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スチュワードシップ責任推進部 

 2022年 10月 

2022 年株主総会シーズンの振り返り 

エグゼクティブ・サマリー 

2022 年 3 月、ゴールドマン・サックス・アセットマネジメントは、我々の投資先企業の株主価値の向上やコーポレート・ガバナンスの更なる改

善に資する議決権行使判断を行うために、日本企業に対する議決権行使基準を強化しました。具体的には、取締役会の多様性の基準を引き上げ、

すべての企業における取締役会で最低 10% の女性を求める内容とし、また、政策保有株式の過剰保有による経営陣への反対を行う際の基準を強

化しました。更に、支配株主の存在する企業については、取締役会の構成において過半の独立性を求めることとしています。これらの基準によ

り、ゴールドマン・サックス・アセットマネジメントは 2022 年 4-6 月期においては 970 件の役員選任議案に反対を行っています1。一方で我々

は、これらのコーポレート・ガバナンス上の課題について、日本市場は着実な進展を遂げていることも確認しています。 

今年の日本の株主総会シーズンで最も目立ったのは、アクティビズムの急増です。今年はアクティビストからの株主提案が記録的に増加し、2021 

年のそれまでの最高値と比較して、株主提案を受け取った企業の数は倍増しました。提案の多くは、コーポレート・ガバナンスやキャピタル・ア

ロケーションに関する懸念を表すものでしたが、同時に気候変動に関する提案も本年は急増しました。スチュワードシップシップ責任推進部は今

シーズン、22 社の日本企業と重要な株主提案について対話を行い、株主利益の向上に資するための判断を行うべく慎重な検討を行い、結果 28%の

株主提案 を支持しました2。 

当リポートでは、日本における議決権行使の電磁化についても焦点を当てています。 2022 年 4 月より、ゴールドマン・サックス・アセット・

マネジメント株式会社は、ICJ(インベスター・コミュニケーションズ・ジャパン ) プラットフォームに参画しています。 

2022年株主総会シーズンへの道のり 

 

出所：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント。 エンゲージメント項目の集計期間は 2022 年 1 月から 6 月末まで。議決権行使項目の集計期間は 2022 年 4

月から 6 月まで。 

  

 
1 出所：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント。議決権行使結果については ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式

会社 Web サイトにて詳細に開示しています。 
2 出所：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント。議決権行使結果については ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式

会社 Web サイトにて詳細に開示しています。 

議決権行使基準更新

取締役会における多様性基準の

強化

政策保有株式基準の強化

独立性に関する基準の強化

エンゲージメント

130気候変動対応や多様性の向上と

いった重要テーマについてのエンゲージメン

ト実施数

22重要な株主提案についてのエンゲー

ジメント実施数

54経営陣・マネジメント(取締役、執行

役員、経営トップ等)と実施したエンゲー

ジメントの回数

議決権行使

11,345議案について議決権を

行使

多様性の問題やキャピタル・アロケーショ

ンの懸念等により970の役員選任議案

に反対.

株主提案の28%に賛成

https://www.gsam.com/content/gsam/jpn/ja/gsitm/about-gsam/stewardship-code.html?
https://www.gsam.com/content/gsam/jpn/ja/gsitm/about-gsam/stewardship-code.html?
https://www.gsam.com/content/gsam/jpn/ja/gsitm/about-gsam/stewardship-code.html?
https://www.gsam.com/content/gsam/jpn/ja/gsitm/about-gsam/stewardship-code.html?
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2022年株主総会シーズンにおけるハイライト  

日本市場における電磁的議決権行使 

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」)は、今年、株式会社東京証券取引所およびブロードリッジ・フィナ

ンシャル・ソリューションズとの合弁会社である株式会社 ICJ が運営する「議決権電子行使プラットフォーム」（以下「プラットフォーム」）に

参加しました。これにより、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントが指図権を有する、プラットフォーム参加の日本企業の上場株式

の株主議決権については、一部の例外を除き全て電子的に行使されることとなります。3 

議決権行使による株主の権利行使は、これを我々に委任した投資家に対する資産運用サービスの重要な要素であります。ゴールドマン・サック

ス・アセット・マネジメントは投資家に対し質の高い議決権行使を提供することを目指しており、議決権行使の電子化は係る実務におけるベス

ト・プラクティスの要素であると考えています。議決権行使の電子化により、担当アナリストやポートフォリオ・マネージャーが株主総会議案に

ついてレビューを行い、実際に発行体と協議を行い、株主利益に最も資すると考えられる判断を行うためのレビュー期間が最大一週間程度伸長す

るため、議決権行使実務の大幅な効率化に貢献すると考えています。この追加的な猶予期間は、2000 以上の定時株主総会が 6 月の最後の 2 週に集

中して開催される日本において重要な意味を持つことになります。4 

 
 

電子的議決権行使のメリット 

発行体側 • 投資家の議決権行使状況を早期に把握5 

• 行使状況を踏まえた追加の対応が可能（例えば、 議決権行使助言会社の推奨レポートに対する補足文書の発

信・開示など、株主総会直前まで上場会社から機関投資家への情報提供ができる） 

機関投資家

側 
• 集中する議決権行使業務の平準化 

• 従来に比べ議題の検討と行使の期間を長く確保できるため、上場会社からの補足文書などの追加情報を踏まえ、

より充実した情報に基づく議決権行使が株主総会直前まで可能 

出所: ICJ, ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 

 

日本における議決権行使の電子化の進展には主要先進国と比べて向上の余地が存在します6。発行体側の状況については、2021 年のコーポレート

ガバナンス・コード改訂によりプライム市場上場会社についてプラットフォームの利用促進が求められたことなどから、2022 年 6 月末時点におい

て東証プライム市場の上場会社は 1,610 社（社数ベースで 87.6％、時価総額ベースで 98.2％） が参加し、環境は大幅に改善しました。7. 一方、

2022 年 6 月に開催されたプラットフォーム参加上場会社の株主総会における全議決権のうち、プラットフォームを通じて行使された割合は 36％

でした。この水準は増加傾向ではあるものの、日本の法人による株主の保有比率 に比して大幅な向上の余地があると考えられます。8 

 

  

 
3 特定の場合において、議決権が電子的に行使されない場合があります。 
4 東証開示データを用いて集計 (https://www.jpx.co.jp/listing/event-schedules/shareholders-mtg/index.html ) 
5 プラットフォームに参加する投資家の議決権行使の途中経過について上場会社が把握できるのは、日本独自の仕組みです。 
6 経済産業省の調査によると、アメリカとイギリスでは機関投資家の 9 割以上が議決権を電子的に行使しています。 

(https://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/kabunushisoukai_process/pdf/006_04_00.pdf)  
7 出所：ICJ 
8 2021 年度の株主分布調査によると、個人の保有比率は金額ベースで 16.6%( https://www.jpx.co.jp/markets/statistics-

equities/examination/01.html ) 

https://www.jpx.co.jp/listing/event-schedules/shareholders-mtg/index.html
https://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei/kabunushisoukai_process/pdf/006_04_00.pdf
https://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/examination/01.html
https://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/examination/01.html
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日本における株主アクティビズム 

アクティビズムが活況を呈する 

2022 年の日本における株主総会ピークシーズンにおいては、アクティビストによる株主提案を受けた企業数が前年比大幅に増加し、過去最高を記

録しました。9日本の資本市場における重要性が極めて高いと考えています。こうした考えから、スチュワードシップ責任推進部では、重要な株主

提案を受けた企業とは株主総会の前に対話を実施し、議案については個別精査を行うこととしています。2022 年シーズンにおいて、スチュワード

シップ責任推進部は過去最多となる 22 社との個別対話を実施し、これら株主提案についての議論を行いました。 

 

アクティビストにより株主提案を受けた企業数の推移 

(ESG 関連の株主提案を含む) 

  

出所: アイ・アールジャパン 

 

ケーススタディ：日本の建築企業10 

2022 年 6 月、スチュワードシップ責任推進部は同社と対話し、同社のキャピタル・アロケーションの課題について焦点をあてた株主提案議案に

ついて議論を行いました。同社はキャピタル・アロケーションの目標と戦略を改善した新しい中期経営計画も発表していました。同計画には主に

以下の内容が含まれていました。 

◼ 設備投資の拡大と成長投資により、3 年間で最大 20% の売上成長と 80% の営業利益成長を達成するという目標 

◼ 現在の現金保有水準を超える設備投資を必要とする成長投資の詳細な計画 

◼ 今後 3 年間で 50% の総配当性向 (以前の 20 ～ 30% から引き上げ)による株主還元を行うというコミットメント 

議決権行使の判断において、エンゲージメントにおいて提示された同社の新しい資本配分のコミットメントと投資計画を考慮しました。投資計画

の実行において、過剰なネットキャッシュポジションが大部分解決される前提であり、達成するためにはデットファイナンスが必要となる可能性

も言及されました。成長投資が必要な企業にとっては、100%の配当性向により還元をするより、長期的に 50% の配当性向と資金ニーズのバラン

スを取ることがより望ましいと考えられます。これらを踏まえスチュワードシップ責任推進部は、経営陣の提案したキャピタル・アロケーション

の計画を支持し、100% の配当性向による配当支払いを要求する株主提案に反対しました。 

  

 
9 出所：アイ・アールジャパン 
10 追加的な情報やその他ケーススタディについては ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントによるスチュワードシップ・レポート（以

下、「スチュワードシップ・レポート」）もあわせてご参照ください。 
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https://www.gsam.com/content/dam/gsam/pdfs/international/ja/our_firm/Stewardship_Report_J.pdf?sa=n&rd=n
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気候変動に関連する株主提案 

2022 年 6 月に各社が開いた株主総会で、環境 NGO と機関投資家が 5 社に対して 9 件の株主提案を提出しました(このほか地方自治体も 1 社に対し

気候変動対応に関する株主提案を提出しています)。気候危機への対策強化を求める株主提案は 2020 年に始まり、この 3 年間の間、提案を受ける

企業は増え続けています。提案はいずれも否決されましが、半数が 20％を超える賛成を集めており、今後も企業側は慎重な対応を迫られると考え

れます。 

スチュワードシップ責任推進部では、これらの提案に対する議決権行使判断の重要事項と位置づけ、全ての企業と当該議案を議論するための対話

を実施し、それぞれの提案について個別精査を実施した上で議決権行使の判断を行いました。結果として、我々はこれら 9 件の提案のうち、8 件

に賛成しました。 

ケーススタディ：日本の電力会社11 

2022 年 6 月、スチュワードシップ責任推進部は同社と対話を実施し、2022 年 6 月定時株主総会に向け株主より提出された 3 件の気候変動対応に

関する株主提案について議論を行いました。3 件の株主提案の概要は以下の通りです。  

(1)パリ協定の目標に沿った事業計画の開示  

(2) 設備投資計画と削減目標との整合性の評価  

(3) 役員報酬の移行戦略への紐づけと情報開示 

ミーティングでは主に、同社の事業における脱炭素戦略について議論を行いました。スチュワードシップ責任推進部は、主に炭素回収技術とカー

ボンフリーエネルギーに焦点を当てた詳細なネットゼロ戦略について理解を深めることができました。 

しかし、スチュワードシップ責任推進部は同戦略の範囲は、同社の発電能力の 26％が海外にあるにもかかわらず、国内事業に限定されていること

に懸念を覚え、また、グローバルなベスト プラクティスと比較した場合、同社の気候関連の設備投資計画の開示水準には向上の余地がある点も

認識しました。これらの議論を踏まえ、慎重な精査と社内議論を経て、3 つの株主提案すべてに賛成しました。 

  

 
11 追加的な情報やその他ケーススタディについては スチュワードシップ・レポートもあわせてご参照ください。 

https://www.gsam.com/content/dam/gsam/pdfs/international/ja/our_firm/Stewardship_Report_J.pdf?sa=n&rd=n
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議決権行使を通じコーポレート・ガバナンスの課題に焦点を当てる 

投資先企業のコーポレート・ガバナンスの改善を支援するために、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントでは日本において、コーポ

レート・ガバナンス上の広範な課題を議論するためのエンゲージメント・プログラムを実施してており、さらにエンゲージメントと議決権行使の

取り組みを融合させ、日本特有のガバナンス問題を我々の議決権行使方針およびその運用に取り入れています。とりわけ、我々の決定が各企業の

状況を反映していること、また株主の最大の利益のために決定されていることを確保するために、各企業の株主資本利益率（ROE）、配当性向お

よび株式持ち合いに対して社内で個別案件の分析を実施しています。 

2022 年、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントは上記の項目のうち政策保有株式に関する基準を強化しました。結果として、この基

準を適用し役員選任に反対を行った企業数は、2021 年 4-6 月期の 34 社から 2022 年 4-6 月期には 96 社に増加しました12。一方で、企業側の対応に

もポジティブな変化がみられています。政策投資の目的で保有される株式は毎年少しずつではありますが着実に減少していることに加え、本年に

かけては、定量的な削減目標の開示を始めた企業が多くみられました。スチュワードシップ責任推進部では、本方針の適用にあたり全ての対象の

個別精査を行っていますが、その際には開示されている定量的な削減目標を考慮しています。 

 

 

  

 
12 出所：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 
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ケーススタディ：日本の地方銀行13 

スチュワードシップ責任推進部は、同行の現社長と、過去 4 年間（同社長就任以前の期間が含まれます）にわたり ROE を改善するための戦略に

ついて議論を継続してきました。2022 年 4 月には、同行は 2022 年 3 月期の決算と、 資本再編と株主還元方針の刷新を含む中期経営計画の更

新を発表しました。同行は、同計画において 2 年後の ROE5.0％、10 年後の ROE8.0％の達成を目指すとしています。 2022 年 5 月、同計画の発表

後、スチュワードシップ責任推進部は再び同行と対話を行い、これらの戦略について議論を行いました。 

同行は、企業価値と ROE を向上させるための、以下に述べるいくつかの主要な施策を示しました。  

◼ 余剰資本の創出と活用：海外支店を閉鎖することにより、国際基準行から国内基準行へ転換。これにより、規制上の必要資本がグローバル

基準から国内基準に大幅に引き下げられます。これにより、1,000 億円以上の資本が解放され、これらは劣後債の返済、自社株買い、戦略

的な成長投資の獲得に活用 

◼ 余剰資本により、日本の地方銀行で最高水準の PBR に達するまで、自社株買いを実施することをコミットメント 

◼ 政策保有株式を 3 年間で 50% 削減し、最終的な目標は保有ゼロを達成する表明 

◼ 役員および従業員を対象に ROE に連動したスライド制の株式報酬制度を導入し、ROE 5% 以上の達成に応じて合理的なボーナスを支給。8% 

の ROE 目標を達成した際に地方銀行で最高水準の従業員報酬となるような設計に 

同行の ROE は、過去 5 年間で 5% を下回り (過年度は 3.5%)、このような場合我々は通常は経営トップに反対します。しかし、スチュワードシ

ップ責任推進部はこれらの計画を支持したいと考えており、かつこれらの計画の推進のために現経営陣を支持することが株主の最善の利益になる

と思料しています。これらを踏まえ 2022 年の定時株主総会においてスチュワードシップ責任推進部は同社長の再任を信任しましたが、今後も同

社の進捗を適切にモニタリングしていきます。 

特に、スチュワードシップ責任推進部は政策保有株式保有のゼロ化に取り組む同行の施策を評価しています。これは、企業が株式の政策保有関係

に依存することなく成長戦略を追求できることの証明と見なすことができます。我々は、この事例が、日本の他の銀行や企業の政策保有株式の削

減ペースに影響を与えることを期待しています。 

  

 
13 追加的な情報やその他ケーススタディについては スチュワードシップ・レポートもあわせてご参照ください。 

https://www.gsam.com/content/dam/gsam/pdfs/international/ja/our_firm/Stewardship_Report_J.pdf?sa=n&rd=n
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追記事項 

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 ネジメント株式会社（以下「弊社」といいます。）が作成したものであ

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。 

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

においてゴールドマン・サックス・アセット・マネジ メントのニューヨーク、ロンドンおよび東京のスチュワードシップ責任推進部を総称して、

「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。 

2022 Goldman Sachs. All rights reserved. Compliance Code: 294961-OTU-1684469 

 


