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株主議決権行使の指図にかかる方針 

当社は、下記に述べる、顧客口座で保有する有価証券に対する議決権行使の指図にかかる方針（以下
「議決権行使方針」）及び関連手続きを採択した。これらの議決権行使方針及び関連手続きは、当社が議
決権行使の指図権限を有する場合において、法律上、受託者責任上及び契約上の義務を確実に遵守する
ことを目的として作成されている。 

 

A. 基本指針 
 

議決権を行使すること及びコーポレート・ガバナンスについて詳細な検討を行うことは、これらに関して当社に権
限を委託する顧客に対し、当社が提供する資産運用サービスの重要な要素である。当社の基本方針は、議
決権行使の指図にかかる判断を行うに際し、当社の視点で投資対象会社における株主価値を最大化する
提案に賛成し、利益相反的な考慮を排除することである。これらの方針は、健全なコーポレート・ガバナンスが、
株主の利益に資する枠組みを構築するという当社の基本理念を反映している。 

 

B. 議決権行使のプロセス 
上場株式投資 

当社は、基準日において議決権を有する上場株式投資にかかる上記基本方針を実践するために、当社グル
ープのポートフォリオ・マネジメントが作成したカスタマイズされた議決権行使に関するガイドライン（以下「ＧＳ
ＡＭガイドライン」）に従っている。ＧＳＡＭガイドラインは、当社が議決権行使の指図を行うにあたって、一
般的に重要とする原則及び要因を具体化するものである。議決権行使方針は、株主議決権、買収防衛
策、取締役会の構成、取締役の選任及びその報酬、組織の再編、合併、企業の社会的責任、その他の
様々な株主提案等を含む広い範囲の個別の議案について規定している。 コーポレート・ガバナンスに関する問
題の多くは、複雑かつ個別性が強いため、ＧＳＡＭガイドラインは、議決権行使の指図を行う際に当社が考
慮すべき重要な要素について明らかにしている。 
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議決権行使方針の基本指針及び原則は当社が議決権行使の指図を行う際の指針であり、必ずしも投資
判断の指針ではない。当社のポートフォリオ・マネジメント・チーム（以下、各々「ポートフォリオ・マネジメント・チー
ム」）は、特定の会社に投資を行うか否かを決定する際に様々な要因に基づき検討を行う。コーポレート・ガバ
ナンスはそのような要因の一部ではあるが、必ずしも最も重視すべき要因であるとは限らない。 

 

 

ファンダメンタル株式チーム、並びにエネルギー&インフラストラクチャー運用チーム 

ファンダメンタル株式チーム、並びにエネルギー＆インフラストラクチャー運用チームは、コーポレート・ガバナンスに関
する分析を投資調査と株式評価に不可欠な要素であると考えている。特定の議案に関する見解を構築する
ため、これらのポートフォリオ・マネジメント・チームは、ＧＳＡＭガイドライン及び提案書の他にも、個々の議案に
応じて現地で適用される法令や議決権行使に関する慣例を考慮することができる。 

 

計量投資戦略ポートフォリオ・マネジメント・チーム 

計量投資戦略ポートフォリオ・マネジメント・チームは、ＧＳＡＭガイドラインの作成への参加及び議決権行使
助言会社の提案書作成プロセスへの評価と同様に、チーム独自の投資哲学及びポートフォリオの構築アプロー
チに基づいて、ＧＳＡＭガイドライン及び提案書のとおりに議決権行使の指図を行うこととしている。しかしなが
ら、計量投資戦略ポートフォリオ・マネジメント・チームは、随時特定の議決権行使の指図を検討し、独自に評
価することができる。 

 

債券及び未公開有価証券投資 

顧客が投資する債券及び未公開有価証券に関する議決権行使については、原則として、担当ポートフォリ
オ・マネジメント・チームが個別の議案や他の事情を検討して行うものとする。かかるポートフォリオ・マネジメント・
チームはまた、自らの債券及び未公開有価証券投資に関連する議決権行使方針を補完する方針を採用す
ることができる。 

 

GSインベストメント・ストラテジーズ・ポートフォリオ・マネジメント・チーム 
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未公開有価証券に関する議決権行使については、原則として、担当ポートフォリオ・マネジメント・チームが個別
の議案や他の事情を検討して行うものとする。ポートフォリオ・マネジャーが公開株式につき議決権行使の指図
にかかる責任を負う範囲で、オーバーライドが求められた場合を除き、ＧＳＡＭガイドライン及び提案書に従う。 

 

オルタナティブ投資及びマネージャー選任（以下「ＡＩＭＳ」）並びに外部運用戦略 

当社が当社以外のマネージャーへ運用を委託している場合（主に当社のＡＩＭＳ事業ユニット内の機能で
ある。）、原則として外部マネージャーが、そのマネージャーの方針に従い議決権行使の指図につき責任を負う。
しかしながら、一般的な状況において適切又は必要な場合には、ＡＩＭＳはその権限を留保することができ
る。ＡＩＭＳポートフォリオ・マネージャーが公開株式につき議決権行使の指図にかかる責任を負う範囲で、Ａ
ＩＭＳポートフォリオ・マネージャーはオーバーライドが求められた場合を除き、ＧＳＡＭガイドライン及び提案書
に従う。議決権行使にかかるその他の決定は、ＡＩＭＳポートフォリオ・マネージャーの顧客が有する非公開株
式にかかる議決権行使に関する決定が準拠するところのＡＩＭＳの方針に従って行われる。 

 

C. 実践 
当社は、実務的サポート、記録管理及びレポーティングにかかるサービスを含むがこれらに限られない一定の議
決権行使の指図に関連する機能の実践をサポートする第三者議決権行使サービス機関（以下「議決権行
使助言会社」）を起用している。その職務の一環として、議決権行使助言会社は各議案に対してＧＳＡＭ
ガイドラインに基づく分析及び提案（以下「提案書」）を書面で作成する。当社は議決権行使指図に関する
判断につき責任を負う。当社は議決権行使助言会社との間で毎年デュー・ディリジェンス会議を開催し、議決
権行使助言会社がＧＳＡＭガイドラインに基づき提案を作成する場合に従うプロセス及び手続を確認し、ま
た業務内容、体制、人員配置又はプロセスに関する重要な変更について議論する。 

 

当社のポートフォリオ・マネジメント・チームは通常、ＧＳＡＭガイドライン及び提案書に従って議決権行使の指
図を行う。ただし、各ポートフォリオ・マネジメント・チームは、一定の議決権行使の指図につき、オーバーライドの
判断に際し利益相反的な考慮を排除することを確保するための手続きにより、ＧＳＡＭガイドライン又は提
案書と相違する議決権行使の指図にかかる承認を求めることができる。 

 



    
 

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 
 

4 
 

オーバーライド手続きの結果、異なるポートフォリオ・マネジメント・チームは、同一の企業の特定の議案に関して
異なる議決権の行使の指図を行う場合がある。 

 

当社に議決権行使を委託した顧客が、ある特定の議案にかかる議決権行使について当社に対し議決権行
使方法を指示することを希望する場合は、顧客は当社の顧客担当者に連絡することができる。当社は、そうし
た状況において顧客の依頼に従うよう商業上合理的な努力を行うが、当社が当該議決権行使の依頼を実
行できるか否かは、依頼を受けたタイミング等の実務的事情により左右される。 

 

場合により、当社が議決権行使の指図をできるか否かは、規制上の要件及びコンプライアンス、法的又は事
務処理上の考慮により制限を受けることがある。そのため、当社は場合により、議決権行使の指図をすること
が現実的ではない又は望ましくないという判断をすることがある。有価証券が証券貸付プログラムを通じて貸し
付けられている等の一定の状況において、ポートフォリオ・マネジメント・チームは、特定の発行体の株式が議決
権行使時までに回収されない限り、一定の議決権行使には参加できない。回収を求めるか否かにかかる判断
は、該当するポートフォリオ・マネジメント・チームが、かかる回収請求の取扱いに当社のコントロールが及ばず、当
社が当該株式の議決権行使の指図を行うまでに当該請求に応じられない可能性があることを考慮した上で、
議決権の行使による利益が有価証券の回収にかかる費用、逸失利益、及び／又はその他の損害を上回る
と判断するか否かに基づく。 

 

D. 利益相反 
 

当社は、議決権行使の指図の判断における利益相反の影響を排除する目的で、内部手続きを定めている。
この手続きには、情報隔壁、ＧＳＡＭガイドライン、提案書、並びにポートフォリオ・マネジメント・チームがＧＳ
ＡＭガイドライン及び／又は提案書と異なる議決権行使の指図に利害関係を有する場合の上記のオーバーラ
イド手続きの適用に関するものも含まれている。ゴールドマン・サックス・グループ・インクの株式又は当社関係会
社が運用するファンドについて議決権行使指図をする場合には、利益相反と認識される可能性又は潜在的
な利益相反の可能性を減少させるため、原則として、当社は適用ある法令及び規制上の要件に従って、当
該議案についての他の議決権と同じ比率で行使するよう指図する。 
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E. 投資一任契約書等における議決権行使の指図の取扱い 
 

当社は、顧客との投資一任契約書・細則・覚書等に議決権行使の指図権限の所在と範囲を明確にする。 

外国株式に係る議決権行使に当たっては、当該国の実情に応じてその指図を行うものとする。 

 

F. 事務手続 

 

1. 意思決定、議案の判定・記録、報告 

当社は、ガイドライン等に従って、個々の議案を決定の上、指図内容を決定する。問題となる議案が
あった場合、その議案が問題となる理由及び意思決定の理由を記録する。 

当社は、顧客から請求があった場合には、議決権行使の指図の内容について報告する。顧客は、当
該顧客の代理として行使される議決権に関してのその他の個別のサービスの提供を受けることが可能か
どうかを当社と協議することができる。 

 

2. 根拠データの保存 

問題となる議案については、前号の記録、株主総会通知書及び指図書の写しを保存する。 

問題となる議案以外は指図書の写しを保存する。 

 

3. 根拠データ等の保存期間 

指図を行った日から5年間。 
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G. 議決権指図行使の結果の開示 

 

国内株式の議決権行使の結果については、別紙Ａに掲げる項目を開示する。なお、開示の時期は、８月末
を目途に開示するものとする。 

 

H. 投資信託委託業務における留意事項 

 

投資信託委託業については、本方針を準用するほか、以下の点に留意するものとする。 

 
1. 方針等の開示 

議決権行使の考え方として、次の点を具体的に開示すること。 

（１）議決権の指図行使に係る規定作成の目的および議決権の指図行使に係る基本姿勢 

（２）議決権の指図行使に係る意思決定プロセスおよび体制等の整備 

（３）スクリーニング基準 
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別紙A 

 

（開示項目） 

議案項目 集計項目 

１．会社提案 

①剰余金処分案等 

②取締役選任 

③監査役選任 

④定款一部変更 

⑤退職慰労金支給 

⑥役員報酬額改定 

⑦新株予約権発行 

⑧会計監査人選任 

⑨再構築関連（組織再編関連） 

⑩その他の会社提案 

２．株主提案 

①議案数 

②賛成の数 

③反対の数 

④棄権の数 

⑤白紙委任の数 

 

 

３．議決権行使結果の概況（上記１．２．の集計結果についてのコメント等を記載） 
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別紙B 

下記は、GSAMの顧客向けの議決権行使方針（以下、「方針」という。）の重要な基礎を構成する、
GSAMの議決権行使ガイドライン（以下、「ガイドライン」という。）の概略です。方針本文に記述されている
通り、方針に沿ってGSAMのポートフォリオ・マネジメント・チームはいかなる個別の議案もしくは投資決定に関連
して、ガイドライン及びガイドラインに基づく提案書とは異なる判断をすることがあります。 

 

以下は、日本国内における上場株式投資に関する方針の基となる基準の概略です。これらの基準を適用す
る際には例外的な取扱いをすることがあり、全ての状況を網羅しているわけではありません。 

 
1. 定型議案 

財務諸表、取締役の報告書及び会計監査人の監査意見の承認 

財務諸表、取締役の報告書及び会計監査人の監査意見の承認については、下記に該当していない限り、
賛成します。 

• 決算や監査手続きに懸念がある場合 
• 開示すべき事項に関して、当該会社が株主からの問い合わせに対して十分な対応をしていない場合 

 

会計監査人の選任及び監査費用 

会計監査人の選任及び監査費用の承認は、下記に該当していない限り、賛成します。 

• 決算や監査手続きもしくは監査意見に疑義がある場合 
• 会計監査人が正確ではないもしくは（会社の）財務状態を正しく示していない意見表明をしたと信

じるに足る理由がある場合 
• 提案されている会計監査人の名称が開示されていない場合 
• 正当な理由なく会計監査人が変更される場合 
• 非監査費用が過大である場合、もしくは非監査費用が監査費用を超える場合、あるいは 
• 提案される会計監査人が過去においてその会社の執行役を務めていたなど独立性が懸念される場

合 
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剰余金の処分 

剰余金の処分は下記に該当していない限り、賛成します。 

• 配当性向が 20％未満である場合 
• 当該会計年度において純損失を計上しているにも関わらず配当を実施しようとする場合 
• 配当性向が十分な説明なく継続的に低い場合 
• 財務状況に対して配当が高すぎる場合 

 

株式を用いた配当 

株式配当には多くの場合、賛成します。 

株式の代わりに現金を選択することが認められない提案については、その選択肢が株主価値の毀損をもたらす
と経営陣により証明された場合を除き、反対します。 

 

定款変更 

定款変更議案については状況に応じて判断します。 

 

決算期の変更 

決算期を変更する提案については、定時株主総会の延期を意図した提案であると判断される場合を除き、
原則として賛成します。 

 

株式保有の開示基準の引き下げ 

株式保有の開示義務の基準を 5%未満に引き下げる議案については、引き下げなければならない特定の理
由がない限り反対します。 
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定足数の変更 

株主総会の定足数の変更を求める議案については、状況に応じて判断します。 

 

その他の事項 

「その他の事項」（招集通知等にその内容が開示されないまま、株主に承認を求める議案）という議案につ
いては反対します。 

 

2. 取締役会 

取締役および監査役の選任 

会社提案の取締役候補については、下記の要件を考慮して賛成します。 

• 監査役設置会社、監査／報酬指名委員会設置会社、監査等委員会設置会社か、など企業統
治の構成 

• 判断に必要な情報が適時に公開されているか 
• 疑義のある資金調達や決算の修正に関し明白な懸念があるか 
• （関連当事者間で）問題となりうる取引や利益相反があるか 
• 少数株主の利益に損害をもたらしたか 
• 取締役会がその市場における最低限の企業統治の基準に達しているか 
• 下記の点について懸念があるか 

o 取締役在任期間 
o 個々の候補者に賛否を投じられるか、候補全体への賛否しか投じられないか 
o 取締役会全体の独立性 
o 取締役候補者の名前の開示 
o 取締役会議長職と CEO職の兼職 
o 元 CEO の取締役会議長への指名 
o 取締役の兼職状況 
o 委員会の構成 
o 取締役候補者の独立性 
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o 取締役会における取締役人数 
o 取締役会における性別多様性の欠如 

• 個人もしくは会社に関して、犯罪行為、忠実義務違反などの懸念事項がある場合 
• 取締役会あるいは委員会への出席率が 75％未満でありながらその正当な理由が開示されない場合

政府や当局からの処罰、法律や規則の違反行為、不適切な商慣習、経営陣の交代が必要とされ
ている状況であるにも関わらずそれを怠った場合、候補者が他の会社の取締役であるときにその会社
での行動に大きな問題があった場合など、その他問題があった場合 

 

取締役会に女性取締役が少なくとも 1名も存在しない場合は、指名委員会に反対する。指名委員会に相
当する機関が存在しない監査役会設置会社または監査等委員会設置会社においては経営トップに反対す
る。 

取締役会の人員が 15名を超えており、かつ社外取締役の比率が 15％未満である場合は経営トップに反対
する。 

当該企業の株主資本収益率（ROE）が過去 5会計年度において平均 5％未満であった場合は経営トップ
に反対する。 

対立候補がいる場合や、取締役の解任が提案されている場合など、争いのある取締役選任においては、どの
候補者が株主価値の向上に最も資するかという観点から状況に応じて判断します。 

下記を含む主要な決定要因に基づき分析されます。 

• 同業他社と比較した、会社の業績 
• 現経営陣と株主提案側双方の提案する経営戦略 
• 候補者の独立性 
• 候補者の経験と資質  
• 会社の企業統治構造 
• 経営陣の自己保身に関する事象 
• 株主への対応状況 
• 買収提案が（十分な検討なく）拒否されたか 
• 取締役会への少数派の代表者派遣もしくは過半数の代表者派遣が検討されたか 
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従業員代表もしくは労働代表を監査委員もしくは報酬委員に指名することが法令で義務付けられている場
合には、監査委員もしくは報酬委員である従業員代表もしくは労働代表に賛成します。 

従業員代表もしくは労働代表を監査委員もしくは報酬委員に指名することが法令で義務付けられていない
場合には、監査委員もしくは報酬委員である従業員代表もしくは労働代表に反対します。 

 

取締役の分類 

社内取締役 

• 会社の執行役もしくは従業員 
• 会社は非業務執行取締役と分類しているが、会社で最高額の執行役報酬（固定報酬、ボーナス、

手当て等）と同じ水準の報酬を受け取っている取締役 

 

社内非業務執行取締役 

• 会社がその非業務執行取締役を独立していないと判断した場合 
• 大株主の代表として指名された取締役 
• 大株主の会社の執行役もしくは従業員 
• 10%以上の株式もしくは 10％以上の議決権を直接的あるいは間接的に保有する実質所有者（議

決権が家族等特定の集団に属する複数のメンバーで保有されている場合、、そのグループ全体の議決
権を合算することがあります）。例えば、実質所有者が個々人では 10％未満しか保有していなくて
も、家族で合算すると 10％以上保有している場合。但し、市場のベストプラクティスでより低い保有
比率または開示水準を採用している場合やその他の市場特有の状況がある場合には、それに従いま
す。 

• 政府関係者 
• 本人もしくは親戚が、その会社または関連会社に対して、あるいはその会社や関連会社の執行役に

対して、年間 1万ドルを超える専門的なサービスを提供している場合。 
• 顧客、サプライヤー、債権者、銀行などを含む、会社と商業取引の関係にある者の代理人（取引の

重要性を判断するための情報が提供される場合を除く） 
• 業務執行取締役もしくは取締役会議長と相互派遣の関係にある取締役 
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• その会社もしくは関連会社の従業員の親戚 
• その会社もしくは関連会社の元執行役の親戚 
• 株式を相互に持ち合う先の企業で勤務している、あるいは勤務経験のある取締役 
• 株主総会での正式な選任手続きを経ずに選任された取締役（契約に基づき大株主から指名された

取締役など） 
• 現在従業員ではない、創業者、共同創業者、創業家出身者 
• 退任してから 5年以内の元執行役 
• 在任年数は通常は考慮しないものの、ただしその市場のベストプラクティスで独立性の判断にあたって

考慮することが求められる場合や特殊な場合は除く。 
• その市場の企業統治のベストプラクティスに基づき、独立性を阻害すると考えられるその他の関連性 

社外非業務執行取締役 

• その会社の取締役である以外に、その会社と直接的にも間接的にも重要な関係がない場合 

従業員代表 

• 従業員の代表もしくは従業員株主の代表（従業員代表と分類されますが非独立非業務執行取締
役として取り扱われます） 

 

取締役の解任 

監督役会及び執行役会のメンバーを含む取締役の解任は、重大な問題が存在し取締役会が受託者義務を
果たしていないと認められるに足る信頼できる情報がある場合を除き、通常は賛成します。 

• 株主利益ではなく個人もしくは会社の利益を優先するなど、不正行為や監督不行き届きに関連した
株主の信頼を裏切るような、取締役としての監督や取締役としてすべき行動の欠如 

• 取締役の現在や過去の背任行為（談合、インサイダー取引、買収、粉飾やその他の違法行為）を
問う裁判（民事、刑事を問わず）が提起されまだ判決が出ていない場合 

• その他、株主が会社や取締役の責を問わなければならないような企業統治上の大きな問題が存在
する場合 

• その他、議案への反対が適切ではないとみなされる場合は、状況に応じて判断します。 
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3. 報酬 

取締役報酬 

非業務執行取締役に対して現金報酬を支払うことについては、その金額が市場や業種との比較で過大でな
い限り、賛成します。 

非業務執行取締役に対して現金と株式の報酬を支払うことについては、状況に応じて判断します。 

業務執行取締役に対する報酬と非業務執行取締役に対する報酬を 1 つの議案としてまとめて提案した場
合、状況に応じて判断します。 

非業務執行取締役に対する退職手当を導入する提案には反対します。 

 

報酬プラン 

状況に応じて判断します。 

 

取締役、執行役及び会計監査人に対する責任減免 

取締役、執行役に対する責任減免については状況に応じて判断します。 

会計監査人に対する責任減免については反対します。 

 

4. 取締役会の機関設計 

取締役会における期差任期制の導入及び定年制の導入には反対します。 

会社もしくは取締役会の支配権の争いがある場合に、取締役会の機関設計や定員数を変更することには反
対します。 

 

取締役会議長職と CEO職の兼職 
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GSAMは独立取締役が取締役会議長に選任されることを求める株主提案については、下記の 4 つの条件の
うち 3 つが満たされている場合は、通常反対します。 

• 取締役の 3分の 2以上、あるいは従業員代表の選任が通常求められる市場では取締役の過半数
が独立取締役である場合 

• 独立取締役の中から互選で選ばれた、職責が包括的に明確に定義された筆頭取締役がいる場合 
• 監査、報酬、指名の委員会がすべて独立取締役のみで構成されている場合 
• 取締役の経歴及び確立した企業統治指針が開示されている場合 

 

5. 資本構造 

新株発行 

（特定の目的を持たない）一般的な発行 

既存株主に新株引受権が付与される新株発行は、現在の発行済株式総数の 100%の範囲内であれば、
賛成します。 

既存株主に新株引受権が付与されない新株発行は、現在の発行済株式総数の 20%の範囲内であれば、
賛成します。 

特定の目的のための発行 

既存株主の新株引受権の有無に関わらず、状況に応じて判断します。 

 

授権枠の拡大 

特定の目的を持たない授権枠の拡大については、現在の授権枠の 100%までの増加であれば、発行済株式
総数が増加後の授権枠の 30%未満とならない限りは賛成します。 

特定の目的を持つ授権枠の拡大については、拡大の規模に関わらず下記に該当しない限り、賛成します。 

• 授権枠拡大の目的（例えば株式を対価とした買収や合併）がその目的に関する基準に抵触してい
る場合 

• 提案されている新株発行を行った後の発行済株式総数が増加後の授権枠の 30%未満となる場合 
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授権枠を無限に拡大することを求める提案には反対します。 

 

資本金の減少 

会計上の定型的な資本金を減少させる提案については、株主にとって不利にならない限り賛成します。 

企業再編に伴う資本金の減少については、状況に応じて判断します。 

 

資本構成 

一株一議決権の導入もしくは維持を求める提案については賛成します。 

多議決権株式の導入や追加発行及び 2種類の異なる議決権を持つ種類株式制度の導入や維持を求める
議案については反対します。 

 

優先株式 

新しい種類の優先株式の導入及び授権枠の 50%の範囲内での優先株式の発行については、優先株式が
既存の株主の権利に悪影響がない限り賛成します。 

転換可能な優先株式の導入及び発行については、全て転換された際の普通株式の数が新株発行の基準に
抵触しない限り賛成します。 

普通株式よりも多くの議決権を持つ優先株式の導入には反対します。 

白紙委任型優先株式の導入は、会社がそれを買収提案の妨害に使わないことを明記していない限り反対し
ます。 

白紙委任型優先株式の授権枠の増加については状況に応じて判断します。 

 

社債発行 

非転換型社債の発行については、既存債権者の引受権の有無に関わらず状況に応じて判断します。 
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転換型社債の導入及び発行については、全て転換された際の普通株式の数が新株発行の基準に抵触しな
い限り賛成します。 

既存の債権の整理や再編については、株主の権利に悪影響がない限り賛成します。 

 

借入枠の拡大 

会社の借入枠の拡大を求める議案については状況に応じて判断します。 

 

自己株式取得 

GSAMは自己株式取得については下記を考慮の上、通常は賛成します。 

• 自己株式取得が買収防衛目的で使用されるか 
• 過去に自己株式取得を悪用した明白な証拠の有無 
• 自己株式の取得元を会社が選択的に選ぶことを防ぐメカニズムの有無 
• 市場慣行から逸脱した価格規定や価格セーフガード 

 

自己株式の再発行 

自己株式の再発行については、過去にその権限を悪用した明白な証拠がない限り賛成します。 

 

株主無償割当及び額面価格の引き上げ 

株主無償割当及び額面価格の引き上げのために準備金を資本に組み入れることについては賛成します。 

 

6. 合併及び企業再編等 

企業再編 

企業再編については状況に応じて判断します。 
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合併及び買収 

合併及び買収については、下記の要件に基づき公開情報により状況に応じて判断します。 

• 企業価値評価 
• 市場の反応 
• 戦略的な正当性 
• 経営陣の過去の企業再編を成功させた実績 
• 利益相反の有無 
• 合併後の企業統治 

 

買収防衛策 

買収防衛を目的とした各種の提案については、株主が買収提案に対して最終決定権を持つように設計されて
いない限りは通常は反対します。 

 

登記国の変更 

登記国の変更については状況に応じて判断します。 

 

関連当事者取引 

関連当事者取引の承認を求める提案については、下記の要件等に基づき状況に応じて判断します。 

• 取引の当事者が誰なのか 
• 取引される資産もしくは提供されるサービスの性質 
• 取引価格（及び専門家によるバリュエーション） 
• 独立取締役の意見（提供される場合） 
• 独立したフィナンシャルアドバイザーの意見（選定された場合） 
• 取引に関連する（アドバイザーを含む）主体間での利益相反の有無 



    
 

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 
 

19 
 

• 提案者が主張する取引及びそのタイミングについての正当性 

 

株主提案 

株主提案については全て状況に応じて判断します。 

合理的な費用でその会社の企業統治もしくは事業に対する評価を向上させることができる提案には賛成しま
す。 

会社の事業や能力を制約する、あるいは多大な費用が掛かるにもかかわらずメリットがないもしくはほとんどな
い提案には反対します。 

 

7. 企業の環境・社会・ 企業統治(ESG)に関する問題 

基本的な考え方 

GSAMは環境・社会・企業統治(ESG)の要因が投資パフォーマンスに影響を及ぼしうること、投資リスクにさらさ
れうること、また優れた経営陣やそのリーダーシップを示唆しうることを認識しています。ESG関連議案を評価す
る際には、GSAMは提案理由と株主全体の利益のバランスを考慮します。 

ESG関連議案に分類される株主提案には下記を含む問題に関する報告を求める議案があげられます。 

(1) 従業員の労働及び安全にかかる方針 
(2) 会社の生産及び製造工程が環境に及ぼす影響 
(3) 製造された製品の社会に対する影響 
(4) 食品製造における動物の取扱いや紛争地で採鉱された鉱物、労働慣行を含む、サプライチェーンある

いは事業全体におよぶリスク 
(5) 多様性を含む取締役会の構成 

環境・社会問題に関する株主提案を評価する際は通常は下記の要件を考慮します。 

• 対象となる事象について、会社がすでに同様の情報を報告書や方針に基づいて開示しているかを含
む、現在の会社の開示状況 
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• サステナビリティ会計基準（SASB）のマテリアリティ基準もしくは類似の基準に基づく報告を実施して
いるかもしくは正式に実施を表明しているか 

• 提案を採用することが株主価値の保全もしくは向上につながるか 
• 提案が開示を求める事業上の問題が、その会社の事業において一定以上の割合を占めているか 
• 会社の姿勢が、評判、売上高、ボイコットや選択的購買の対象となるリスクなどに与える影響の度合

い 
• 会社が株主提案に含まれる要求に対して、すでにある程度適切な対応をしているか 
• 株主提案に含まれる要求に対して、同業他社がどのような対応をしているか 
• 提案内容が適切であり、報告書作成のためのコストが妥当な範囲内か 
• 提案されている内容が、（株主が定めるのではなく）取締役会に委ねることがより適切な内容か 
• 提案が対象とする事項に関連して重大な違反や罰金などの対象になっているか、もしそうであれば適

切な善後策をすでに取っているか 
• 提案が求める情報を開示することで、会社の機密情報を開示させ、競争上不利な状況に追い込ま

れることはないか 
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変更履歴 

• April 16, 2020（現行：GSAM Global Proxy Voting Policyの内容を反映するための変更。） 

• January 31, 2019（「GS投資戦略ポートフォリオ・マネジメント・チーム」を削除。） 

• July 31, 2014 (「議決権行使サービス機関」を「議決権行使助言会社」に記載を変更。対象議決権

行使時期の削除。) 

• July 9, 2012 

• July 2, 2010  

• June 14, 2010  
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