社が行うエンゲージ
メントの事例に加え(6*インテグレーション、中長期的な持続可能性、すなわちサステナビ
リティについての考え方、当社が考えるコーポレート・ガバナンスのベストプラクティス等スチュ
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対外的に開示しています。

グローバルの取り組みとして(6* ,QYHVWPHQW 6WHZDUGVKLS 5HSRUWおよび&OLPDWH
&KDQJH 5HSRUWを発行しています。

自己評価
当レポートの発行、またウェブサイトにおける開示等によって当社におけるスチュワードシップ
活動の内容を実効的に把握していただける開示に努めており、適切に対応していると評
価しています。
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原則７
機関投資家は、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のほか運用戦略に応じた
サステナビリティの考慮に基づき、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。

継続した取り組み

リサーチ・アナリストおよびポートフォリオ・マネジャーは投資先企業に対する知識・情報を深めるべく日々研鑽を積
んでいます。また当社における人事評価体系も長期投資家としての専門性をより高めるインセンティブに沿った
設計となっています。

年度の取組
当社の議決権行使や投資先企業との建設的な対話を含むスチュワードシップ活動は、責任投資委員会におい
て管理・監督が行われ、利益相反管理委員会が利益相反について監督しています。また当社における経営委
員会およびグローバルのチームにもその結果は共有されています。定期的に活動のレビューを行うことによって、よ
り良いスチュワードシップ活動およびインベストメント・チェーン全体の活性化につなげています。
お客様、国内外の機関投資家、投資先企業といったインベストメント・チェーンを構成する多様なステークホル
ダーと継続して対話やディスカッションを行い、業界全体の知識および理解力の向上に努めています。
年月に当社のスチュワードシップ・レポートを初めて発行し、当レポートは三回目の発行になります。当
社の建設的な対話の事例および建設的な対話に資する観点から重要と判断する議決権行使の事例を紹介
しています。長期的な観点から企業価値の拡大に資するよう、対話の経過を踏まえ、今後の方針を示していま
す。

自己評価

当社においては長期的な視点から投資先企業の持続的な成長を評価することに重きを置き、リサーチ・アナリス
トおよびポートフォリオ・マネジャーが日々研鑽に努めています。そのための当社およびグローバルにおけるサポート
体制を益々充実させています。今後とも運用戦略に応じサステナビリティを考慮した建設的な対話を通じて、投
資先企業の持続的な企業価値拡大に貢献すべく努めていきます。こうした取組を組織として強化しており、適
切に対応していると評価しています。
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本文中でご紹介した「スチュワードシップ責任を果たすための方針」と「利益相反管理方針」が記載されているウェブサイト
へは下記からご確認いただけます。
スチュワードシップ責任を果たすための方針
利益相反管理方針
KWWSVZZZLQYHVFRFRPMSMDLQVWLWXWLRQDOIRRWHUVWHZDUGVKLSFRGHKWPO

https://www.invesco.com/jp/ja/institutional/capabilities/esg.html

※上記は年月現在の85/となり、将来、変更される可能性があります。

ご注意事項
本書は、情報提供目的として、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社（以下、 「弊社」と言います）が作成
したものであり、法令に基づく開示書類でも特定ファンド等の勧誘資料でもありません。本書にて記載された運用
戦略名は、インベスコの責任投資アプローチを説明するために例示目的として掲示するものであり、これらの戦略
を推薦、勧誘をする意図はありません。本書は、信頼できる情報に基づいて作成されたものですが、その情報の
確実性あるいは完結性を表明するものではありません。本書で記載されたランキング並びにレーティング等は、あく
まで参考情報であり、将来の運用 成果を保証するものでもなく、今後も同等のものを確保することを保証するも
のでもありません。本文で詳述した本書の分析は、一定の仮定に基づくものであり、その結果の確実性を表明す
るものではありません。分析の際の仮定は変更されることもあり、それに伴い当初の分析の結果と重要な差異が
生じる可能性もあります。また、本書は、弊社日本株式運用部のエンゲージメントを説明するために、過去の一
時点における 投資先企業との対話事例、または評価事例を掲示いたしますが、あくまで過去の一時点における
事例に過ぎず、将来も同様の事例を継続する保証はございません。 当資料について事前の許可なく複製、引
用、転載、転送を行うことを禁じます。
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