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議決権行使方針における分析の枠組み： 
持続可能なビジョンに基づくパフォーマンス 
 
アムンディは第一に投資先企業の財務パフォーマンスを重視しますが、これを持続可能とするに

は模範的なコーポレート・ガバナンスと強い社会的・環境的責任を伴う長期ビジョンが欠かせな

いと考えます。アムンディは、このビジョンに基づき、議決権を行使することで株主としての役

割を全うします。 
 
長期的な運用パフォーマンスに関するビジョン：パフォーマンスの提供こそ運用会社としてのア

ムンディの存在意義であり、全ての顧客に対し、全ての運用戦略において強くコミットしていま

す。アムンディは顧客への長期的なパフォーマンスの提供を追及することから、投資先企業に対

しても長期的なパフォーマンスを求めます。こうしたパフォーマンスは、非財務課題の優れた管

理なしには達成されません。 
 
優れたコーポレート・ガバナンスに関するビジョン：アムンディは議決権行使方針と原則、そし

て株主対話の方針を通じて、これを表明します。優れたコーポレート・ガバナンスを確保するた

めには、株主総会を通じて企業の大きな方向性について発言権を持つことが不可欠です。株主は、

企業が株主の意志を無効化できるエントレンチメント・メカニズムや保護メカニズムに妨げられ

ることなく、自らの経済的持分に応じて議決権を行使できなければなりません。また、取締役会

による企業の方向性の効率的な管理や執行を監視し、企業が良好に機能しているかを確認する必

要があります。これは、株主が取締役会のバランスと取締役会メンバーの個人的資質を評価でき

なければならないことを意味します。さらに、アムンディは特に報酬を通じて、取締役会が経営

陣と株主の利益を効率的に一致させていることにも特段の注意を払います。こうした原則は議決

権の行使に加え、投資対象企業との株主対話を通じても適用されます。対話の目的は、より深い

レベルで企業の慣行の改善に寄与することにあります。 
 
社会的・環境的責任に関するビジョン：アムンディは長期的な財務パフォーマンスは持続可能な

発展と社会的責任の問題を考慮せずには達成できないと考えます。あらゆるリスクと機会を勘案

し、財務面だけにとどまらない総合的な視野に立った投資先企業に対するグローバルなビジョン

がなければ、企業の本源的価値や長期の経済的パフォーマンスを評価することはできないでしょ

う。アムンディは、認定された透明で遡及可能な分析プロセスにより企業の ESG（注１）に関す

るパフォーマンスを A~G の尺度で評価し、ESG 評価を「伝統的な」財務分析に結び付けること

でリスクとリターンのトレードオフを最適化します。こうした非財務基準は議決権行使方針や株

主対話の実践に統合されています。 
 
注１ 環境、社会、ガバナンス 
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01 株主の権利 
 
コーポレート・ガバナンスのフレームワークは、株主の権利行使を保護、促進し、少数株主、外

国人株主を含む、すべての株主の平等を確保するものでなければなりません（G20／OECD「コ

ーポレート・ガバナンス原則」、2015 年）。 
 
1. 株主総会 
株主総会は株主が議決権を行使する場であり、ひいてはコーポレート・ガバナンスの中心的要素

です。アムンディは、その機能を制限または阻害するいかなる試みも支持しません。 
質の高い情報へのタイムリーなアクセスは、株主による十分な情報に基づく議決権行使に欠かせ

ない要素です。アムンディは、すべての必要文書が株主総会の少なくとも 21 日前には入手可能で

なければならないと考えます。 
アムンディは、提案された議案を説明する追加文書の公開を必要と考えます。株主が入手できる

正式な議案文書は経営陣による提案の法的表明に過ぎず、非常に多くの場合、株主は提案の戦略

的背景、実行の要素、そして十分な情報に基づく議決権行使の判断にとって重要になり得るその

他のポイントを十分に理解することができません。追加文書は議案文書の言い換えに限定される

べきではなく、株主が企業の戦略的立場をより深く理解できるものでなければなりません。 
 
2. 議決権と長期株主 
アムンディは保有する議決権に応じた株主の平等な取り扱いを支持します。しかし同時に、企業

が長期的な発展を確かなものにするために、安定した株主基盤を持つことの重要性を認識してい

ます。このため、アムンディは、長期株主に 2 倍議決権を与えることに形式的に反対せず、その

権利が全ての株主に対して与えられるものであり、少数株主の権利を不均衡に損なう恐れが無い

限りにおいて賛成します。議案においては、株主構造や、既存株主のコントロールに細心の注意

を払いつつ、個別に判断します。議決権の構造のこのような変更について、取締役会は自主的に

株主総会に議案を提示する必要があります。 
同様に、株式の長期保有を促すことを目的とした増配や株式付与などのロイヤルティ・インセン

テイブの導入については、全ての株主に対して開かれており、適切な限度内である限りにおいて

賛成します。 
 
3. 買収防衛策 
すべての公開買付け提案は株主の承認を得なければなりません。したがってアムンディは、総じ

て株主の利益に反する恒久的な買収防衛策やポイズンピルに反対します。こうした措置に関する

各議案は、企業とその株主の固有の状況に照らして個別に検討されます。より良い条件の買収案

の交渉を可能にしたり、（段階的買い占めに直面している場合などに）株主の公平な取り扱いを確

保したりするメカニズムである場合に限り、賛成する可能性があります。 
 
4. 財務情報の完全性 
誠実、完全、透明で質の高い財務情報は株主の権利にとって不可欠な要素であり、十分な情報に
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基づく議決権行使の必要条件です。十分な情報の欠如は、棄権または反対票につながる可能性が

あります。 
 
配当 
議決権行使の判断においては、企業の短期・中期・長期的な財務状況及び配当カバレッジ・レシ

オや配当性向を考慮します。 
 
会計の承認 
アムンディは、提供される情報の透明性と質に注意を払います。独立監査委員会の存在が特に望

まれます。 
 
取締役会の解任 
株主価値に悪影響を及ぼす恐れのあるコーポレート・ガバナンス上の重大な違反、劣悪な経済的・

財務的・社会的・環境的パフォーマンスが生じた場合、または財務諸表に関する監査報告書で限

定付適正意見が表明された場合には、取締役会に反対票を投じる可能性があります。 
 
監査人の選択と報酬 
利益相反を避けるため、また会計検査の質と独立性を確保するため、会計事務手数料を上回る顧

問料が支払われている場合や、監査人が企業の役員職に就いている場合、長期の選任により独立

性が損なわれると見做される場合には、反対票または棄権につながる可能性があります。 
 
関係当事者との契約 
企業がすべての株主の最大の利益に従って経営されるようにするには、関係当事者とのあらゆる

取引が公に開示されることが不可欠です。こうした契約が株主の投票に付される国では、企業と

少数株主のそれぞれの利益を考慮して十分な情報に基づく判断を下します。契約のメリットを判

断するための十分な情報がない場合には、反対票につながる可能性があります。こうした契約が

投票に付されない場合、取締役や監査人の再任において反対を表明します。このルールは、その

年に効力を持ったが株主の投票に改めて付されない過去に承認された契約にも適用されます。 
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5. コーポレート・ガバナンス情報の質 
企業のコーポレート・ガバナンス・システムとその発展、現地の優れた慣行との整合性、または

ステークホルダーとの関係についての質の高い情報も株主の権利にとって不可欠な要素であり、

十分な情報に基づく議決権行使の必要条件です。十分な情報の欠如は、棄権または反対票につな

がる可能性があります。 
 
コンプライ・オア・エクスプレインの質 
多くの国では、「コンプライ・オア・エクスプレイン」の原則がコーポレート・ガバナンス・シス

テムの不可欠な要素であり、その効率性を決定付けています。コーポレート・ガバナンス規範に

従っているものの、その条項の一部から逸脱している企業は、その理由を説明しなければなりま

せん。 
企業が規範の一部を適用していない場合には、遵守していないすべての条項を公に明示し、逸脱

の具体的な理由を説明するとともに、代替策とコーポレート・ガバナンス規範の一般原則、ガバ

ナンスの良好な機能、少数株主の利益との一貫性を正当化しなければなりません。 
 
諮問議案に関する取締役会の責任 
アムンディは、諮問議案または同様の法的効力を持つ議案に関しては、株主の意見がどのように

考慮されたかを取締役会がレビューしなければならないと考えます。こうした議案には、役員報

酬に対する株主の発言権を認める「セイ・オン・ペイ」に関する諮問投票、相対多数投票による

取締役選任、または一部の国での関係当事者の取引に関する投票などにおいて、多数支持に達し

ない決議が含まれます。また、拘束力のない株主提案に対して多数支持があった場合も対象とな

ります。 
取締役会は、議案が対象としている問題、利害関係者の関与を求める措置、代替的・部分的・段

階的な解決策の実行、および年次株主総会の多数決に従わないことを正当化するその他の理由に

ついて、レビューの結果を株主に報告しなければなりません。 
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02 取締役会と経営組織 
 
取締役会とは、その決定が企業の将来に影響を与え、構成員がその責任を負う戦略的な組織です。

取締役会の行動は、透明性、説明責任、有効性、有用性に準拠するものでなければなりません（フ

ランス資産運用協会（AFG）「コーポレート・ガバナンスに関する提言」、2015 年）。 

 

取締役会は、企業とその株主に対する説明責任のみならず、企業と株主の最大の利益のために行

動する義務を負います。加えて取締役会は、従業員、債権者、顧客、サプライヤー、地域社会な

ど、その他のステークホルダーの利益に適切な配慮を払い、それらを公平に取り扱うことが求め

られます。こうした背景から、環境および社会的基準の遵守が重要です（G20／OECD「コーポ

レート・ガバナンス原則」、2015 年）。 

 

1. 取締役会の構成とバランス 
アムンディは、取締役会が最少 5 名（スキルと専門知識の多様性を確保するため）から最大 18
名（非効率性のリスクを回避するため）の規模で構成されるべきだと考えます。この原則により、

アムンディは通常、取締役会の機能の効率性を低下させ得る投票権のない取締役の存在を支持し

ません。 
 
開示情報に基づき、取締役の個別の資質が取締役会のスキルのバランスに資するかどうかを評価

することは株主としての責任であり、これにより企業の事業戦略において効率的な決定がなされ

るための必要な条件が確保されます。 
 
取締役会の構成は、役員、独立取締役および非独立取締役の間の適正なバランスを示すものでな

ければなりません。過半数が独立取締役であることにより、全体としての利益をより適切に考慮

することを通じて、取締役会に適切なバランスがもたらされると考えますが、これは取締役の資

質とコミットメントに依拠します。 
 
しかし、独立性が取締役会のバランスに寄与する唯一の基準ではありません。非業務執行もしく

は独立した取締役会議長、筆頭独立取締役、またはより適切なバランスに寄与する他の形態のガ

バナンス体制がとられていれば、50％未満の独立性水準を許容することができます。さらに、子

会社に関しては、取締役の最低 3 分の 1 が独立取締役でなければならないと考えます。 
 
最高経営責任者（CEO）または最有力株主の主要な代表者の選出においては、これらの独立性ル

ールは適用されません。それが必ずしも企業の最大の利益に適うとは思われないためです。この

ような場合、独立性ルールは別の選出機会に適用され得ます。アムンディは、2 つの企業の間に

真のパートナーシップが存在しない限り、取締役の相互派遣を支持しません。 

 

アムンディは、取締役会の構成における多様性（学歴、国籍、性別、年齢など）を支持します。

それは取締役会のパフォーマンスの改善につながるためです。正当な理由が無く多様性が乏しい
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場合には、ネガティブ票を投じる場合があります。 

 

2. 利益相反を抑制する明確な権限の分離 

アムンディは、取締役会の責任の構造や各構成員に与えられる様々な役割に関する詳細な情報を

入手することが不可欠であると考えます。特に、監督と経営の役割は明確に区別されるべきであ

り、それに応じた責任は取締役会内に確立された様々な職務に帰せられなければなりません。責

任の構造は公表される文書（取締役会規定、付属定款など）で開示される必要があります。 

 

各職務の責任と求められる業務量を考慮すると、取締役会議長と CEO の役割は分離され、取締

役会議長には独立取締役が選任されることが望まれます。権限が分離されない場合、アムンディ

は、責任を統合する根拠について十分な説明がなされる必要があり、明白かつ明確な責任を伴う

筆頭独立取締役を設置することで取締役会内の責任のバランスを改善し得ると考えます。 
 
3. 取締役会の機能 
アムンディは、取締役会のパフォーマンスに関する包括的な情報（取締役の出席状況、取締役会

の評価や全般的なパフォーマンスに関する報告書）を入手する必要があると考えます。ガバナン

スに関連し、経済、財務、社会、環境面の全体的なパフォーマンスに影響を及ぼしかねない重大

な落ち度は、取締役の任期を更新する際に、投票の棄権や反対票につながる可能性があります。 
 
アムンディは、独立取締役が経営陣の出席しない定例会合を（最低でも年 1 回）計画しなければ

ならないと考えます。筆頭独立取締役が、独立取締役によるこうした会合で議長を務めます。 
 
4. 非業務執行取締役の報酬 
アムンディは、非業務執行取締役に支払われた合計金額やその基準（取締役会への出席状況、委

員会の委員であるか否かなど）を含め、非業務執行取締役の報酬に関する完全な透明性を支持し

ます。報酬の引き上げについては十分な説明がなされなければなりません。 
 
経営陣との潜在的な利益相反を回避するため、非業務執行取締役会議長の報酬パッケージ（特に

変動報酬制の場合）とそのパフォーマンス基準の選択には特段の注意が払われます。 
 
各取締役は、受け取っている報酬に応じて、かなりの額の企業株式を保有しなければなりません。 
 
5. 取締役職の特性 
所在地に関係なく、最大 5 社までの上場企業で取締役を務める者であれば、選任投票で賛成票が

投じられます。業務執行取締役の場合は、取締役を務める企業の数は 3 社に制限されます。 
 
アムンディは企業取締役への時間的要求を懸念しているため、取締役を務める企業の数に制限を

求めています。ただし、フルタイムの非業務執行取締役または投資会社の代表の場合は例外が認

められることがあります。 
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取締役会議長、監査委員会委員長、筆頭独立取締役に求められる時間的コミットメントについて、

こうした職務の重要性が高まっており、職務に費やさなければならない時間と労力が拡大してい

ることから、特段の注意を払う意向です。このような職務を担う取締役に関しては、取締役を務

める企業数の上限をさらに引き下げる可能性があります。 

 

取締役の任期については、相当数の取締役を毎年改選し、任期を最長 3 年に制限することが望ま

しいと考えます。12年以上続けて在任した場合には、当該取締役は独立取締役とは見なされなく

なります。アムンディは取締役の選出に関しては、十分な情報に基づく選択をするため、年次株

主総会の前に候補者に関する完全な透明性（履歴、職務経歴、取締役会にもたらされる専門能力、

在任中の取締役職）を得ることが重要であると考えます。 

 

さらに、候補者は個別の議案において個々に推薦されなければなりません。アムンディは通常、

当該の議案が取締役会のガバナンスを改善し得る場合を除き、取締役の選出に関する一括議案に

反対票を投じます。 

株主による取締役への投票が取締役会の最終的な構成を決定することが不可欠です。取締役の選

出に関して、空席数と候補者数が同じ場合には、相対多数投票を支持しません。 

 

6. 委員会の設置、構成、独立性 

アムンディは委員会の設置を支持します。 

ただし、委員会は取締役会に取って代わることはできず、取締役会はその決定に共同責任を負い

ます。以下に示す委員会にはいかなる業務執行取締役も所属してはならず、委員の過半数は独立

取締役でなければなりません。また、委員会の委員長は独立取締役が務める必要があります。 

 

監査委員会：監査委員会は以下の監視を担当します。 

￭ 財務情報が作成されるプロセス 

￭ 内部統制およびリスク管理システムの効率性 

￭ 年次決算と連結財務諸表の必要に応じた法的管理 

￭ 監査人の独立性と客観性。監査期間が 10年以上(共同監査の場合は 12年）となる場合、監査

委員会は監査人の再任の理由および独立性について正当な理由を説明しなければなりません。 

 

指名委員会：指名委員会は取締役および上級管理職として適切な候補者を見出し、推薦する責任

を負います。結果として、取締役会議長と CEO の後継者を通常時のみならず危機時または現職

者の能力喪失時にも計画する役割を果たします。指名委員会は「目標とする取締役会」、すなわ

ち企業の規模、事業の多様性、戦略的目標と合致する取締役会の最適な規模や取締役の経歴の種

類を定義しなければなりません。指名委員会は、目標となる取締役会の構成を推奨し、取締役会

の効率性を改善するうえで求められる能力や手腕を特定するのに用いる基準を明確にします。 

 

報酬委員会：報酬委員会は経営者報酬を企業およびその株主の長期的利益と一致させる責任を負
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い、固定報酬と変動報酬の比率、賞与の支給に用いる基準、上級管理職の採用、辞任、退職に関

する契約上のコミットメントに特段の注意を払わなければなりません。 

 

7. 株主とのエンゲージメント：取締役会との直接的な対話 

アムンディは取締役会により選ばれた代表者と株主との直接的な対話は相互にとり有益であると

考えます。 

 

このエンゲージメントは従来から行われている経営陣との対話を代替する目的ではなく、取締役

会が投資家に説明することが最適である意思決定がなされる場合に、追加的に行うものです。 
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03 資本構成 
少数株主は資本の過剰な希薄化の問題に注意する必要があります。アムンディは特別な場合を除

き、増資額が累積で株式資本の 50％を超えてはならないと考えます。 
 
1. 新株引受権のない株式発行 
既存の株式資本の 10％を上限として基本的に賛成します。現地で一般的に認められている基準が

これより低い場合には、そのガイドラインを採用します。10％を上回る基準が長期にわたり（3
年以上）認められている市場に関しては、この上限にある程度の柔軟性を持たせることを検討し

ます。同様に、新興国については、10％を若干上回るケースを認める場合があります。転換権付

き証券の発行も同様に扱う方針です。 
 
新株引受権のない株式発行は既存株主に不利となります。そのため、アムンディは極めて厳しい

方針を取るものの、企業の固有の環境を踏まえ、新株引受権のない株式発行を認める権利を留保

します。またこうした議案で承認されるディスカウントを十分に注視します。 
 
2. 新株引受権付きの株式発行 
既存株式資本の 50％を上限として基本的に賛成します。 
この上限を超える場合は株式発行によるメリットを勘案して判断します。株主には増資で企業の

事業内容や戦略が大幅に変化し得るかを判断する権利と義務があると考えます。したがって、議

決権行使の最終判断は当該企業が公表した具体的な計画に基づいて下します。 
 
3. 合併、買収、スピンオフおよびその他の企業再編プロジェクト 
社会的・環境的なパフォーマンスを含め、株主価値を高めるすべてのプロジェクトに賛成します。

すべての合併・買収が必ずしも株主にとって価値を創造するわけではありません。そのため、あ

らゆるプロジェクトを個別に詳しく検証し、中・長期戦略や、社会的・環境的な影響について判

断する必要があります。 
 
4. 自己株式取得 
ほとんどの場合、既存株式資本の 10％を上限として自社株式取得に賛成します。ただし、株式公

開買付け中の自己株式取得は買収防衛策と見なし、基本的に反対票を投じます。しかし、承認に

値する計画もあり得るため、顧客の利益に鑑み、最終的には企業の具体的な計画に基づき判断し

ます。自己株式取得が将来的に企業の投資に悪影響をもたらさないよう、適切に利用されるかど

うかを注視します。 
 
5. 従業員を対象とする増資 
従業員の株式保有には基本的に賛成であり、従業員のために実施される増資に関する妥当な議案

に賛成します（個別上限は 5％で、通常の新株引受権のない増資の上限には含まれません）。ディ

スカウントは、各国の規制によって制限されることが多いものの、プランがインセンティブのあ

るものとするのを許し、株式売買凍結（シェア・ブロッキング）期間が反映されなければなりま
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せん。従業員の株式保有が資本の 10％を超える企業に関しては、特に公開買付けの場合において、

従業員の株式保有がポイズンピルとして利用されたり、ガバナンス上の問題になったりしないよ

う、潜在的な利益相反の管理がなされているかを注視します。 



12 
 

04 役員報酬に関する方針 
アムンディは、経営陣の利益と株主の利益を一致させることがコーポレート・ガバナンスの中心

的要素であると考えます。企業内の報酬に関する方針はこの目的に資するものでなければなりま

せん。 
役員および上級管理職の報酬に関する方針には透明性が求められ、数値化されたパフォーマンス

基準や目標と連動する仕組みが望ましいと考えます。これらの基準・目標の採用や文書化がなさ

れていない場合には反対票を投じます。アムンディは、利益相反を回避しつつ、（利益が増加する

場合でも減少する場合でも）役員と株主の利益の密接な相関に資することが不可欠だと考えます。 
短期志向が企業の長期的なパフォーマンスに悪影響を及ぼすことを回避するために、こうした基

準はリスクを考慮に入れて調整する必要があります。 
企業の全体的なパフォーマンスはステークホルダーとの関係の適切な管理に依拠するため、役員

報酬の算出に際しては社会的・環境的なパフォーマンス基準が考慮される場合があります。 
 
原則 
￭ 株主、経営陣、従業員、ステークホルダーの利益の一致 
￭ 独立した報酬委員会（過半数を独立取締役とし、当該企業の役員は含まない）の設置 
￭ 企業の総合的なパフォーマンス（経済的、財務的、社会的、環境的）に連動し、競合他社と

の比較に基づく報酬体系 
￭ 成功した場合にのみ報いる変動報酬。支払われない可能性や払い戻し条項も含める。 
 
1. 報酬報告書 
アムンディは報酬に関する方針には完全な透明性が必要だと考えます。報酬方針の基になってい

る考え方や根拠は、特に報酬、パフォーマンス、パフォーマンス目標の間の関係という点から、

明確に説明されていなければなりません。役員および上級管理職の直接的または間接的な報酬を

すべて公表し、その内訳（給与、賞与、株式プラン、繰延報酬、特別報奨金など）を示す必要が

あります。 
 
アムンディは報酬報告書を導入し、株主の投票に付すことに賛成です。役員報酬に対する株主の

発言権を認める「セイ・オン・ペイ」の採用が任意である国においては、この慣行の発展を支援

し、この優れた慣行を毎年実施しないことを決定する企業を注視します。 
 
原則および反対票を投じる理由 
￭ パフォーマンスに連動した役員報酬の方針には透明性が求められ、経営陣と株主の利益の一

致が明確に証明されている必要があります。 
￭ パフォーマンス基準の達成度をはじめとして、数年間の情報が明確かつ詳細に示される必要

があります。 
￭ 物価上昇率を上回る基本給の増加や、特別報奨金の支払いについて、十分な説明がない報告

書には反対票を投じます。ベンチマーキングだけではこうした基本給の引き上げの正当な理

由として不十分と見なされる場合があり、むしろ危険な慣行と見なされる可能性もあります。 
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￭ 報告書に記載された報酬に関する様々なパラメーター（パフォーマンス基準、権利確定の目

安、競合他社など）の説明が不十分で妥当性を判断できない、あるいは変動報酬がパフォー

マンスと乖離して過度に増加する恐れがある場合には、反対票を投じます。 
 
2. ストック・オプションと譲渡制限付株式報酬制度 
アムンディは、ストック・オプションまたはパフォーマンス・シェアを通じた長期インセンティ

ブ・プランは経営陣と株主の利益を一致させる有効な手段になり得ると考えます。ただし、これ

らのプランの目的が達成されるためには、一定の構造を尊重する必要があります。とりわけ、付

与時にウィンドフォール効果（たなぼた式の利益）を回避し、権利確定時にパフォーマンスと連

動させ、権利確定後は長期的なパフォーマンスとの連動性を強化するために権利の一部に譲渡制

限を課すことが必要です。 
 
原則および反対票を投じる理由 
￭ 分配対象と上級管理職に対する分配比率に関する詳細な情報が必要です。プランおよび受益

者のタイプ別に議案を分けることが極めて望ましいと考えます。 
￭ ストック・オプションや株式プランで株価のディスカウントが提案されている場合はすべて

反対します。 
￭ 株価の見直しを意図するプランはすべて反対します。 
￭ 明確なパフォーマンス基準や厳しい数値目標がないプランはすべて反対します。 
￭ 各種プラン（ストック・オプションと譲渡制限付株式報酬制度）の合計額は資本の 10％を上

限とします。この上限は当該企業の事業に応じて個別に判断します。 
 
3. 退職手当て 
報酬（固定および賞与）の 1 年分を上限としますが、支給がパフォーマンス基準に連動している

場合は 2 年分まで拡張可能とします。これらの基準は、公表された厳しい数値目標である必要が

あります。この上限には競合禁止契約からの支払いも含まれます。ストック・オプションやパフ

ォーマンス・シェアの権利確定の前倒しを好ましい慣行と見なすことはできません。雇用期間や

パフォーマンス基準に従った比例方式での権利確定には賛成できます。 
 
4. 役員年金制度とその他の報酬慣行 
アムンディは、受益者のグループが業務執行取締役より幅広くなければならないと考えます。企

業は受益者の範囲を公表しなければならず、給付は追加的な規則によって制約されます。具体的

には、退職時に企業に在籍していること、勤務年数が 5 年以上であること、給付金算出の基準報

酬は基本給に限定すること、給付金算出の基準期間は最低 5 年とすることです。受益者は自らの

退職年金制度に拠出できなければなりません。年金総額は固定報酬金額の 100％を超えてはなり

ません。 
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05 ESG 問題のガバナンス 
アムンディは、持続可能な発展と企業責任の問題は、コーポレート・ガバナンスの問題と同様に、

企業のパフォーマンスに影響し得ると考えます。実際、企業の本源的価値と長期の経済的パフォ

ーマンスを評価するための唯一の方法は、そのすべてのリスクと機会を分析し、財務面だけにと

どまらない総合的な見方を取ることです。 
 
その結果、アムンディは取締役会にとって重要なのは、社会的・環境的な責任に関連する戦略的

な影響を、事業のリスク、評判、競争、機会という観点から特定することだと考えます。 
そのための具体的な方針を立て、適正な措置を実施した結果は、これらのテーマに関する株主お

よびステークホルダーとの対話を生み出すために公表し、詳しく説明するべきです。 
アムンディはそうした考えから、責任投資原則（PRI）に署名し、責任ある金融へのコミットメ

ントおよび ESG インテグレーションへの取り組みを表明しています。 
 
したがって、アムンディは企業の価値に影響し得る事項をより適切に評価するために、企業が財

務報告書に加えて持続可能な発展に関する報告書を公表することが必要だと考えます。株主総会

での投票のために提出される報告書に関しては、提供されている情報が不十分または不適正と考

えられる場合、棄権または反対票を投じる可能性があります。 
 
ESG リスクの管理に著しい落度がある場合には、有責性のある取締役の再任に反対、または解任

に反対する可能性があります。 
 
持続可能な発展と企業責任の問題に関する株主提案に関しては、企業の状況および特に以下の点

を踏まえて議案の妥当性を個別に分析します。 
￭ 議案の採用により企業の慣行は改善し得るか。 
￭ 企業の現在の状況から判断して、短期的（風評リスク、法的リスク、ボイコット・リスクな

ど）または長期的な悪影響が生じる恐れがあるか。 
￭ 企業は議案に示された要求に対する適切な措置をすでに実行しているか。 
￭ 議案の承認に対する企業の分析は説得力があり、株主が議案で指摘した様々な問題に対応し

ているか。 
￭ 議案に示されている要求は不当なコストをもたらさないか、あるいは企業の立場を競争上不

利にする情報の開示につながらないか。 
￭ 提示された議案に含まれている措置は適切か、また当該の問題は他の方法でより効果的に対

処できないか。 
 
他のすべての議案に関しては、提案された議案および当該企業の固有の状況を踏まえて個別に判

断して投票します。 


