
スチュワードシップ・レポート



ゴールドマン・サックス・アセット・ 
マネジメント（GSAM）の 
スチュワードシップ

理念

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント（GSAM）は、投資家
に代わって運用するポートフォリオの組入れ企業に対して、効果的なス
チュワードシップを実践するように努めています。GSAM は、ポートフォ
リオ組入れ企業の企業戦略、投資活動、財務活動、経営者報酬、資源利
用、規制対応、環境への影響だけでなく、消費者、労働者、事業展開先
の地域社会への全体的な影響や関係の持ち方を継続的に評価しています。
この継続的な評価と効果的なスチュワードシップの実践は、GSAM の投
資プロセスの重要な一部となっています。

体制とアプローチ

GSAM スチュワードシップ責任推進部は、GSAM の世界的な議決権行使
アプローチや企業と業界へのエンゲージメントを継続的に改善させてき
ました。GSAM スチュワードシップ責任推進部は、GSAM の運用部門内
の専用リソースとして機能し、以下をはじめとする中核的プログラムを
指揮しています。

議決権行使：アセット・オーナーのために、長期的な株主価値を創出し
ます。

企業との直接の対話 (エンゲージメント)：ポートフォリオ組入れ企業の
経営者と積極的に対話を行い、プラスの変化をもたらします。

業界におけるリーダーシップ：スチュワードシップを実践するアクティ
ブ・オーナーと協働し、洞察を共有し、ベスト・プラクティスを確立します。

GSAM は、様々な運用部門を擁するフル・サービスの資産運用会社であり、
各運用部門がスチュワードシップ責任を負っています。GSAM の運用部
門は、主要なイニシアティブでは協調しますが、運用部門ごとに異なる
投資理念に基づいて、個別の投資プロセスを維持しています。

GSAM のグローバル議決権行使およびエンゲージメント方針はウェブサ
イトでご覧ください。

2    |    



GSAM は、投資家から委任された議決権行使責任を果たすために、グローバルな議決権行使ガイドラインを独自に策定し
ています。このガイドラインの策定により、GSAM では、利益相反の影響を回避しながら（GSAM の見解において）株主
価値を最大化できる議決権行使が可能になりました。このガイドラインは、直近の課題と主要なガバナンス・テーマに対
する最新の見解を取り入れるために、年に一度更新されます。議決権行使の判断は GSAM 内で定期的に検討され、議決
権行使の方針は年に一度、取締役会の承認を受けます。GSAM の議決権行使の方針は、株主の議決権行使、買収防衛策、
取締役会の構成、取締役会の選任、役員や取締役の報酬、組織再編、合併、企業の社会的責任に関する問題、様々な株主
提案など、多様なテーマに対応しています。

GSAM の議決権行使の方針（2019 年）のハイライト

取締役会の多様性：取締役会構成員の多様性は、より良い意思決定を促
して株主リターンを上昇させる可能性があります。そのため GSAM は、
米国企業に女性取締役がいない場合に指名委員会委員長の選任議案に反
対する方針を追加しました。

女性取締役を選任しないことを理由に 214 社で 312 名の取締役の
選任議案に反対しました。

男女間の賃金格差：男女間の賃金格差は従業員の能力やリーダーシップ
の発揮を制限し、人的資本管理と企業業績にマイナスの影響を及ぼしま
す。GSAM は今年、企業の男女別賃金データや賃金格差縮小方針・目標
の報告を求める株主提案を精査する方針を追加しました。

男女間の賃金格差に関連する株主提案の 93% に賛成しました。

気候変動：GSAM は、環境要因が運用パフォーマンスにマイナスの影響
を及ぼす可能性を認識しています。気候変動関連の提案を評価する際、
GSAM は、提案の目的と株主の全体的利益とのバランスを考慮します。
そのような理由から、GSAM は当社の方針を加筆修正し、温室効果ガス
の排出削減、エネルギー効率化の方針、再生可能エネルギーの資源開発
の現実性、ならびに気候変動に関する財務的、物理的、規制的、公共的
圧力に関する株主提案に対応しました。

2° C シナリオ・レポートの発行を企業に求める株主提案に全て賛成
しました。

気候変動関連情報の開示を求める株主提案の 60% に賛成しました。

GSAM の議決権行使

GSAM の米国では、米国 1940 年法ミューチュアル・ファンド全てについて、米国証券取引委員会提出書類および GSAM（米国の）ウェブサイト上で、
議決権行使結果を毎年公表しています。英国においては、英国スチュワードシップ・コードに従って、議決権行使結果を毎四半期に公開しています。
保有している英国企業の議決権行使については、GSAM（英国）のウェブサイトで詳細をご覧ください。
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74 市場
市場 議決権を行使した株主総会の数

米国 3,167

日本 1,654

中国 657

英国 477

台湾 365

カナダ 343

ケイマン諸島 319

ブラジル 310

オーストラリア 248

インド 244

韓国 228

バミューダ 188

ドイツ 181

フランス 170

スウェーデン 165

スイス 126

南アフリカ 123

オランダ 122

インドネシア 120

イタリア 115

香港 114

イスラエル 114

タイ 103

シンガポール 97

ロシア 85

スペイン 83

メキシコ 80

ベルギー 70

ノルウェー 70

ルクセンブルク 56

アイルランド 55

トルコ 50

デンマーク 49

チリ 43

フィンランド 43

マレーシア 37

ポーランド 37

ニュージーランド 36

フィリピン 35

ジャージー 32

オーストリア 30

ギリシャ 23

マーシャル諸島 21

ポルトガル 20

ガーンジー 15

アラブ首長国連邦 12

コロンビア 11

パキスタン 11

キプロス 8

チェコ共和国 7

カタール 7

英領バージン諸島 7

パナマ 6

ペルー 6

プエルトリコ 6

マルタ 5

アルゼンチン 4

バングラデシュ 4

ハンガリー 4

マン島 4

ベトナム 4

キュラソー 2

エジプト 2

サウジアラビア 2

バハマ 1

フェロー諸島 1

ジブラルタル 1

リベリア 1

リヒテンシュタイン 1

モーリシャス 1

パプアニューギニア 1

10,842 議決権を行使した
株主総会の数

の株主提案に
賛成

議決権を行使した
議案の数108,260

の会社推奨に
反対12%

の株主総会で 1つ以上の
会社推奨に反対51% 46%

GSAM の議決権行使
2018 年 7 月 1 日～ 2019 年 6 月 30 日

aaa概略

市場別
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18% の「セイ・オン・ペイ」で反対
役員報酬に関する勧告的決議を求める経営者提案を判断するに当たって、
GSAM は様々な要素を考慮します。米国企業については、各企業の固有
の状況と、取締役会が企業慣行に対して示した根拠を考慮して各要素を
検討します。

検討した要素：

業績連動報酬の乖離
GSAM が業績連動報酬の乖離度を評価する際には、CEO 報酬と TSR（総
株主リターン）や同業他社の CEO 報酬との比較、CEO 報酬のピア・グルー
プ中央値との比較、CEO 報酬と株主リターンとの比較を行います。

長期株式報酬が（財務指標や株価等のパフォーマンスに紐づいておらず）
役務提供期間によってのみ決定される場合

異常に高額の賞与に業績連動性の十分な証明や適切な開示がない

本報告期間中：

GSAM は、2,139 件の株主提案に対して議決権を行使しました。

GSAM は、以下の株主提案の全てに賛成しました。

環境に関する提案：
企業のリサイクルの取り組みに関する提案
2° C シナリオの分析結果の公開

社会に関する提案：
ヘルスケア改革に関するレポートの作成
公正貸付に関する提案

ガバナンスに関する提案：
取締役会に関する情報開示
プロキシー・アクセス権の導入

56%
役員
選解任等

9%
役員報酬等

7%
資本政策等

21%
事業関連

3%
再編 & 合併

2%
株主提案 1%

買収防衛策関連

1%
その他

GSAM は、第三者の議決権行使助言会社であるインスティテューショナ
ル・シェアホルダー・サービシーズ（ISS）を採用し、実務、記録、レポーティ
ングなどの議決権行使関連業務に関する支援を得ました。GSAM は、ISS
の議決権行使に関する標準方針ではなく GSAM 独自のガイドラインに従
い、議決権行使の判断に対する責任を維持しています。

GSAM スチュワードシップ責任推進部と GSAM のその他の事業部門は、
ISS と合同で年次デュー・デリジェンス会議を開催し、GSAM グローバル
議決権行使方針に基づいて議決権行使勧告を行う際に ISS が従うプロセ
スと手順を確認します。

GSAM の議決権行使　|　2018 年 7 月 1 日～ 2019 年 6 月 30 日

株主提案 議決権行使助言会社の監視

議決権を行使した議案の分類 反対した経営者提案の内訳
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GSAM スチュワードシップ責任推進部は、ベスト・プラクティスを促すために、建設的かつ結果重視のエンゲージメント
を重視します。GSAM スチュワードシップ責任推進部のエンゲージメント活動には、企業経営陣へのレター ( 書簡 ) の送
付と、企業経営陣との対面または電話での対話が含まれます。書簡によって GSAM のスチュワードシップの優先事項を
提示し、対話では企業固有のテーマを扱います。GSAM スチュワードシップ責任推進部は、数百回の対話を実施し、その
後の進展をモニタリングし、結果報告を行っています。

GSAM スチュワードシップ責任推進部が実施するエンゲージメントには、
運用部門が実施するエンゲージメントを補完するという目的があります。
経営陣へのエンゲージメントは、GSAM の調査プロセスの主要な構成要
素であり、投資対象の選別に影響を及ぼす場合があります。経営陣への
エンゲージメントからは、経営陣の資質、ビジネス・モデル、財務成績
および戦略、ならびに将来の事業見通しに対する独自の洞察が得られま
す。GSAM の運用部門が 1 年に実施する対話の数は、会社施設の現地訪
問や顧客、サプライヤー、競合会社との対話を含め、合計で何千件にも
のぼります。

GSAM では、そのような対話を通じて広範な問題を議論し、戦略、財務
成績、財務以外の業績をはじめ、事業への理解を深めようと努めます。
例えば、経営陣へのエンゲージメントでは、環境・社会・ガバナンス（ESG）
などのテーマについて議論することがあります。ESG がテーマのエンゲー
ジメントは、情報収集、説明責任の評価、ベスト・プラクティスの採用
を通じた変化の促進を目的とします。こうした対話は、ESG への配慮を
取り入れた持続可能なビジネス・モデルの重要性について協議する機会
にもなります。

手法

GSAM スチュワードシップ責任推進部のエンゲージメントは 2 種類に分
けられます。

テーマ別のエンゲージメント：これは企業に対する働きかけであり、
GSAM が策定したフォーカス・リストのテーマに基づいて企業にエンゲー
ジメントを行います。このフォーカス・リストは、現地市場や新しいベ
スト・プラクティスに対する観察に基づいて、毎年更新されます。2019
年のエンゲージメント・フォーカス・リストには、以下のテーマが含ま
れていました。

ESG 報告・情報開示

取締役会の構成

企業戦略

環境リスク

社会的リスク

議決権行使および関係構築・強化のための対話：議決権行使に関連する
対話は、GSAM からの依頼による場合と、企業側から依頼されて行う場
合があります。対話により、我々は情報に基づいて議決権行使の判断を
下すことができます。これ以外にも、企業側から関係構築・強化、企業
の重要な ESG 問題に関する情報の収集、経営陣へのフィードバックを求
めて対話の依頼を受けることもあります。

GSAM のエンゲージメント
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GSAM スチュワードシップ責任推進部は、2018 年 7 月 1 日から 2019 年 6 月 30 日にかけて、GSAM の年次フォーカス・
リストに基づいて 363 社と 417 回のエンゲージメントを実施したほか、年次株主総会に関連する問題を議論する会議も
実施しました。

GSAM のエンゲージメントの概要

セクター 会議数

通信サービス 13

一般消費財・サービス 42

生活必需品 29

エネルギー 23

金融 51

ヘルスケア 45

資本財・サービス 68

情報技術 63

素材 29

不動産 31

公益事業 23

合計 417

セクター別エンゲージメント数

12%
社会的
リスク

27%
議決権および
株主関係

23%
ESG
レポート

17%
取締役会の
構成

9%
企業戦略

12%
環境リスク

1.　多くのエンゲージメントでは、複数のカテゴリーやテーマを取り上げます。

エンゲージメントのカテゴリー／テーマ 1
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ESG 報告・情報開示
リスクを管理して好業績を上げるには、重要な ESG 要素
の考慮が不可欠です。GSAM は、サステナビリティ会計基
準審議会（SASB）の枠組みによる報告原則を取り入れて
重要な ESG リスクの開示を増やす方法について、企業へ
のエンゲージメントを実施しています。

米国のエネルギー会社：2018 年 9 月、GSAM スチュワードシップ責任推
進部のメンバーは、米国のエネルギー会社の IR チームと環境情報の開示
について意見交換しました。同社は、自社ウェブサイトのサステナビリ
ティ情報を更新するなど、クリーン・エネルギー戦略に関連する情報を
開示して宣伝するために、リソースを追加しています。また、第三者の
業界団体と協力して、自社の ESG 情報が同業他社と同等のものになるよ
うにしました。最終的には、CO2 排出量を 65% 削減するという同社で初
めての環境関連目標を掲げました。同社は将来、さらに環境目標を開示
することを検討しています。

日本の鉄道会社：2019 年 6 月、GSAM スチュワードシップ責任推進部の
メンバーは日本の鉄道会社の本社を訪問し、サステナビリティとその関
連情報の開示に対する経営者の取り組みについて協議しました。同社は、
GSAM の 2018 年のエンゲージメントが社内の議論を加速させるきっか
けとなり、4 月に ESG グループを立ち上げる後押しになったと述べまし
た。取り組みは始まったばかりですが、同社は引き続き透明性を向上させ、
社内で重要性評価を実施することを検討しています。

多国籍の暖房給水設備販売会社：2019 年 1 月、GSAM スチュワードシッ
プ責任推進部のメンバーは、多国籍の暖房給水設備販売会社のサステナ
ビリティ担当取締役にエンゲージメントを実施しました。同社は 10 年以
上前から正式な持続可能性プログラムを実施し、2018 年には CDP（旧ク
ライメート・ディスクロージャー・プロジェクト）への報告を開始しま
したが、同社の持続可能性プログラムは 5 年前に実施した重要性評価に
基づいていました。同社の説明によると、この重要性評価を SASB 基準
およびグローバル・レポーティング・イニシアティブ（GRI）の枠組みに
変更中であるとのことでした。同社は現在、2016 年に設定した 5 年間の
炭素排出量削減目標と廃棄物削減目標を達成できる流れにあり、GSAM
は引き続き、同社の ESG 関連情報の開示の進捗をフォローする予定です。

取締役会の構成
取締役会のリーダーシップを強化するために、GSAM は企
業に対して、女性取締役の増員と取締役会構成の問題への
対応とその解決を促しています。

日本のエレクトロニクス・メーカー：2019 年 5 月、GSAM スチュワードシッ
プ責任推進部のメンバーは日本のエレクトロニクス・メーカーと面会し、
取締役会の規模、独立性、多様性について議論しました。この数年間に
数回にわたって同社にエンゲージメントを実施した結果、GSAM スチュ
ワードシップ責任推進部は、株主とのコミュニケーションやジェンダー
平等への対応で進展があったことを確認しました。最近では、同社初の
女性取締役と女性執行役が任命されました。GSAM は取締役会のスリム
化を同社に促すと同時に、取締役会の独立性向上に向けた行動を提言し
ました。

イタリアの運送会社：2019 年 4 月、GSAM スチュワードシップ責任推進
部のメンバーは、イタリアの運送会社の IR チームのメンバーと面会して
取締役の選任について議論し、独立取締役が 50% に留まっていることに
ついて懸念を伝えました。同社の取締役候補者については、GSAM の議
決権行使の判断材料となり得る十分な情報開示が行われていませんでし
た。イタリアの法律では、任命される候補者が 1 名または少数名の場合、
候補者案を株主総会に先立って取締役会が提示する方法と株主総会で株
主が直接提示する方法のいずれかが可能です。イタリアではここ数年、
取締役会が候補者案を提出することが増えています（取締役会が刷新さ
れる場合を除きます）。GSAM は、取締役会が候補者案を示さなければ株
主の議決権行使能力が大幅に制限されると説明し、議決権行使プロセス
における透明性の向上を促しました。

米国のデータ処理会社：2019 年 6 月、GSAM スチュワードシップ責任推
進部のメンバーは、同社の報酬委員会委員長、コーポレート・セクレタ
リー、ゼネラル・カウンシルと面会し、近く開催される同社の株主総会
について議論しました。決議事項について議論した後、同社は、IPO 以
降に女性取締役が一人もいないという事実を自ら指摘しました。同社は、
取締役会の多様性が単に正しいというだけでなく、業績を改善して企業
価値を向上させる原動力であると認識していました。GSAM は、女性が
いない取締役会に対する議決権行使の方針を説明し、しかるべき時まで
に女性の取締役を加えるよう同社に促しました。

エンゲージメントのケース・スタディー
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企業戦略
GSAM スチュワードシップ責任推進部は、企業と協力して
資本配分の問題の解決にあたり、効率性と株主価値の上昇
を目指します。

日本の印刷サービス会社：2019 年 4 月、GSAM スチュワードシップ責任
推進部のメンバーは、日本の印刷サービス会社の IR 代表者と面会し、資
本管理の問題について議論しました。これは 3 年連続となりました。同
社のビジネス・モデルの劣化についての協議の後、同社は、資本効率向
上に向けた資産の合理化と、新業種・新市場での事業成長という新たな
中長期戦略を説明しました。長期保有していた持ち合い株式の一部を売
却することを決定したと同社は述べ、さらなる変化が期待できることが
分かりました。GSAM は同社に対して、経営者の業績連動報酬、ポイズ
ンピル条項の削除など、その他のガバナンス改革の実施も検討するよう
促しました。

米国の金融サービス会社：2019 年 4 月、GSAM スチュワードシップ責任
推進部のメンバーは、米国の金融サービス会社の CEO と CFO にエンゲー
ジメントを実施し、国際市場で成長するための事業戦略について議論し
ました。同社は最近、主要な業務提携先を失い、過渡期にあります。当チー
ムは、労働力の変化や海外の規制を含め、海外市場への参入に関連する
課題について議論しました。同社は、経営者が、株主価値の上昇に寄与
し得る収益構造に注目して従業員インセンティブ・プランの策定に多大
な時間を費やしたことを示唆しました。

環境リスク
GSAM は、気候変動と増え続ける環境規制が企業業績の脅
威となっていることを理解しています。GSAM は、企業の
カーボン・フットプリントの削減方法に関して、エンゲー
ジメントを実施しています。

日本の航空会社：2018 年 8 月、GSAM スチュワードシップ責任推進部の
メンバーは、日本の航空会社と面会し、カーボン・フットプリントの削
減について協議しました。同社はこのテーマについてさらなる取り組み
が必要であると認識しており、今後は一本化された報告経路とその他の
手段を通じて進展を報告すると述べました。また、同社は、業界最高の
燃費効率を誇る最新技術を搭載した機材を導入することにより、炭素排
出量を削減する計画です。そうなれば、これまでは中長距離路線ではオ
ペレーション上難しいと考えられてきた格安航空を開始することができ
ると考えられます。同社では、経営上層部と CEO が社内の ESG の取り組
みに直接関与しており、ESG に対する意識を全社レベルでどのように構
築していくのかが次の課題になります。

米国の公益企業：2019 年 1 月、GSAM スチュワードシップ責任推進部の
メンバーは、米国の電力会社の IR チームと面会し、前回のエンゲージメ
ントで取り上げた環境情報の開示について、同社の進捗を確認しました。
GSAM スチュワードシップ責任推進部は、スコープ 1 の直接排出量や排
出量削減目標など、重要な環境指標の開示を同社に促してきました。同
社は、2 回目の会合で、2025 年までに炭素集約度（電気産出量 1 メガワッ
ト時あたりの二酸化炭素排出量で測定）を 20% 低減させる社内目標を設
定したと述べました。同社は、目標達成のために炭素集約度の低い発電
タービンへ移行し、天然ガスと電力網のインフラをアップグレードする
予定であると説明しました。我々は、同社へのエンゲージメントを継続し、
進展を追跡する予定です。



社会的リスク
GSAM スチュワードシップ責任推進部は、人的資本リスク
を低下させて強固なサプライ・チェーン・マネジメントを
推進するために、職場におけるジェンダーや人種／民族の
多様性を促し、原材料調達と効率性に関してベスト・プラ
クティスと情報開示を推進するために、企業にエンゲージ
メントを行います。

米国のハードウェア技術企業：2019 年 1 月、GSAM スチュワードシップ
責任推進部のメンバーは、米国のハードウェア技術企業の代表者と面会
し、多様性と社会に関連する課題について協議しました。GSAM は 2018
年の同社の株主総会で、雇用機会均等（EEO-1）に関する情報開示を求
める株主提案に賛成しました。この提案は否決されましたが、同社は株
主の関心に応えるために、様々な経歴を持った人材の発掘、人材採用慣
行の改善、社内人材の能力開発、アンコンシャス・バイアス (無意識の偏
見) の解消、さらなる情報開示を中心に、多様性と包摂性の戦略を見直し
ました。また、同社は、EEO-1 データを盛り込んだ同社初の年次多様性
レポートを発行したほか、多様性に関する様々な取り組みについて、取
締役会と経営陣が四半期ごとに進捗状況を精査することを決めました。

日本の衣料品メーカー：2018 年 11 月、GSAM スチュワードシップ責任
推進部のメンバーは、日本の衣料品メーカーの IR チームおよびコーポレー
ト・サステナビリティ・チームと面会し、同社の持続可能性に対するコ
ミットメントについて協議しました。ミーティングに先立ち、GSAM ス
チュワードシップ責任推進部は、同社の持続可能性レポートから重要な
ESG 情報の一部が抜けていることを発見しました。同社は過去にサプラ
イヤーの不適切な労働環境を発見したことがありますが、同社のサプラ
イ・チェーン・マネジメント方針に関するレポートには依然として説得
力がないことに我々は気づきました。同社は、エンゲージメント・ミー
ティングの中で、サプライ・チェーン・マネジメントは最優先課題の一
つであり、最近公表した持続可能性レポートでは、サプライヤーの監査
と持続可能性への取り組みについて大きく取り上げていると説明しまし
た。同社の最新のレポートでは、我々による当初の指摘とエンゲージメ
ントの理由となった問題が取り上げられました。

議決権行使に関連するエンゲージメント
GSAM スチュワードシップ責任推進部は、企業の定時株主
総会および臨時株主総会の議案となる会社提案や株主提案
について協議するために、企業とのエンゲージメントを行
います。

スペインの分散型 REIT：2019 年 2 月、GSAM スチュワードシップ責任推
進部のメンバーは、商業不動産投資信託の取締役および IR チームと、年
次株主総会の決議事項である取締役報酬の提案について議論しました。
GSAM スチュワードシップ責任推進部は、同社が投資家の意見を考慮し
て報酬構造を株主の利益に沿うものに変更し、最大額の報酬が支払われ
る条件が株主にとっても好ましいシナリオになったことを知りました。
また、同社は、業績連動型報酬の評価対象期間を 1 年から 3 年に変更し
ました。役員の長期の報酬制度は、株主の長期的利益に沿ったものに変
更されました。GSAM は、同社の建設的な対応を考慮して、取締役報酬
の提案に賛成しました。

米国のコンテナ会社：2019 年 1 月、GSAM スチュワードシップ責任推進
部のメンバーは、米国のコンテナ会社の役員と面会し、役員報酬につい
て議論しました。GSAM は以前、執行役の報酬を承認する勧告的決議に
反対していました。同社の CFO は、株主からの意見を考慮して、取締役
報酬の業績目標基準を厳格化し、株主総会招集通知に掲載する報酬関連
情報の内容を充実させる予定であると説明しました。同社は、株主の関
心に応えるために ESG 情報の開示を一段と重要視し、同社で最初の ESG
レポートを発行することを検討中です。
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GSAM および GSAM スチュワードシップ責任推進部は、ベスト・プラクティスを推進するため、議決権行使とエンゲー
ジメントに加えて、関連団体への加盟や業界参画を通じて活動しています。GSAM スチュワードシップ責任推進部は、
GSAM を代表して様々な会議や産業フォーラムに出席し、戦略的パートナーシップを通じたアクティブな協働を支援し、
GSAM の継続的な ESG レポートとディスクロージャーに貢献しています。

GSAM は、以下をはじめとする団体への加盟と提携を通じて業界に対す
る影響力を築き、ESG とスチュワードシップの分野でベスト・プラクティ
スを推進することを目指します。

CDP 署名投資家

クライメート・ボンド・イニシアティブ、2015 年よりパートナー

機関投資家評議会メンバー

欧州ファンド資産運用協会（EFAMA）の ESG インベストメント・ステア
リング・コミッティー、2019 年に参加

国際資本市場協会のグリーン、ソーシャル & サステナビリティ・ボンド・
コミッティー、2019 年に参加

インベストメント・アソシエーション（IA）のサステナビリティ・アンド・
レスポンシブル・インベストメント・コミッティー、2019 年に参加

インベスター・スチュワードシップ・グループ署名機関、2018 年より

日本版スチュワードシップ・コード署名機関、2014 年より

ワン・プラネット・ソブリン・ウェルス・ファンド・フレームワーク・ワー
キング・グループ、2018 年のメンバー

責任投資原則署名機関、2011 年より 
（エンゲージメント評価で A+ の評価を獲得）

シンガポール・スチュワードシップ原則署名機関、2016 年より

サステナビリティ会計基準審議会、2018 年よりメンバー（SASB インベ
スター・アドバイザリー・グループに 2 人を派遣）

TCFD サポーター

国連環境計画・金融イニシアティブ（UNEP FI）レファレンス・グループ、
2019 年より参加

英国スチュワードシップ・コード署名機関、2012 年より

上記以外にも、以下をはじめとする ESG およびインパクト投資分野の様々
な機関において、GSAM のスタッフがアドバイザーや委員を務めてきま
した。

G8 社会的インパクト投資タスクフォースの米国諮問委員会（NAB）、米
国インパクト投資連盟、グローバル・インパクト投資ネットワーク（GIIN）
のインパクトベース・イニシアティブ、グローバル・ソーシャル・ベン
チャー・コンペティション（GSVC）、マッキンゼーのソーシャル・イン
パクト・ボンドに関するワーキング・グループ、グローバル・ギビング、
サステナブル・フード・ラボ、国連資本開発基金、インターナショナル・
インターフェイス・インベストメント・グループ、その他。

ゴールドマン・サックスは、以下をはじめとする団体に加盟しています。

バンキング環境イニシアティブのメンバー、2014 年より

CDP 気候変動調査の署名機関、2006 年より（2017 年に A リストに登録）

世界資源研究所の企業諮問グループ諮問委員会、2014 年よりメンバー

RE 100 イニシアティブ、2015 年より

クライメート・ファイナンス・リーダーシップ・アライアンス、2019 年
の創立メンバー

業界におけるリーダーシップ
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GSAM スチュワードシップ責任推進部のメンバーは、様々な地域にお
けるコーポレート・ガバナンスと ESG の進展状況を把握するために、
毎年、以下をはじめとする約 45 のフォーラムに参加しています。

ソサエティ・フォー・コーポレート・ガバナンスのナショナル・カン
ファレンスでの SASB とインベスター・アドバイザリー・グループの
パネル（サンディエゴ）

米国商工会議所のウィメン・イン・ビジネス・サミット（東京）

2019 年 ESG& インパクト・インベスター・フォーラムを主催。大手
金融機関の上席投資担当者を招いて洞察とベスト・プラクティスを
共有。

協働的エンゲージメント

GSAM は、新たな問題、規制の変更、主要なステークホルダーの懸念、
環境および社会的リスクの管理に関するベスト・プラクティスを積極
的にモニターします。この取り組みの一環として、GSAM は新たな問
題や環境および社会的リスクの変化に対応するために、非政府組織と
積極的に対話を行い、GSAM グローバル議決権行使方針とエンゲージ
メント・フォーカス・リストを毎年更新します。

GSAM は、様々な投資戦略、多様な投資家層、潜在的な法規制の問題
を考慮して、保有企業の他の株主と直接的に協働することには慎重な
考えです。株式に関する我々の見解は非公開な情報であり、見解を公
表することによって取引能力が制限されることを望みません。また、
他の市場参加者に取引動向を事前に察知されることを望みません。
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本資料は、情報提供を目的としてゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナルが 2019 年 10 月に作成した資料をゴールドマン・サックス・アセッ
ト・マネジメント株式会社（以下「弊社」といいます。）が翻訳したものであり、特定の投資商品の推奨（有価証券の取得の勧誘）を目的としたものではありません。訳文
と原文に相違がある場合には、英語の原文が優先します。

本資料は作成者が信頼できると判断した情報等に基づいて作成されていますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。

本資料に記載された過去のデータは、将来の結果を示唆あるいは保証するものではありません。

本資料に記載された経済、市場等に関する予測は、資料作成時点での様々な仮定や判断を反映するものであり、今後予告なく変わる可能性があります。これらの予測値は特
定の顧客の特定の投資目的、投資制限、税制、財務状況等を考慮したものではありません。実際には予測と異なる結果になる可能性があり、本資料中に反映されていない場
合もあります。これらの予測は、将来の運用成果に影響を与えうる高い不確実性を伴うものです。したがって、これらの予測は、将来実現する可能性のある結果の一例を示
すに過ぎません。これらの予測は一定の前提に基づく推定であり、今後、経済、市場の状況が変化するのに伴い、大きく変わることが考えられます。ゴールドマン・サック
スはこれら予測値の変更や更新について公表の義務を有しません。

本資料に記載された見解は情報提供を目的とするものであり、いかなる投資助言を提供するものではなく、また個別銘柄の購入・売却・保有等を推奨するものでもありませ
ん。記載された見解は資料作成時点のものであり、将来予告なしに変更する場合があります。 

個別企業あるいは個別銘柄についての言及は、当該個別銘柄の売却、購入または継続保有の推奨を目的とするものではありません。本資料において言及された証券について、
将来の投資判断が必ずしも利益をもたらすとは限らず、また言及された証券のパフォーマンスと同様の投資成果を示唆あるいは保証するものでもありません。

本資料に記載された、一般的な市場動向や、産業およびセクター動向、あるいは広範囲にわたる経済、市場および政治状況についての情報は、いかなる投資推奨あるいは投
資助言の提供を意図するものではありません。本資料はゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント（GSAM）が作成したものであり、ゴールドマン・サックスのグロー
バル・インベストメント・リサーチ部門（GIR）が発行したものではありません。本資料に記載された見解は、GIR、その他ゴールドマン・サックスまたはその関連会社のい
かなる部署・部門の見解と必ずしも同一であるとは限りません。本資料記載の情報は作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあ
ります。

環境・社会・ガバナンス（ESG）戦略は、リスクを取る場合やその他の戦略もしくは市場ベンチマークに組み込まれたエクスポージャーを排除する場合があり、その結果、
当該戦略のパフォーマンスがその他の戦略または市場ベンチマークのパフォーマンスと乖離する場合があります。ESG 戦略には、投資対象資産クラスに関連するリスクが伴
います。また、ESG 戦略がターゲットとする市場またはセクターにおいて、需要が予想通りに増加しない可能性や需要の増加が予想よりも緩やかとなる可能性があります。

弊社及びゴールドマン・サックス・グループで投資運用業務を行う関係法人を総称して「ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント」あるいは「GSAM」と呼ぶこ
とがあります。

GSAM スチュワードシップ責任推進部について

GSAM では、スチュワードシップ活動を戦略ごとの枠組みにとらわれず、横断的に管理、推進する目的で、「スチュワードシップ責任推進部 (英表記：Global Stewardship 
Team)」を運用部門内に設置しています。同部の所管には、議決権行使基準の策定・運用、その他適切な議決権行使の実施のための業務や、投資先企業に対するエンゲージ
メント (対話) の主催、またこれらスチュワードシップ活動の報告等が含まれます。本資料において GSAM のニューヨークと東京のスチュワードシップ責任推進部を総称して、

「GSAM スチュワードシップ責任推進部」といいます。

本資料に掲載された社名およびロゴは、ゴールドマン・サックスおよびその関連会社のものを除き、商標™または登録商標 ® であり、その所有権は各社に帰属します。ゴー
ルドマン・サックスによるこれらの社名およびロゴの使用は、スポンサーシップ、保証または提携を示唆または表示するものではありません。

本資料の一部または全部を、弊社の書面による事前承諾なく（Ｉ）複写、写真複写、あるいはその他いかなる手段において複製すること、あるいは（Ⅱ）再配布することを
禁じます。
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