会員のスチュワードシップ活動等の状況
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●本表は、当協会会員各社がウェブサイトに公開しているスチュワードシップ活動等およびそのURLを、会員各社からの情報提供に基づき掲載するものです。また、会員各社によるスチュワードシップ活動の全体を示すものではありません。
●クリックしてもウェブページやファイル等にアクセス出来ない場合や、上手くクリック出来ない場合は、URLをコピーしてブラウザのアドレスバーに貼り付けてアクセスして下さい。

会社名
ア行
アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社

あすかアセットマネジメント株式会社
アストマックス投信投資顧問株式会社

アセットマネジメントOne株式会社
アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社
アライアンス・バーンスタイン株式会社

アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
池田泉州投資顧問株式会社

スチュワードシップ活動等
日本版スチュワードシップ・コードの受入れ表明
日本版スチュワードシップ・コードに関する基本方針
利益相反管理方針の概要
議決権行使に係る基本方針
国連責任投資原則（PRI）への署名について
「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≫への
取組みについて
利益相反管理方針
議決権行使に対する基本方針と議決権行使体制
国内株式株主議決権行使ガイドライン
国内株式議決権行使状況
スチュワードシップ活動のご報告と自己評価
「日本版スチュワードシップ・コード」の受入れについて
議決権行使
「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≫につ
いて
利益相反管理方針
議決権行使に関する基本方針
「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≫への
アセットマネジメントOneの取組方針
「日本版スチュワードシップ・コード」への取組みについて
日本版スチュワードシップ・コードに関する表明
議決権行使の考え方
利益相反管理方針の概要
「日本版スチュワードシップ・コード」の受入れについて
当グループのESGアプローチ
日本版スチュワードシップ・コードについて
「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≫に対
する当社の取組みについて
利益相反管理方針
議決権行使の基本方針
議決権行使の結果
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スチュワードシップ活動等のURL
https://www.axa-im.co.jp/ja/stewardship_code
https://www.axa-im.co.jp/ja/conflict-of-interest-mangement
https://www.axa-im.co.jp/documents/20195/47020/proxy-voting-JP-MANUAL.pdf

http://www.alamco.co.jp/stewardship/h721u3000000392t-att/20140811.pdf

http://www.alamco.co.jp/stewardship/index.html
http://www.alamco.co.jp/company/a2jrva0000007wy2-att/conflict_of_interest.pdf

http://www.alamco.co.jp/company/a2jrva0000007wy2-att/201710basicpolicy.pdf
http://www.alamco.co.jp/company/a2jrva0000007wy2-att/20170831Guidelines.pdf

http://www.alamco.co.jp/company/votingright/_index.html
http://www.alamco.co.jp/company/stewardship/_index.html
http://www.asuka-asset.com/pdf/stewardship.pdf
http://www.asuka-asset.com/voting.html
http://www.astmaxam.com/about/stewardship.html
http://www.astmaxam.com/about/conflict.html
http://www.astmaxam.com/about/voting_rights.html
http://www.am-one.co.jp/company/stewardship/
http://www.aberdeen-asset.co.jp/ja/japanretail/policies/stewardship

http://www.alliancebernstein.co.jp/about/policies/stewardship
http://www.alliancebernstein.co.jp/about/policies/proxy_voting
http://www.alliancebernstein.co.jp/about/policies/conflict
https://jp.allianzgi.com/ja-jp/about-allianz-global-investors/allianz-global-investors-japan-ltd

https://jp.allianzgi.com/ja-jp/our-firm/esg
http://www.eastspring.co.jp/company/stewardshipcode.php
http://www.ikegin-im.co.jp/pdf/stewardshipcord.pdf
http://www.ikegin-im.co.jp/pdf/riekisouhan.pdf
http://www.ikegin-im.co.jp/pdf/giketukenhousin.pdf
http://www.ikegin-im.co.jp/pdf/giketukenkekka.pdf
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●本表は、当協会会員各社がウェブサイトに公開しているスチュワードシップ活動等およびそのURLを、会員各社からの情報提供に基づき掲載するものです。また、会員各社によるスチュワードシップ活動の全体を示すものではありません。
●クリックしてもウェブページやファイル等にアクセス出来ない場合や、上手くクリック出来ない場合は、URLをコピーしてブラウザのアドレスバーに貼り付けてアクセスして下さい。

会社名
いちよしアセットマネジメント株式会社

スチュワードシップ活動等
「責任ある機関投資家」としての取組みについて
議決権等行使に関する基本方針
スチュワードシップ活動の概況
利益相反管理方針の概要
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
日本版スチュワードシップ・コードへの取組みについて
利益相反管理方針
議決権行使と議決権行使結果について
スチュワードシップ活動の概況
株式会社ウィズ・パートナーズ
「日本版スチュワードシップ・コード」に係る当社の取組方針
利益相反管理基本方針
議決権行使の方針
ウエリントン・マネージメント・ジャパン・ピーティーイー･リミテッド 「日本版スチュワードシップ・コード」への取組みについて
議決権行使基本方針と議決権行使体制および議決権行使結果について
スチュワードシップコードに関する報告
HCアセットマネジメント株式会社
スチュワードシップコードの受入体制について
スチュワードシップ活動の実施状況の振り返り
SBIアセットマネジメント株式会社
「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≫の受
入れについて
スチュワードシップ方針
スチュワードシップ活動のご報告（2016 年7 月～2017 年6 月）
スチュワードシップ活動のご報告（2015 年5 月～2016 年6 月）
スチュワードシップ活動のご報告（2014 年5 月～2015 年6 月）
MFSインベストメント・マネジメント株式会社
責任ある投資家としての取り組み
MU投資顧問株式会社
「日本版スチュワードシップ・コード」各原則への対応方針
岡三アセットマネジメント株式会社
日本版スチュワードシップ・コードの受入れと当社の取組み・方針等について
カ行
カレラアセットマネジメント株式会社
株主総会の議決権行使結果(2017年3月-2018年4月)
キャピタル アセットマネジメント株式会社
スチュワードシップコード7原則への対応を明記
クレアシオン・キャピタル株式会社
日本版スチュワードシップ・コードの受け入れについて
議決権行使のためのガイドライン
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
スチュワードシップ活動に関する方針、利益相反管理方針、議決権行使指
図の個別開示、その他スチュワードシップ活動について
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スチュワードシップ活動等のURL
https://www.ichiyoshiam.jp/stewardship
https://www.ichiyoshiam.jp/voting
https://img.ichiyoshi.co.jp/am/sp/pdf/201709.pdf
https://www.ichiyoshiam.jp/conflict
http://www.invesco.co.jp/footer/stewardshipcode.html
http://www.invesco.co.jp/footer/stewardshipcode.html#riekisouhan

http://www.invesco.co.jp/footer/proxy.html
http://www.invesco.co.jp/footer/pdf/stewardship_20170831.pdf
http://www.whizp.com/steward/
http://www.whizp.com/conflict/
http://www.whizp.com/decision/
https://www.wellington.com/japan/stewardship-code/
https://www.wellington.com/japan/disclosure/
https://www.wellington.com/japan/all-insights/
http://fromhc.com/company/stewardship/
http://fromhc.com/pdf/jssc_pri/jssc_pri_2018.pdf
http://www.sbiam.co.jp/unyo/unyo_stewardshipCode.html
http://www.sbiam.co.jp/unyo/unyo_stewardshipCode.html
http://www.sbiam.co.jp/0569ff144d54d28f2b6afa8f36568221329a764f.pdf

http://www.sbiam.co.jp/unyo/pdf/1611_katsudohokoku.pdf
http://www.sbiam.co.jp/unyo/pdf/1511_katsudohokoku.pdf
https://www.mfs.com/wps/portal/mfsjapan/footer-page?contentId=templatedata/internet-jp/article/data/stewardship_code

http://www.mu-iv.co.jp/management/JapaneseSS.html
http://www.okasan-am.jp/company/stewardship.html
http://www.carrera-am.co.jp/news/29.html
http://www.capital-am.co.jp/guide/steward.html
http://www.crea-cp.com/pdf/stewardship.pdf
http://www.crea-cp.com/pdf/resolution.pdf
https://www.gsam.com/japan/gsitm/company/stewardship.html
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●本表は、当協会会員各社がウェブサイトに公開しているスチュワードシップ活動等およびそのURLを、会員各社からの情報提供に基づき掲載するものです。また、会員各社によるスチュワードシップ活動の全体を示すものではありません。
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会社名
コムジェスト・アセットマネジメント株式会社
サ行
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

シオズミアセットマネジメント株式会社

ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ジャパン株式会社

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社

株式会社ストラテジックキャピタル

スパークス・アセット・マネジメント株式会社
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
タ行
大和証券株式会社
大和証券投資信託委託株式会社
大和住銀投信投資顧問株式会社

スチュワードシップ活動等
日本版スチュワードシップ・コード

スチュワードシップ活動等のURL
https://www.comgest.co.jp/stewardship-code/

日本版スチュワードシップ・コード7原則に対する取り組み
利益相反管理方針の概要
議決権行使等に関する基本的考え方
日本版スチュワードシップ・コード受入表明の公表
「コードの各原則に基づく公表項目」の公表
議決権行使に関する基本方針
日本版スチュワードシップ・コードの受け入れについて
スチュワードシップ責任を果たすための責任について
議決権行使内容
「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≫への
取組方針
議決権行使のガイドライン、議決権行使結果およびスチュワードシップ活動の
概況
利益相反管理方針
「日本版スチュワードシップ・コード」への対応方針
利益相反管理方針の概要
議決権行使に関する基本方針
議決権行使結果の個別開示について
スチュワードシップコード
株主総会
株主提案
送付書面
日本版スチュワードシップ・コードへの対応方針
日本版スチュワードシップコード対応方針
スチュワードシップ活動報告

https://www.jpmorganasset.co.jp/jpec/ja/policy/pdf/stewardship20171128.pdf

http://www.jpmorgan.co.jp/country/JP/JA/japan-jpmamj_mngmt_policy

https://www.jpmorganasset.co.jp/wps/portal/Policy/Guideline
http://www.shiozumi-asset.com/jp/
http://www.shiozumi-asset.com/pdf/stewardship.pdf
http://www.shiozumi-asset.com/jp/
https://www.janushenderson.com/jpii/content/about-us-henderson-jp
https://az768132.vo.msecnd.net/documents/20273_2017_08_10_04_19_39_583.gzip.pdf

https://www.janushenderson.com/henderson/content/responsible-investment

http://www.skam.co.jp/stewardship/
http://www.skam.co.jp/guideline/
http://www.skam.co.jp/coi/
https://www.simplexasset.com/Stewardship.html
https://www.simplexasset.com/cnflctsints.html
https://www.simplexasset.com/exercise.html
https://www.simplexasset.com/exercisedt.html
http://stracap.jp/stewardship
http://stracap.jp/meeting
http://stracap.jp/proposal
http://stracap.jp/letter_to_management
https://www.sparx.co.jp/stewardship.html
http://www.sjnk-am.co.jp/institutional/stewardship.html
http://www.sjnk-am.co.jp/institutional/stewardship_report.html

「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》の受入 http://www.daiwa.jp/doc/140530.html
れについて（2017年6月更新）
当社のスチュワードシップ活動について
http://www.daiwa-am.co.jp/company/managed/result.html
（責任ある投資家としての取組み）
http://www.daiwasbi.co.jp/company/stewardship/index.html
日本版スチュワードシップ・コードに関する当社の取り組み

3 / 9 ページ

会員のスチュワードシップ活動等の状況

2018/6/1 作成

ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 ワ行
●本表は、当協会会員各社がウェブサイトに公開しているスチュワードシップ活動等およびそのURLを、会員各社からの情報提供に基づき掲載するものです。また、会員各社によるスチュワードシップ活動の全体を示すものではありません。
●クリックしてもウェブページやファイル等にアクセス出来ない場合や、上手くクリック出来ない場合は、URLをコピーしてブラウザのアドレスバーに貼り付けてアクセスして下さい。

会社名

株式会社大和ファンド・コンサルティング
タワーズワトソン・インベストメント・サービス株式会社
ちばぎんアセットマネジメント株式会社

中銀アセットマネジメント株式会社

T&Dアセットマネジメント株式会社

ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

東海東京アセットマネジメント株式会社

東京海上アセットマネジメント株式会社

TORANOTEC投信投資顧問株式会社

スチュワードシップ活動等
（責任ある投資家としての取組み）
スチュワードシップ活動について（議決権行使等）
（責任ある投資家としての取組み）
国連責任投資原則への署名
利益相反管理方針
「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>>につ
いて
｢受入れ表明｣を行ったウェブサイトのアドレス
｢コードの各原則に基づく公表項目｣の公表を行ったウェブサイトのアドレス
日本版スチュワードシップ・コード
議決権行使の基本方針
議決権行使結果の個別開示
「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）に係る
当社の取り組みについて
利益相反管理方針
議決権行使における考え方等について
2016年度における当社の取り組み内容について
日本版スチュワードシップ・コード対応方針
スチュワードシップ活動報告
議決権行使の考え方及び行使結果
国連責任投資原則への賛同について
日本版スチュワードシップ・コードの受け入れについて
日本版スチュワードシップ・コードの受け入れと行動方針
利益相反管理方針の概要
議決権行使に関する基本方針
スチュワードシップ責任に対する取組み方針
議決権行使状況
スチュワードシップ活動概要
責任投資原則
議決権行使
利益相反管理方針
日本版スチュワードシップ・コードについて
議決権行使基準
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スチュワードシップ活動等のURL
http://www.daiwasbi.co.jp/company/guideline/index.html
http://www.daiwasbi.co.jp/company/signing/index.html
http://www.daiwasbi.co.jp/company/conflict/index.html
http://www.daiwa-fc.co.jp/corporateinformation/3index.html
http://www.towerswatson.com/ja-JP/Services/our-solutions/investment
https://www.towerswatson.com/-/media/Pdf/Services/services-investment/Stewardship-Code-Nov2017.pdf?la=ja-JP&hash=0AEDF6B7C91FD04924A889D65BE6E80FA1DF2297

http://www.chibagin-am.co.jp/company/operation/code/
http://www.chibagin-am.co.jp/company/operation/basic/
http://www.chibagin-am.co.jp/company/operation/result/
http://www.chugin-am.jp/stewardship.pdf
http://www.chugin-am.jp/conflict.pdf
http://www.chugin-am.jp/info/vote.html
http://www.chugin-am.jp/file/news/5f54d6c0cb14458c.pdf
http://www.tdasset.co.jp/company/principles/stewardship/
http://www.tdasset.co.jp/company/principles/engagement/
http://www.tdasset.co.jp/company/principles/voting/
http://www.tdasset.co.jp/company/principles/unpri/
https://www4.troweprice.com/gis/content/dam/tpd/legal-documents/Stewardship_TPD_Japan_EN.pdf

https://funds.dws.com/jp/Stewardshipcode
https://funds.dws.com/jp/ImportantNotice/PrincipleofManagingConflict

https://funds.dws.com/jp/ImportantNotice/ProxyVotingPolicies
http://www.tfr.co.jp/publics/index/59/
http://www.tfr.co.jp/publics/index/63/
http://www.tfr.co.jp/publics/index/62/
http://www.tokiomarineam.co.jp/company/stewardship_code
http://www.tokiomarineam.co.jp/company/vote
http://www.tokiomarineam.co.jp/company/conflicts
http://toranotecasset.com/2016/11/22/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%89%88%e3%82%b9%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%b7%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%bb%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/

http://toranotecasset.com/wp-content/uploads/2016/12/stewardship_1_20140826.pdf
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会社名

ナ行
ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ株式会社
日興アセットマネジメント株式会社

ニッセイアセットマネジメント株式会社

日本アジア・アセット・マネジメント株式会社

日本生命保険相互会社
ニューバーガー・バーマン株式会社

農中信託銀行株式会社
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

スチュワードシップ活動等

スチュワードシップ活動等のURL

議決権行使ガイドライン
議決権行使結果
議決権行使の考え方

http://toranotecasset.com/wp-content/uploads/2016/12/stewardship_2_20171121.pdf

日本版スチュワードシップ・コードの遂行状況に対する自己評価
日興アセットマネジメントのスチュワードシップ方針
「スチュワードシップ＆議決権政策監督委員会」の設置
「スチュワードシップ活動のご報告と自己評価（2017年）」の公表について
議決権等行使指図ガイドライン
議決権行使結果
日本株議決権行使結果の個別開示
Stewardship Code
Public Release of Stewardship Activities Report and Self-assessment
(
) Voting Rights
Proxy
Voting Rights Results
「責任ある投資家」としての取り組み
日本版スチュワードシップ・コードへの対応
ESGへの取組み
議決権行使について
国内株式議決権行使の方針と判断基準
スチュワードシップ活動の振り返りと自己評価
日本版スチュワードシップ・コードに基づく行動方針
利益相反管理基本方針
株主議決行使に係る基本方針とプロセス
日本版スチュワードシップ・コードに関する取組
スチュワードシップコード活動方針
ガバナンス及びエンゲージメント原則
コーポレート・ガバナンス、議決権行使ガイドライン
議決権行使ポリシー及びその手続き細則
利益相反管理方針の概要
日本版スチュワードシップ・コードの受け入れについて
日本版スチュワードシップ・コードの取組方針

http://www.im.natixis.co.jp/pi/jp/Regulatory%20Information?lc=ja_JP&p=1415697880644

http://toranotecasset.com/wp-content/uploads/2017/news_giketu_2017.pdf

http://toranotecasset.com/2016/11/22/voteright/
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http://www.nikkoam.com/about/stewardshipcode/policy
http://www.nikkoam.com/files/lists/release/2016/160622_01.pdf

http://www.nikkoam.com/about/stewardshipcode/policy-2
http://www.nikkoam.com/about/vote/summary
http://www.nikkoam.com/about/vote/list
http://www.nikkoam.com/about/vote/results
http://en.nikkoam.com/stewardship-code
http://en.nikkoam.com/stewardship-code-president-letter
http://en.nikkoam.com/voting-rights
http://en.nikkoam.com/voting-rights-results
https://www.nam.co.jp/company/responsibleinvestor/index.html
https://www.nam.co.jp/company/responsibleinvestor/stewardship.html

https://www.nam.co.jp/company/responsibleinvestor/esg.html
https://www.nam.co.jp/company/responsibleinvestor/cvr.html
https://www.nam.co.jp/company/responsibleinvestor/policy.html
https://www.nam.co.jp/company/responsibleinvestor/report.html
http://www.ja-am.jp/policy/stewardship
http://www.ja-am.jp/policy/conflict
http://www.ja-am.jp/policy/vote
http://www.nissay.co.jp/kaisha/otsutaeshitai/shisan_unyou/ssc
https://www.nb.com/pages/Public/ja-jp/jstewardshipcode.aspx
https://www.nb.com/Documents/Public/ja-jp/J_Governance_and_Engagement_Principles.pdf

https://www.nb.com/Documents/Public/ja-jp/J_nb_proxy_policy_guidelines.pdf
https://www.nb.com/Documents/Public/ja-jp/J_nb_proxy_policy_procedures.pdf

https://www.nb.com/Documents/Public/ja-jp/J_Conflicts_of_interest.pdf
http://www.nochutb.co.jp/日本版スチュワードシップ・コードの受け入れについて/

https://www.ja-asset.co.jp/company/stewardship/index.html

会員のスチュワードシップ活動等の状況

2018/6/1 作成

ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 ワ行
●本表は、当協会会員各社がウェブサイトに公開しているスチュワードシップ活動等およびそのURLを、会員各社からの情報提供に基づき掲載するものです。また、会員各社によるスチュワードシップ活動の全体を示すものではありません。
●クリックしてもウェブページやファイル等にアクセス出来ない場合や、上手くクリック出来ない場合は、URLをコピーしてブラウザのアドレスバーに貼り付けてアクセスして下さい。

会社名

野村アセットマネジメント株式会社
野村信託銀行株式会社
ハ行
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社

バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社
BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社
BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社

BFCアセットマネジメント株式会社
PGIMジャパン株式会社

ピクテ投信投資顧問株式会社

フィデリティ投信株式会社

スチュワードシップ活動等
利益相反管理のための基本方針
議決権行使ガイドライン
議決権行使結果の個別開示
責任投資への取組み
利益相反管理方針
日本版スチュワードシップ・コード改訂への対応について
日本版スチュワードシップ・コード受入表明
スチュワードシップ活動に関する基本方針
スチュワードシップ活動に関する報告
利益相反管理方針の概要
議決権行使に関する基本方針とプロセス
日本版スチュワードシップ・コード
日本版スチュワードシップ・コードへの賛同表明
日本版スチュワードシップ・コード
当社の議決権行使に係るルール
利益相反管理方針
日本版スチュワードシップ･コードへの対応
（2017年改正版）日本版スチュワードシップ・コードの受け入れについて
議決権行使の指図に関する考え方（「議決権行使結果のお知らせ」も同
ページ内からアクセス可能）
利益相反管理についての考え方
国連責任投資原則への対応（UN PRI - Principles Responsible
Investment）
お客様本位の業務運営に係る基本方針
「日本版スチュワードシップ・コード」への取り組み方針
議決権行使に関する方針
議決権行使結果
責任投資への取り組み
「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≫とス
チュワードシップ責任を果たすための方針
責任投資方針/議決権行使ガイドライン
議決権行使の状況
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スチュワードシップ活動等のURL
https://www.ja-asset.co.jp/others/interestpolicy/index.html
https://www.ja-asset.co.jp/company/stewardship/__icsFiles/afieldfile/2018/03/01/giketsuken_guidelines_201803.pdf

https://www.ja-asset.co.jp/company/stewardship/proxyvoting/index.html
http://www.nomura-am.co.jp/corporate/service/responsibility_investment/

http://www.nomura-am.co.jp/corporate/service/conflict/
http://www.nomura-trust.co.jp/company/stewardship/
https://www.pinebridge.co.jp/stewardship_code.html
https://www.pinebridge.co.jp/common/pdf/stewardship_code.pdf
https://www.pinebridge.co.jp/common/pdf/stewardship_code_report.pdf

https://www.pinebridge.co.jp/conflict_of_interest.html
https://www.pinebridge.co.jp/proxy_voting.html
https://www.vanguardjapan.co.jp/retail/stewardship-code.htm
http://bnpparibas-am.jp/servlets/Query?SRC=bnppip/page/stewardship

http://www.bnymellonam.jp/about/stewardship
http://www.bnymellonam.jp/about/rule
http://www.bnymellonam.jp/about/interestconf
http://www.bfcam.co.jp/company/stewardship.html
http://www.pgimjp.com/stewardship.html
http://www.pgimjp.com/giketsuken.html
http://www.pgimjp.com/riekisouhan.html
http://www.pgimjp.com/unpri.html
http://www.pgimjp.com/service_policy.html
https://www.pictet.co.jp/company/policy/stewardshipcode
https://www.pictet.co.jp/company/policy/proxy_voting
https://www.pictet.co.jp/company/policy/proxy_voting_results
http://www.fidelity.co.jp/fij/about/esg.html
http://www.fidelity.co.jp/fij/about/governance/policy.html
http://www.fidelity.co.jp/fij/about/governance/guideline.html
http://www.fidelity.co.jp/fij/about/governance/voting.html
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●本表は、当協会会員各社がウェブサイトに公開しているスチュワードシップ活動等およびそのURLを、会員各社からの情報提供に基づき掲載するものです。また、会員各社によるスチュワードシップ活動の全体を示すものではありません。
●クリックしてもウェブページやファイル等にアクセス出来ない場合や、上手くクリック出来ない場合は、URLをコピーしてブラウザのアドレスバーに貼り付けてアクセスして下さい。

会社名
富国生命投資顧問株式会社

プリンシパル・グローバル・インベスターズ株式会社
ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社
マ行
マイルストン アセット マネジメント株式会社
マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社

みさき投資株式会社
みずほ信託銀行株式会社

三井住友アセットマネジメント株式会社

スチュワードシップ活動等
投資不適格指定方針フレームワーク
責任投資体制
スチュワードシップ責任に関する基本方針
議決権行使に関する基本方針
利益相反管理方針
スチュワードシップ活動の概況
議案別議決権行使状況
日本版スチュワードシップ・コードに対する方針
議決権行使に関する方針
スチュワードシップ・コードについて
議決権行使に関する基本方針
日本版スチュワードシップ・コードに関する基本方針
利益相反管理方針
日本版スチュワードシップ・コードの受入れについて
責任投資原則
議決権行使の結果について
日本版スチュワードシップ・コードの受入れ表明
『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≫への
取組方針
受託資産運用における議決権行使ガイドライン（国内株式）
スチュワードシップ責任を果たすための活動状況
議決権行使状況
「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≫の改
訂に伴う方針の改定・公表について
国内株式の議決権⾏使結果の個別開⽰について
責任投資について
日本版スチュワードシップ・コードの受入れについて
2017年4月－2018年3月のエンゲージメント活動実績
日本版スチュワードシップ・コードの遂行状況に対する自己評価
議決権行使に関する基本方針
国内株式議決権行使結果
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スチュワードシップ活動等のURL
http://www.fidelity.co.jp/fij/about/governance/framework.html
http://www.fukoku-cm.co.jp/company-profile/responsibilityinvestment.html

http://www.fukoku-cm.co.jp/company-profile/stewardship.html
http://www.fukoku-cm.co.jp/company-profile/voting.html
http://www.fukoku-cm.co.jp/company-profile/interestsoperating.html

http://www.fukoku-cm.co.jp/company-profile/stewardship.html
http://www.fukoku-cm.co.jp/company-profile/voting.html
http://www.principalglobal.jp/stewardshipcode.html
http://www.principalglobal.jp/giketsuken.html
https://www.bayview.co.jp/policy/stewardship_code/
https://www.bayview.co.jp/proxy_voting/

http://www.mamj.com/expression/index.html
http://www.mamj.com/profit/
http://www.mamj.co.jp/file/JapanStewardshipCode.pdf
http://www.manulifeam.com/jp/About-Us/21474838795/1041/
http://www.mamj.co.jp/file/ProxyVotingResults.pdf
http://www.misaki-capital.com/Documents/日本版スチュワードシップコードの受入れ表明_みさき投資.pdf

https://www.mizuho-tb.co.jp/corporate/unyou/index.html
https://www.mizuho-tb.co.jp/corporate/unyou/kokunai_giketsuken.html
https://www.mizuho-tb.co.jp/corporate/unyou/stewardship_katsudo.html

https://www.mizuho-tb.co.jp/corporate/unyou/giketsuken_koushi.html
http://www.smam-jp.com/documents/www/NEWS/news/migration/press20170630.pdf
http://www.smam-jp.com/documents/www/NEWS/news/migration/press20170831.pdf

http://www.smam-jp.com/company/responsibility_investment/index.html
http://www.smam-jp.com/company/responsibility_investment/stewardshipcode/index.html
http://www.smam-jp.com/company/responsibility_investment/stewardshipcode/engagement.html
http://www.smam-jp.com/company/responsibility_investment/stewardshipcode/self_evaluation.html

http://www.smam-jp.com/company/responsibility_investment/voting/index.html
http://www.smam-jp.com/company/responsibility_investment/voting/result.html
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●本表は、当協会会員各社がウェブサイトに公開しているスチュワードシップ活動等およびそのURLを、会員各社からの情報提供に基づき掲載するものです。また、会員各社によるスチュワードシップ活動の全体を示すものではありません。
●クリックしてもウェブページやファイル等にアクセス出来ない場合や、上手くクリック出来ない場合は、URLをコピーしてブラウザのアドレスバーに貼り付けてアクセスして下さい。

会社名
三井住友信託銀行株式会社

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

三菱UFJ国際投信株式会社
明治安田アセットマネジメント株式会社

ヤ行
UBSアセット・マネジメント株式会社

株式会社 ユキ・マネジメント・アンド・リサーチ

ラ行
ラザード・ジャパン・アセット・マネージメント株式会社

スチュワードシップ活動等
ESG投資について
日本版スチュワードシップ・コードへの対応
当社のスチュワードシップ活動状況
議決権行使の考え方
国内株式議決権行使結果
利益相反管理方針（概要）
スチュワードシップレポート
「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》
議決権行使
利益相反管理方針（概要）
議決権行使ガイドライン
スチュワードシップ活動の状況 （2016年 7月～ 2017年 6月）
「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－ド≫の
受け入れについて
「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－ド≫改
訂への対応について
「スチュワードシップ活動諮問委員会の新設」について
スチュワードシップ活動（スチュワードシップコードへの対応方針、議決権行使
の方針、議決権行使結果、スチュワードシップ活動報告等）
日本版スチュワードシップ･コードの受入れについて
利益相反管理方針
議決権行使に関する基本方針
責任ある機関投資家としての取組み

スチュワードシップ活動等のURL
http://www.smam-jp.com/company/responsibility_investment/esg/index.html

http://www.smtb.jp/business/instrument/voting/stewardship.html
http://www.smtb.jp/business/instrument/voting/stewardship_activity.html

http://www.smtb.jp/business/instrument/voting/construction.html
http://www.smtb.jp/business/instrument/voting/voting_right.html

http://www.smtb.jp/general/management/
http://www.smtb.jp/business/instrument/voting/pdf/STEWARDSHIP%20REPORT%202017.pdf

http://www.smtam.jp/company/policy/stewardship/
http://www.smtam.jp/company/policy/voting/
http://www.smtam.jp/company/policy/coi/
http://www.smtam.jp/shared/images/company/policy/voting/images/guideline201802.pdf

http://www.smtam.jp/shared/images/company/policy/voting/images/FY2017.pdf

http://www.smtam.jp/shared/pdf/news/PR2014_001.pdf
http://www.smtam.jp/shared/pdf/news/PR2017_004.pdf
http://www.smtam.jp/shared/pdf/news/PR2017_015.pdf
https://www.am.mufg.jp/corp/operation/stewardshipcode.html
http://www.myam.co.jp/about/stewardship/
http://www.myam.co.jp/about/interest/
http://www.myam.co.jp/about/voting/
http://www.myam.co.jp/about/un-pri/

スチュワードシップ責任に対する当社の取り組み方針
グローバル・スチュワードシップ・ステートメント
議決権行使に関する基本方針
利益相反管理方針の概要
「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>の対応
方針
議決権行使

http://japan1.ubs.com/am/pages/importance/ssc
http://japan1.ubs.com/am/files/global_steward.pdf
http://japan1.ubs.com/am/pages/importance/rights
http://japan1.ubs.com/am/pages/importance/profit
http://yukijapan.com/stewardship.html

スチュワードシップ・コード

http://www.lazardnet.com/lam/jp/StewardshipCode_JP.html
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http://yukijapan.com/giketsu.html
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●本表は、当協会会員各社がウェブサイトに公開しているスチュワードシップ活動等およびそのURLを、会員各社からの情報提供に基づき掲載するものです。また、会員各社によるスチュワードシップ活動の全体を示すものではありません。
●クリックしてもウェブページやファイル等にアクセス出来ない場合や、上手くクリック出来ない場合は、URLをコピーしてブラウザのアドレスバーに貼り付けてアクセスして下さい。

会社名

ラッセル・インベストメント株式会社

リクソー投信株式会社

レオス・キャピタルワークス株式会社

ロベコ・ジャパン株式会社

スチュワードシップ活動等
議決権行使に関する基本方針
議決権行使に関する基本方針（利益相反管理方針）
議決権行使結果
議決権行使個別開示
「日本版スチュワードシップ・コード」の受入れ表明および方針
議決権行使の考え方および議決権行使結果
ラッセル・インベストメントの責任投資について
ラッセル・インベストメント グループによる積極的なスチュワードシップと議決権
行使等に関する資料
スチュワードシップ・コード
利益相反管理方針の概要
議決権行使に対する基本姿勢
責任投資原則
弊社ＨＰ スチュワードシップ・コード
≪活動内容≫
①フィデューシャリー・デューティー委員会で定期的にモニター
②投資・調査担当者は投資先企業を訪問し、経営者等との面談
③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、顧客・受益
者に対して定期的に報告
等について
弊社ＨＰ 議決権の行使について
スチュワードシップ・コードへの対応方針
議決権行使方針
議決権行使結果の公表
スチュワードシップ責任に関する定期報告
アクティブ・オーナーシップ・レポート

ワ行
（該当なし）
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スチュワードシップ活動等のURL
http://www.lazardnet.com/lam/global/pdfs/proxyvotingpolicy_Japan_J.pdf
http://www.lazardnet.com/lam/global/pdfs/proxyvotingpolicy_Japan_J.pdf
http://www.lazardnet.com/lam/global/pdfs/proxyvotingstatus_Japan_J.pdf
http://www.lazardnet.com/lam/global/pdfs/proxyvotingseparatedisclosure_J2016.pdf

https://russellinvestments.com/jp/legal/stewardship
https://russellinvestments.com/jp/legal/proxy
https://russellinvestments.com/jp/about-us/responsible-investing
https://russellinvestments.com/us/about-us/corporate-responsibility/responsible-investing

http://www.lyxor.co.jp/stewardship-code/
http://www.lyxor.co.jp/conflict-of-interest/
http://www.lyxor.co.jp/voting-policy/
http://www.lyxor.co.jp/responsible-investment-policy/
https://www.rheos.jp/corporate/stewardship.html

https://www.rheos.jp/policy/resolution/
https://www.robeco.com/jp/response-policies-for-stewardship-cord.html

https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-voting-policy.pdf
https://www.robeco.com/en/about-us/voting-report/.
https://www.robeco.com/jp/key-strengths/sustainability-investing/index.html
https://www.robeco.com/en/insights/2018/03/active-ownership-report-2017.html

