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大樹生命保険株式会社 

スチュワードシップ活動報告書（2022 年） 

（対象期間:2021/7～2022/6） 

 

 

大樹生命保険（以下、「当社」）は、「責任ある投資家」の諸原則＜日本版スチュワードシップ・コー

ド＞への対応方針（当社方針は当社ホームページをご参照ください）を踏まえ、投資先企業との建設

的な「目的をもった対話」を通じて、中⾧期的な視点での投資先企業の企業価値向上や持続的成⾧

を促す観点でスチュワードシップ活動に取り組んでおります。 

議決権行使結果に加え、投資先企業との対話活動も含めたスチュワードシップ活動全体を的確にご

理解いただくことを目的に、以下のとおり当社のスチュワードシップ活動の取組み状況を報告いたします。 

 

 

1.投資先企業との対話 

当社では、投資先企業の企業価値向上に資するよう、投資先企業との定期的な面談や株主総会

の議案に係る意見交換の機会を利用し、建設的な対話を行っております。2021 年度（2021 年 7 月

～2022 年 6 月）においては、合計 158 社・245 件の対話活動を実施いたしました。具体的な対話

活動の事例は以下のとおりです。 

 

（事例①） 

当該企業とは、社外取締役候補者の選任において、同一企業の経営者が継続して選任されている

ことや女性取締役候補者が不在であることなど、取締役の多様性の観点ではやや課題を有していること

から、対話を行っております。 

対話を通じ、同社事業における公共性の観点と女性活躍推進に資する独立した社外取締役の選任

が不可欠であることは急務であり、適切な候補者の選任に取り組んでいることを確認いたしました。当社

からは、多様な視点で経営方針や事業運営が取締役会で議論されることが望ましく、各取締役のスキ

ルマトリックスについても開示を要請いたしました。 

その後、当該企業は、独立社外取締役候補者の増員や女性取締役候補者の選任と共にスキルマ

トリックスを開示しました。取締役会において、多様な視点からの活発な議論が行われているとのことで、

その取組状況の確認を継続しております。 
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（事例②） 

当該企業の中期経営計画は、売上高や営業利益など金額ベースの経営指標を目標に設定、事業

の拡大を主体とした事業経営に軸足を置いたもので、資産や資本に対する効率性の目標設定はありま

せんでした。対話を通じ、収益性改善に関する施策を確認するとともに ROE 等の経営指標を目標として

提示して欲しい旨、継続的に要請していました。 

新たに策定した中期経営計画では、新型コロナウィルス感染症拡大に対応した店舗設備の更新投

資と経費削減による効率性改善に取り組み、投資効率改善を図ることが事業拡大において重要な課

題と認識され、ROE 等金額ベース以外の経営指標が目標として設定されました。また、同指標の改善

に取り組んでいくことも確認いたしました。 

 

（事例③） 

当該企業は、消費者向け企業として、個人消費者向け広告宣伝に力を入れている状況にあります。

最近では、会社概要書や CSR レポートを作成し、同社の多様な取り組みについて丁寧に記載、その充

実に努めています。一方で、財務と非財務の取り組みを一体的に説明する統合報告書の作成は行われ

ていなかったため、その作成に関する取組みについて、対話を行っております。 

対話を通じ、統合報告書の作成は課題であることは認識しているものの、作成に向けての人材の育

成などに努めている段階であり、今後、作成・開示に向けて取り組んでいることを確認いたしました。その

取組状況の確認を継続してまいります。 

 

（事例④） 

当該企業は、過去からいくつかの工場において、火災発生事故が生じていることから、その対応策等の

確認のため、対話を実施いたしました。対話を通じ、安全管理の徹底と施設の定期的な点検・補修を

実施しており、計画的に設備更新も行っていることを確認しました。また、同社の従業員だけでなく協力

企業の従業員に対しても、安全管理意識徹底・向上に向けた研修を実施するとともに全ての工場の設

備点検を実施し、老朽化設備の更新計画の見直しに取り組む旨も確認いたしました。 

当社からは、火災事故による生産設備稼働の停止が生産品目の供給先への混乱を生じさせるだけ

でなく、地域住民への不安を与えるため、工場の安全管理の徹底とともに、近隣住民との良好な関係維

持の重要性をお伝えし、再発防止への継続的な取り組みを行うことを要請いたしました。その後も、当該

企業における安全管理対応につき対話を継続的に実施し、取組状況の確認を行っております。 

 

（事例⑤） 

社債投資先である当該企業と、テーマ債発行のスタンスや計画、気候変動に関する取組みなど、

ESG に関連する対話を実施いたしました。 

当該企業は、経営ビジョンにおいて ESG 経営の実践を掲げており、定期的にテーマ債を発行している

ほか、2050 年度の CO2 排出量実質ゼロを目指し、2030 年度までの中間目標も設定しています。テ

ーマ債については、プロジェクトごとの資金充当状況やインパクトレポーティングを年 1 回掲載しており、情
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報開示に積極的に取り組んでいることを確認しました。 

 当方からは、2050 年 CO2 排出量実質ゼロに向けた技術革新について、今後詳細な算定と情報

開示を検討していただきたい旨お伝えいたしました。 

 

２.議決権行使について 

当社は、議決権行使にあたっては、投資先企業の企業価値の向上や持続的成⾧を促すことにより、

中⾧期的な投資収益の向上に資することを目的に以下の「議決権行使と行使結果の公表に関する方

針」を定めております。 

 

議決権行使と行使結果の公表に関する方針 

 

（1）議決権行使の考え方 

当社は、議決権行使を適切に行うことは、投資先企業の企業価値の向上を通じてお客さまの利益に

資するものと考えており、加えて、機関投資家としての社会的責任を果たす上でも重要であると考えてお

ります。 

このような考え方の下、当社では、「国内株式議決権行使規程」を定め、全ての保有株式について社

内の決裁手続きを経た上で、自らの判断で議決権を行使いたします。 

個々の議案について、投資先企業の経営状況を中⾧期的な視点を踏まえて確認し、必要に応じて投

資先企業との対話を行うなどにより、賛否を判断いたします。 

 

（2）議決権行使に関する社内体制とプロセス 

当社では、運用部門が「国内株式議決権行使規程」に基づき、株主総会の全議案について検討を

行い、以下のような観点を中心に議決権行使の判断を行っております。 

 

＜国内株式議決権行使規程の主な内容＞ 

主な項目 主な内容 

剰余金処分 

当該剰余金処分が、企業の成⾧段階や事業特性、資金需要等に応じた適切な株主還

元であるか、配当性向が一定水準（直近 3 期連続 15％未満、または 100%超）となって

いないか、という視点等を勘案して賛否判断を実施いたします。 

取締役選任 

（解任） 

当該候補者が、経営等に関する豊富な経験や専門的な知見を活用し、適切な監督機能

を発揮できるか、ROE が一定水準（直近 3 期連続 5%未満）となっていないか、不祥事

（反社会的行為もしくは社会的信用失墜行為等）が生じていないか、という視点等を勘案

して賛否判断を実施いたします。また、社外取締役候補者については、外部の独立した立場

で適切な監督機能を発揮できるか、役員会への出席率が 70%以上か、という視点等を勘

案して賛否判断を実施いたします。 
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監査役選任 

（解任） 

当該候補者が、経営等に関する豊富な経験や専門的な知見を活用し、適切な監査機能

を発揮できるか、という視点等を勘案して賛否判断を実施いたします。また、社外監査役候補

者については、外部の独立した立場で適切な監査機能を発揮できるか、役員会への出席率

が 70%以上か、という視点等を勘案して賛否判断を実施いたします。 

定款一部変更 
当該定款変更が、中⾧期的な企業価値向上に資するか、という視点等を勘案して賛否判

断を実施いたします。 

役員報酬改定 

役員報酬の増額改定が、業績不振（ROE が直近 3 期連続 5%未満となっていない

か）や不祥事（反社会的行為もしくは社会的信用失墜行為等）が生じている等、中⾧期

的な企業価値の毀損が懸念される状況で行われていないか、という視点等を勘案して賛否判

断を実施いたします。 

株式報酬付与 

当該株式報酬の付与対象者が、社外者ではないか、インセンティブを付与する者として適

切であるか、また、株式の発行が、既存株主の株式価値を著しく希薄化させるものではない

か、という視点等を勘案して賛否判断を実施いたします。 

会計監査人選任

（解任） 

当該会計監査人の選任（解任）が、中⾧期的な企業価値を毀損するものでないか、とい

う視点等を勘案して賛否判断を実施いたします。 

組織再編関連 
当該組織再編関連が、中⾧期的な企業価値向上に資するか、という視点等を勘案して賛

否判断を実施いたします。 

企業買収防衛策 
株主の株式価値を著しく毀損させるものではないか、という視点等を勘案して賛否判断を実

施いたします。 

その他会社提案 

（自己株式の取得） 

当該自己株式の取得が、特定の者の利益にならないか（その他株主の株式価値を著しく毀

損させるものではないか）、という視点等を勘案して賛否判断を実施いたします。 

（新株発行、増資、減資等） 

当該資本政策が既存株主の株式価値を著しく希薄化させるものではないか、という視点等を

勘案して賛否判断を実施いたします。  

 

「国内株式議決権行使規程」の基準に基づくスクリーニングの結果、スクリーニングに該当しない議案

については、原則、賛成いたします。 

「国内株式議決権行使規程」に基づくスクリーニングの結果、スクリーニングに該当する議案については、

必要に応じて投資先企業との対話により課題解決の取組み状況を確認するなど個別企業の状況を踏

まえた上で賛否を判断いたします。 

具体的には、投資先企業の課題解決に向けた取組みを評価できる場合には議案に賛成し、課題解

決に向けた取組みを評価できない場合や改善が期待できないと判断した場合には議案に反対いたしま

す。なお、議案に賛成した場合でも、改善状況のモニタリングが必要と判断した場合には、事後的に投

資先企業と課題認識の共有化を実施いたします。 
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＜議決権行使プロセス＞ 

 

 

 

（3）議決権行使結果の公表に関する方針 

議決権行使結果については、議案の主な種類ごとに整理・集計して開示するとともに、個別の投資先企

業および議案ごとの結果、各議案の賛否判断理由についても開示しております。 

 

（4）貸株取引に関する方針 

当社は、運用収益獲得を目的に貸株取引を行い、議決権行使に係る権利確定日をまたぐ取引がある

場合には、必要に応じて貸株の返還を求める等、議決権行使の確保に努めております。 
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議決権の行使結果 

 

2021 年度（2021 年 7 月～2022 年 6 月）に株主総会が開催された国内上場企業のうち、当

社の議決権行使の対象企業数は 692 社、議案数は会社提案が 2,810 議案、株主提案が 138 議

案でした。会社提案に 1 件以上反対した企業数は 4 社、議案数は 4 議案、株主提案に賛成した企

業数・議案数は 0 となりました。 

 

 
 

 

※1:合併、営業譲渡・株式移転、会社分割等、※2:自己株式取得、法定準備金減少、第三者割当増資、資本減少等 

 

 

なお、下記につきましては当社 HP で開示しております。 

・投資先企業・議案ごとの議決権行使結果（2021 年 7 月～2022 年 6 月分） 

・会社提案への反対事例の解説 

当社では、中⾧期的な視点からコーポレートガバナンスに課題のある議案や企業価値の毀損に繋がる

＜議決権行使の状況（企業数ベース）＞
合計 （社、比率）

（社）    会社提案全てに賛成 会社提案に1件以上反対

 対象企業 692 688 99.4% 4 0.6%

＜議決権行使の状況（議案数ベース）＞
合計 （議案、比率）

（議案）               賛成               反対

 剰余金処分 470 469 99.8% 1 0.2%

 取締役選任 829 826 99.6% 3 0.4%

 監査役選任 407 407 100.0% 0 0.0%

 定款一部変更 691 691 100.0% 0 0.0%

 退職慰労金支給 25 25 100.0% 0 0.0%

 役員報酬改定 199 199 100.0% 0 0.0%

 新株予約権発行 149 149 100.0% 0 0.0%

 会計監査人選任 9 9 100.0% 0 0.0%

 組織再編関連 ※1 7 7 100.0% 0 0.0%

 その他会社提案 ※2 12 12 100.0% 0 0.0%

 買収防衛策 12 12 100.0% 0 0.0%

合計 （議案、比率）

              賛成               反対

 株主提案 138 0 0.0% 138 100.0%



7 
 

おそれのある議案について、個別企業の状況を把握することに注力いたしました。このような取組みや、取

組みを経て議決権行使判断を行った事例は以下のとおりです。 

 

 

（事例①） 

当該企業は、需要減少に伴う減収減益基調が継続する中、低 ROE が継続していました。また、新

型コロナウィルス感染症拡大の影響もあり、足下の 3 ヵ年中期経営計画においては、目標とする経営指

標の提示はなく、生産性改善や新規事業の取り組みなどの概要を骨子とする計画を公表していました。   

対話を通じ、経費削減などを含めた生産性改善への取組状況を確認するとともに新規事業創出に

向けた社内体制の構築や要員確保について確認できたため、取締役選任議案に賛成いたしました。 

当社から、次期中期経営計画の検討において、現中期経営計画における取組を実績に結び付ける

施策とともに目標とする経営指標を公表し、企業価値向上に資する経営方針を明確に示すことを要請

しております。 

 

（事例②） 

当該企業は、生産している一部機種の部品において、登録されていた材料と異なる材料を使用して

いたことが社内の調査で判明しました。その後外部有識者による調査委員会の調査により、人為的な品

質不適切行為が行われていたことが判明しました。再発防止策の公表はありましたが、引続き品質に関

する不適切行為が散見される状況にあったこと、および同社の調査について、その進捗が遅く、ガバナンス

上の問題が伺えたことから、取締役選任議案に反対いたしました。 

 

（事例③） 

当該企業は、低金利環境の⾧期化とともに地域の人口減少や高齢化などの影響を大きく受けて収

益力が低下、低 ROE が⾧期に渡り継続しています。対話を行い、地域を支える金融機関として、中小

企業の活性化と新規事業創出による地域活性化を主軸とした取り組みを強化するとともに、幅広い視

野を有する人材育成を行うことを軸とする中期経営計画の策定を行っていることなど、収益力を改善する

諸施策を確認いたしました。事業環境は厳しいものの、真摯に収益力強化に取り組んでいる姿勢を確

認できたことから、取締役選任議案に賛成いたしました。 

 

（事例④） 

当該企業は、一部業務において不適切な取り扱いが発覚しました。対話を実施し、業務処理結果が

取引先等へ重大な影響を与えていないことを確認するとともに、社外取締役が主体となり、当該事案の

原因究明と再発防止策の策定を行うだけでなく、全ての業務について適切性の調査を実施していること

を確認しました。社外取締役が主体となり対策策定に関与・指導を行なうなど、同社のガバナンスがしっ

かりと機能していること、不祥事に真摯に対応していること等が確認できたことから、取締役選任議案に

賛成いたしました。 
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当社からは、再発防止策の徹底とともにコンプライアンス意識の浸透とコミュニケーション活性化による

組織風土改革を強く要請し、その後の対話においても、経営陣を含めた組織全体での取組状況の確認

を継続しております。 

 

（事例⑤） 

当該企業は、新型コロナウィルス感染症の影響に加え、食材価格・物流費の高騰、人手不足等の要

因から、低 ROE が継続しています。そのため、人材の配置転換、ロボット導入、分単位の適正労働時

間管理、家賃契約の見直しなど費用圧縮を進めつつ、国内の不採算店舗閉鎖などを実施しています。

一方、海外事業の拡大は継続しており、積極的な海外展開を 3 ヵ年中期経営計画の成⾧戦略として

います。その計画の目標利益を達成した場合でも ROE 水準が低位にとどまること、計画に ROE 目標が

なかったことから、対話を実施いたしました。対話を通じても、成⾧戦略による収益向上策が不明瞭でし

た。また、ROE 目標やその改善策を確認できなかったことから、取締役選任議案に反対いたしました。 

 

 

３.スチュワードシップ活動推進会議の活動状況 

当社は、2017 年度に、お客さま利益の確保や利益相反の防止、及びスチュワードシップ活動全体の

充実・促進等に向けて、「スチュワードシップ活動推進会議」を新たに設置いたしました。 

[詳細につきましては、スチュワードシップ活動に関する利益相反管理の方針の(2)をご参照ください。] 

同会議での主な付議内容は以下の通りです。 

 

・スチュワードシップ活動の取組み状況の報告 

・生命保険協会のスチュワードシップワーキング活動について報告 

・国内株式議決権行使規程に定める重要議案の賛否案について協議 

 

 

今後もスチュワードシップ活動推進会議での議論を通じて、スチュワードシップ活動の一層の充実に努め

てまいります。 

 

 

以上 


