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〇講演のテーマ

１ はじめに ～「対話って何」から「実質的ESG」「2050ネットゼロ」の時代へ～

２ 責任投資の実際

３ スチュワードシップ活動のポイント

４ 2050年ネットゼロを目指して

５ 投資先企業様への期待
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〇講師略歴

2016年4月~バランスファンド運用部部長として、5年間、スチュワードシップ活動を担当。この間、投資先
様との建設的な対話を延べ300回強実施。また、年間1000社以上の議決権行使を担当。

2021年4月より、運用企画部にて責任投資推進部長として、保有ポートフォリオ全体の責任投資
（ESG投資とスチュワードシップ活動）の体制整備、推進を担当。

住友生命への入社は、1986年。有価証券投資部門をスタートに、ロースクール留学、資産運用企画、
支社、保険営業推進、法務、リスク管理、経営企画、海外事業、海外拠点等、幅広い分野で、管理職
等を経験。ニューヨーク州弁護士

※本日の講演における意見等につきましては、講師個人のものであり、住友生命としての見解ではない点、ご了解願います。



１．はじめに
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〇これからの方向性

・「脱炭素化等に向けたグローバルな潮流の高まり」、「企業の事業活動、投資家の投融資行動全体が、
SDGｓと整合することが基本へ」 →グローバルな競争と連帯の時代

はじめに~「対話って何」から「実質的ESG」「2050ﾈｯﾄｾﾞﾛ」の時代へ~

第1期 〇スチュワードシップコード、コーポレートガバナンスコードの導入期（2014~15）
・背景は、アベノミクス 第３の矢 ・「対話って何？」
・まずは形式面からのガバナンス体制整備

第２期 〇両コードの定着期。ESGはガバナンスが中心（2016~2018）
・スチュワードシップコード改定：利益相反管理、集団的対話、議決権行使個別開示等
・コーポレートガバナンスコード改定：資本コスト、後継計画、諮問委員会、政策保有株等
・統合報告書も普及。総じて、各社の体制整備が進む。

第３期 〇ESG概念の普及と、実効性重視の時代へ（2019~2021）
・スチュワードシップコード再改定（2020）サステナビリティ概念の導入、対象資産の拡大責任投資の重
要性向上

・コーポレートガバナンス再改定（2021） サステナビリティ課題への対応を明示。ダイバーシティの重要性
やスキルマトリックス、報酬体系等にも言及。

・SDGｓの考え方が、経営にとって必要不可欠に。「環境」「社会」の視点も重視



２．責任投資の実際
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責任投資の実際

〇ベースにあるのは、保険会社の使命。数百万人のご契約者様の負託にこたえること。
→超長期にわたる保険契約の管理者に負託されているのは、
①保険金の確実なお支払い
②有利な運用による配当等 そして
③これらを支える「未来の社会」が、保険契約者を含めたお客さま、ステークホルダーの皆さまの「ウェル・ビー
イング」につながること

〇責任投資の基本は、「インテグレーション」。すべての投融資活動にESGの視点を織り込むこと。

〇そのうえで、①スチュワードシップ活動を通じた、投資先への働きかけ ②よりよい「未来社会」の実現に寄

与する「テーマ投資、インパクト投資」に取り組む

〇ESG課題の大きい先に対する投融資の削減・撤退（ダイベストメント）は最後の手段。投資家が、変わ

るだけでは、本質的な解決に繋がらない。

【責任投資（ESG投融資＋スチュワードシップ活動）の基本的な考え方】



住友生命の理念「経営の要旨」

当社の企業理念である「経営の要旨」では「社会公共の福祉に貢献す
ること」を表明。
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スミセイ中期経営計画2022（概要）

責任投資の推進
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住友生命の資産運用の特徴

資産 負債

基金

【貸借対照表イメージ】

生命保険は

数十年に及ぶ

長期契約

お客さまから

お預かりした

大切な資産を

中長期・安定的

に運用
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国内上場株式
が中心

2020年度

ESGインテグ
レーション

スチュワード
シップ活動

ネガティブスク
リーニング

テーマ投資

社債・融資
を追加

全資産に拡大

（2014年～）

国内上場株式
を対象

国内社債に拡大
国際イニシアティブ加盟

協働エンゲージメントの
強化等を検討

クラスター弾製造企業
石炭火力発電プロジェクト

非人道的兵器製造企業
石炭火力発電プロジェクト

３ヵ年（2020～2022年度）
累計目標：３０００億円

→2020年度：約１５００億円

３ヵ年累計目標
５０００億円に上方修正

その他

ESG投融資
方針策定

資産ポートフォリオの2050年温室効果
ガス排出量ネットゼロをコミット

資産ポートフォリオの
GHG排出量計測開始

体制面
責任投資体制へ移行

（責任投資委員会の改組等） 責任投資推進チーム設置

2021年度～2020年度2019年度
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責任投資の取組み（経緯）



【ESG投融資とSS活動の関係図（イメージ）】 【2020年PRI評価結果】

評価対象 住友生命
評価結果

署名機関
中央値

戦略とｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ ESG投融資方針・ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ Ａ Ａ

上場株式の投資
ﾌﾟﾛｾｽ

上場株式の投資ﾌﾟﾛｾｽにお
けるESG要素の組入れ

Ａ Ａ

ｽﾁｭﾜｰﾄﾞｼｯﾌﾟ活動
（上場株式）

上場株式における投資先企
業との対話・議決権行使

Ａ＋ Ｂ

債券投資/国債・社
債（金融・非金融）

債券の投資ﾌﾟﾛｾｽにおける
ESG要素の組入れ

Ｂ Ｂ

不動産投資 不動産の投資ﾌﾟﾛｾｽにおける
ESG要素の組入れ

Ｂ Ｂ

スチュワード
シップ活動

ESG投融資

「責任投資」として

一体運営

~2020年度

2021年度～

昨年3月のSSC改訂
でESG要素の考慮
が必要になった

責任投資の取組み

✓ 2020年３月の日本版スチュワードシップ・コード改訂により、ESG要素の考慮が明示されたことを踏まえ、
「ESG投融資」と「スチュワードシップ活動」を「責任投資」として推進している。

✓ 2020年PRI（責任投資原則）の評価結果を踏まえ、更なるレベルアップに取り組んでいる。
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スチュワードシップ活動

資産運用部門

ＥＳＧ投融資

SS活動に関する第三者委員会

取締役・経営政策会議
（サステナビリティ推進協議会）

審議・報告

報告

（～2020年度） （2021年度～）

資産運用部門

取締役・経営政策会議
（サステナビリティ推進協議会）

審議・報告

責任投資

※当社のサステナビリティ取組を議論する場

✓ ESG投融資とスチュワードシップ活動を「責任投資」として統合し、体制面の見直しを実施した。

2020年度①：体制面の見直し
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運用企画部

（責任投資推進チーム）

責任投資委員会
議決権行使の適格性の確認、および

責任投資の推進に関する審議等を行う場

取締役会・経営政策会議

（サステナビリティ推進協議会※）

連携

審議

報告

審議
報告

執行部門等

責任投資会議
責任投資活動のレベルアップを目的に議論する場

資産運用部門

①

②

③



気候変動への対応
世界共通で喫緊の課題であり、投資先の資産価値の毀損等に繋がりうる重要な課題。
責任投資を通じて脱炭素社会への移行を促していく。

健康福祉・高齢化
生命保険会社として、新型コロナ対策を始めとする健康福祉あるいは高齢化という課題に
取り組んでいく。

経済成長（多様性含む）
国内の大手機関投資家として、投資先企業との対話等を通じて中長期の企業価値向上を
促し、地方を含む日本経済全体の成長に貢献していく。また、女性活躍を含む多様性につ
いても重要な課題として取り組んでいく。

社会インフラの構築
中長期の資産運用を行う機関投資家として、社会インフラの構築に対し、中長期の資金提
供を行っていく。

✓ 責任投資に関する基本方針策定や、重点的に取組む社会課題を設定した。

1 各資産の特性を踏まえたうえで、ESG要素を含む非財務情報を体系的に考慮し、投融資判断等を行う。
2-1 スチュワードシップ活動において、投資先企業の状況（サステナビリティを含む）を的確に把握し、対話および議決権行使を通じて、投資先

企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善を働きかけ、投資先企業の中長期的な企業価値向上や持続的成長を促していく。
2-2 対話先に対してESG 課題に関する適切な情報開示を求めていく。
2-3 議決権行使の行使基準等を示す議決権行使ガイドラインを定め、議決権を行使する。
2-4 住友生命グループ行動規範、利益相反管理方針および利益相反管理規程の定めるところに従い、利益相反管理に関する法令等および規

定を遵守のうえ、スチュワードシップ活動を行う。
3 気候変動対応などグローバルに重要なESG 課題については、単独での対話に加え、国内外のイニシアティブ加盟等を通じ、他の機関投資

家と解決に向けて協働していく。また、各種会合等に積極的に参加すること等を通じて、責任投資の普及活動に努める。
4 責任投資に係る取組み状況（スチュワードシップ・コードが定める公表項目を含む）について、ホームページ等を通じて公表し、定期的に更

新する。
5 適切なPDCAサイクルを回すために、「責任投資委員会」の設置をはじめ、必要な体制を構築するとともに、必要な能力・知識を有した人材

育成に努める。

責任投資に関する基本方針

責任投資を通じて重点的に取り組む社会課題

2020年度②：責任投資の考え方を再整理
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コンプライアンス等の観点から、投資禁止（反社、公序良俗に反するもの等）

非財務情報を考慮した投融資判断
（ESGインテグレーション）

財務分析 非財務分析

投
資
対
象

投
資
禁
止

財務諸表を中心とした定量分析

企業（取組み強化）

カントリー（新規）

事業（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌｧｲﾅﾝｽ、新規）

対象①

対象②

・非人道的兵器製造企業（クラスター弾から拡大）

・石炭火力発電プロジェクトを資金使途とする投融資

ネガティブ
スクリーニング

その他全ての資産（新規）
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全資産を対象にESGｲﾝﾃｸﾞ
ﾚｰｼｮﾝを開始する。

テーマ投資

２０２１年度の責任投資の取組み（全体像）

←目標金額増額
資金使途のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ強化

その他
✓ 資産ポートフォリオ2050年GHG排出量ネットゼロをコミット
✓ 開示の充実（責任投資活動報告書の公表等）

取組①

国内上場株式・社債を対象に
スチュワードシップ活動

取組②

取組③

取組④

取組⑤
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が中心

2020年度

ESGインテグ
レーション

スチュワード
シップ活動

ネガティブスク
リーニング

テーマ投資

社債・融資
を追加

全資産に拡大

（2014年～）

国内上場株式
を対象

国内社債に拡大
国際イニシアティブ加盟

協働エンゲージメントの
強化等を検討

クラスター弾製造企業
石炭火力発電プロジェクト

非人道的兵器製造企業
石炭火力発電プロジェクト

３ヵ年（2020～2022年度）
累計目標：３０００億円

→2020年度：約１５００億円

３ヵ年累計目標
５０００億円に上方修正

その他

ESG投融資
方針策定

資産ポートフォリオの2050年温室効果
ガス排出量ネットゼロをコミット
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責任投資体制へ移行

（責任投資委員会の改組等） 責任投資推進チーム設置

2021年度～2020年度2019年度
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責任投資の取組み（経緯）



経営（M）

産業動向（I）

事業基盤（D）

⚫ 戦略実行力
⚫ 株主還元・資本効率
⚫ 事業ポートフォリオ
⚫ 投資・M&A戦略 など

⚫ 市場の成長性
⚫ 競争環境
⚫ 規制・政策の影響 など

⚫ 顧客価値
⚫ 顧客基盤
⚫ 参入障壁 など

環境（E）

社会（S）

ガバナンス（G）

⚫ マテリアリティの特定と対応
（例）
✓ 環境マネジメント
✓ 気候変動緩和への取組み

⚫ マテリアリティの特定と対応
✓ 労働慣行
✓ 公正な経済取引

⚫ マテリアリティの特定と対応
（例）
✓ 企業理念、サステナビリティ
へのコミットメント

✓ 企業統治体制など

収益性分析

PLを中心とした分析
⚫ 総資本利益率（ROA）
⚫ 自己資本利益（ROE）
など

成長性分析

PLを中心とした分析
⚫ 売上高増加率
⚫ 最終利益増加率 など

安全性分析

BSを中心とした分析
⚫ 自己資本比率
⚫ 負債比率
⚫ 当座比率 など

・・・等

自社でESG要素を考慮した投融資判断

財務分析 非財務分析

取組み①：ESGインテグレーション
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業界毎にﾏﾃﾘｱﾘ
ﾃｨを設定・評価

外部ESG情報ベンダーの
ESGスコア等も参考

主に将来の分析主に過去・現在の分析
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責任投資の取組み（経緯）



©World Bank
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©Black Rock Real Assets

実行額の目標 実績
（20/4月-21/３）

テーマ
投資

累計：５，０００億円
（2020-2022年度）

約1,500億円

新型コロナ対策を目的とした債券（国際機関）

再生可能エネルギー・ファンド
アフリカ輸出入銀行への融資
（新型コロナ対応を目的）

当社のスタンス 一定のリターン確保を前提に取り組む。

【2020年度に実行した案件紹介】

投資時 主に以下の観点から資金使途等を確認。
✓ 国際資本市場協会（ICMA）の定義に沿うか？第
三者評価機関の認証はあるか？（例:SDGｓ債）

✓ 環境・社会へのﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞなｲﾝﾊﾟｸﾄがある案件か？
（例:太陽光ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌｧｲﾅﾝｽ等）

投資実行後 主に以下を活用して実際の資金使途等を確認。
✓ ICMAが求める年次レポート（例：SDGｓ債）
✓ 運用委託先からの定期的な報告（例:太陽光ﾌﾟﾛ

ｼﾞｪｸﾄﾌｧｲﾅﾝｽ）
✓ 責任投資会議等で確認結果を報告。

取組み③：テーマ投資

✓ 現中計期間目標金額3,000億円（3ヵ年累計）に対し、2020年度実績は約1,500億円。

✓ 今般、脱炭素社会への移行に伴う投資機会の増加を見込み、目標値を5,000億円に上方修正。

✓ 実行済み案件の資金使途や社会的インパクト等のモニタリングを強化している。
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３．スチュワードシップ活動のポイント
（対話と議決権行使、投資活動の一体化）
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〇企業全体を見た時の課題認識が起点。長期・中期・短期で見て、何が課題なのか
・業種毎マテリアリティ、投資先が設定しているマテリアリティも活用
・準備時に読むもの：主に以下の資料を通読

〇TCFD関連開示
・ガバナンスコードに記載されたこともあり、更にTCFD開示に取り組む企業は増加
・「シナリオ分析」は、投資家のためでもあるが、大切なのは、経営方針策定のための活用
（移行リスクは、1.5℃シナリオ、物理リスクは、4.0℃シナリオが一般的）
・十分な投資を確保するためにも、収益力の強化は、不断の努力をすべき大前提

〇投資家と投資先、投資家間の連携の重要性の高まり
・大きな環境変化の時代を迎え、事業会社、投資家ともに、1社でできることには限界。従来にない枠組みの連携が重要

① 「統合報告書」（特にCEOのコメント）

② 「有価証券報告書」（特にMD＆A、取締役の経歴、R＆D等）、沿革と主要財務数字（少なくとも10年）、セグメント情報

③ 「環境報告書」「CSR報告書」等

④ 「中期経営計画」の投資家向け資料

⑤ 比較材料「業界他社」「海外同一業界」関連資料

① 「目標設定と達成手法」が「経営計画」と整合し、CEO等の発言内容、各種政策がシンクロしていること、

② 「取締役会」を含めたPDCA体制が機能すること

③ 脱炭素化実現に必要となる「技術開発」、「設備投資」が計画されていること を重視

エンゲージメント（対話）の基本的考え方

【目的は、投資先企業の中長期的な企業価値向上と、社会課題の解決】



⚫ 財務・非財務情報の分析

⚫ 対話結果等の内容を企業評価に
反映

⚫ 中長期的成長が期待できる株式に
投資

⚫ 企業価値向上のシナリオを描けない
株式の継続保有是非の検討

⚫ 課題が解決されない企業への反対

⚫ 議決権行使のための対話※

⚫ 投資先の課題（ESG課題含む）
を分析の上、改善の働きかけ

⚫ 改善状況をモニタリングし必要に
応じて再度対話の実施

対話

議決権
行使

分析
評価

投資

株式運用について

※株主総会議案の賛否判断にあたり、議案に関する状況の確
認にあわせて、改善を働きかける対話

協働エンゲージメント

生命保険協会
SS活動WG

・GHG排出量削減を求める国際的協働
ｴﾝｹﾞｰｼﾞﾒﾝﾄ
・当社は2020/12月加盟

・気候関連等の情報開示を促す国際的協働
ｴﾝｹﾞｰｼﾞﾒﾝﾄ
・当社は2020/12月加盟

・「株主還元の充実」、「ＥＳＧ情報の開示充実」、
「気候変動の情報開示充実」の3テーマに上場企
業171社に課題意識を伝える書簡を送付

取組み②：スチュワードシップ活動
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対話スタンス（全体）

※1｢投資家と企業の対話ガイドライン(金融庁)｣や｢価値協創のための統合的開示・対話ガイダンス(経済産業省)｣等の内容を踏まえたものとなっております。
※2マテリアリティの例は、環境：温室効果ガス削減目標の設定等、社会：多様な働き方等、ガバナンス：役員の構成（社外取締役の人数）等です。

21

対話におけるテーマと視点 テーマ 主な対話の視点※1 理由

経営戦略

⚫ 経営の基本的な考え方、中長期的成長戦略

⚫ 新型コロナ問題による事業環境の変化

⚫ 新型コロナ問題からのリカバリー、生産性向上

⚫ 事業の選択と集中の見通し

⚫ 新規事業分野についての見通し

⚫ 持続的な利益成長による中長期的

な企業価値向上実現のため。

株主還元

資本効率

⚫ 資本効率向上に向けた取組

⚫ 配当性向の目標についての考え方

⚫ 内部留保や投資計画と株主還元のバランス

⚫ 成長に向けての投資促進や株主還元強化

⚫ 持続的な資本効率の向上による中

長期的な企業価値向上のため。

⚫ 成長投資や財務健全性のバランス

を踏まえた株主還元を求めるため。

ＥＳＧ

⚫ 重要課題（マテリアリティ※2）の特定と対応

⚫ 環境・社会問題解決につながる重要な事業

⚫ 従業員・地域社会・顧客・仕入先との関係性

⚫ 取締役会の構成・運営・実効性

⚫ 経営者の選任・解任プロセス

⚫ ＳＤＧｓのゴールに向けた取組状況

⚫ 事業を通じて環境・社会問題の改

善に取り組むことで、企業価値向上

を実現するため。

⚫ 中長期的な株主利益を尊重した実

効性あるガバナンス実現のため。

当社は、機関投資家として企業価値向上のための問題意識や要望をお伝えすることで、課題の改善を働きかけております。
また、ＳＤＧｓゴール達成に向けての各企業独自の取組についても、中長期的な企業価値向上に結び付くよう取組を後押し
しております。
対話先については、課題の大きさや、保有額、前回対話の内容等を踏まえ、実効性を重視して選定しております。対話を通じ
ても投資先企業の取組に改善が見られない場合、継続的に対話を実施していきますが、状況に応じて議決権行使における反
対や株式の継続保有の是非などについても検討いたします。

企業価値向上

持続可能な成長

経営戦略
株主還元

資本効率
ＥＳＧ



財務分析 ・収益性分析（ex.営業利益率）
・成長性分析（ex.売上高増加率）
・安全性分析（ex.自己資本比率）・・・等

対話スタンス（注力テーマ）
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企業のＥＳＧステージに最適なエンゲージメントの展開

ＥＳＧインテグレーション エンゲージメント(意見交換)内容

導入ステージ
⚫ ＣＳＲとの差別化、ＥＳＧの重要性について
⚫ 経営上の重要課題であるマテリアリティの設定の必要性について
⚫ 持続的な企業価値向上を促すため、改善ポイントについて 等

浸透ステージ

⚫ マテリアリティの選択と集中等について
⚫ 企業価値向上の観点から、さらなる改善ポイントについて
⚫ ＥＳＧ経営への移行について
⚫ ＳＤＧｓ17ゴールの設定と経営計画との関係強化について 等

進化ステージ
⚫ ＥＳＧ経営への完全移行について
⚫ ＳＤＧｓの領域を企業成長の機会と捉えた事業戦略について
⚫ ＴＣＦＤのシナリオ分析の高度化について 等

対話における企業への要望数（2018） 経営戦略の対話

事前分析
課題解決案

策定
対話 振返り 次回の対話

対話先選定
社内ミーティング

課題・仮説の議論
課題解決への方策

フォロー項目設定
企業評価に組込み

当社は、前項で挙げた対話テーマの中でも、中長期的な企業価値向上につながる経営戦略を取り上げた対話
に注力しております。対話のレベルアップを図り、より効果的な対話を実施するために｢株式アナリストによる
課題の深掘りを強化した対話｣を強化し、ＥＳＧは業界横断的な重要なテーマといたします。また、地方創生を
担う地方銀行については重点業種といたします。加えて、対話の効果を上げるためにも、｢協働エンゲージ
メント｣も積極的に実施してまいります。

260

85
51 39 37
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＋
非財務分析 ・経営（ex.事業ポートフォリオ、株主還元）

・産業動向（ex.市場成長性、競争環境）
・事業基盤（ex.顧客価値、参入障壁）
・環境（ex.環境マネジメント、気候変動対応）
・社会（ex.労働慣行、公正な経済取引）
・ガバナンス（ex.企業理念、企業統治体制）

ＥＳＧ要素
を考慮



2019年度の対話振返り（事例）

対話テーマ 対話の狙い お願いしたこと 先方の反応 その後の状況

【メーカー】
経営戦略
最適資本構成

• ＲＯＩＣ※経営の位置づ
け明確化と適切な運用が必
要ではないか。コングロマリッ
ト企業のあるべき姿と現状に
ギャップがあるのではないかと
いう認識を持ち対話を実施。

• ＲＯＩＣの経営における位
置づけを明確化して、個別事
業ごとの部分最適ではなく全
体最適を目指す取組の強化
を要望。

• 各事業部門の独立性が強
く、全社統括機能が弱いこ
とを認識。取締役構成につ
いても、課題があると認識。

• 社内取締役の大幅減員を
伴う形で、ガバナンス体制が
強化された。新体制での資
源配分の効率化や、ＲＯＩ
Ｃの活用手法を含めて、フォ
ローしていく。

【メーカー】
マテリアリティ設定
ＥＳＧ経営移行

• ＥＳＧ経営に移行する際の
重要なファクターであるマテリ
アリティの考え方・設定方法
について実施。

• ＴＣＦＤが提言する情報開
示枠組みを活用し、グローバ
ルベースでの情報開示に移行
することが望ましい。

• ＥＳＧ経営への移行の考
え方、その開示方法につい
て理解が深まった。マテリアリ
ティの特定作業等を終了さ
せた後の対話を希望する。

• ＥＳＧに対する開示を進め
るため、組織を新設し、サス
テナビリティ・ＥＳＧという観
点で強み・弱み・課題の洗い
出しを行う方向。

【メーカー】
ＴＣＦＤに沿った
情報開示を通じて
の競争優位性の
発揮

• 今年度は2回目の対話であ
り、テーマを絞り、株式市場
からの評価が過小に評価さ
れている課題に対して改善
策について意見交換を実施。

• 世界基準のＴＣＦＤの情報
開示のプラットフォームを活用
することで、温室効果ガス排
出抑制状況の業界内での競
争優位性を発現させることを
要望。

• ＣＯ2排出量の削減に意
識を向け、開示資料以上
に環境意識が高く、気候変
動スコア等が会社業績に与
えるインパクトについても強く
認識。

• 現在のように環境問題への
対応が注目される前からＣ
Ｏ2排出量の削減に意識を
向けている点は高く評価でき
る。ただし、現状十分な差別
化は実現できていない。

【金融機関】
「地域経済活性
化」と「収益力強
化」の両立

• 地域経済の活性化に結び
付く政策の推進と、時期を明
確にした収益力の回復を働
きかけることを狙いとして実施。

• 本質的な取組を評価しつつも、
スピード感や、具体的な収益
見通しの不透明さを指摘。投
資家からも収益を含めた取組
状況が確認できるように、KPI
化の推進を要望。

• 地域経済の発展への貢献
を経営の中心に据え、コン
サルティング力の強化、実
践等に注力中。時間はか
かるが、地元のために、必
要となる政策を遂行していく。

• 経営計画や主要な取組状
況を継続的にフォローしていく。
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※ＲＯＩＣ：Return On Invested Capital、投下資本利益率。



2020年度の対話運営（株式：新規）

24

対応

ステージ
重点事項

「緊急対応」

ステージ

従業員、取引先など関係者の「安全確保」「雇用維持」最優先。

「サプライチェーンの維持・確保」も優先。

「回復」

ステージ

「安全対策」（含むDX※化）

ＢＣＰ「事業強靭性」強化

「中長期的な事業方針」再構築（見直し）

「再成長」

ステージ

中長期的な事業戦略・計画の開示

「新たな事業機会への挑戦」

「生産性の向上」（含むＤＸ※化）

新型コロナ危機からの再成長ストーリーの対話

➢ 新型コロナ危機の影響は、業種毎・企業ごとに大きな差異が

あるため、右図の対応ステージのどの位置にあるのかを踏まえ、

ステージ毎に必要な対応がとられていることを確認しつつ、成長に

向けた各企業独自の取組を投資家として適切に後押ししていく。

➢ 回復ステージ以降では、事業環境の変化を踏まえたリカバリー

戦略・新たなビジネス機会への創出等、企業価値の最大化に

向けた戦略等について、会社の戦略等を確認しつつ意見交換を

する。

➢ 新型コロナの影響により、社会・経済環境が大きく変わる中、

日本企業全体の「生産性の向上」が共通の重要事項となり、

持続的に企業価値向上を実現し得る鍵となる。ＤＸ※化は

もちろんのこと、「ビジネスモデルの再検討」、「経営理念」、

「働き方」、「資源の確保と有効活用」「物流」等、あらゆる切り口

から「生産性向上」に向けた取組を促す。

※デジタルトランスフォーメーション

2020年度は、新型コロナの影響を踏まえ、With/Postコロナを見据えた対話を実施いたします。また、全て
の対話において、マテリアリティに沿ってＥＳＧ課題を分析し、対話の重要テーマとして扱います。
対話先についてはポートフォリオ全体の価値向上の観点から、保有額、課題の大きさ、前回対話以降の状況

(ＰＤＣＡの視点)、等を踏まえ選定いたします。



2020年度の対話運営（株式：継続）
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2020年度設定項目 前年からの強化事項

重点取組テーマ

「ＥＳＧ」

⚫ 全ての対話においてマテリアリティに沿ってＥＳＧ課題を分析し、対話に組み入れる。ＥＳＧテーマは

企業の経営に浸透させるためにも、企業のＥＳＧの取組状況に合わせて設定する。

⚫ ＥＳＧ課題への対応と企業価値向上を目的とし、企業の抱えるＥＳＧ課題の解決を図ることで、

企業価値向上を促す対話を行う。

⚫ ＰＲＩやＴＣＦＤの機能を活用し、地球温暖化ガス排出課題について、メリハリをつけつつ企業

横断的に取り組む。

⚫ 新型コロナ問題により、より重要性が高まっている「Ｓ(社会)」についても、ＤＸ化を含めた従業員の

安全確保や、サプライチェーンの強靭化など、切り口を多面化させていく。

⚫ 全ての対話において

ＥＳＧ課題を分析し

組み入れ。

⚫ 重要性が高まっている

「Ｓ(社会)」について

切り口を多面化

アナリストによる課題の

深掘りを強化した対話

⚫ 企業価値向上を達成するためにアナリストによる事業面の深掘りを継続。

⚫ 対話と投資行動をより密接に結び付けることが課題。

⚫ 企業評価・投資行動

へのさらなる活用

重点取組業種

「地方銀行」

⚫ 重点取組業種＝地方銀行を継続。地方創生と収益力の回復の両立を目指した取組を、中長期的

な視点からフォローし、促していく。

⚫ 単に、企業を資金繰り面で支えるのではなく、With/Postコロナ時代に自律的に成長していくための

コンサルティング、必要に応じた提携や事業承継のサポートを行う等の取組を、生産性向上の観点から

促していく。

⚫ With/Postコロナ時代

を踏まえた対話

協働

エンゲージメント

⚫ 生命保険協会スチュワードシップ活動ワーキンググループによる協働エンゲージメントに継続参加(予定)。

⚫ 企業に対して環境課題の改善を求める外部イニシアティブに加入し、ノウハウの習得だけでなく、実際の

協働エンゲージメントにも参加することを検討。

⚫ 外部イニシアティブへの

参加検討



2020年度の対話運営（社債）
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2020年度から、国内社債投資先への対話活動を新たに開始いたします。事業リスクや財務リスクに加え、
ＥＳＧなど非財務的な観点も含め、社債投資家としての視点から企業の中長期的なリスク削減を促すことで、
当社が保有する社債の償還可能性を高めてまいります。
今年度の対話テーマとして、「ＥＳＧリスク」や「事業リスク・財務リスク」という切り口での対話を実施

いたします。対話にあたっては、株式投資部門の対話活動との協働などを行い、当社として一体感のある運営
を行ってまいります。

※:温室効果ガス排出量等の観点からグリーンボンドの発行基準を満たさないものの、低炭素経済社会への「移行」を目指した活動を資金使途とする債券

2020年度設定項目

ＥＳＧ

➢ 企業のＥＳＧ重要課題（マテリアリティ）をベースに対話を実施します。

➢ ＳＤＧｓ債（グリーンボンド等）の発行先については、調達資金の活用状況や達成されたインパクト、今後の方策等について
確認します。

➢ 気候変動による移行リスクの高い先に対しては、例えば課題解決策の１つとしてトランジションボンド※の起債などを提案すること
も検討します。

事業リスク
・

財務リスク

➢ 信用格付へのコミットメントや財務レバレッジなどに関する財務方針、事業リスク削減に向けた方策等について、建設的に対話
します。

➢ 新型コロナ問題を受けて、事業への影響が大きく出ている、もしくは出る可能性のある企業に対して、財務状況や今後の事業
展開等について対話します。



➢一番重視するのは、「再発防止策」。「原因分析」と「責任の所在の明確化、対応」がその前提。

➢コンプラ・倫理面での問題が認められる候補者は、不適格。

➢そのうえで、「結果責任」よりも、取締役候補者に続投してもらう方が、改革が進み、「今後の企業価値向上
にプラスになるか」という視点から判断。

➢株主提案は、株主提案者の属性とは無関係に、議案の内容について、会社提案と同様に検討。

➢中長期的な企業価値向上につながるのか、定款に記載することが必要か等の視点を重視。

➢取締役選任議案は、メッセージの伝達ではなく、あくまで経営を託する取締役を選ぶことが目的。

➢従って、反対数、反対率と「責任ある投資行動」は基本的には無関係。

➢ガバナンス面の実効性向上は、形式的には限界があり、実質的な「開示」と「対話」がますます重要。指名
委員会等設置会社や独立社外取締役の人数が多くても、実質が伴わないと機能しないこともある。
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議決権行使についての基本的考え方

株主にとって大切なのは、「誰に経営を託すか」ということ。

株主提案：「この議案は、中長期的な企業価値の向上につながるか」ということから判断。

不祥事：「罰するためではなく、将来に繋げるために」



2019年度の議決権行使振返り（新型コロナ特別運営）
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考え方 特別基準
適用数

企業 議案

棄権

決算作業者の「安全」「健康」確保を最優先するべきで

あり、監査報告書が確認できない場合においても、他の

情報開示等に基づき、個別判断を行う。

新型コロナ問題を要因とする「総会の延期」や「継続会」を受け入れ、監査意見を

付した計算書類が添付されていないことをもって、棄権とはしない。
11 52

配当

新型コロナの今後の経営環境に与える影響は不透明

であることから、安定した成長のため、事業環境に精通

した取締役会の判断を尊重する。ただし、内部留保が

必要以上に厚く、配当姿勢に課題があることから前年

反対した投資先については、慎重に個別判断を行う。

【前年賛成の場合】

●招集通知等で新型コロナの影響等により内部留保を重視する政策等によること

が確認できれば個別検討せずに賛成。

●招集通知等で確認できない場合は個別検討。基準未達が新型コロナの影響

等により内部留保を重視する政策等によることが確認できれば賛成。

【前年反対の場合】

●個別検討。基準未達が新型コロナの影響等であることを確認できれば賛成。

10 10

ROE
・

赤字

新型コロナの影響等により、収益が低下した点について

は、経営者の適格性とは直接の関係がないことから、

極力除外して個別判断を行う。

●招集通知等で基準未達が新型コロナの影響等であることを確認できれば個別

検討せずに賛成。

●招集通知等で確認できない場合は、個別検討し、極力新型コロナの影響を

除外して判断。

3
※

3
※

※すべて業績基準への適用でROE基準への適用はありませんでした。

新型コロナが世界の社会や経済に深刻な影響を及ぼしている中、投資先企業の価値が損なわれることを抑え、早期の回復、
さらには中長期的な企業価値向上につなげる視点から、当社は責任ある機関投資家として、弾力的に議決権行使を行う新型
コロナ特別運営を実施しております。当面はこの運営を継続いたします。



2019年度の議決権行使振返り（議決権行使結果）
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区分 不賛同とした事由
2018
年度

2019
年度

新型コロナ
特別運営
適用数

新型
コロナ
特別
運営

監査報告書等の添付なし(棄権対象) 8 2 52(※1)

低配当性向・黒字無配 51 34 10

業績不振（3期連続赤字） 4 8 3

低ROE（5期連続5％未満） 10 9 0

ガバ
ナンス

(独立)社外取締役人数未達 40 26 0

社外役員の取締役等の出席率が低位 22 11 0

監査役等への退職慰労金支給 43 35 0

監査役等へのストックオプション付与 17 9 0

独立役員の独立性不足 5 7 0

その他
株主提案（※2） 2 2 0

不祥事 0 3 0

合計（※3） 197 149 65

※１ 監査報告書等の添付なしの場合、新型コロナ特別運営がなければ、全ての議案に棄権することになるため、 適用議案数が多くなります。
※２ 株主提案については、賛成議案を会社提案への不賛同として集計。
※３ 同一議案で複数基準抵触の場合もあるため、縦計と合計は一致しません。

反対項目
2018年度
反対企業数

2019年度に改善

改善割合

社外取締役出席率75％未満 8 7 88%

(独立)社外取締役2名未満 11 4 36%

独立役員の独立性不十分 5 2 40%

監査役へのインセンティブ報酬等 4 4 100%

監査役退職慰労金 35 7 20%

黒字無配 2 1 50%

低配当性向 16 7 44%

ROE5期連続5%未満 5 0 0%

3期連続赤字 1 0 0%

不賛同とした議案の主な内訳 反対の議決権行使を行った項目の改善状況

議決権行使結果は以下の通りで、不賛同とした議案数は149議案（全6757議案、不賛同比率2.2％）、不賛同とした
企業数は131社（全2005社、不賛同比率6.5％）でした。
新型コロナウイルス特別運営を実施したため反対数が減少したほか、ガバナンス面で企業側の改善が確認されました。



2019年度の議決権行使振返り（環境に関する議案）
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検討の視点と判断理由

みずほＦＧ

議案：「当会社がＴＣＦＤに賛同していることに留意し、パリ協定の目標に沿った投資を行うための指標および目標を含む経営戦略を記載した
計画を年次報告書にて開示する。」という条項の定款への規定を求めるＮＧＯ団体からの株主提案

同社は既に①「環境方針」を策定し、指標・目標の設定、リスクと機会の戦略への組み込み、積極的な情報開示の実施等を明文化、②年次の
統合報告書で、パリ協定の趣旨を踏まえた指標・目標を含む経営戦略について、ＴＣＦＤ提言を踏まえ、気候関連の財務情報開示の中核
要素である「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標・目標」に関する開示を継続実施、③今年度はより詳細なＴＣＦＤレポートを新たに発行する
等、さらなる開示拡充に向けた取組を実施しており、気候変動リスクに対する積極的な取組を今後も期待できることから、議案内容を定款に記載
する必要はないと考え、株主提案に反対しました。

電力会社

(複数)

議案：原子力発電所や石炭火力発電所の休止などを求める株主提案

当社はＳＤＧｓ達成に向けた様々な取組やＴＣＦＤ提言への賛同を通じた取組等により、環境問題に積極的に対応することとしており、持続
可能な社会の実現および中長期的な運用収益の向上に資するとの認識の下で、ＥＳＧ投融資方針※において、資金使途が石炭火力発電
事業に限定される新規投融資は原則行わない旨等を定めています。

一方で、日本は、エネルギー自給率が低く、エネルギーの安定的な確保・電力供給は最重要課題であり、政府は、「安定供給」、「経済効率性の
向上」、「環境への適合」の同時達成という観点から、安全確保を前提に、エネルギー基本計画において、原子力発電および石炭火力発電を重要
なベースロード電源と位置付けています。

議決権行使にあたって、上記のＥＳＧ投融資方針等において環境問題への積極的対応をするとしておりますが、日本のエネルギー供給政策等を
考慮し、関連する株主提案については、反対しました。

当社ＥＳＧ投融資方針等の観点で分析・検討を行い、第三者委員会にて審議した環境に関する議案の事例は
以下の通りです。

※ＥＳＧ投融資方針：https://www.sumitomolife.co.jp/about/csr/initiatives/realization/investment/index.html#sec05



2020年度の議決権行使運営

議決権行使外ガイドラインの修正

基準 具体的な目的・内容等

ＥＳＧ・サステナビ
リティ推進の観点

• 当社のＥＳＧ投融資方針の考え方と議決権行使内容の整合性を強化するもの。

• ＥＳＧ関連の議案が想定される「不祥事」・「株主提案」・「継続的対話が不調の場合」に関する部分に導入する。

独立社外取締役
人数基準の見直し
(2022/4～)

• 事業執行に対する監督の強化や、幅広い社外の見識導入が、企業価値向上につながるとの認識から、独立社外取締役の員数基準を
強化するため、以下のとおり改正する。

継続的対話で改善
が見込めない先へ
の対応

• 「対話と議決権行使の一体性強化による実効性の向上」および「個別企業の状況に即した対応の実現」が主目的。

• 対象は、中長期的企業価値向上のために大きな影響のある課題について、継続的に対話を実施しても、改善の見込みのない先。

• ①対象企業への事前の十分な説明 ②第三者委員会での審議を行った上で適用する。

買収防衛策基準
見直し

• 新たなケースへの対応および対話において求めている内容との整合化を図るため、以下を修正。
①敵対的ＴＯＢへの対抗措置として有事導入型買収防衛策を導入する場合等について、個別検討することを明確化。
②独立委員会の設置、または、株主意思確認総会の開催を要件化。
③買収防衛策を有する全上場企業において、独立社外取締役2名以上を要件化。（2022年4月～）

通常の場合 親子上場子会社の場合 買収防衛策を有する場合

上場市場 1部 2部 以外 1部 2部 以外 1部 2部 以外

独立社外取締役員数 2名(2021-) 1名⇒2名(2022-) 1名(2021-) 1/3(2022-) 2名(2022-)

議決権行使ガイドラインの改正点は以下の通りです。詳細は議決権行使ガイドラインを参照ください。
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年度（7月～翌年6月） 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

企業価値向上のための対話数 218 125 124 151 142 94 ー

議決権行使のための対話数 347 313 254 258 227 186 ー

主な体制推移

対話専任1名 対話専任2名

対話へのアナリスト同行

第三者委員会

主な対話テーマ推移

経営戦略・資本効率・株主還元・ガバナンス

重要業種(地方銀行)・協働エンゲージメント

重要テーマ(ＥＳＧ）

主な議決権行使基準

改正推移

社外役員出席率・社外監査役退職慰労金・社外取締役1名

ROE基準

独立役員独立性基準・配当性向基準強化

東証1部社外取締役2名

（社内外）監査役退職慰労金

主な開示内容推移

年間のスチュワードシップ活動状況・議決権行使ガイドライン

議決権行使集計表

個別開示(四半期毎)

反対理由開示

ＥＳＧの取組

※年度は4月～翌3月

TＣＦＤ提言賛同

PRI署名
ＥＳＧ投融資方針策定

新型コロナ対応

賛成理由開示

対話と議決権行使の一体化
ＥＳＧ要素の追加
独立社外取締役数変更
買収防衛策基準変更
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スチュワードシップ活動の変遷

債券エンゲージメント
責任投資体制への移行

責任投資体制への移行



４．2050年ネットゼロを目指して
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2050年ネットゼロを目指して

〇ゴールは2050年GHG排出量ネットゼロ

・〇日本政府の努力目標※１を踏まえ、2030年目標を「▲42％（2019年度対比）」とし、削減指標は、資産ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ
規模の増減による影響を除くため「保有残高あたりGHG排出量」とした。

〇本質的な課題解決を重視

・ＧＨＧを多く排出することのみをもって、直ちに当該企業への投資から撤退するのではなく、移行へのプロセスを
サポートさせてもらうことが基本

直接的手法 間接的手法

今後の課題
・2050年ネットゼロに向けた移行経路の検討・確認

・他の投資家等とのグローバルな連携の強化

① 対話（脱炭素化に資するよう、特に多排
出企業に対して、移行促進を支える収益
力の強化やファイナンス面等をテーマに
実施）

② ファイナンス（トランジションファイナンス
やグリーンファイナンスへの取組強化）

① 脱炭素化に資するプロジェクト（再エネ
等）への積極投資

② 他の投資家等と連携した各方面への働
きかけ

※１：日本政府の2030年GHG排出量削減目標は、2013年対比で△４６％。さらに努力目標として、△50%を設定。この水準を、実績
値で2019年対比でみると、△４２％



Confidential
GHG排出量2050年ネットゼロ達成に向けて

◼当社は、今年4/1付で2050年GHG排出量ネットゼロを目指すと表明し、今年６月には2030年削減目標を「2019
年度対比▲42%」※１に設定する旨を公表。

◼2030年削減目標の達成に向けて、売却は最終的な方策と位置づけ、主に①企業との対話、②グリーンファイ
ナンス＆トランジションファイナンス、③プロジェクトファイナンスの３つの方策に取り組んでいく。

【達成に向けた具体的イメージ】

企業努力を後押し
（方策①②）

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ効果
（方策③）

住友生命の
中間目標

上積み
▲３７％＋α

▲４２％

プロジェクトファイナンス（PF）等
（再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ・新技術等）

企業（株・社債・融資）

対象資産（2030年中間目標）

多排出業種
（鉄鋼、電力・ガス等）

多排出業種以外

・脱炭素社会に向け、特に
重要な業種

・投資回避ではなく、投資・
対話等を通じて後押しし
ていく

・GHG排出量は少なく、

投資促進により、当
社削減指標「保有残
高あたりGHG排出量」

を改善する効果が期
待される
＝ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ効果

当社

①対話

②ｸﾞﾘｰﾝ
ﾌｧｲﾅﾝｽ・
ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ
ﾌｧｲﾅﾝｽ

③ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

ﾌｧｲﾅﾝｽ

※１：削減指標は、資産ポートフォリオ規模の増減による影響を除くため「保有残高あたりGHG排出量（＝資産ポートフォリオのGHG排出量÷資産ポートフォリオ残高）」とする。
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５．投資先企業様への期待
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投資先企業様への期待

「ESG対応」と「企業価値向上の両立」
対立概念ではなく、相乗関係（プラスにもマイナスにもなりうる）

自社の存在目的の再確認、設定も重要

「経営陣」と「各事業部門」「子会社・関連会社」従業員とのベクトル合わせ

歴史的な環境変化の時。
「コロナ」「カーボンネットゼロ」「DX」は、リスクでもあるが、「大きな機会」

環境問題対応は、長丁場。
「世界的な動き」をクールに捉え、「経営計画」に埋め込み、常に検証を！
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ご清聴ありがとうございました。


