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令和３年度の運用実績（概要）

運用利回り ＋５．５２％ ※修正総合収益率

＋７．５６％ ※実現収益率

運用収益額 ＋９７０億円 ※総合収益額

＋１，０５６億円 ※実現収益額

運用資産残高 １兆７，９３０億円 ※時価総額



１ 市場環境
【第１部 令和３年度の運用状況】
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【各市場の動き：令和３年４月～令和４年３月】

国内債券： １０年国債利回りは、上昇しました。
日本銀行の金融緩和政策が継続する中、１２月までは概ね横ばいで推移しました。１月以降は米国の金利上昇に追随して上昇しました。

国内株式： 国内株式市場は、上昇しました。
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて３度目の緊急事態宣言が発出されたことなどから８月にかけて一進一退の動きでした。９月には新首
相への期待感から上昇しましたが、その後は期待感の剥落や新型コロナウイルスのオミクロン株の感染拡大懸念から下落に転じ、１月以降
は世界的なインフレ懸念やロシアのウクライナ侵攻を背景にリスクオフの展開となりました。3月半ば以降は過度なリスクオフの後退に伴う資
源価格の落ち着きや円安進行などを受けて株価は反発しました。

外国債券： １０年国債利回りは、米国、ドイツともに上昇しました。
米国１０年債利回りは、金融緩和の早期縮小観測を受けた上昇と新型コロナウイルス拡大懸念による低下を繰り返し、もみ合いで推移してい
ましたが、１月以降は市場予想以上のインフレ率とそれに対するFRBのタカ派的な姿勢から上昇しました。
ドイツ１０年債利回りも、１２月までは概ね一定範囲内での推移でしたが、１月以降は米金利の上昇により、利回りは上昇しました。

外国株式： 外国株式市場は、米国は若干上昇、ドイツは下落しました。
米国株式はインフレ率の高まりや長期金利上昇への懸念、オミクロン株への警戒感等があったものの、良好な企業業績や経済指標を背景

に上昇しました。しかし、１月に入ってインフレが加速し、長期金利が上昇したこと、またウクライナ侵攻も重なりリスクオフの動きから下落しま
した。3月半ば以降は過度なリスクオフの後退を受けて反発しました。
ドイツ株式も１２月までは緩やかな上昇傾向にありましたが、１月以降は欧米の金利上昇に加えてロシアのウクライナ侵攻とそれに対抗した
経済制裁の影響で大幅に下落しました。3月半ば以降はリスクオフの後退から下落幅を縮めたものの、通期で下落となりました。

ベンチマーク収益率

令和３年度

国内債券 NOMURA-BPI総合 -1.22%
国内株式 TOPIX：配当込 1.99%
外国債券 WGBI：除日本、中国　ヘッジなし 1.88%

WGBI：除日本、中国　ヘッジあり -5.11%
外国株式 MSCI ACWI：除日本　配当込 19.38%

参考指標

前年度末 ６月末 ９月末 １２月末 ３月末

国内債券 10年国債利回り（％） 0.10 0.06 0.07 0.07 0.22

国内株式 TOPIX配当なし（ﾎﾟｲﾝﾄ） 1954.00 1943.57 2030.16 1992.33 1946.40

日経平均株価（円） 29178.80 28791.53 29452.66 28791.71 27821.43

外国債券 米国10年国債利回り（％） 1.74 1.47 1.49 1.51 2.34

ドイツ10年国債利回り（％） -0.29 -0.21 -0.20 -0.18 0.55

外国株式 NYダウ(ﾄﾞﾙ) 32981.55 34502.51 33843.92 36338.30 34678.35

独DAX（ﾎﾟｲﾝﾄ） 15008.34 15531.04 15260.69 15884.86 14414.75

外国為替 ドル/円（円） 110.50 110.99 111.58 115.16 121.38

ユーロ/円（円） 129.87 131.62 129.31 130.96 135.05
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【ベンチマークインデックスの推移：令和３年４月～令和４年３月（令和３年３月末＝100）】



国内債券

17.0%

短期資産

5.6%

国内債券計

22.6%

国内株式

25.4%外国債券

24.3%

外国株式

27.7%

令和３年度末 運用資産別の構成割合

（単位：％）

令和２年度

年度末 第１四半期末第２四半期末第３四半期末 年度末

26.4 23.8 25.3 23.4 22.6

短期資産 7.0 6.0 8.0 6.5 5.6

25.8 25.6 26.1 25.2 25.4

20.5 22.4 21.5 24.0 24.3

27.3 28.3 27.1 27.3 27.7

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0合計

令和３年度

国内債券

国内株式

外国債券

外国株式

積立金全体の資産ごとの構成割合は次のとおりです。

（注１） 基本ポートフォリオは、国内債券25%（±10%)、国内株式25%（±12%)、外国債券25%（±9%)、
外国株式25%（±11%）です。括弧内は許容乖離幅を表しています。

（注２） ヘッジ付き外貨建て債券は、国内債券に含めています。
（注３） 数値を四捨五入しているため、各数値の合算は合計値と必ずしも一致しません。
（注４） 表中の短期資産は決済用資金及び自家運用の短期資産を表し、今年度より国内債券に含めています。

なお、委託運用の各ファンドで保有する短期資産は、原則として該当する資産区分に計上しています。
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２ 資産構成割合



（単位：％）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 年度計

1.94 1.21 2.98 1.41 7.56

2.86 0.98 3.07 ▲1.36 5.52

（単位：％）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 年度計

0.45 0.06 ▲0.08 ▲1.49 ▲1.06

短期資産 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.07 5.36 ▲1.68 ▲1.68 1.86

1.78 ▲0.88 2.47 ▲1.34 1.85

8.58 ▲0.73 11.12 ▲0.95 18.25外国株式

実現収益率

修正総合収益率

令和３年度

令和３年度

国内債券

国内株式

外国債券

▲1.06%

1.86% 1.85%

18.25%

5.52%

▲5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

国内債券 国内株式 外国債券 外国株式 資産全体

2.86%

0.98%

3.07%

▲1.36%
▲2.00%

▲1.50%

▲1.00%

▲0.50%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

実現収益率は７．５６％となり、修正総合収益率（期間収益率）は５．５２％となりました。

（注１） 各四半期及び年度計は、期間収益率です。
（注２） 収益率は、当該期間中に精算された運用手数料等を控除したものです。
（注３） 修正総合収益率は、実現収益率に時価評価による評価損益の増減を加味したものです。
（注４） ヘッジ付き外貨建て債券は、国内債券に含めています。
（注５） 表中の短期資産は、決済用資金及び自家運用の短期資産を表し、今年度より国内債券に

含めています。なお、委託運用の各ファンドで保有する短期資産は、原則として該当する
資産区分に計上しています。

資産全体の修正総合収益率

資産別の修正総合収益率

資産全体の収益率

資産別の修正総合収益率
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３ 運用利回り



（単位：％）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 年度計

ポートフォリオ収益率 2.86 0.98 3.07 ▲ 1.36 5.52

複合ベンチマーク 2.52 0.95 2.91 ▲ 0.96 5.47

超過収益率 0.34 0.03 0.17 ▲ 0.39 0.04

　　　　・外国株式　　MSCI ACWI（除く日本、円ベース）

令和３年度

（注）　複合ベンチマークは、以下のベンチマーク収益率を基本ポートフォリオのウェイトで加重
　　 　 平均したものです。

　　　　・国内債券　　NOMURA-BPI総合
　　　　・国内株式　　TOPIX（配当込み）
　　　　・外国債券　　FTSE世界国債インデックス（除く日本、中国、ヘッジなし・円ベース）
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４ 複合ベンチマーク収益率との乖離

令和３年度の運用資産全体の修正総合収益率は＋５．５２％、複合ベンチマークの収益率は＋５．４７％となり、超過収益率は
＋０．０４％となりました。

通期で株式が上昇する中、主に外国株式がオーバーウェイトとなっていたことが資産配分としてプラスに寄与しました。個別資
産要因は、第4四半期に国内株式・外国株式のアクティブファンドでマイナスの超過収益となったことから若干マイナスに寄与しま
した。その他要因は、複合ベンチマークが上昇したことを背景に、短期資産の保有がマイナスに寄与しました。



（単位：％）

修正総合収益率 ベンチマーク収益率 超過収益率

国内債券 ▲ 1.06 ▲ 1.22 0.15

国内株式 1.86 1.99 ▲ 0.13

外国債券 1.85 1.89 ▲ 0.04

外国株式 18.25 19.38 ▲ 1.13

（注）　ヘッジ付き外貨建て債券は、国内債券に含めています。

（注）　外国債券のベンチマークの11月、12月の収益率は含む中国

ベンチマーク

　国内債券　　NOMURA-BPI総合

　国内株式　　TOPIX（配当込み）

　外国債券　　FTSE世界国債インデックス（除く日本、中国、ヘッジなし・円ベース）

　外国株式　　MSCI ACWI（除く日本、円ベース）
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５ 各資産の超過収益率
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第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期
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国内債券 国内株式 外国債券 外国株式 資産全体

(億円)

（単位：億円）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 年度計

263 168 422 203 1,056

492 173 555 ▲250 970

（単位：億円）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 年度計

19 2 ▲4 ▲63 ▲45

短期資産 0 0 0 0 0

3 241 ▲80 ▲79 85

67 ▲35 101 ▲60 74

402 ▲36 538 ▲48 856外国株式

令和３年度

令和３年度

実現収益額

総合収益額

国内債券

国内株式

外国債券

（注１） 収益額は、当該期間中に精算された運用手数料等を控除したものです。
（注２） 総合収益額は、実現収益額に時価評価による評価損益の増減を加味したものです。
（注３） ヘッジ付き外貨建て債券は、国内債券に含めています。
（注４） 数値を四捨五入しているため、各数値の合算は合計値と必ずしも一致しません。
（注５） 表中の短期資産は決済用資金及び自家運用の短期資産を表し、今年度より国内債券に

含めています。なお、委託運用の各ファンドで保有する短期資産は、原則として該当す
る資産区分に計上しています。

実現収益額は１，０５６億円となり、総合収益額は９７０億円となりました。

資産全体の総合収益額

資産別の総合収益額

資産全体の収益額

資産別の総合収益額
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６ 運用収入額



（単位：億円）

簿価 時価
評価
損益

簿価 時価
評価
損益

簿価 時価
評価
損益

簿価 時価
評価
損益

4,068 4,157 89 4,487 4,567 80 4,236 4,310 73 4,025 4,045 20

短期資産 1,045 1,045 0 1,452 1,452 0 1,199 1,199 0 998 998 0

3,070 4,477 1,407 3,111 4,718 1,607 3,247 4,640 1,392 3,323 4,561 1,239

3,707 3,919 213 3,727 3,885 158 4,183 4,416 233 4,231 4,357 125

2,777 4,943 2,166 2,839 4,907 2,068 2,700 5,015 2,315 2,828 4,967 2,139

13,622 17,497 3,875 14,164 18,077 3,913 14,367 18,381 4,014 14,407 17,930 3,523

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 年度末

令和３年度

外国債券

外国株式

合計

国内債券

国内株式

（注１） ヘッジ付き外貨建て債券は、国内債券に含めています。
（注２） 数値を四捨五入しているため、各数値の合算は合計値と必ずしも一致しません。
（注３） 表中の短期資産は決済用資金及び自家運用の短期資産を表し、今年度より国内債券に含めています。なお、委託運用の

各ファンドで保有する短期資産は、原則として該当する資産区分に計上しています。
（注４） 時価には、未収収益が含まれています。
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７ 資産額



(単位：億円）

手数料 手数料率

国内債券 2 0.07%

国内株式 3 0.07%

外国債券 2 0.05%

外国株式 5 0.10%

令和３年度

８ 運用手数料

12

（注） 手数料は、信託銀行等への管理報酬が含まれており、億円未満を四捨五入しています。
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９ 基本ポートフォリオの検証

基本ポートフォリオについては、厚生年金保険給付組合積立金の管理及び運用に係る基本的な方針において、毎年
１回検証を行うこととされています。令和３年度に実施した検証の結果は以下のとおりです。

１．検証の方法
直近の市場環境を踏まえて、各資産の期待収益率、リスク及び賃金上昇率を設定し、検証を実施しました。
モンテカルロシミュレーション（注）により、積立金の比率等の推計を行い、想定する運用利回りに見合った年金資産

の確保及び下振れリスクの２点を確認しました。

２．検証の結果
上記検証の結果、基本ポートフォリオについては、積立金の比率１００％以上を維持できる見込みであり、想定する

運用利回り（名目賃金上昇率＋１．７％）を満たしていることを確認しました。また、下振れリスクについても特段問題
ないことを確認しました。

以上の点から基本ポートフォリオについて、見直しの契機にはなく、問題ないことを確認しました。

（注）モンテカルロシミュレーションとは、システム的に数千回から数万回の乱数を発生させて、シミュレーション分析を
行う方法です。



１０ リスク管理の考え方及びその取組み
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資金運用では、金利変動リスク、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスクなど様々
なリスクが存在します。

基本ポートフォリオは、期待収益率・リスクの特性等が異なる複数の資産から構成されており、実際に必要な利回りの確
保を行っていく上では、様々なリスク要因について管理を行う必要があります。

具体的なリスク管理手法としては、対象となるリスク管理項目を決定し、分析ツールを使用する等適切な方法で把握して
います（推定トラッキングエラー、デュレーション等）。

特に注視しているものは、基本ポートフォリオの資産構成割合と実際のポートフォリオの資産構成割合との乖離幅の管理
となります。時価変動によって資産構成割合は常に変動することから、基本ポートフォリオに対する資産構成割合の乖離状
況を把握し、その幅を一定範囲内に収めるよう管理していく必要があります。

また、各年度の複合ベンチマーク収益率との乖離要因の分析も行っています。

このほか、資産ごとも分析ツールを使用し、同様に管理しています。

厚生年金保険事業の実施機関積立金の運用に係るリスク管理の実施方針（抜粋）

１ リスク管理に関する基本的な考え方

警察共済組合（以下「組合」という。）は、次の事項を踏まえて、実施機関積立金の運用に関するリスク管理を適切に行う。
ア 実施機関積立金の運用は、長期的な観点から安全かつ効率的に行う。

イ 実施機関積立金の運用は、分散投資（リスク・リターン等の特性が異なる複数の資産に適切に分散して投資することを
いう。）を基本とし、基本ポートフォリオを策定してそれに基づき行う。

ウ 基本ポートフォリオに係る下方確率（名目賃金上昇率を下回る確率をいう。）及び条件付平均不足率（名目賃金上昇
率を下回るときの平均不足率をいう。）を意識しながら行う。

エ 機動的な運用を行うことなどを踏まえ、リスク管理について、フォワード・ルッキングなリスク分析機能の強化、リスク管
理分析ツールの整備、情報収集・調査機能の強化を進めるなど、必要に応じ、高度化を図る。
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１１ リスク管理の状況

ア 資産構成割合とトラッキングエラー

資産構成割合は、全ての資産について許容乖離幅内に収まりました。

推定トラッキングエラーは、１１月に配分割合が高まった外国株式を一部売却し、その分、外国債券を購入するリバランス
を行ったことで、若干低下しました。

(１) 資産全体

【資産構成割合の推移】
【推定トラッキングエラーの推移】
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イ 複合ベンチマーク収益率との乖離の要因分析

令和３年度の運用資産全体のポートフォリオ収益率は＋５.５２％、複合ベンチマークの収益率は＋５.４７％となり、超過収益
率は＋０.０４％となりました。

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 年度累計

ポートフォリオ収益率 2.86% 0.98% 3.07% ▲1.36% 5.52%

複合ベンチマーク収益率 2.52% 0.95% 2.91% ▲0.96% 5.47%

超過収益率 0.34% 0.03% 0.17% ▲0.39% 0.04%

資産配分要因 0.20% 0.15% 0.38% 0.17% 0.90%

個別資産要因 0.19% 0.03% 0.11% ▲0.37% ▲0.04%

その他要因 ▲0.05% ▲0.15% ▲0.32% ▲0.19% ▲0.81%
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（注１） 資産配分要因：複合ベンチマークを算出する上で基準となる、基本ポートフォリオと実際の資産構成割合との差による要因です。

（注２） 個別資産要因：実際の各資産の収益率と当該資産に係るベンチマーク収益率との差による要因です。

（注３） その他要因：資産配分要因及び個別資産要因以外の要因です。

超過収益率が生じた要因を分解すると、以下のとおりとなりました。

・資産配分要因は、＋０．９０％のプラスとなりました。主な要因は、通期で外国株式が上昇する中、外国株式がオーバー
ウェイトとなっていたことによるものです。

・個別資産要因は、▲０．０４％のマイナスとなりました。主な要因は、第４四半期に国内株式・外国株式のアクティブ運用
でマイナスの超過収益となったことが要因となりました。
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(２) 債券運用

ア 推定トラッキングエラー

内外債券の推定トラッキングエラーは、大きな変動はなく安定的に推移しました。

（注１） 推定トラッキングエラー：ファンド収益率とベンチマーク収益率との乖離を確率的に事前に推定したものです。

（注２） ヘッジ付き外貨建て債券は、リスク・リターンの特性により、国内債券に含めています。
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ウ 信用リスク

(ｱ) 国内債券の保有状況

a  格付別保有状況：投資不適格となるBBB未満の債券保有はありませんでした。

b 同一発行体の保有状況：ベンチマークからの大きな乖離は見られませんでした。

(ｲ) 外国債券の保有状況

a  格付別保有状況：投資不適格となるBBB未満の債券保有はありませんでした。

b 同一発行体の保有状況：時価の10％を上回る同一発行体の債券の保有はありませんでした。

c  カントリーリスク：ベンチマーク外の国の債券の保有はありませんでした。

d  通貨リスク：ベンチマーク外の通貨の保有はありませんでした。

（注） デュレーション：債券投資において最も一般的に使

用されるリスク指標であり、市場金利の変化に対する

価格感応度を示します。

イ 内外債券デュレーションの対ベンチマーク乖離幅の推移

国内債券デュレーションは、概ねベンチマーク並で推移しました。

外国債券デュレーションは、概ねベンチマーク並で推移しました。
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（注） 推定トラッキングエラー：ファンド収益率とベンチ
マーク収益率との乖離を確率的に事前に推定したも
のです。

（注） ヘッジ付き外貨建て債券は、リスク・リターンの
特性により、国内債券に含めています。

エ 内外債券の推定トラッキングエラー（アクティブ・パッシブ別）

内外債券の推定トラッキングエラーは、概ね大きな変動はなく安定的に推移しました。

オ 内外債券アクティブのデュレーションの乖離状況

国内債券アクティブは、概ねベンチマーク並で推移しました。

外国債券アクティブは、ベンチマークに対し短期化の幅を縮小しました。
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(３) 株式運用

（注） 推定トラッキングエラー：ファンド収益率とベンチマーク収益率との乖離を確率的に事前に推定したものです。

ア 推定トラッキングエラー

内外株式の推定トラッキングエラーは、大きな変動はなく安定的に推移しました。
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（注） β値：株式運用の市場リスクを把握する代表的な指

標であり、市場収益率に対する感応度を示します。

イ 内外株式のβ値の推移

国内株式は、概ね1.00近辺で推移しました。

外国株式は、概ね1.00近辺で推移しました。

ウ 内外株式の保有状況

(ｱ) 国内株式の保有状況

a  同一銘柄の株式保有状況：国内株式時価の10％を上回る保有はありませんでした。

b 同一企業発行の株式保有状況：国内株式時価の10％を上回る保有はありませんでした。

(ｲ) 外国株式の保有状況

a  同一銘柄の株式保有状況：外国株式時価の10％を上回る保有はありませんでした。

b 同一企業発行の株式保有状況：外国株式時価の10％を上回る保有はありませんでした。

c  カントリーリスク：ベンチマーク外の国の保有はありませんでした。

d  通貨リスク：ベンチマーク外の通貨の保有はありませんでした。
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オ 内外株式アクティブのβの推移
国内株式アクティブは、0.99から1.03の範囲で推移しました。
外国株式アクティブは、0.97から1.00の範囲で推移しました。 （注） 推定トラッキングエラー：ファンド収益率とベ

ンチマーク収益率との乖離を確率的に事前に推
定したものです。

エ 内外株式の推定トラッキングエラー

内外株式の推定トラッキングエラーは、大きな変動はなく安定的に推移しました。



１２ スチュワードシップ活動
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（１） スチュワードシップ責任
ア 日本版スチュワードシップ・コードへの取り組み方針

当組合は、日本版スチュワードシップ・コードを実施するため、「日本版スチュワードシップ・コードへの取り組み方

針」（以下「取組方針」といいます。）を策定しており、令和２年３月２４日に金融庁が公表した、「再改訂版スチュワード
シップ・コード」についても、その趣旨に賛同の上、令和２年９月３０日に受け入れ表明の内容を更新した上で、公表し
ております。

当組合は、企業が長期的に株主の利益を最大にするような企業経営を行うよう、株主議決権を行使します。

当組合は、個別に行使の指図を行う場合には、運用受託機関等が当該指図に従い行使するよう指示するものとし、
個別に行使の指図を行わない場合には、運用受託機関等に対し、当組合の制定するコーポレートガバナンス原則の
趣旨に沿い、当組合の制定する株主議決権行使ガイドラインに則って行使させることとしています。

また、運用受託機関等に株主議決権の行使状況等について報告を求めることとしており、その際は、当組合が定
めた取組方針に沿った対応を行うこととしています。

イ 令和３年度の実施状況の概要

運用受託機関におけるスチュワードシップ活動を把握するため、国内株式の運用受託機関に対して、エンゲージ
メントや株主議決権行使の状況等に関する調査及びヒアリングを行うとともに、課題や問題点などについての意見
交換を実施し、運用受託機関等と投資先企業との間で前向きな対応が行われていることを確認しました。

特に、エンゲージメントについては、その実効性に注視し、体制面、対象企業の選定プロセス、対話事例に加え、
エンゲージメントの効果検証の手法や「質」の向上に向けた取り組み等についても調査を行いました。



24

（２） 株主議決権行使
ア 議決権行使の考え方

株主としての当組合の意見が十分反映されることを目的として、当組合が別に定めている「警察共済組合コーポ
レートガバナンス原則」の趣旨に沿い、株主としての議決権行使に係る具体的判断基準としての「警察共済組合株主
議決権行使ガイドライン」を定めています。

当組合の保有する株式は、現在委託運用のみであり、当組合よりも各受託者の方が個別企業との接触の機会が

多く、その企業の状況に即した適切な判断が行われるものであると考えられるため、原則として具体的な議決権行使
の判断は、当該ガイドラインの趣旨に沿って各受託者が行うものとしています。

具体的には、次の項目について株主議決権の行使基準を設け、運用受託機関等に株主議決権の行使を求めてい
ます。

また、当該行使状況の報告を受けることにより、取組みが適切に行われていることを確認しています。
①取締役会の構造 ②取締役の選任 ③監査役の選任 ④役員報酬等 ⑤剰余金の処分
⑥組織再編等 ⑦増減資等の資本政策 ⑧定款変更 ⑨株主提案 ⑩反社会的行為
⑪敵対的買収防衛策

イ 株主議決権の行使状況

運用受託機関における令和２年度（令和２年４月から令和３年３月末決算企業（但し、令和３年６月末までに株主総
会実施先が対象））の株主議決権の行使状況については、(ｱ)及び(ｲ)のとおり確認しました。
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(ｱ) 国内株式 株主議決権の行使状況
① 議決権行使の対象期間 令和２年４月～令和３年３月末決算企業
② 運用受託機関 国内株式運用機関 １０社
③ 議決権総数 １７，０３０件（うち、賛成１３，５０２件、反対３，５２８件）
④ 議決権行使の概要

全議決権１７，０３０議案のうち、反対行使は２０．７％（３，５２８議案のうち、株主提案議案に関するもの
は３７０議案）でした。

⑤ また、反対行使の割合が高かったのは、「買収防衛策に関する議案」や、「退職慰労金に関する議案」
でした。

議案内容別構成比率計 賛成 反対 反対比率

取締役会・取締役に関する議案（親議案） 6,301 4,142 2,159 34.3%

取締役の選任 42,224 34,167 8,057 19.1%

取締役の選任　うち社外取締役 15,567 12,633 2,934 18.8%

監査役会・監査役に関する議案（親議案） 2,791 2,399 392 14.0%

監査役の選任 4,029 3,576 453 11.2%

監査役の選任　うち社外監査役 2,725 2,278 447 16.4%

役員報酬 1,313 1,208 105 8.0%

役員賞与 279 232 47 16.8%

退職慰労金 232 11 221 95.3%

剰余金の処分に関する議案（資本準備金等の減少を伴う） 32 32 0 0.0%

剰余金の処分に関する議案（資本準備金等の減少を伴わない） 3,360 3,310 50 1.5%

資本構造に関する議案　うち買収防衛策 118 6 112 94.9%

資本構造に関する議案　うち減資・増資（第三者割当以外） 35 35 0 0.0%

資本構造に関する議案　うち増資（第三者割当） 27 26 1 3.7%

資本構造に関する議案　うち自己株式取得 12 0 12 100.0%

資本構造に関する議案　その他 37 35 2 5.4%

事業内容の変更等に関する議案 132 132 0 0.0%

役職員のインセンティブ向上に関する議案 805 692 113 14.0%

定款変更 1,292 994 298 23.1%

取締役会の構成等 124 112 12 9.7%

その他議案 140 136 4 2.9%

合　計（親議案ベース） 17,030 13,502 3,528 20.7%

うち、株主提案議案に関するもの（親議案ベース） 404 34 370 91.6%
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				A		取締役会・取締役に関する議案（親議案） オヤギアン						194		147		0		47		24%		220		168		52		24%		61		26		0		35		57%		57		40		17		30%		471		366		0		105		22%		451		304		147		33%		169		138		0		31		18%		179		123		56		31%		2,654		1,565		0		1,089		41%		2,485		1,396		1,089		44%		442		315		0		127		29%		455		357		98		22%		105		88		0		17		16%		114		89		25		22%		1,794		1,140		0		654		36%		1,720		1,062		658		38%						A		取締役会・取締役に関する議案（親議案） オヤギアン						5,890		3,785		2,105		35.7%		5,681		3,539		2,142		37.7%																				33.8%		-0.7%

				B		取締役の選任 トリシマリヤクセンニン						1,674		1,594		0		80		5%		1,910		1,812		98		5%		494		453		0		41		8%		464		436		28		6%		3,628		3,405		0		223		6%		3,758		3,438		320		9%		1,401		1,320		0		81		6%		1,591		1,457		134		8%		16,434		11,108		0		5,326		32%		16,762		10,879		5,883		35%		3,236		2,474		0		762		24%		3,475		3,146		329		9%		829		783		0		46		6%		909		838		71		8%		11,495		9,791		0		1,704		15%		11,981		10,133		1,848		15%						B		取締役の選任 トリシマリヤクセンニン						39,191		30,928		8,263		21.1%		40,850		32,139		8,711		21.3%

				C				取締役の選任　うち社外取締役 トリシマリヤクセンニンシャガイトリシマリヤク				631		585		0		46		7%		675		632		43		6%		196		163		0		33		17%		173		149		24		14%		1,368		1,284		0		84		6%		1,268		1,158		110		9%		552		514		0		38		7%		541		501		40		7%		5,563		3,771		0		1,792		32%		4,938		3,230		1,708		35%		1,165		949		0		216		19%		1,139		1,004		135		12%		315		290		0		25		8%		337		300		37		11%		3,886		3,219		0		667		17%		3,548		2,835		713		20%						C				取締役の選任　うち社外取締役 トリシマリヤクセンニンシャガイトリシマリヤク				13,676		10,775		2,901		21.2%		12,619		9,809		2,810		22.3%

				D		監査役会・監査役に関する議案（親議案） カンサヤクカイカンサヤクカンギアンオヤギアン						123		109		0		14		11%		155		142		13		8%		35		33		0		2		6%		40		35		5		13%		274		253		0		21		8%		288		258		30		10%		103		101		0		2		2%		118		111		7		6%		1,360		1,109		0		251		18%		1,505		1,171		334		22%		248		203		0		45		18%		288		241		47		16%		64		58		0		6		9%		64		59		5		8%		958		727		0		231		24%		1,109		819		290		26%						D		監査役会・監査役に関する議案（親議案） カンサヤクカイカンサヤクカンギアンオヤギアン						3,165		2,593		572		18.1%		3,567		2,836		731		20.5%																				21.2%		-0.5%

				E		監査役の選任 カンサヤクセンニン						211		197		0		14		7%		286		272		14		5%		49		47		0		2		4%		91		82		9		10%		475		453		0		22		5%		529		496		33		6%		188		185		0		3		2%		205		197		8		4%		2,346		2,061		0		285		12%		2,610		2,229		381		15%		431		373		0		58		13%		518		461		57		11%		113		107		0		6		5%		114		109		5		4%		1,636		1,372		0		264		16%		1,906		1,582		324		17%						E		監査役の選任 カンサヤクセンニン						5,449		4,795		654		12.0%		6,259		5,428		831		13.3%

				F				監査役の選任　うち社外監査役 カンサヤクセンニンシャガイカンサヤク				138		124		0		14		10%		172		158		14		8%		33		31		0		2		6%		55		46		9		16%		308		287		0		21		7%		327		295		32		10%		118		116		0		2		2%		123		115		8		7%		1,607		1,323		0		284		18%		1,784		1,403		381		21%		289		235		0		54		19%		323		272		51		16%		80		74		0		6		8%		74		69		5		7%		1,106		843		0		263		24%		1,287		965		322		25%						F				監査役の選任　うち社外監査役 カンサヤクセンニンシャガイカンサヤク				3,679		3,033		646		17.6%		4,145		3,323		822		19.8%

				G		役員報酬 ヤクインホウシュウ						42		41		0		1		2%		68		64		4		6%		9		9		0		0		0%		10		10		0		0%		104		94		0		10		10%		124		120		4		3%		43		43		0		0		0%		55		50		5		9%		547		501		0		46		8%		536		475		61		11%		48		46		0		2		4%		52		50		2		4%		9		9		0		0		0%		15		14		1		7%		172		171		0		1		1%		168		165		3		2%						G		役員報酬 ヤクインホウシュウ						974		914		60		6.2%		1,028		948		80		7.8%																				6.1%		-0.1%

				H		役員賞与 ヤクインショウヨ						17		15		0		2		12%		24		24		0		0%		5		5		0		0		0%		7		7		0		0%		33		31		0		2		6%		38		33		5		13%		13		13		0		0		0%		20		17		3		15%		126		87		0		39		31%		141		84		57		40%		32		26		0		6		19%		42		35		7		17%		11		11		0		0		0%		18		18		0		0%		87		70		0		17		20%		106		82		24		23%						H		役員賞与 ヤクインショウヨ						324		258		66		20.4%		396		300		96		24.2%																				2.4%		-0.1%

				I		退職慰労金 タイショクイロウキン						4		3		0		1		25%		6		6		0		0%		1		0		0		1		100%		1		1		0		0%		12		7		0		5		42%		15		12		3		20%		0		0		0		0		0%		3		3		0		0%		133		0		0		133		100%		174		20		154		89%		12		2		0		10		83%		15		4		11		73%		2		0		0		2		100%		2		1		1		50%		91		0		0		91		100%		121		0		121		100%						I		退職慰労金 タイショクイロウキン						255		12		243		95.3%		337		47		290		86.1%																				2.0%		0.2%

				J		剰余金の処分に関する議案（資本準備金等の減少を伴う） ジョウヨキンショブンカンギアンシホンジュンビキンナドゲンショウトモナ						0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		4		4		0		0		0%		3		3		0		0%		1		1		0		0		0%		1		1		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		9		9		0		0		0%		14		13		1		7%						J		剰余金の処分に関する議案（資本準備金等の減少を伴う） ジョウヨキンショブンカンギアンシホンジュンビキンナドゲンショウトモナ						14		14		0		0.0%		18		17		1		5.6%																				0.1%		-0.0%

				K		剰余金の処分に関する議案（資本準備金等の減少を伴わない） ジョウヨキンショブンカンギアンシホンジュンビキンナドゲンショウトモナ						113		109		0		4		4%		138		121		17		12%		34		34		0		0		0%		35		35		0		0%		275		271		0		4		1%		284		277		7		2%		97		97		0		0		0%		114		113		1		1%		1,420		1,399		0		21		1%		1,457		1,382		75		5%		267		266		0		1		0%		280		273		7		3%		64		64		0		0		0%		70		69		1		1%		988		980		0		8		1%		1,043		1,008		35		3%						K		剰余金の処分に関する議案（資本準備金等の減少を伴わない） ジョウヨキンショブンカンギアンシホンジュンビキンナドゲンショウトモナ						3,258		3,220		38		1.2%		3,421		3,278		143		4.2%																				20.3%		-0.6%				75.5%		-1.8%

				L		資本構造に関する議案　うち買収防衛策 シホンコウゾウカンギアンバイシュウボウエイサク						4		0		0		4		100%		4		0		4		100%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		7		1		0		6		86%		8		0		8		100%		0		0		0		0		0%		3		0		3		100%		94		8		0		86		91%		73		7		66		90%		8		0		0		8		100%		13		2		11		85%		2		0		0		2		100%		1		1		0		0%		66		8		0		58		88%		52		25		27		52%						L		資本構造に関する議案　うち買収防衛策 シホンコウゾウカンギアンバイシュウボウエイサク						181		17		164		90.6%		154		35		119		77.3%																				0.9%		0.1%

				M		資本構造に関する議案　うち減資・増資（第三者割当以外） シホンコウゾウカンギアンゲンシ						0		0		0		0		0%		3		3		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		8		8		0		0		0%		7		7		0		0%		0		0		0		0		0%		2		2		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		5		5		0		0		0%		3		3		0		0%						M		資本構造に関する議案　うち減資・増資（第三者割当以外） シホンコウゾウカンギアンゲンシ						13		13		0		0.0%		15		15		0		0.0%																				0.1%		0.0%

				N		資本構造に関する議案　うち増資（第三者割当） シホンコウゾウカンギアンゾウシダイサンシャワリアテ						10		10		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		10		10		0		0		0%		1		1		0		0%		0		0		0		0		0%		1		1		0		0%		15		15		0		0		0%		8		8		0		0%		0		0		0		0		0%		2		2		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		11		10		0		1		9%		3		2		1		33%						N		資本構造に関する議案　うち増資（第三者割当） シホンコウゾウカンギアンゾウシダイサンシャワリアテ						46		45		1		2.2%		15		14		1		6.7%																				0.1%		-0.0%

				O		資本構造に関する議案　うち自己株式取得 シホンコウゾウカンギアンジコカブシキシュトク						1		0		0		1		100%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		2		0		0		2		100%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		1		0		1		100%		7		1		0		6		86%		2		0		2		100%		2		1		0		1		50%		1		0		1		100%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		4		2		0		2		50%		1		0		1		100%						O		資本構造に関する議案　うち自己株式取得 シホンコウゾウカンギアンジコカブシキシュトク						16		4		12		75.0%		5		0		5		100.0%																				0.0%		-0.0%

				P		資本構造に関する議案　その他 シホンコウゾウカンギアンタ						2		2		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		1		1		0		0%		2		2		0		0		0%		4		4		0		0%		0		0		0		0		0%		2		2		0		0%		18		18		0		0		0%		26		26		0		0%		3		3		0		0		0%		2		2		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		4		4		0		0		0%		1		1		0		0%						P		資本構造に関する議案　その他 シホンコウゾウカンギアンタ						29		29		0		0.0%		36		36		0		0.0%																				0.2%		0.0%

				Q		事業内容の変更等に関する議案 ジギョウナイヨウヘンコウトウカンギアン						1		1		0		0		0%		5		5		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		2		2		0		0		0%		10		10		0		0%		1		1		0		0		0%		7		7		0		0%		31		31		0		0		0%		47		47		0		0%		2		2		0		0		0%		10		10		0		0%		1		1		0		0		0%		4		4		0		0%		23		23		0		0		0%		34		34		0		0%						Q		事業内容の変更等に関する議案 ジギョウナイヨウヘンコウトウカンギアン						61		61		0		0.0%		117		117		0		0.0%																				0.7%		0.0%

				R		役職員のインセンティブ向上に関する議案 ヤクショクインコウジョウカンギアン						7		7		0		0		0%		15		15		0		0%		13		12		0		1		8%		13		12		1		8%		12		7		0		5		42%		32		21		11		34%		4		3		0		1		25%		16		11		5		31%		68		53		0		15		22%		103		73		30		29%		67		62		0		5		7%		76		71		5		7%		15		14		0		1		7%		29		27		2		7%		266		245		0		21		8%		271		232		39		14%						R		役職員のインセンティブ向上に関する議案 ヤクショクインコウジョウカンギアン						452		403		49		10.8%		555		462		93		16.8%																				3.3%		-0.2%

				S		定款変更 テイカンヘンコウ						68		38		0		30		44%		62		36		26		42%		11		10		0		1		9%		7		7		0		0%		135		85		0		50		37%		122		83		39		32%		54		36		0		18		33%		51		33		18		35%		546		419		0		127		23%		580		474		106		18%		105		80		0		25		24%		122		78		44		36%		24		19		0		5		21%		20		17		3		15%		272		192		0		80		29%		318		254		64		20%						S		定款変更 テイカンヘンコウ						1,215		879		336		27.7%		1,282		982		300		23.4%																				7.6%		0.3%

				T		取締役会の構成等 トリシマリヤクカイコウセイナド						0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		103		97		0		6		6%		76		64		12		16%						T		取締役会の構成等 トリシマリヤクカイコウセイナド						103		97		6		5.8%		76		64		12		15.8%																				0.5%		-0.0%

				U		その他議案 タギアン						2		2		0		0		0%		2		2		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		7		6		0		1		14%		5		5		0		0%		2		2		0		0		0%		1		1		0		0%		64		60		0		4		6%		60		59		1		2%		12		11		0		1		8%		6		5		1		17%		4		4		0		0		0%		4		1		3		75%		42		39		0		3		7%		34		34		0		0%						U		その他議案 タギアン						133		124		9		6.8%		112		107		5		4.5%																				0.7%		0.0%

		合　計（親議案ベース） ゴウケイオヤギアン										588		484		0		104		18%		702		586		116		17%		169		129		0		40		24%		171		148		23		13%		1,346		1,135		0		211		16%		1,382		1,128		254		18%		486		434		0		52		11%		571		472		99		17%		7,095		5,278		0		1,817		26%		7,207		5,232		1,975		27%		1,249		1,018		0		231		18%		1,367		1,133		234		17%		301		268		0		33		11%		341		300		41		12%		4,895		3,722		0		1,173		24%		5,074		3,798		1,276		25%				合　計（親議案ベース） ゴウケイオヤギアン										16,129		12,468		3,661		22.7%		16,815		12,797		4,018		23.9%																				100.0%

								うち、株主提案議案に関するもの（親議案ベース） オヤギアン				42		6		0		36		86%		32		1		31		97%		1		0		0		1		100%		3		0		3		100%		60		0		0		60		100%		46		2		44		96%		22		0		0		22		100%		22		0		22		100%		177		22		0		155		88%		128		8		120		94%		31		0		0		31		100%		63		4		59		94%		6		0		0		6		100%		12		0		12		100%		124		16		0		108		87%		90		7		83		92%										うち、株主提案議案に関するもの（親議案ベース） オヤギアン				463		44		419		90.5%		396		22		374		94.4%
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		1 資本政策関連 シホンセイサクカンレン		0		0		0		45		7		62		22		0		100		40		101		12		0		113		17		2		1		0		8		3		2		1		0		5		2		197		45		0		162		33		93		20		0		88		18		490		75		0		548		77				資本政策関連 シホンセイサクカンレン		947		176		0		1,069		197
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		3 環境（ESGのE）関連 カンキョウカンレン		77		9		0		216		25		59		12		0		89		19		35		3		0		15		0		44		12		0		43		12		22		7		0		16		6		110		24		1		90		21		66		6		0		45		9		227		39		0		196		26				環境（ESGのE）関連 カンキョウカンレン		640		112		1		710		118

		4 社会（ESGのS）関連 シャカイカンレン		33		1		0		193		20		65		26		0		101		25		19		0		0		5		0		31		10		0		32		8		16		6		0		11		3		91		32		1		67		8		49		10		0		31		9		231		36		0		224		32				社会（ESGのS）関連 シャカイカンレン		535		121		1		664		105
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												作成運用機関名：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社																作成運用機関名：野村アセットマネジメント（18465-7003）																作成運用機関名：三井住友信託銀行株式会社（18465-7007）																作成運用機関名：みずほ信託銀行株式会社（18465-7009）																作成運用機関名：株式会社りそな銀行（18465-7011）

												本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド																				本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド

												358						社 シャ		384						社 シャ		72						社 シャ		77						社 シャ		256						社 シャ		315						社 シャ		1,265						社 シャ		1,204						社 シャ		1,709						社 シャ		1,421						社 シャ														3,660						社 シャ		3,401						社 シャ

		議決権行使の結果（本年度：平成31年4月～令和2年3月末決算企業、前年度：平成30年4月～平成31年3月末決算企業）																																																																																												議決権行使の結果（本年度：平成31年4月～令和2年3月末決算企業、前年度：平成30年4月～平成31年3月末決算企業）

		議案内容 ギアンナイヨウ										本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド										議案内容 ギアンナイヨウ										本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド

												計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ														計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ

				A		取締役会・取締役に関する議案　　　　 　親議案ベース オヤギアン						698		529		169		24%		857		778		79		9%		765		660		105		14%		786		709		77		10%		488		442		46		9%		675		605		70		10%		9,333		8,957		376		4%		9,282		8,857		425		5%		1,750		1,481		269		15%		1,633		1,356		277		17%						A		取締役会・取締役に関する議案　　　　 　親議案ベース オヤギアン						13,034		12,069		965		7.4%		13,233		12,305		928		7.0%

										子議案ベース コギアン		3,469		3,223		246		7%		3,590		3,491		99		3%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		1,999		1,926		73		4%		2,592		2,483		109		4%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		11,236		10,711		525		5%		10,462		9,894		568		5%												子議案ベース コギアン		16,704		15,860		844		5.1%		16,644		15,868		776		4.7%

				B		監査役会・監査役に関する議案　　　　 　親議案ベース カンサヤクカイカンサヤクカンギアンオヤ						0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		331		328		3		1%		218		215		3		1%						B		監査役会・監査役に関する議案　　　　 　親議案ベース カンサヤクカイカンサヤクカンギアンオヤ						331		328		3		0.9%		218		215		3		1.4%

										子議案ベース コギアン		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		656		652		4		1%		421		418		3		1%												子議案ベース コギアン		656		652		4		0.6%		421		418		3		0.7%

				C		役員報酬等に関する議案 ヤクインホウシュウナドカンギアン						396		355		41		10%		409		362		47		11%		100		78		22		22%		105		85		20		19%		258		229		29		11%		333		295		38		11%		1,334		1,213		121		9%		1,398		1,232		166		12%		2,144		1,630		514		24%		2,082		1,657		425		20%						C		役員報酬等に関する議案 ヤクインホウシュウナドカンギアン						4,232		3,505		727		17.2%		4,327		3,631		696		16.1%

				D		剰余金の処分に関する議案 ジョウヨキンショブンカンギアン						27		27		0		0%		47		47		0		0%		12		10		2		17%		12		12		0		0%		26		26		0		0%		49		49		0		0%		456		453		3		1%		393		393		0		0%		959		950		9		1%		708		703		5		1%						D		剰余金の処分に関する議案 ジョウヨキンショブンカンギアン						1,480		1,466		14		0.9%		1,209		1,204		5		0.4%

				E		資本構造に関する議案 シホンコウゾウカンギアン						200		192		8		4%		268		258		10		4%		57		56		1		2%		59		58		1		2%		200		186		14		7%		262		232		30		11%		1,506		1,283		223		15%		1,606		1,358		248		15%		4,716		4,158		558		12%		4,132		3,639		493		12%						E		資本構造に関する議案 シホンコウゾウカンギアン						6,679		5,875		804		12.0%		6,327		5,545		782		12.4%

								うち敵対買収防衛策に関する議案 テキタイカンギアン				6		6		0		0%		12		11		1		8%		1		1		0		0%		0		0		0		0%		38		36		2		5%		48		45		3		6%		14		12		2		14%		13		13		0		0%		73		70		3		4%		89		81		8		9%										うち敵対買収防衛策に関する議案 テキタイカンギアン				132		125		7		5.3%		162		150		12		7.4%

								うち増減資に関する議案 ゾウゲンシカンギアン				6		6		0		0%		5		5		0		0%		41		40		1		2%		43		42		1		2%		96		89		7		7%		124		109		15		12%		592		388		204		34%		648		437		211		33%		1,575		1,186		389		25%		1,305		910		395		30%										うち増減資に関する議案 ゾウゲンシカンギアン				2,310		1,709		601		26.0%		2,125		1,503		622		29.3%

								うち第三者割当に関する議案 カンギアン				0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		1		1		0		0%		1		1		0		0%		297		283		14		5%		437		419		18		4%		1,042		950		92		9%		794		757		37		5%										うち第三者割当に関する議案 カンギアン				1,340		1,234		106		7.9%		1,232		1,177		55		4.5%

								うち自己株式取得に関する議案 ジコカブシキシュトクカンギアン				51		51		0		0%		67		66		1		1%		15		15		0		0%		15		15		0		0%		46		46		0		0%		65		61		4		6%		381		381		0		0%		414		402		12		3%		641		638		3		0%		806		791		15		2%										うち自己株式取得に関する議案 ジコカブシキシュトクカンギアン				1,134		1,131		3		0.3%		1,367		1,335		32		2.3%

				F		事業内容の変更等に関する議案 ジギョウナイヨウヘンコウトウカンギアン						10		8		2		20%		19		18		1		5%		2		2		0		0%		5		5		0		0%		17		16		1		6%		20		20		0		0%		572		486		86		15%		469		448		21		4%		3,038		2,452		586		19%		2,026		1,685		341		17%						F		事業内容の変更等に関する議案 ジギョウナイヨウヘンコウトウカンギアン						3,639		2,964		675		18.5%		2,539		2,176		363		14.3%

				G		役職員のインセンティブ向上に関する議案 ヤクショクインコウジョウカンギアン						125		118		7		6%		111		100		11		10%		27		23		4		15%		15		13		2		13%		97		85		12		12%		99		89		10		10%		443		279		164		37%		481		280		201		42%		259		119		140		54%		251		106		145		58%						G		役職員のインセンティブ向上に関する議案 ヤクショクインコウジョウカンギアン						951		624		327		34.4%		957		588		369		38.6%

				H		その他議案 タギアン						760		544		216		28%		789		603		186		24%		189		174		15		8%		189		181		8		4%		484		406		78		16%		557		513		44		8%		4,650		4,143		507		11%		3,781		3,427		354		9%		6,582		6,250		332		5%		4,706		4,478		228		5%						H		その他議案 タギアン						12,665		11,517		1,148		9.1%		10,022		9,202		820		8.2%

												2,216		1,773		443		20%		2,500		2,166		334		13%		1,152		1,003		149		13%		1,171		1,063		108		9%		1,570		1,390		180		11%		1,995		1,803		192		10%		18,294		16,814		1,480		8%		17,410		15,995		1,415		8%		19,779		17,368		2,411		12%		15,756		13,839		1,917		12%														43,011		38,348		4,663		10.8%		38,832		34,866		3,966		10.2%

								うち、株主提案議案に関するもの（親議案ベース） オヤギアン				281		43		238		85%		266		56		210		79%		103		85		18		17%		106		86		20		19%		171		86		85		50%		188		109		79		42%		796		588		208		26%		652		488		164		25%		848		624		224		26%		743		566		177		24%										うち、株主提案議案に関するもの（親議案ベース） オヤギアン				2,199		1,426		773		35.2%		1,955		1,305		650		33.2%





議決権行使_貼付

																										円グラフ用データ エンヨウ

																										↓

														計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ

								取締役会・取締役に関する議案（親議案） オヤギアン						6,301		4,142		2,159		34.3%						取締役会 トリシマリヤクカイ		37.0%		6,301

								取締役の選任 トリシマリヤクセンニン						42,224		34,167		8,057		19.1%						監査役会 カンサヤクカイ		16.4%		2,791

										取締役の選任　うち社外取締役 トリシマリヤクセンニンシャガイトリシマリヤク				15,567		12,633		2,934		18.8%						役員報酬 ヤクインホウシュウ		10.7%		1,824

								監査役会・監査役に関する議案（親議案） カンサヤクカイカンサヤクカンギアンオヤギアン						2,791		2,399		392		14.0%						剰余金処分 ジョウヨキンショブン		19.9%		3,392

								監査役の選任 カンサヤクセンニン						4,029		3,576		453		11.2%						資本構造 シホンコウゾウ		1.3%		229

										監査役の選任　うち社外監査役 カンサヤクセンニンシャガイカンサヤク				2,725		2,278		447		16.4%						事業変更 ジギョウヘンコウ		0.8%		132

								役員報酬 ヤクインホウシュウ						1,313		1,208		105		8.0%						ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ		4.7%		805

								役員賞与 ヤクインショウヨ						279		232		47		16.8%						その他 タ		9.1%		1,556

								退職慰労金 タイショクイロウキン						232		11		221		95.3%										17,030

								剰余金の処分に関する議案（資本準備金等の減少を伴う） ジョウヨキンショブンカンギアンシホンジュンビキンナドゲンショウトモナ						32		32		0		0.0%

								剰余金の処分に関する議案（資本準備金等の減少を伴わない） ジョウヨキンショブンカンギアンシホンジュンビキンナドゲンショウトモナ						3,360		3,310		50		1.5%

								資本構造に関する議案　うち買収防衛策 シホンコウゾウカンギアンバイシュウボウエイサク						118		6		112		94.9%

								資本構造に関する議案　うち減資・増資（第三者割当以外） シホンコウゾウカンギアンゲンシ						35		35		0		0.0%

								資本構造に関する議案　うち増資（第三者割当） シホンコウゾウカンギアンゾウシダイサンシャワリアテ						27		26		1		3.7%

								資本構造に関する議案　うち自己株式取得 シホンコウゾウカンギアンジコカブシキシュトク						12		0		12		100.0%

								資本構造に関する議案　その他 シホンコウゾウカンギアンタ						37		35		2		5.4%

								事業内容の変更等に関する議案 ジギョウナイヨウヘンコウトウカンギアン						132		132		0		0.0%

								役職員のインセンティブ向上に関する議案 ヤクショクインコウジョウカンギアン						805		692		113		14.0%

								定款変更 テイカンヘンコウ						1,292		994		298		23.1%

								取締役会の構成等 トリシマリヤクカイコウセイナド						124		112		12		9.7%

								その他議案 タギアン						140		136		4		2.9%

						合　計（親議案ベース） ゴウケイオヤギアン								17,030		13,502		3,528		20.7%

										うち、株主提案議案に関するもの（親議案ベース） オヤギアン				404		34		370		91.6%

										うち、気候関連の議案に関するもの（親議案ベース） キコウカンレンオヤギアン				21		7		14		66.7%





議決権行使_貼付

		





ｴﾝｹﾞｰｼﾞﾒﾝﾄ_貼付

		

						対話の内容 タイワナイヨウ				対話件数 タイワケンスウ								円グラフ用データ エンヨウ

										内、
経営ﾄｯﾌﾟ
との対話 ウチケイエイタイワ		内、
社外取締役
との対話 ウチシャガイトリシマリヤクタイワ						↓

						資本政策関連 シホンセイサクカンレン		961		218		5						資本政策 シホンセイサク		12.4%

						経営戦略関連 ケイエイセンリャクカンレン		2,112		637		17						経営戦略 ケイエイセンリャク		27.2%

						環境（ESGのE）関連 カンキョウカンレン		1,102		230		9						環境関連 カンキョウカンレン		14.2%

						社会（ESGのS）関連 シャカイカンレン		1,006		240		10						社会関連 シャカイカンレン		13.0%

						ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ（ESGのG）関連 カンレン		1,566		332		27						ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ		20.2%

						買収防衛策関連 バイシュウボウエイサクカンレン		79		21		3						買収防衛策 バイシュウボウエイサク		1.0%

						情報公開関連 ジョウホウコウカイカンレン		649		139		4						情報公開 ジョウホウコウカイ		8.4%

						反社会的行為の防止関連 ハンシャカイテキコウイボウシカンレン		89		17		3						反社会的 ハンシャカイテキ		1.1%

						その他 タ		196		15		3						その他 タ		2.5%

						合計 ゴウケイ		7,760		1,849		81





ｴﾝｹﾞｰｼﾞﾒﾝﾄ_貼付

		





外株_貼付

																										円グラフ用データ エンヨウ

																										↓

						議案内容 ギアンナイヨウ								本年度 ホンネンド

														計 ケイ		賛成 サンセイ		棄権 キケン		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ

								取締役会・取締役に関する議案　　 　親議案ベース オヤギアン						14,317		13,011		7		1,299		9.1%				取締役会 トリシマリヤクカイ		28.4%

												子議案ベース コギアン		17,179		16,144		2		1,033		6.0%				監査役会 カンサヤクカイ		0.7%

								監査役会・監査役に関する議案　　 　親議案ベース カンサヤクカイカンサヤクカンギアンオヤ						372		346		5		21		5.6%				役員報酬 ヤクインホウシュウ		11.6%

												子議案ベース コギアン		675		646		0		29		4.3%				剰余金処分 ジョウヨキンショブン		3.7%

								役員報酬等に関する議案 ヤクインホウシュウナドカンギアン						5,824		4,557		20		1,247		21.4%				資本構造 シホンコウゾウ		16.3%

								剰余金の処分に関する議案 ジョウヨキンショブンカンギアン						1,878		1,864		2		12		0.6%				事業変更 ジギョウヘンコウ		7.4%

								資本構造に関する議案 シホンコウゾウカンギアン						8,221		7,247		91		883		10.7%				ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ		2.2%

										うち敵対買収防衛策に関する議案 テキタイカンギアン				133		114		0		19		14.3%				その他 タ		29.6%

										うち増減資に関する議案 ゾウゲンシカンギアン				2,936		2,345		0		591		20.1%

										うち第三者割当に関する議案 カンギアン				1,820		1,673		0		147		8.1%

										うち自己株式取得に関する議案 ジコカブシキシュトクカンギアン				1,295		1,269		0		26		2.0%

								事業内容の変更等に関する議案 ジギョウナイヨウヘンコウトウカンギアン						3,745		3,108		0		637		17.0%

								役職員のインセンティブ向上に関する議案 ヤクショクインコウジョウカンギアン						1,119		663		2		454		40.6%

								その他議案 タギアン						14,920		13,420		15		1,485		10.0%

												合  計 ゴウケイ		50,396		44,216		142		6,038		12.0%

										うち、株主提案議案に関するもの（親議案ベース） オヤギアン				2,462		1,686		14		762		31.0%

										うち、気候関連の議案に関するもの（親議案ベース） キコウカンレンギアンカンオヤギアン				145		83		1		61		42.1%

										うち、気候関連の議案に関するもの（親議案ベース） キコウカンレンギアンカンオヤギアン
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						対話の内容 タイワナイヨウ				対話件数 タイワケンスウ						円グラフ用データ エンヨウ

										内、
経営ﾄｯﾌﾟ
との対話 ウチケイエイタイワ						↓

						資本政策関連 シホンセイサクカンレン		13		5						資本政策 シホンセイサク		0.3%

						経営戦略関連 ケイエイセンリャクカンレン		604		14						経営戦略 ケイエイセンリャク		14.8%

						環境（ESGのE）関連 カンキョウカンレン		894		19						環境関連 カンキョウカンレン		21.9%

						社会（ESGのS）関連 シャカイカンレン		717		38						社会関連 シャカイカンレン		17.6%

						ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ（ESGのG）関連 カンレン		1,520		47						ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ		37.3%

						情報公開関連 ジョウホウコウカイカンレン		261		21						情報公開 ジョウホウコウカイ		6.4%

						その他 タ		70		8						その他 タ		1.7%

						合計 ゴウケイ		4,079		152
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(ｲ) 外国株式 株主議決権の行使状況
① 議決権行使の対象期間 令和２年７月～令和３年６月に株主総会を開催した企業
② 運用受託機関 外国株式運用機関 １０社
③ 議決権総数 ４０，７８５件（うち賛成３５，１７１件、反対５，６１４件）
④ 議決権行使の概要

全議決権４０，７８５議案のうち、反対行使は１３．８％（５，６１４議案のうち、株主提案議案に関するものは７５２
議案）でした。

⑤ また、反対行使の割合が最も高かったのは、「役職員のインセンティブ向上に関する議案」で、次いで「役員報酬
等に関する議案」でした。

議案内容別構成比率

計 賛成 棄権 反対 反対比率

取締役会・取締役に関する議案　　 　親議案ベース 4,731 3,851 6 874 18.5%

 子議案ベース 28,262 26,502 4 1,756 6.2%

監査役会・監査役に関する議案　　 　親議案ベース 350 326 2 22 6.3%

 子議案ベース 713 679 5 29 4.1%

役員報酬等に関する議案 5,824 4,557 20 1,247 21.4%

剰余金の処分に関する議案 1,878 1,864 2 12 0.6%

資本構造に関する議案 8,221 7,247 91 883 10.7%

うち敵対買収防衛策に関する議案 133 114 0 19 14.3%

うち増減資に関する議案 2,936 2,345 0 591 20.1%

うち第三者割当に関する議案 1,820 1,673 0 147 8.1%

うち自己株式取得に関する議案 1,295 1,269 0 26 2.0%

事業内容の変更等に関する議案 3,745 3,108 0 637 17.0%

役職員のインセンティブ向上に関する議案 1,119 663 2 454 40.6%

その他議案 14,917 13,420 12 1,485 10.0%

 合  計 40,785 35,036 135 5,614 13.8%

うち、株主提案議案に関するもの（親議案ベース） 2,295 1,529 14 752 32.8%

議案内容
本年度
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												計 ケイ		賛成 サンセイ		棄権 キケン		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		棄権 キケン		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		棄権 キケン		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		棄権 キケン		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		棄権 キケン		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		棄権 キケン		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		棄権 キケン		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		棄権 キケン		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ														計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ																				議案構成比 ギアンコウセイヒ		寄与度 キヨド

				A		取締役会・取締役に関する議案（親議案） オヤギアン						194		147		0		47		24%		220		168		52		24%		61		26		0		35		57%		57		40		17		30%		471		366		0		105		22%		451		304		147		33%		169		138		0		31		18%		179		123		56		31%		2,654		1,565		0		1,089		41%		2,485		1,396		1,089		44%		442		315		0		127		29%		455		357		98		22%		105		88		0		17		16%		114		89		25		22%		1,794		1,140		0		654		36%		1,720		1,062		658		38%						A		取締役会・取締役に関する議案（親議案） オヤギアン						5,890		3,785		2,105		35.7%		5,681		3,539		2,142		37.7%																				33.8%		-0.7%

				B		取締役の選任 トリシマリヤクセンニン						1,674		1,594		0		80		5%		1,910		1,812		98		5%		494		453		0		41		8%		464		436		28		6%		3,628		3,405		0		223		6%		3,758		3,438		320		9%		1,401		1,320		0		81		6%		1,591		1,457		134		8%		16,434		11,108		0		5,326		32%		16,762		10,879		5,883		35%		3,236		2,474		0		762		24%		3,475		3,146		329		9%		829		783		0		46		6%		909		838		71		8%		11,495		9,791		0		1,704		15%		11,981		10,133		1,848		15%						B		取締役の選任 トリシマリヤクセンニン						39,191		30,928		8,263		21.1%		40,850		32,139		8,711		21.3%

				C				取締役の選任　うち社外取締役 トリシマリヤクセンニンシャガイトリシマリヤク				631		585		0		46		7%		675		632		43		6%		196		163		0		33		17%		173		149		24		14%		1,368		1,284		0		84		6%		1,268		1,158		110		9%		552		514		0		38		7%		541		501		40		7%		5,563		3,771		0		1,792		32%		4,938		3,230		1,708		35%		1,165		949		0		216		19%		1,139		1,004		135		12%		315		290		0		25		8%		337		300		37		11%		3,886		3,219		0		667		17%		3,548		2,835		713		20%						C				取締役の選任　うち社外取締役 トリシマリヤクセンニンシャガイトリシマリヤク				13,676		10,775		2,901		21.2%		12,619		9,809		2,810		22.3%

				D		監査役会・監査役に関する議案（親議案） カンサヤクカイカンサヤクカンギアンオヤギアン						123		109		0		14		11%		155		142		13		8%		35		33		0		2		6%		40		35		5		13%		274		253		0		21		8%		288		258		30		10%		103		101		0		2		2%		118		111		7		6%		1,360		1,109		0		251		18%		1,505		1,171		334		22%		248		203		0		45		18%		288		241		47		16%		64		58		0		6		9%		64		59		5		8%		958		727		0		231		24%		1,109		819		290		26%						D		監査役会・監査役に関する議案（親議案） カンサヤクカイカンサヤクカンギアンオヤギアン						3,165		2,593		572		18.1%		3,567		2,836		731		20.5%																				21.2%		-0.5%

				E		監査役の選任 カンサヤクセンニン						211		197		0		14		7%		286		272		14		5%		49		47		0		2		4%		91		82		9		10%		475		453		0		22		5%		529		496		33		6%		188		185		0		3		2%		205		197		8		4%		2,346		2,061		0		285		12%		2,610		2,229		381		15%		431		373		0		58		13%		518		461		57		11%		113		107		0		6		5%		114		109		5		4%		1,636		1,372		0		264		16%		1,906		1,582		324		17%						E		監査役の選任 カンサヤクセンニン						5,449		4,795		654		12.0%		6,259		5,428		831		13.3%

				F				監査役の選任　うち社外監査役 カンサヤクセンニンシャガイカンサヤク				138		124		0		14		10%		172		158		14		8%		33		31		0		2		6%		55		46		9		16%		308		287		0		21		7%		327		295		32		10%		118		116		0		2		2%		123		115		8		7%		1,607		1,323		0		284		18%		1,784		1,403		381		21%		289		235		0		54		19%		323		272		51		16%		80		74		0		6		8%		74		69		5		7%		1,106		843		0		263		24%		1,287		965		322		25%						F				監査役の選任　うち社外監査役 カンサヤクセンニンシャガイカンサヤク				3,679		3,033		646		17.6%		4,145		3,323		822		19.8%

				G		役員報酬 ヤクインホウシュウ						42		41		0		1		2%		68		64		4		6%		9		9		0		0		0%		10		10		0		0%		104		94		0		10		10%		124		120		4		3%		43		43		0		0		0%		55		50		5		9%		547		501		0		46		8%		536		475		61		11%		48		46		0		2		4%		52		50		2		4%		9		9		0		0		0%		15		14		1		7%		172		171		0		1		1%		168		165		3		2%						G		役員報酬 ヤクインホウシュウ						974		914		60		6.2%		1,028		948		80		7.8%																				6.1%		-0.1%

				H		役員賞与 ヤクインショウヨ						17		15		0		2		12%		24		24		0		0%		5		5		0		0		0%		7		7		0		0%		33		31		0		2		6%		38		33		5		13%		13		13		0		0		0%		20		17		3		15%		126		87		0		39		31%		141		84		57		40%		32		26		0		6		19%		42		35		7		17%		11		11		0		0		0%		18		18		0		0%		87		70		0		17		20%		106		82		24		23%						H		役員賞与 ヤクインショウヨ						324		258		66		20.4%		396		300		96		24.2%																				2.4%		-0.1%

				I		退職慰労金 タイショクイロウキン						4		3		0		1		25%		6		6		0		0%		1		0		0		1		100%		1		1		0		0%		12		7		0		5		42%		15		12		3		20%		0		0		0		0		0%		3		3		0		0%		133		0		0		133		100%		174		20		154		89%		12		2		0		10		83%		15		4		11		73%		2		0		0		2		100%		2		1		1		50%		91		0		0		91		100%		121		0		121		100%						I		退職慰労金 タイショクイロウキン						255		12		243		95.3%		337		47		290		86.1%																				2.0%		0.2%

				J		剰余金の処分に関する議案（資本準備金等の減少を伴う） ジョウヨキンショブンカンギアンシホンジュンビキンナドゲンショウトモナ						0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		4		4		0		0		0%		3		3		0		0%		1		1		0		0		0%		1		1		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		9		9		0		0		0%		14		13		1		7%						J		剰余金の処分に関する議案（資本準備金等の減少を伴う） ジョウヨキンショブンカンギアンシホンジュンビキンナドゲンショウトモナ						14		14		0		0.0%		18		17		1		5.6%																				0.1%		-0.0%

				K		剰余金の処分に関する議案（資本準備金等の減少を伴わない） ジョウヨキンショブンカンギアンシホンジュンビキンナドゲンショウトモナ						113		109		0		4		4%		138		121		17		12%		34		34		0		0		0%		35		35		0		0%		275		271		0		4		1%		284		277		7		2%		97		97		0		0		0%		114		113		1		1%		1,420		1,399		0		21		1%		1,457		1,382		75		5%		267		266		0		1		0%		280		273		7		3%		64		64		0		0		0%		70		69		1		1%		988		980		0		8		1%		1,043		1,008		35		3%						K		剰余金の処分に関する議案（資本準備金等の減少を伴わない） ジョウヨキンショブンカンギアンシホンジュンビキンナドゲンショウトモナ						3,258		3,220		38		1.2%		3,421		3,278		143		4.2%																				20.3%		-0.6%				75.5%		-1.8%

				L		資本構造に関する議案　うち買収防衛策 シホンコウゾウカンギアンバイシュウボウエイサク						4		0		0		4		100%		4		0		4		100%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		7		1		0		6		86%		8		0		8		100%		0		0		0		0		0%		3		0		3		100%		94		8		0		86		91%		73		7		66		90%		8		0		0		8		100%		13		2		11		85%		2		0		0		2		100%		1		1		0		0%		66		8		0		58		88%		52		25		27		52%						L		資本構造に関する議案　うち買収防衛策 シホンコウゾウカンギアンバイシュウボウエイサク						181		17		164		90.6%		154		35		119		77.3%																				0.9%		0.1%

				M		資本構造に関する議案　うち減資・増資（第三者割当以外） シホンコウゾウカンギアンゲンシ						0		0		0		0		0%		3		3		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		8		8		0		0		0%		7		7		0		0%		0		0		0		0		0%		2		2		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		5		5		0		0		0%		3		3		0		0%						M		資本構造に関する議案　うち減資・増資（第三者割当以外） シホンコウゾウカンギアンゲンシ						13		13		0		0.0%		15		15		0		0.0%																				0.1%		0.0%

				N		資本構造に関する議案　うち増資（第三者割当） シホンコウゾウカンギアンゾウシダイサンシャワリアテ						10		10		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		10		10		0		0		0%		1		1		0		0%		0		0		0		0		0%		1		1		0		0%		15		15		0		0		0%		8		8		0		0%		0		0		0		0		0%		2		2		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		11		10		0		1		9%		3		2		1		33%						N		資本構造に関する議案　うち増資（第三者割当） シホンコウゾウカンギアンゾウシダイサンシャワリアテ						46		45		1		2.2%		15		14		1		6.7%																				0.1%		-0.0%

				O		資本構造に関する議案　うち自己株式取得 シホンコウゾウカンギアンジコカブシキシュトク						1		0		0		1		100%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		2		0		0		2		100%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		1		0		1		100%		7		1		0		6		86%		2		0		2		100%		2		1		0		1		50%		1		0		1		100%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		4		2		0		2		50%		1		0		1		100%						O		資本構造に関する議案　うち自己株式取得 シホンコウゾウカンギアンジコカブシキシュトク						16		4		12		75.0%		5		0		5		100.0%																				0.0%		-0.0%

				P		資本構造に関する議案　その他 シホンコウゾウカンギアンタ						2		2		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		1		1		0		0%		2		2		0		0		0%		4		4		0		0%		0		0		0		0		0%		2		2		0		0%		18		18		0		0		0%		26		26		0		0%		3		3		0		0		0%		2		2		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		4		4		0		0		0%		1		1		0		0%						P		資本構造に関する議案　その他 シホンコウゾウカンギアンタ						29		29		0		0.0%		36		36		0		0.0%																				0.2%		0.0%

				Q		事業内容の変更等に関する議案 ジギョウナイヨウヘンコウトウカンギアン						1		1		0		0		0%		5		5		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		2		2		0		0		0%		10		10		0		0%		1		1		0		0		0%		7		7		0		0%		31		31		0		0		0%		47		47		0		0%		2		2		0		0		0%		10		10		0		0%		1		1		0		0		0%		4		4		0		0%		23		23		0		0		0%		34		34		0		0%						Q		事業内容の変更等に関する議案 ジギョウナイヨウヘンコウトウカンギアン						61		61		0		0.0%		117		117		0		0.0%																				0.7%		0.0%

				R		役職員のインセンティブ向上に関する議案 ヤクショクインコウジョウカンギアン						7		7		0		0		0%		15		15		0		0%		13		12		0		1		8%		13		12		1		8%		12		7		0		5		42%		32		21		11		34%		4		3		0		1		25%		16		11		5		31%		68		53		0		15		22%		103		73		30		29%		67		62		0		5		7%		76		71		5		7%		15		14		0		1		7%		29		27		2		7%		266		245		0		21		8%		271		232		39		14%						R		役職員のインセンティブ向上に関する議案 ヤクショクインコウジョウカンギアン						452		403		49		10.8%		555		462		93		16.8%																				3.3%		-0.2%

				S		定款変更 テイカンヘンコウ						68		38		0		30		44%		62		36		26		42%		11		10		0		1		9%		7		7		0		0%		135		85		0		50		37%		122		83		39		32%		54		36		0		18		33%		51		33		18		35%		546		419		0		127		23%		580		474		106		18%		105		80		0		25		24%		122		78		44		36%		24		19		0		5		21%		20		17		3		15%		272		192		0		80		29%		318		254		64		20%						S		定款変更 テイカンヘンコウ						1,215		879		336		27.7%		1,282		982		300		23.4%																				7.6%		0.3%

				T		取締役会の構成等 トリシマリヤクカイコウセイナド						0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		103		97		0		6		6%		76		64		12		16%						T		取締役会の構成等 トリシマリヤクカイコウセイナド						103		97		6		5.8%		76		64		12		15.8%																				0.5%		-0.0%

				U		その他議案 タギアン						2		2		0		0		0%		2		2		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		7		6		0		1		14%		5		5		0		0%		2		2		0		0		0%		1		1		0		0%		64		60		0		4		6%		60		59		1		2%		12		11		0		1		8%		6		5		1		17%		4		4		0		0		0%		4		1		3		75%		42		39		0		3		7%		34		34		0		0%						U		その他議案 タギアン						133		124		9		6.8%		112		107		5		4.5%																				0.7%		0.0%

		合　計（親議案ベース） ゴウケイオヤギアン										588		484		0		104		18%		702		586		116		17%		169		129		0		40		24%		171		148		23		13%		1,346		1,135		0		211		16%		1,382		1,128		254		18%		486		434		0		52		11%		571		472		99		17%		7,095		5,278		0		1,817		26%		7,207		5,232		1,975		27%		1,249		1,018		0		231		18%		1,367		1,133		234		17%		301		268		0		33		11%		341		300		41		12%		4,895		3,722		0		1,173		24%		5,074		3,798		1,276		25%				合　計（親議案ベース） ゴウケイオヤギアン										16,129		12,468		3,661		22.7%		16,815		12,797		4,018		23.9%																				100.0%

								うち、株主提案議案に関するもの（親議案ベース） オヤギアン				42		6		0		36		86%		32		1		31		97%		1		0		0		1		100%		3		0		3		100%		60		0		0		60		100%		46		2		44		96%		22		0		0		22		100%		22		0		22		100%		177		22		0		155		88%		128		8		120		94%		31		0		0		31		100%		63		4		59		94%		6		0		0		6		100%		12		0		12		100%		124		16		0		108		87%		90		7		83		92%										うち、株主提案議案に関するもの（親議案ベース） オヤギアン				463		44		419		90.5%		396		22		374		94.4%
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		1 資本政策関連 シホンセイサクカンレン		0		0		0		45		7		62		22		0		100		40		101		12		0		113		17		2		1		0		8		3		2		1		0		5		2		197		45		0		162		33		93		20		0		88		18		490		75		0		548		77				資本政策関連 シホンセイサクカンレン		947		176		0		1,069		197

		2 経営戦略関連 ケイエイセンリャクカンレン		0		0		0		77		16		299		104		0		447		120		101		12		0		113		17		9		8		0		15		8		6		5		0		7		5		232		83		1		146		41		239		54		0		193		46		490		75		0		548		77				経営戦略関連 ケイエイセンリャクカンレン		1,376		341		1		1,546		330

		3 環境（ESGのE）関連 カンキョウカンレン		77		9		0		216		25		59		12		0		89		19		35		3		0		15		0		44		12		0		43		12		22		7		0		16		6		110		24		1		90		21		66		6		0		45		9		227		39		0		196		26				環境（ESGのE）関連 カンキョウカンレン		640		112		1		710		118

		4 社会（ESGのS）関連 シャカイカンレン		33		1		0		193		20		65		26		0		101		25		19		0		0		5		0		31		10		0		32		8		16		6		0		11		3		91		32		1		67		8		49		10		0		31		9		231		36		0		224		32				社会（ESGのS）関連 シャカイカンレン		535		121		1		664		105

		5 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ（ESGのG）関連 カンレン		260		36		1		328		45		40		13		0		54		14		44		1		0		10		0		80		27		0		72		22		42		14		0		37		14		378		76		9		264		43		186		22		2		179		17		346		65		0		257		37				ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ（ESGのG）関連 カンレン		1,376		254		12		1,201		192

		6 買収防衛策関連 バイシュウボウエイサクカンレン		30		2		1		39		2		1		0		0		6		1		0		0		0		0		0		11		6		0		18		9		3		1		0		6		3		19		2		1		33		3		5		0		1		16		0		0		0		0		5		1				買収防衛策関連 バイシュウボウエイサクカンレン		69		11		3		123		19

		7 情報公開関連 ジョウホウコウカイカンレン		0		0		0		0		0		15		4		0		15		5		0		0		0		0		0		64		18		0		37		9		30		8		0		16		4		118		18		0		84		9		71		16		0		74		10		13		13		0		0		0				情報公開関連 ジョウホウコウカイカンレン		311		77		0		226		37

		8 反社会的行為の防止関連 ハンシャカイテキコウイボウシカンレン		27		3		0		37		5		4		1		0		6		0		0		0		0		0		0		12		6		0		14		7		6		2		0		11		5		58		2		1		39		4		12		0		0		23		1		1		1		0		1		0				反社会的行為の防止関連 ハンシャカイテキコウイボウシカンレン		120		15		1		131		22

		9 その他 タ		192		20		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5		1		0		2		2		3		0		0		1		1		10		1		1		9		0		44		3		0		47		1		0		0		0		0		0				その他 タ		254		25		2		59		4

		合計 ゴウケイ		619		71		3		935		120		545		182		0		818		224		300		28		0		256		34		258		89		0		241		80		130		44		0		110		43		1,213		283		15		894		162		765		131		3		696		111		1,798		304		0		1,779		250				合計 ゴウケイ		5,628		1,132		21		5,729		1,024





外株

												作成運用機関名：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社																作成運用機関名：野村アセットマネジメント（18465-7003）																作成運用機関名：三井住友信託銀行株式会社（18465-7007）																作成運用機関名：みずほ信託銀行株式会社（18465-7009）																作成運用機関名：株式会社りそな銀行（18465-7011）

												本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド																				本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド

												358						社 シャ		384						社 シャ		72						社 シャ		77						社 シャ		256						社 シャ		315						社 シャ		1,265						社 シャ		1,204						社 シャ		1,709						社 シャ		1,421						社 シャ														3,660						社 シャ		3,401						社 シャ

		議決権行使の結果（本年度：平成31年4月～令和2年3月末決算企業、前年度：平成30年4月～平成31年3月末決算企業）																																																																																												議決権行使の結果（本年度：平成31年4月～令和2年3月末決算企業、前年度：平成30年4月～平成31年3月末決算企業）

		議案内容 ギアンナイヨウ										本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド										議案内容 ギアンナイヨウ										本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド

												計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ														計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ

				A		取締役会・取締役に関する議案　　　　 　親議案ベース オヤギアン						698		529		169		24%		857		778		79		9%		765		660		105		14%		786		709		77		10%		488		442		46		9%		675		605		70		10%		9,333		8,957		376		4%		9,282		8,857		425		5%		1,750		1,481		269		15%		1,633		1,356		277		17%						A		取締役会・取締役に関する議案　　　　 　親議案ベース オヤギアン						13,034		12,069		965		7.4%		13,233		12,305		928		7.0%

										子議案ベース コギアン		3,469		3,223		246		7%		3,590		3,491		99		3%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		1,999		1,926		73		4%		2,592		2,483		109		4%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		11,236		10,711		525		5%		10,462		9,894		568		5%												子議案ベース コギアン		16,704		15,860		844		5.1%		16,644		15,868		776		4.7%

				B		監査役会・監査役に関する議案　　　　 　親議案ベース カンサヤクカイカンサヤクカンギアンオヤ						0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		331		328		3		1%		218		215		3		1%						B		監査役会・監査役に関する議案　　　　 　親議案ベース カンサヤクカイカンサヤクカンギアンオヤ						331		328		3		0.9%		218		215		3		1.4%

										子議案ベース コギアン		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		656		652		4		1%		421		418		3		1%												子議案ベース コギアン		656		652		4		0.6%		421		418		3		0.7%

				C		役員報酬等に関する議案 ヤクインホウシュウナドカンギアン						396		355		41		10%		409		362		47		11%		100		78		22		22%		105		85		20		19%		258		229		29		11%		333		295		38		11%		1,334		1,213		121		9%		1,398		1,232		166		12%		2,144		1,630		514		24%		2,082		1,657		425		20%						C		役員報酬等に関する議案 ヤクインホウシュウナドカンギアン						4,232		3,505		727		17.2%		4,327		3,631		696		16.1%

				D		剰余金の処分に関する議案 ジョウヨキンショブンカンギアン						27		27		0		0%		47		47		0		0%		12		10		2		17%		12		12		0		0%		26		26		0		0%		49		49		0		0%		456		453		3		1%		393		393		0		0%		959		950		9		1%		708		703		5		1%						D		剰余金の処分に関する議案 ジョウヨキンショブンカンギアン						1,480		1,466		14		0.9%		1,209		1,204		5		0.4%

				E		資本構造に関する議案 シホンコウゾウカンギアン						200		192		8		4%		268		258		10		4%		57		56		1		2%		59		58		1		2%		200		186		14		7%		262		232		30		11%		1,506		1,283		223		15%		1,606		1,358		248		15%		4,716		4,158		558		12%		4,132		3,639		493		12%						E		資本構造に関する議案 シホンコウゾウカンギアン						6,679		5,875		804		12.0%		6,327		5,545		782		12.4%

								うち敵対買収防衛策に関する議案 テキタイカンギアン				6		6		0		0%		12		11		1		8%		1		1		0		0%		0		0		0		0%		38		36		2		5%		48		45		3		6%		14		12		2		14%		13		13		0		0%		73		70		3		4%		89		81		8		9%										うち敵対買収防衛策に関する議案 テキタイカンギアン				132		125		7		5.3%		162		150		12		7.4%

								うち増減資に関する議案 ゾウゲンシカンギアン				6		6		0		0%		5		5		0		0%		41		40		1		2%		43		42		1		2%		96		89		7		7%		124		109		15		12%		592		388		204		34%		648		437		211		33%		1,575		1,186		389		25%		1,305		910		395		30%										うち増減資に関する議案 ゾウゲンシカンギアン				2,310		1,709		601		26.0%		2,125		1,503		622		29.3%

								うち第三者割当に関する議案 カンギアン				0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		1		1		0		0%		1		1		0		0%		297		283		14		5%		437		419		18		4%		1,042		950		92		9%		794		757		37		5%										うち第三者割当に関する議案 カンギアン				1,340		1,234		106		7.9%		1,232		1,177		55		4.5%

								うち自己株式取得に関する議案 ジコカブシキシュトクカンギアン				51		51		0		0%		67		66		1		1%		15		15		0		0%		15		15		0		0%		46		46		0		0%		65		61		4		6%		381		381		0		0%		414		402		12		3%		641		638		3		0%		806		791		15		2%										うち自己株式取得に関する議案 ジコカブシキシュトクカンギアン				1,134		1,131		3		0.3%		1,367		1,335		32		2.3%

				F		事業内容の変更等に関する議案 ジギョウナイヨウヘンコウトウカンギアン						10		8		2		20%		19		18		1		5%		2		2		0		0%		5		5		0		0%		17		16		1		6%		20		20		0		0%		572		486		86		15%		469		448		21		4%		3,038		2,452		586		19%		2,026		1,685		341		17%						F		事業内容の変更等に関する議案 ジギョウナイヨウヘンコウトウカンギアン						3,639		2,964		675		18.5%		2,539		2,176		363		14.3%

				G		役職員のインセンティブ向上に関する議案 ヤクショクインコウジョウカンギアン						125		118		7		6%		111		100		11		10%		27		23		4		15%		15		13		2		13%		97		85		12		12%		99		89		10		10%		443		279		164		37%		481		280		201		42%		259		119		140		54%		251		106		145		58%						G		役職員のインセンティブ向上に関する議案 ヤクショクインコウジョウカンギアン						951		624		327		34.4%		957		588		369		38.6%

				H		その他議案 タギアン						760		544		216		28%		789		603		186		24%		189		174		15		8%		189		181		8		4%		484		406		78		16%		557		513		44		8%		4,650		4,143		507		11%		3,781		3,427		354		9%		6,582		6,250		332		5%		4,706		4,478		228		5%						H		その他議案 タギアン						12,665		11,517		1,148		9.1%		10,022		9,202		820		8.2%

												2,216		1,773		443		20%		2,500		2,166		334		13%		1,152		1,003		149		13%		1,171		1,063		108		9%		1,570		1,390		180		11%		1,995		1,803		192		10%		18,294		16,814		1,480		8%		17,410		15,995		1,415		8%		19,779		17,368		2,411		12%		15,756		13,839		1,917		12%														43,011		38,348		4,663		10.8%		38,832		34,866		3,966		10.2%

								うち、株主提案議案に関するもの（親議案ベース） オヤギアン				281		43		238		85%		266		56		210		79%		103		85		18		17%		106		86		20		19%		171		86		85		50%		188		109		79		42%		796		588		208		26%		652		488		164		25%		848		624		224		26%		743		566		177		24%										うち、株主提案議案に関するもの（親議案ベース） オヤギアン				2,199		1,426		773		35.2%		1,955		1,305		650		33.2%





議決権行使_貼付

																										円グラフ用データ エンヨウ

																										↓

														計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ

								取締役会・取締役に関する議案（親議案） オヤギアン						6,301		4,142		2,159		34.3%						取締役会 トリシマリヤクカイ		37.0%		6,301

								取締役の選任 トリシマリヤクセンニン						42,224		34,167		8,057		19.1%						監査役会 カンサヤクカイ		16.4%		2,791

										取締役の選任　うち社外取締役 トリシマリヤクセンニンシャガイトリシマリヤク				15,567		12,633		2,934		18.8%						役員報酬 ヤクインホウシュウ		10.7%		1,824

								監査役会・監査役に関する議案（親議案） カンサヤクカイカンサヤクカンギアンオヤギアン						2,791		2,399		392		14.0%						剰余金処分 ジョウヨキンショブン		19.9%		3,392

								監査役の選任 カンサヤクセンニン						4,029		3,576		453		11.2%						資本構造 シホンコウゾウ		1.3%		229

										監査役の選任　うち社外監査役 カンサヤクセンニンシャガイカンサヤク				2,725		2,278		447		16.4%						事業変更 ジギョウヘンコウ		0.8%		132

								役員報酬 ヤクインホウシュウ						1,313		1,208		105		8.0%						ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ		4.7%		805

								役員賞与 ヤクインショウヨ						279		232		47		16.8%						その他 タ		9.1%		1,556

								退職慰労金 タイショクイロウキン						232		11		221		95.3%										17,030

								剰余金の処分に関する議案（資本準備金等の減少を伴う） ジョウヨキンショブンカンギアンシホンジュンビキンナドゲンショウトモナ						32		32		0		0.0%

								剰余金の処分に関する議案（資本準備金等の減少を伴わない） ジョウヨキンショブンカンギアンシホンジュンビキンナドゲンショウトモナ						3,360		3,310		50		1.5%

								資本構造に関する議案　うち買収防衛策 シホンコウゾウカンギアンバイシュウボウエイサク						118		6		112		94.9%

								資本構造に関する議案　うち減資・増資（第三者割当以外） シホンコウゾウカンギアンゲンシ						35		35		0		0.0%

								資本構造に関する議案　うち増資（第三者割当） シホンコウゾウカンギアンゾウシダイサンシャワリアテ						27		26		1		3.7%

								資本構造に関する議案　うち自己株式取得 シホンコウゾウカンギアンジコカブシキシュトク						12		0		12		100.0%

								資本構造に関する議案　その他 シホンコウゾウカンギアンタ						37		35		2		5.4%

								事業内容の変更等に関する議案 ジギョウナイヨウヘンコウトウカンギアン						132		132		0		0.0%

								役職員のインセンティブ向上に関する議案 ヤクショクインコウジョウカンギアン						805		692		113		14.0%

								定款変更 テイカンヘンコウ						1,292		994		298		23.1%

								取締役会の構成等 トリシマリヤクカイコウセイナド						124		112		12		9.7%

								その他議案 タギアン						140		136		4		2.9%

						合　計（親議案ベース） ゴウケイオヤギアン								17,030		13,502		3,528		20.7%

										うち、株主提案議案に関するもの（親議案ベース） オヤギアン				404		34		370		91.6%

										うち、気候関連の議案に関するもの（親議案ベース） キコウカンレンオヤギアン				21		7		14		66.7%
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						対話の内容 タイワナイヨウ				対話件数 タイワケンスウ								円グラフ用データ エンヨウ

										内、
経営ﾄｯﾌﾟ
との対話 ウチケイエイタイワ		内、
社外取締役
との対話 ウチシャガイトリシマリヤクタイワ						↓

						資本政策関連 シホンセイサクカンレン		961		218		5						資本政策 シホンセイサク		12.4%

						経営戦略関連 ケイエイセンリャクカンレン		2,112		637		17						経営戦略 ケイエイセンリャク		27.2%

						環境（ESGのE）関連 カンキョウカンレン		1,102		230		9						環境関連 カンキョウカンレン		14.2%

						社会（ESGのS）関連 シャカイカンレン		1,006		240		10						社会関連 シャカイカンレン		13.0%

						ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ（ESGのG）関連 カンレン		1,566		332		27						ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ		20.2%

						買収防衛策関連 バイシュウボウエイサクカンレン		79		21		3						買収防衛策 バイシュウボウエイサク		1.0%

						情報公開関連 ジョウホウコウカイカンレン		649		139		4						情報公開 ジョウホウコウカイ		8.4%

						反社会的行為の防止関連 ハンシャカイテキコウイボウシカンレン		89		17		3						反社会的 ハンシャカイテキ		1.1%

						その他 タ		196		15		3						その他 タ		2.5%

						合計 ゴウケイ		7,760		1,849		81
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																										円グラフ用データ エンヨウ

																										↓

						議案内容 ギアンナイヨウ								本年度 ホンネンド

														計 ケイ		賛成 サンセイ		棄権 キケン		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ

								取締役会・取締役に関する議案　　 　親議案ベース オヤギアン						4,731		3,851		6		874		18.5%				取締役会 トリシマリヤクカイ		11.6%

												子議案ベース コギアン		28,262		26,502		4		1,756		6.2%				監査役会 カンサヤクカイ		0.9%

								監査役会・監査役に関する議案　　 　親議案ベース カンサヤクカイカンサヤクカンギアンオヤ						350		326		2		22		6.3%				役員報酬 ヤクインホウシュウ		14.3%

												子議案ベース コギアン		713		679		5		29		4.1%				剰余金処分 ジョウヨキンショブン		4.6%

								役員報酬等に関する議案 ヤクインホウシュウナドカンギアン						5,824		4,557		20		1,247		21.4%				資本構造 シホンコウゾウ		20.2%

								剰余金の処分に関する議案 ジョウヨキンショブンカンギアン						1,878		1,864		2		12		0.6%				事業変更 ジギョウヘンコウ		9.2%

								資本構造に関する議案 シホンコウゾウカンギアン						8,221		7,247		91		883		10.7%				ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ		2.7%

										うち敵対買収防衛策に関する議案 テキタイカンギアン				133		114		0		19		14.3%				その他 タ		36.6%

										うち増減資に関する議案 ゾウゲンシカンギアン				2,936		2,345		0		591		20.1%

										うち第三者割当に関する議案 カンギアン				1,820		1,673		0		147		8.1%

										うち自己株式取得に関する議案 ジコカブシキシュトクカンギアン				1,295		1,269		0		26		2.0%

								事業内容の変更等に関する議案 ジギョウナイヨウヘンコウトウカンギアン						3,745		3,108		0		637		17.0%

								役職員のインセンティブ向上に関する議案 ヤクショクインコウジョウカンギアン						1,119		663		2		454		40.6%

								その他議案 タギアン						14,917		13,420		12		1,485		10.0%

												合  計 ゴウケイ		40,785		35,036		135		5,614		13.8%

										うち、株主提案議案に関するもの（親議案ベース） オヤギアン				2,295		1,529		14		752		32.8%

										うち、気候関連の議案に関するもの（親議案ベース） キコウカンレンギアンカンオヤギアン				145		83		1		61		42.1%

										うち、気候関連の議案に関するもの（親議案ベース） キコウカンレンギアンカンオヤギアン
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						対話の内容 タイワナイヨウ				対話件数 タイワケンスウ						円グラフ用データ エンヨウ

										内、
経営ﾄｯﾌﾟ
との対話 ウチケイエイタイワ						↓

						資本政策関連 シホンセイサクカンレン		13		5						資本政策 シホンセイサク		0.3%

						経営戦略関連 ケイエイセンリャクカンレン		604		14						経営戦略 ケイエイセンリャク		14.8%

						環境（ESGのE）関連 カンキョウカンレン		894		19						環境関連 カンキョウカンレン		21.9%

						社会（ESGのS）関連 シャカイカンレン		717		38						社会関連 シャカイカンレン		17.6%

						ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ（ESGのG）関連 カンレン		1,520		47						ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ		37.3%

						情報公開関連 ジョウホウコウカイカンレン		261		21						情報公開 ジョウホウコウカイ		6.4%

						その他 タ		70		8						その他 タ		1.7%

						合計 ゴウケイ		4,079		152
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（３） 企業との対話等の状況について
当組合では、株主たる当組合の意見が反映されるのに望ましいと考えられる企業像について、「コーポレートガ

バナンス原則（以下、「本原則」という。）を定めており、運用委託先機関を通じ投資先企業が本原則に則した行動
をとっているか等について、確認を行っています。

対話内容別構成比率

対話件数

内、
経営ﾄｯﾌﾟ
との対話

内、

社外取締役

との対話

資本政策関連 961 218 5

経営戦略関連 2,112 637 17

環境（ESGのE）関連 1,102 230 9

社会（ESGのS）関連 1,006 240 10

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ（ESGのG）関連 1,566 332 27

買収防衛策関連 79 21 3

情報公開関連 649 139 4

反社会的行為の防止関連 89 17 3

その他 196 15 3

合計 7,760 1,849 81

対話の内容

(ｱ) 国内株式エンゲージメント活動の件数


Graph1

		資本政策

		経営戦略

		環境関連

		社会関連

		ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ

		買収防衛策

		情報公開

		反社会的

		その他



0.1238402062

0.2721649485

0.1420103093

0.1296391753

0.2018041237

0.0101804124

0.0836340206

0.0114690722

0.025257732



Sheet1

																																																																																																																																																																																						（別紙１） ベッシ

												本年度 ホンネンド										前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド										前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド										前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド										前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド										前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド										前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド										前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド										前年度 ゼンネンド										＜厚生年金＞ コウセイネンキン										本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド

												169								社 シャ		199						社 シャ		51								社 シャ		52						社 シャ		392								社 シャ		397						社 シャ		139								社 シャ		161						社 シャ		2,102								社 シャ		2,105						社 シャ		376								社 シャ		394						社 シャ		87								社 シャ		93						社 シャ		1,440								社 シャ		1,483						社 シャ														4,756						社 シャ		4,884						社 シャ

																																																																																																																																																														議決権行使の結果  本年度：平成31年4月～令和2年3月末決算企業（令和2年6月末までに株主総会を実施した企業）

		議決権行使の結果（本年度：平成31年4月～令和2年3月末決算企業（令和2年6月末までに株主総会を実施した企業）、前年度：平成30年4月～平成31年3月末決算企業）										ニッセイAM																		ピクテ																		りそなJPX																		りそなＥＳＧ																		三井住友信託 ミツイスミトモシンタク																		三菱UFJ信託 ミツビシウfjシンタク																		日興 ニッコウ																		みずほ																				前年度：平成30年4月～平成31年3月末決算企業

		議案内容 ギアンナイヨウ										本年度 ホンネンド										前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド										前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド										前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド										前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド										前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド										前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド										前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド										前年度 ゼンネンド										議案内容 ギアンナイヨウ										本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド

												計 ケイ		賛成 サンセイ		棄権 キケン		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		棄権 キケン		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		棄権 キケン		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		棄権 キケン		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		棄権 キケン		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		棄権 キケン		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		棄権 キケン		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		棄権 キケン		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ														計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ																				議案構成比 ギアンコウセイヒ		寄与度 キヨド

				A		取締役会・取締役に関する議案（親議案） オヤギアン						194		147		0		47		24%		220		168		52		24%		61		26		0		35		57%		57		40		17		30%		471		366		0		105		22%		451		304		147		33%		169		138		0		31		18%		179		123		56		31%		2,654		1,565		0		1,089		41%		2,485		1,396		1,089		44%		442		315		0		127		29%		455		357		98		22%		105		88		0		17		16%		114		89		25		22%		1,794		1,140		0		654		36%		1,720		1,062		658		38%						A		取締役会・取締役に関する議案（親議案） オヤギアン						5,890		3,785		2,105		35.7%		5,681		3,539		2,142		37.7%																				33.8%		-0.7%

				B		取締役の選任 トリシマリヤクセンニン						1,674		1,594		0		80		5%		1,910		1,812		98		5%		494		453		0		41		8%		464		436		28		6%		3,628		3,405		0		223		6%		3,758		3,438		320		9%		1,401		1,320		0		81		6%		1,591		1,457		134		8%		16,434		11,108		0		5,326		32%		16,762		10,879		5,883		35%		3,236		2,474		0		762		24%		3,475		3,146		329		9%		829		783		0		46		6%		909		838		71		8%		11,495		9,791		0		1,704		15%		11,981		10,133		1,848		15%						B		取締役の選任 トリシマリヤクセンニン						39,191		30,928		8,263		21.1%		40,850		32,139		8,711		21.3%

				C				取締役の選任　うち社外取締役 トリシマリヤクセンニンシャガイトリシマリヤク				631		585		0		46		7%		675		632		43		6%		196		163		0		33		17%		173		149		24		14%		1,368		1,284		0		84		6%		1,268		1,158		110		9%		552		514		0		38		7%		541		501		40		7%		5,563		3,771		0		1,792		32%		4,938		3,230		1,708		35%		1,165		949		0		216		19%		1,139		1,004		135		12%		315		290		0		25		8%		337		300		37		11%		3,886		3,219		0		667		17%		3,548		2,835		713		20%						C				取締役の選任　うち社外取締役 トリシマリヤクセンニンシャガイトリシマリヤク				13,676		10,775		2,901		21.2%		12,619		9,809		2,810		22.3%

				D		監査役会・監査役に関する議案（親議案） カンサヤクカイカンサヤクカンギアンオヤギアン						123		109		0		14		11%		155		142		13		8%		35		33		0		2		6%		40		35		5		13%		274		253		0		21		8%		288		258		30		10%		103		101		0		2		2%		118		111		7		6%		1,360		1,109		0		251		18%		1,505		1,171		334		22%		248		203		0		45		18%		288		241		47		16%		64		58		0		6		9%		64		59		5		8%		958		727		0		231		24%		1,109		819		290		26%						D		監査役会・監査役に関する議案（親議案） カンサヤクカイカンサヤクカンギアンオヤギアン						3,165		2,593		572		18.1%		3,567		2,836		731		20.5%																				21.2%		-0.5%

				E		監査役の選任 カンサヤクセンニン						211		197		0		14		7%		286		272		14		5%		49		47		0		2		4%		91		82		9		10%		475		453		0		22		5%		529		496		33		6%		188		185		0		3		2%		205		197		8		4%		2,346		2,061		0		285		12%		2,610		2,229		381		15%		431		373		0		58		13%		518		461		57		11%		113		107		0		6		5%		114		109		5		4%		1,636		1,372		0		264		16%		1,906		1,582		324		17%						E		監査役の選任 カンサヤクセンニン						5,449		4,795		654		12.0%		6,259		5,428		831		13.3%

				F				監査役の選任　うち社外監査役 カンサヤクセンニンシャガイカンサヤク				138		124		0		14		10%		172		158		14		8%		33		31		0		2		6%		55		46		9		16%		308		287		0		21		7%		327		295		32		10%		118		116		0		2		2%		123		115		8		7%		1,607		1,323		0		284		18%		1,784		1,403		381		21%		289		235		0		54		19%		323		272		51		16%		80		74		0		6		8%		74		69		5		7%		1,106		843		0		263		24%		1,287		965		322		25%						F				監査役の選任　うち社外監査役 カンサヤクセンニンシャガイカンサヤク				3,679		3,033		646		17.6%		4,145		3,323		822		19.8%

				G		役員報酬 ヤクインホウシュウ						42		41		0		1		2%		68		64		4		6%		9		9		0		0		0%		10		10		0		0%		104		94		0		10		10%		124		120		4		3%		43		43		0		0		0%		55		50		5		9%		547		501		0		46		8%		536		475		61		11%		48		46		0		2		4%		52		50		2		4%		9		9		0		0		0%		15		14		1		7%		172		171		0		1		1%		168		165		3		2%						G		役員報酬 ヤクインホウシュウ						974		914		60		6.2%		1,028		948		80		7.8%																				6.1%		-0.1%

				H		役員賞与 ヤクインショウヨ						17		15		0		2		12%		24		24		0		0%		5		5		0		0		0%		7		7		0		0%		33		31		0		2		6%		38		33		5		13%		13		13		0		0		0%		20		17		3		15%		126		87		0		39		31%		141		84		57		40%		32		26		0		6		19%		42		35		7		17%		11		11		0		0		0%		18		18		0		0%		87		70		0		17		20%		106		82		24		23%						H		役員賞与 ヤクインショウヨ						324		258		66		20.4%		396		300		96		24.2%																				2.4%		-0.1%

				I		退職慰労金 タイショクイロウキン						4		3		0		1		25%		6		6		0		0%		1		0		0		1		100%		1		1		0		0%		12		7		0		5		42%		15		12		3		20%		0		0		0		0		0%		3		3		0		0%		133		0		0		133		100%		174		20		154		89%		12		2		0		10		83%		15		4		11		73%		2		0		0		2		100%		2		1		1		50%		91		0		0		91		100%		121		0		121		100%						I		退職慰労金 タイショクイロウキン						255		12		243		95.3%		337		47		290		86.1%																				2.0%		0.2%

				J		剰余金の処分に関する議案（資本準備金等の減少を伴う） ジョウヨキンショブンカンギアンシホンジュンビキンナドゲンショウトモナ						0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		4		4		0		0		0%		3		3		0		0%		1		1		0		0		0%		1		1		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		9		9		0		0		0%		14		13		1		7%						J		剰余金の処分に関する議案（資本準備金等の減少を伴う） ジョウヨキンショブンカンギアンシホンジュンビキンナドゲンショウトモナ						14		14		0		0.0%		18		17		1		5.6%																				0.1%		-0.0%

				K		剰余金の処分に関する議案（資本準備金等の減少を伴わない） ジョウヨキンショブンカンギアンシホンジュンビキンナドゲンショウトモナ						113		109		0		4		4%		138		121		17		12%		34		34		0		0		0%		35		35		0		0%		275		271		0		4		1%		284		277		7		2%		97		97		0		0		0%		114		113		1		1%		1,420		1,399		0		21		1%		1,457		1,382		75		5%		267		266		0		1		0%		280		273		7		3%		64		64		0		0		0%		70		69		1		1%		988		980		0		8		1%		1,043		1,008		35		3%						K		剰余金の処分に関する議案（資本準備金等の減少を伴わない） ジョウヨキンショブンカンギアンシホンジュンビキンナドゲンショウトモナ						3,258		3,220		38		1.2%		3,421		3,278		143		4.2%																				20.3%		-0.6%				75.5%		-1.8%

				L		資本構造に関する議案　うち買収防衛策 シホンコウゾウカンギアンバイシュウボウエイサク						4		0		0		4		100%		4		0		4		100%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		7		1		0		6		86%		8		0		8		100%		0		0		0		0		0%		3		0		3		100%		94		8		0		86		91%		73		7		66		90%		8		0		0		8		100%		13		2		11		85%		2		0		0		2		100%		1		1		0		0%		66		8		0		58		88%		52		25		27		52%						L		資本構造に関する議案　うち買収防衛策 シホンコウゾウカンギアンバイシュウボウエイサク						181		17		164		90.6%		154		35		119		77.3%																				0.9%		0.1%

				M		資本構造に関する議案　うち減資・増資（第三者割当以外） シホンコウゾウカンギアンゲンシ						0		0		0		0		0%		3		3		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		8		8		0		0		0%		7		7		0		0%		0		0		0		0		0%		2		2		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		5		5		0		0		0%		3		3		0		0%						M		資本構造に関する議案　うち減資・増資（第三者割当以外） シホンコウゾウカンギアンゲンシ						13		13		0		0.0%		15		15		0		0.0%																				0.1%		0.0%

				N		資本構造に関する議案　うち増資（第三者割当） シホンコウゾウカンギアンゾウシダイサンシャワリアテ						10		10		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		10		10		0		0		0%		1		1		0		0%		0		0		0		0		0%		1		1		0		0%		15		15		0		0		0%		8		8		0		0%		0		0		0		0		0%		2		2		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		11		10		0		1		9%		3		2		1		33%						N		資本構造に関する議案　うち増資（第三者割当） シホンコウゾウカンギアンゾウシダイサンシャワリアテ						46		45		1		2.2%		15		14		1		6.7%																				0.1%		-0.0%

				O		資本構造に関する議案　うち自己株式取得 シホンコウゾウカンギアンジコカブシキシュトク						1		0		0		1		100%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		2		0		0		2		100%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		1		0		1		100%		7		1		0		6		86%		2		0		2		100%		2		1		0		1		50%		1		0		1		100%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		4		2		0		2		50%		1		0		1		100%						O		資本構造に関する議案　うち自己株式取得 シホンコウゾウカンギアンジコカブシキシュトク						16		4		12		75.0%		5		0		5		100.0%																				0.0%		-0.0%

				P		資本構造に関する議案　その他 シホンコウゾウカンギアンタ						2		2		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		1		1		0		0%		2		2		0		0		0%		4		4		0		0%		0		0		0		0		0%		2		2		0		0%		18		18		0		0		0%		26		26		0		0%		3		3		0		0		0%		2		2		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		4		4		0		0		0%		1		1		0		0%						P		資本構造に関する議案　その他 シホンコウゾウカンギアンタ						29		29		0		0.0%		36		36		0		0.0%																				0.2%		0.0%

				Q		事業内容の変更等に関する議案 ジギョウナイヨウヘンコウトウカンギアン						1		1		0		0		0%		5		5		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		2		2		0		0		0%		10		10		0		0%		1		1		0		0		0%		7		7		0		0%		31		31		0		0		0%		47		47		0		0%		2		2		0		0		0%		10		10		0		0%		1		1		0		0		0%		4		4		0		0%		23		23		0		0		0%		34		34		0		0%						Q		事業内容の変更等に関する議案 ジギョウナイヨウヘンコウトウカンギアン						61		61		0		0.0%		117		117		0		0.0%																				0.7%		0.0%

				R		役職員のインセンティブ向上に関する議案 ヤクショクインコウジョウカンギアン						7		7		0		0		0%		15		15		0		0%		13		12		0		1		8%		13		12		1		8%		12		7		0		5		42%		32		21		11		34%		4		3		0		1		25%		16		11		5		31%		68		53		0		15		22%		103		73		30		29%		67		62		0		5		7%		76		71		5		7%		15		14		0		1		7%		29		27		2		7%		266		245		0		21		8%		271		232		39		14%						R		役職員のインセンティブ向上に関する議案 ヤクショクインコウジョウカンギアン						452		403		49		10.8%		555		462		93		16.8%																				3.3%		-0.2%

				S		定款変更 テイカンヘンコウ						68		38		0		30		44%		62		36		26		42%		11		10		0		1		9%		7		7		0		0%		135		85		0		50		37%		122		83		39		32%		54		36		0		18		33%		51		33		18		35%		546		419		0		127		23%		580		474		106		18%		105		80		0		25		24%		122		78		44		36%		24		19		0		5		21%		20		17		3		15%		272		192		0		80		29%		318		254		64		20%						S		定款変更 テイカンヘンコウ						1,215		879		336		27.7%		1,282		982		300		23.4%																				7.6%		0.3%

				T		取締役会の構成等 トリシマリヤクカイコウセイナド						0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		103		97		0		6		6%		76		64		12		16%						T		取締役会の構成等 トリシマリヤクカイコウセイナド						103		97		6		5.8%		76		64		12		15.8%																				0.5%		-0.0%

				U		その他議案 タギアン						2		2		0		0		0%		2		2		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		7		6		0		1		14%		5		5		0		0%		2		2		0		0		0%		1		1		0		0%		64		60		0		4		6%		60		59		1		2%		12		11		0		1		8%		6		5		1		17%		4		4		0		0		0%		4		1		3		75%		42		39		0		3		7%		34		34		0		0%						U		その他議案 タギアン						133		124		9		6.8%		112		107		5		4.5%																				0.7%		0.0%

		合　計（親議案ベース） ゴウケイオヤギアン										588		484		0		104		18%		702		586		116		17%		169		129		0		40		24%		171		148		23		13%		1,346		1,135		0		211		16%		1,382		1,128		254		18%		486		434		0		52		11%		571		472		99		17%		7,095		5,278		0		1,817		26%		7,207		5,232		1,975		27%		1,249		1,018		0		231		18%		1,367		1,133		234		17%		301		268		0		33		11%		341		300		41		12%		4,895		3,722		0		1,173		24%		5,074		3,798		1,276		25%				合　計（親議案ベース） ゴウケイオヤギアン										16,129		12,468		3,661		22.7%		16,815		12,797		4,018		23.9%																				100.0%

								うち、株主提案議案に関するもの（親議案ベース） オヤギアン				42		6		0		36		86%		32		1		31		97%		1		0		0		1		100%		3		0		3		100%		60		0		0		60		100%		46		2		44		96%		22		0		0		22		100%		22		0		22		100%		177		22		0		155		88%		128		8		120		94%		31		0		0		31		100%		63		4		59		94%		6		0		0		6		100%		12		0		12		100%		124		16		0		108		87%		90		7		83		92%										うち、株主提案議案に関するもの（親議案ベース） オヤギアン				463		44		419		90.5%		396		22		374		94.4%
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				260		0社		267		0社				100		0社		147		0社				39		0社		44		0社				103		0社		111		0社				49		0社		57		0社				360		0社		310		0社				190		0社		195		0社				85		0社		92		0社								1,186				1,223

		主な対話の件数 シュタイワケンスウ

		対話の内容 タイワナイヨウ		対話件数（本年度） タイワケンスウホンネンド						対話件数（前年度） タイワケンスウゼンネンド				対話件数（本年度） タイワケンスウホンネンド						対話件数（前年度） タイワケンスウゼンネンド				対話件数（本年度） タイワケンスウホンネンド						対話件数（前年度） タイワケンスウゼンネンド				対話件数（本年度） タイワケンスウホンネンド						対話件数（前年度） タイワケンスウゼンネンド				対話件数（本年度） タイワケンスウホンネンド						対話件数（前年度） タイワケンスウゼンネンド				対話件数（本年度） タイワケンスウホンネンド						対話件数（前年度） タイワケンスウゼンネンド				対話件数（本年度） タイワケンスウホンネンド						対話件数（前年度） タイワケンスウゼンネンド				対話件数（本年度） タイワケンスウホンネンド						対話件数（前年度） タイワケンスウゼンネンド						対話の内容 タイワナイヨウ		対話件数 タイワケンスウ						対話件数 タイワケンスウ

						内、
経営ﾄｯﾌﾟ
との対話 ウチケイエイタイワ		内、
社外取締役
との対話 ウチシャガイトリシマリヤクタイワ				内、
経営ﾄｯﾌﾟ
との対話 ウチケイエイタイワ				内、
経営ﾄｯﾌﾟ
との対話 ウチケイエイタイワ		内、
社外取締役
との対話 ウチシャガイトリシマリヤクタイワ				内、
経営ﾄｯﾌﾟ
との対話 ウチケイエイタイワ				内、
経営ﾄｯﾌﾟ
との対話 ウチケイエイタイワ		内、
社外取締役
との対話 ウチシャガイトリシマリヤクタイワ				内、
経営ﾄｯﾌﾟ
との対話 ウチケイエイタイワ				内、
経営ﾄｯﾌﾟ
との対話 ウチケイエイタイワ		内、
社外取締役
との対話 ウチシャガイトリシマリヤクタイワ				内、
経営ﾄｯﾌﾟ
との対話 ウチケイエイタイワ				内、
経営ﾄｯﾌﾟ
との対話 ウチケイエイタイワ		内、
社外取締役
との対話 ウチシャガイトリシマリヤクタイワ				内、
経営ﾄｯﾌﾟ
との対話 ウチケイエイタイワ				内、
経営ﾄｯﾌﾟ
との対話 ウチケイエイタイワ		内、
社外取締役
との対話 ウチシャガイトリシマリヤクタイワ				内、
経営ﾄｯﾌﾟ
との対話 ウチケイエイタイワ				内、
経営ﾄｯﾌﾟ
との対話 ウチケイエイタイワ		内、
社外取締役
との対話 ウチシャガイトリシマリヤクタイワ				内、
経営ﾄｯﾌﾟ
との対話 ウチケイエイタイワ				内、
経営ﾄｯﾌﾟ
との対話 ウチケイエイタイワ		内、
社外取締役
との対話 ウチシャガイトリシマリヤクタイワ				内、
経営ﾄｯﾌﾟ
との対話 ウチケイエイタイワ								内、
経営ﾄｯﾌﾟ
との対話 ウチケイエイタイワ		内、
社外取締役
との対話 ウチシャガイトリシマリヤクタイワ				内、
経営ﾄｯﾌﾟ
との対話 ウチケイエイタイワ

		1 資本政策関連 シホンセイサクカンレン		0		0		0		45		7		62		22		0		100		40		101		12		0		113		17		2		1		0		8		3		2		1		0		5		2		197		45		0		162		33		93		20		0		88		18		490		75		0		548		77				資本政策関連 シホンセイサクカンレン		947		176		0		1,069		197

		2 経営戦略関連 ケイエイセンリャクカンレン		0		0		0		77		16		299		104		0		447		120		101		12		0		113		17		9		8		0		15		8		6		5		0		7		5		232		83		1		146		41		239		54		0		193		46		490		75		0		548		77				経営戦略関連 ケイエイセンリャクカンレン		1,376		341		1		1,546		330

		3 環境（ESGのE）関連 カンキョウカンレン		77		9		0		216		25		59		12		0		89		19		35		3		0		15		0		44		12		0		43		12		22		7		0		16		6		110		24		1		90		21		66		6		0		45		9		227		39		0		196		26				環境（ESGのE）関連 カンキョウカンレン		640		112		1		710		118

		4 社会（ESGのS）関連 シャカイカンレン		33		1		0		193		20		65		26		0		101		25		19		0		0		5		0		31		10		0		32		8		16		6		0		11		3		91		32		1		67		8		49		10		0		31		9		231		36		0		224		32				社会（ESGのS）関連 シャカイカンレン		535		121		1		664		105

		5 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ（ESGのG）関連 カンレン		260		36		1		328		45		40		13		0		54		14		44		1		0		10		0		80		27		0		72		22		42		14		0		37		14		378		76		9		264		43		186		22		2		179		17		346		65		0		257		37				ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ（ESGのG）関連 カンレン		1,376		254		12		1,201		192

		6 買収防衛策関連 バイシュウボウエイサクカンレン		30		2		1		39		2		1		0		0		6		1		0		0		0		0		0		11		6		0		18		9		3		1		0		6		3		19		2		1		33		3		5		0		1		16		0		0		0		0		5		1				買収防衛策関連 バイシュウボウエイサクカンレン		69		11		3		123		19

		7 情報公開関連 ジョウホウコウカイカンレン		0		0		0		0		0		15		4		0		15		5		0		0		0		0		0		64		18		0		37		9		30		8		0		16		4		118		18		0		84		9		71		16		0		74		10		13		13		0		0		0				情報公開関連 ジョウホウコウカイカンレン		311		77		0		226		37

		8 反社会的行為の防止関連 ハンシャカイテキコウイボウシカンレン		27		3		0		37		5		4		1		0		6		0		0		0		0		0		0		12		6		0		14		7		6		2		0		11		5		58		2		1		39		4		12		0		0		23		1		1		1		0		1		0				反社会的行為の防止関連 ハンシャカイテキコウイボウシカンレン		120		15		1		131		22

		9 その他 タ		192		20		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5		1		0		2		2		3		0		0		1		1		10		1		1		9		0		44		3		0		47		1		0		0		0		0		0				その他 タ		254		25		2		59		4

		合計 ゴウケイ		619		71		3		935		120		545		182		0		818		224		300		28		0		256		34		258		89		0		241		80		130		44		0		110		43		1,213		283		15		894		162		765		131		3		696		111		1,798		304		0		1,779		250				合計 ゴウケイ		5,628		1,132		21		5,729		1,024





外株

												作成運用機関名：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社																作成運用機関名：野村アセットマネジメント（18465-7003）																作成運用機関名：三井住友信託銀行株式会社（18465-7007）																作成運用機関名：みずほ信託銀行株式会社（18465-7009）																作成運用機関名：株式会社りそな銀行（18465-7011）

												本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド																				本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド

												358						社 シャ		384						社 シャ		72						社 シャ		77						社 シャ		256						社 シャ		315						社 シャ		1,265						社 シャ		1,204						社 シャ		1,709						社 シャ		1,421						社 シャ														3,660						社 シャ		3,401						社 シャ

		議決権行使の結果（本年度：平成31年4月～令和2年3月末決算企業、前年度：平成30年4月～平成31年3月末決算企業）																																																																																												議決権行使の結果（本年度：平成31年4月～令和2年3月末決算企業、前年度：平成30年4月～平成31年3月末決算企業）

		議案内容 ギアンナイヨウ										本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド										議案内容 ギアンナイヨウ										本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド

												計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ														計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ

				A		取締役会・取締役に関する議案　　　　 　親議案ベース オヤギアン						698		529		169		24%		857		778		79		9%		765		660		105		14%		786		709		77		10%		488		442		46		9%		675		605		70		10%		9,333		8,957		376		4%		9,282		8,857		425		5%		1,750		1,481		269		15%		1,633		1,356		277		17%						A		取締役会・取締役に関する議案　　　　 　親議案ベース オヤギアン						13,034		12,069		965		7.4%		13,233		12,305		928		7.0%

										子議案ベース コギアン		3,469		3,223		246		7%		3,590		3,491		99		3%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		1,999		1,926		73		4%		2,592		2,483		109		4%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		11,236		10,711		525		5%		10,462		9,894		568		5%												子議案ベース コギアン		16,704		15,860		844		5.1%		16,644		15,868		776		4.7%

				B		監査役会・監査役に関する議案　　　　 　親議案ベース カンサヤクカイカンサヤクカンギアンオヤ						0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		331		328		3		1%		218		215		3		1%						B		監査役会・監査役に関する議案　　　　 　親議案ベース カンサヤクカイカンサヤクカンギアンオヤ						331		328		3		0.9%		218		215		3		1.4%

										子議案ベース コギアン		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		656		652		4		1%		421		418		3		1%												子議案ベース コギアン		656		652		4		0.6%		421		418		3		0.7%

				C		役員報酬等に関する議案 ヤクインホウシュウナドカンギアン						396		355		41		10%		409		362		47		11%		100		78		22		22%		105		85		20		19%		258		229		29		11%		333		295		38		11%		1,334		1,213		121		9%		1,398		1,232		166		12%		2,144		1,630		514		24%		2,082		1,657		425		20%						C		役員報酬等に関する議案 ヤクインホウシュウナドカンギアン						4,232		3,505		727		17.2%		4,327		3,631		696		16.1%

				D		剰余金の処分に関する議案 ジョウヨキンショブンカンギアン						27		27		0		0%		47		47		0		0%		12		10		2		17%		12		12		0		0%		26		26		0		0%		49		49		0		0%		456		453		3		1%		393		393		0		0%		959		950		9		1%		708		703		5		1%						D		剰余金の処分に関する議案 ジョウヨキンショブンカンギアン						1,480		1,466		14		0.9%		1,209		1,204		5		0.4%

				E		資本構造に関する議案 シホンコウゾウカンギアン						200		192		8		4%		268		258		10		4%		57		56		1		2%		59		58		1		2%		200		186		14		7%		262		232		30		11%		1,506		1,283		223		15%		1,606		1,358		248		15%		4,716		4,158		558		12%		4,132		3,639		493		12%						E		資本構造に関する議案 シホンコウゾウカンギアン						6,679		5,875		804		12.0%		6,327		5,545		782		12.4%

								うち敵対買収防衛策に関する議案 テキタイカンギアン				6		6		0		0%		12		11		1		8%		1		1		0		0%		0		0		0		0%		38		36		2		5%		48		45		3		6%		14		12		2		14%		13		13		0		0%		73		70		3		4%		89		81		8		9%										うち敵対買収防衛策に関する議案 テキタイカンギアン				132		125		7		5.3%		162		150		12		7.4%

								うち増減資に関する議案 ゾウゲンシカンギアン				6		6		0		0%		5		5		0		0%		41		40		1		2%		43		42		1		2%		96		89		7		7%		124		109		15		12%		592		388		204		34%		648		437		211		33%		1,575		1,186		389		25%		1,305		910		395		30%										うち増減資に関する議案 ゾウゲンシカンギアン				2,310		1,709		601		26.0%		2,125		1,503		622		29.3%

								うち第三者割当に関する議案 カンギアン				0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		1		1		0		0%		1		1		0		0%		297		283		14		5%		437		419		18		4%		1,042		950		92		9%		794		757		37		5%										うち第三者割当に関する議案 カンギアン				1,340		1,234		106		7.9%		1,232		1,177		55		4.5%

								うち自己株式取得に関する議案 ジコカブシキシュトクカンギアン				51		51		0		0%		67		66		1		1%		15		15		0		0%		15		15		0		0%		46		46		0		0%		65		61		4		6%		381		381		0		0%		414		402		12		3%		641		638		3		0%		806		791		15		2%										うち自己株式取得に関する議案 ジコカブシキシュトクカンギアン				1,134		1,131		3		0.3%		1,367		1,335		32		2.3%

				F		事業内容の変更等に関する議案 ジギョウナイヨウヘンコウトウカンギアン						10		8		2		20%		19		18		1		5%		2		2		0		0%		5		5		0		0%		17		16		1		6%		20		20		0		0%		572		486		86		15%		469		448		21		4%		3,038		2,452		586		19%		2,026		1,685		341		17%						F		事業内容の変更等に関する議案 ジギョウナイヨウヘンコウトウカンギアン						3,639		2,964		675		18.5%		2,539		2,176		363		14.3%

				G		役職員のインセンティブ向上に関する議案 ヤクショクインコウジョウカンギアン						125		118		7		6%		111		100		11		10%		27		23		4		15%		15		13		2		13%		97		85		12		12%		99		89		10		10%		443		279		164		37%		481		280		201		42%		259		119		140		54%		251		106		145		58%						G		役職員のインセンティブ向上に関する議案 ヤクショクインコウジョウカンギアン						951		624		327		34.4%		957		588		369		38.6%

				H		その他議案 タギアン						760		544		216		28%		789		603		186		24%		189		174		15		8%		189		181		8		4%		484		406		78		16%		557		513		44		8%		4,650		4,143		507		11%		3,781		3,427		354		9%		6,582		6,250		332		5%		4,706		4,478		228		5%						H		その他議案 タギアン						12,665		11,517		1,148		9.1%		10,022		9,202		820		8.2%

												2,216		1,773		443		20%		2,500		2,166		334		13%		1,152		1,003		149		13%		1,171		1,063		108		9%		1,570		1,390		180		11%		1,995		1,803		192		10%		18,294		16,814		1,480		8%		17,410		15,995		1,415		8%		19,779		17,368		2,411		12%		15,756		13,839		1,917		12%														43,011		38,348		4,663		10.8%		38,832		34,866		3,966		10.2%

								うち、株主提案議案に関するもの（親議案ベース） オヤギアン				281		43		238		85%		266		56		210		79%		103		85		18		17%		106		86		20		19%		171		86		85		50%		188		109		79		42%		796		588		208		26%		652		488		164		25%		848		624		224		26%		743		566		177		24%										うち、株主提案議案に関するもの（親議案ベース） オヤギアン				2,199		1,426		773		35.2%		1,955		1,305		650		33.2%
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																										円グラフ用データ エンヨウ

																										↓

														計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ

								取締役会・取締役に関する議案（親議案） オヤギアン						6,301		4,142		2,159		34.3%						取締役会 トリシマリヤクカイ		37.0%		6,301

								取締役の選任 トリシマリヤクセンニン						42,224		34,167		8,057		19.1%						監査役会 カンサヤクカイ		16.4%		2,791

										取締役の選任　うち社外取締役 トリシマリヤクセンニンシャガイトリシマリヤク				15,567		12,633		2,934		18.8%						役員報酬 ヤクインホウシュウ		10.7%		1,824

								監査役会・監査役に関する議案（親議案） カンサヤクカイカンサヤクカンギアンオヤギアン						2,791		2,399		392		14.0%						剰余金処分 ジョウヨキンショブン		19.9%		3,392

								監査役の選任 カンサヤクセンニン						4,029		3,576		453		11.2%						資本構造 シホンコウゾウ		1.3%		229

										監査役の選任　うち社外監査役 カンサヤクセンニンシャガイカンサヤク				2,725		2,278		447		16.4%						事業変更 ジギョウヘンコウ		0.8%		132

								役員報酬 ヤクインホウシュウ						1,313		1,208		105		8.0%						ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ		4.7%		805

								役員賞与 ヤクインショウヨ						279		232		47		16.8%						その他 タ		9.1%		1,556

								退職慰労金 タイショクイロウキン						232		11		221		95.3%										17,030

								剰余金の処分に関する議案（資本準備金等の減少を伴う） ジョウヨキンショブンカンギアンシホンジュンビキンナドゲンショウトモナ						32		32		0		0.0%

								剰余金の処分に関する議案（資本準備金等の減少を伴わない） ジョウヨキンショブンカンギアンシホンジュンビキンナドゲンショウトモナ						3,360		3,310		50		1.5%

								資本構造に関する議案　うち買収防衛策 シホンコウゾウカンギアンバイシュウボウエイサク						118		6		112		94.9%

								資本構造に関する議案　うち減資・増資（第三者割当以外） シホンコウゾウカンギアンゲンシ						35		35		0		0.0%

								資本構造に関する議案　うち増資（第三者割当） シホンコウゾウカンギアンゾウシダイサンシャワリアテ						27		26		1		3.7%

								資本構造に関する議案　うち自己株式取得 シホンコウゾウカンギアンジコカブシキシュトク						12		0		12		100.0%

								資本構造に関する議案　その他 シホンコウゾウカンギアンタ						37		35		2		5.4%

								事業内容の変更等に関する議案 ジギョウナイヨウヘンコウトウカンギアン						132		132		0		0.0%

								役職員のインセンティブ向上に関する議案 ヤクショクインコウジョウカンギアン						805		692		113		14.0%

								定款変更 テイカンヘンコウ						1,292		994		298		23.1%

								取締役会の構成等 トリシマリヤクカイコウセイナド						124		112		12		9.7%

								その他議案 タギアン						140		136		4		2.9%

						合　計（親議案ベース） ゴウケイオヤギアン								17,030		13,502		3,528		20.7%

										うち、株主提案議案に関するもの（親議案ベース） オヤギアン				404		34		370		91.6%

										うち、気候関連の議案に関するもの（親議案ベース） キコウカンレンオヤギアン				21		7		14		66.7%
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						対話の内容 タイワナイヨウ				対話件数 タイワケンスウ								円グラフ用データ エンヨウ

										内、
経営ﾄｯﾌﾟ
との対話 ウチケイエイタイワ		内、
社外取締役
との対話 ウチシャガイトリシマリヤクタイワ						↓

						資本政策関連 シホンセイサクカンレン		961		218		5						資本政策 シホンセイサク		12.4%

						経営戦略関連 ケイエイセンリャクカンレン		2,112		637		17						経営戦略 ケイエイセンリャク		27.2%

						環境（ESGのE）関連 カンキョウカンレン		1,102		230		9						環境関連 カンキョウカンレン		14.2%

						社会（ESGのS）関連 シャカイカンレン		1,006		240		10						社会関連 シャカイカンレン		13.0%

						ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ（ESGのG）関連 カンレン		1,566		332		27						ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ		20.2%

						買収防衛策関連 バイシュウボウエイサクカンレン		79		21		3						買収防衛策 バイシュウボウエイサク		1.0%

						情報公開関連 ジョウホウコウカイカンレン		649		139		4						情報公開 ジョウホウコウカイ		8.4%

						反社会的行為の防止関連 ハンシャカイテキコウイボウシカンレン		89		17		3						反社会的 ハンシャカイテキ		1.1%

						その他 タ		196		15		3						その他 タ		2.5%

						合計 ゴウケイ		7,760		1,849		81
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外株_貼付

																										円グラフ用データ エンヨウ

																										↓

						議案内容 ギアンナイヨウ								本年度 ホンネンド

														計 ケイ		賛成 サンセイ		棄権 キケン		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ

								取締役会・取締役に関する議案　　 　親議案ベース オヤギアン						14,317		13,011		7		1,299		9.1%				取締役会 トリシマリヤクカイ		28.4%

												子議案ベース コギアン		17,179		16,144		2		1,033		6.0%				監査役会 カンサヤクカイ		0.7%

								監査役会・監査役に関する議案　　 　親議案ベース カンサヤクカイカンサヤクカンギアンオヤ						372		346		5		21		5.6%				役員報酬 ヤクインホウシュウ		11.6%

												子議案ベース コギアン		675		646		0		29		4.3%				剰余金処分 ジョウヨキンショブン		3.7%

								役員報酬等に関する議案 ヤクインホウシュウナドカンギアン						5,824		4,557		20		1,247		21.4%				資本構造 シホンコウゾウ		16.3%

								剰余金の処分に関する議案 ジョウヨキンショブンカンギアン						1,878		1,864		2		12		0.6%				事業変更 ジギョウヘンコウ		7.4%

								資本構造に関する議案 シホンコウゾウカンギアン						8,221		7,247		91		883		10.7%				ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ		2.2%

										うち敵対買収防衛策に関する議案 テキタイカンギアン				133		114		0		19		14.3%				その他 タ		29.6%

										うち増減資に関する議案 ゾウゲンシカンギアン				2,936		2,345		0		591		20.1%

										うち第三者割当に関する議案 カンギアン				1,820		1,673		0		147		8.1%

										うち自己株式取得に関する議案 ジコカブシキシュトクカンギアン				1,295		1,269		0		26		2.0%

								事業内容の変更等に関する議案 ジギョウナイヨウヘンコウトウカンギアン						3,745		3,108		0		637		17.0%

								役職員のインセンティブ向上に関する議案 ヤクショクインコウジョウカンギアン						1,119		663		2		454		40.6%

								その他議案 タギアン						14,920		13,420		15		1,485		10.0%

												合  計 ゴウケイ		50,396		44,216		142		6,038		12.0%

										うち、株主提案議案に関するもの（親議案ベース） オヤギアン				2,462		1,686		14		762		31.0%

										うち、気候関連の議案に関するもの（親議案ベース） キコウカンレンギアンカンオヤギアン				145		83		1		61		42.1%

										うち、気候関連の議案に関するもの（親議案ベース） キコウカンレンギアンカンオヤギアン
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						対話の内容 タイワナイヨウ				対話件数 タイワケンスウ						円グラフ用データ エンヨウ

										内、
経営ﾄｯﾌﾟ
との対話 ウチケイエイタイワ						↓

						資本政策関連 シホンセイサクカンレン		13		5						資本政策 シホンセイサク		0.3%

						経営戦略関連 ケイエイセンリャクカンレン		604		14						経営戦略 ケイエイセンリャク		14.8%

						環境（ESGのE）関連 カンキョウカンレン		894		19						環境関連 カンキョウカンレン		21.9%

						社会（ESGのS）関連 シャカイカンレン		717		38						社会関連 シャカイカンレン		17.6%

						ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ（ESGのG）関連 カンレン		1,520		47						ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ		37.3%

						情報公開関連 ジョウホウコウカイカンレン		261		21						情報公開 ジョウホウコウカイ		6.4%

						その他 タ		70		8						その他 タ		1.7%

						合計 ゴウケイ		4,079		152
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対話内容別構成比率(ｲ) 外国株式エンゲージメント活動の件数

対話件数

内、
経営ﾄｯﾌﾟ
との対話

資本政策関連 13 5

経営戦略関連 604 14

環境（ESGのE）関連 894 19

社会（ESGのS）関連 717 38

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ（ESGのG）関連 1,520 47

情報公開関連 261 21

その他 70 8

合計 4,079 152

対話の内容


Graph1

		資本政策

		経営戦略

		環境関連

		社会関連

		ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ

		情報公開

		その他



0.0031870557

0.1480755087

0.2191713655

0.1757783771

0.372640353

0.0639862711

0.0171610689



Sheet1

																																																																																																																																																																																						（別紙１） ベッシ

												本年度 ホンネンド										前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド										前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド										前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド										前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド										前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド										前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド										前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド										前年度 ゼンネンド										＜厚生年金＞ コウセイネンキン										本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド

												169								社 シャ		199						社 シャ		51								社 シャ		52						社 シャ		392								社 シャ		397						社 シャ		139								社 シャ		161						社 シャ		2,102								社 シャ		2,105						社 シャ		376								社 シャ		394						社 シャ		87								社 シャ		93						社 シャ		1,440								社 シャ		1,483						社 シャ														4,756						社 シャ		4,884						社 シャ

																																																																																																																																																														議決権行使の結果  本年度：平成31年4月～令和2年3月末決算企業（令和2年6月末までに株主総会を実施した企業）

		議決権行使の結果（本年度：平成31年4月～令和2年3月末決算企業（令和2年6月末までに株主総会を実施した企業）、前年度：平成30年4月～平成31年3月末決算企業）										ニッセイAM																		ピクテ																		りそなJPX																		りそなＥＳＧ																		三井住友信託 ミツイスミトモシンタク																		三菱UFJ信託 ミツビシウfjシンタク																		日興 ニッコウ																		みずほ																				前年度：平成30年4月～平成31年3月末決算企業

		議案内容 ギアンナイヨウ										本年度 ホンネンド										前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド										前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド										前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド										前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド										前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド										前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド										前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド										前年度 ゼンネンド										議案内容 ギアンナイヨウ										本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド

												計 ケイ		賛成 サンセイ		棄権 キケン		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		棄権 キケン		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		棄権 キケン		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		棄権 キケン		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		棄権 キケン		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		棄権 キケン		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		棄権 キケン		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		棄権 キケン		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ														計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ																				議案構成比 ギアンコウセイヒ		寄与度 キヨド

				A		取締役会・取締役に関する議案（親議案） オヤギアン						194		147		0		47		24%		220		168		52		24%		61		26		0		35		57%		57		40		17		30%		471		366		0		105		22%		451		304		147		33%		169		138		0		31		18%		179		123		56		31%		2,654		1,565		0		1,089		41%		2,485		1,396		1,089		44%		442		315		0		127		29%		455		357		98		22%		105		88		0		17		16%		114		89		25		22%		1,794		1,140		0		654		36%		1,720		1,062		658		38%						A		取締役会・取締役に関する議案（親議案） オヤギアン						5,890		3,785		2,105		35.7%		5,681		3,539		2,142		37.7%																				33.8%		-0.7%

				B		取締役の選任 トリシマリヤクセンニン						1,674		1,594		0		80		5%		1,910		1,812		98		5%		494		453		0		41		8%		464		436		28		6%		3,628		3,405		0		223		6%		3,758		3,438		320		9%		1,401		1,320		0		81		6%		1,591		1,457		134		8%		16,434		11,108		0		5,326		32%		16,762		10,879		5,883		35%		3,236		2,474		0		762		24%		3,475		3,146		329		9%		829		783		0		46		6%		909		838		71		8%		11,495		9,791		0		1,704		15%		11,981		10,133		1,848		15%						B		取締役の選任 トリシマリヤクセンニン						39,191		30,928		8,263		21.1%		40,850		32,139		8,711		21.3%

				C				取締役の選任　うち社外取締役 トリシマリヤクセンニンシャガイトリシマリヤク				631		585		0		46		7%		675		632		43		6%		196		163		0		33		17%		173		149		24		14%		1,368		1,284		0		84		6%		1,268		1,158		110		9%		552		514		0		38		7%		541		501		40		7%		5,563		3,771		0		1,792		32%		4,938		3,230		1,708		35%		1,165		949		0		216		19%		1,139		1,004		135		12%		315		290		0		25		8%		337		300		37		11%		3,886		3,219		0		667		17%		3,548		2,835		713		20%						C				取締役の選任　うち社外取締役 トリシマリヤクセンニンシャガイトリシマリヤク				13,676		10,775		2,901		21.2%		12,619		9,809		2,810		22.3%

				D		監査役会・監査役に関する議案（親議案） カンサヤクカイカンサヤクカンギアンオヤギアン						123		109		0		14		11%		155		142		13		8%		35		33		0		2		6%		40		35		5		13%		274		253		0		21		8%		288		258		30		10%		103		101		0		2		2%		118		111		7		6%		1,360		1,109		0		251		18%		1,505		1,171		334		22%		248		203		0		45		18%		288		241		47		16%		64		58		0		6		9%		64		59		5		8%		958		727		0		231		24%		1,109		819		290		26%						D		監査役会・監査役に関する議案（親議案） カンサヤクカイカンサヤクカンギアンオヤギアン						3,165		2,593		572		18.1%		3,567		2,836		731		20.5%																				21.2%		-0.5%

				E		監査役の選任 カンサヤクセンニン						211		197		0		14		7%		286		272		14		5%		49		47		0		2		4%		91		82		9		10%		475		453		0		22		5%		529		496		33		6%		188		185		0		3		2%		205		197		8		4%		2,346		2,061		0		285		12%		2,610		2,229		381		15%		431		373		0		58		13%		518		461		57		11%		113		107		0		6		5%		114		109		5		4%		1,636		1,372		0		264		16%		1,906		1,582		324		17%						E		監査役の選任 カンサヤクセンニン						5,449		4,795		654		12.0%		6,259		5,428		831		13.3%

				F				監査役の選任　うち社外監査役 カンサヤクセンニンシャガイカンサヤク				138		124		0		14		10%		172		158		14		8%		33		31		0		2		6%		55		46		9		16%		308		287		0		21		7%		327		295		32		10%		118		116		0		2		2%		123		115		8		7%		1,607		1,323		0		284		18%		1,784		1,403		381		21%		289		235		0		54		19%		323		272		51		16%		80		74		0		6		8%		74		69		5		7%		1,106		843		0		263		24%		1,287		965		322		25%						F				監査役の選任　うち社外監査役 カンサヤクセンニンシャガイカンサヤク				3,679		3,033		646		17.6%		4,145		3,323		822		19.8%

				G		役員報酬 ヤクインホウシュウ						42		41		0		1		2%		68		64		4		6%		9		9		0		0		0%		10		10		0		0%		104		94		0		10		10%		124		120		4		3%		43		43		0		0		0%		55		50		5		9%		547		501		0		46		8%		536		475		61		11%		48		46		0		2		4%		52		50		2		4%		9		9		0		0		0%		15		14		1		7%		172		171		0		1		1%		168		165		3		2%						G		役員報酬 ヤクインホウシュウ						974		914		60		6.2%		1,028		948		80		7.8%																				6.1%		-0.1%

				H		役員賞与 ヤクインショウヨ						17		15		0		2		12%		24		24		0		0%		5		5		0		0		0%		7		7		0		0%		33		31		0		2		6%		38		33		5		13%		13		13		0		0		0%		20		17		3		15%		126		87		0		39		31%		141		84		57		40%		32		26		0		6		19%		42		35		7		17%		11		11		0		0		0%		18		18		0		0%		87		70		0		17		20%		106		82		24		23%						H		役員賞与 ヤクインショウヨ						324		258		66		20.4%		396		300		96		24.2%																				2.4%		-0.1%

				I		退職慰労金 タイショクイロウキン						4		3		0		1		25%		6		6		0		0%		1		0		0		1		100%		1		1		0		0%		12		7		0		5		42%		15		12		3		20%		0		0		0		0		0%		3		3		0		0%		133		0		0		133		100%		174		20		154		89%		12		2		0		10		83%		15		4		11		73%		2		0		0		2		100%		2		1		1		50%		91		0		0		91		100%		121		0		121		100%						I		退職慰労金 タイショクイロウキン						255		12		243		95.3%		337		47		290		86.1%																				2.0%		0.2%

				J		剰余金の処分に関する議案（資本準備金等の減少を伴う） ジョウヨキンショブンカンギアンシホンジュンビキンナドゲンショウトモナ						0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		4		4		0		0		0%		3		3		0		0%		1		1		0		0		0%		1		1		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		9		9		0		0		0%		14		13		1		7%						J		剰余金の処分に関する議案（資本準備金等の減少を伴う） ジョウヨキンショブンカンギアンシホンジュンビキンナドゲンショウトモナ						14		14		0		0.0%		18		17		1		5.6%																				0.1%		-0.0%

				K		剰余金の処分に関する議案（資本準備金等の減少を伴わない） ジョウヨキンショブンカンギアンシホンジュンビキンナドゲンショウトモナ						113		109		0		4		4%		138		121		17		12%		34		34		0		0		0%		35		35		0		0%		275		271		0		4		1%		284		277		7		2%		97		97		0		0		0%		114		113		1		1%		1,420		1,399		0		21		1%		1,457		1,382		75		5%		267		266		0		1		0%		280		273		7		3%		64		64		0		0		0%		70		69		1		1%		988		980		0		8		1%		1,043		1,008		35		3%						K		剰余金の処分に関する議案（資本準備金等の減少を伴わない） ジョウヨキンショブンカンギアンシホンジュンビキンナドゲンショウトモナ						3,258		3,220		38		1.2%		3,421		3,278		143		4.2%																				20.3%		-0.6%				75.5%		-1.8%

				L		資本構造に関する議案　うち買収防衛策 シホンコウゾウカンギアンバイシュウボウエイサク						4		0		0		4		100%		4		0		4		100%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		7		1		0		6		86%		8		0		8		100%		0		0		0		0		0%		3		0		3		100%		94		8		0		86		91%		73		7		66		90%		8		0		0		8		100%		13		2		11		85%		2		0		0		2		100%		1		1		0		0%		66		8		0		58		88%		52		25		27		52%						L		資本構造に関する議案　うち買収防衛策 シホンコウゾウカンギアンバイシュウボウエイサク						181		17		164		90.6%		154		35		119		77.3%																				0.9%		0.1%

				M		資本構造に関する議案　うち減資・増資（第三者割当以外） シホンコウゾウカンギアンゲンシ						0		0		0		0		0%		3		3		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		8		8		0		0		0%		7		7		0		0%		0		0		0		0		0%		2		2		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		5		5		0		0		0%		3		3		0		0%						M		資本構造に関する議案　うち減資・増資（第三者割当以外） シホンコウゾウカンギアンゲンシ						13		13		0		0.0%		15		15		0		0.0%																				0.1%		0.0%

				N		資本構造に関する議案　うち増資（第三者割当） シホンコウゾウカンギアンゾウシダイサンシャワリアテ						10		10		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		10		10		0		0		0%		1		1		0		0%		0		0		0		0		0%		1		1		0		0%		15		15		0		0		0%		8		8		0		0%		0		0		0		0		0%		2		2		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		11		10		0		1		9%		3		2		1		33%						N		資本構造に関する議案　うち増資（第三者割当） シホンコウゾウカンギアンゾウシダイサンシャワリアテ						46		45		1		2.2%		15		14		1		6.7%																				0.1%		-0.0%

				O		資本構造に関する議案　うち自己株式取得 シホンコウゾウカンギアンジコカブシキシュトク						1		0		0		1		100%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		2		0		0		2		100%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		1		0		1		100%		7		1		0		6		86%		2		0		2		100%		2		1		0		1		50%		1		0		1		100%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		4		2		0		2		50%		1		0		1		100%						O		資本構造に関する議案　うち自己株式取得 シホンコウゾウカンギアンジコカブシキシュトク						16		4		12		75.0%		5		0		5		100.0%																				0.0%		-0.0%

				P		資本構造に関する議案　その他 シホンコウゾウカンギアンタ						2		2		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		1		1		0		0%		2		2		0		0		0%		4		4		0		0%		0		0		0		0		0%		2		2		0		0%		18		18		0		0		0%		26		26		0		0%		3		3		0		0		0%		2		2		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		4		4		0		0		0%		1		1		0		0%						P		資本構造に関する議案　その他 シホンコウゾウカンギアンタ						29		29		0		0.0%		36		36		0		0.0%																				0.2%		0.0%

				Q		事業内容の変更等に関する議案 ジギョウナイヨウヘンコウトウカンギアン						1		1		0		0		0%		5		5		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		2		2		0		0		0%		10		10		0		0%		1		1		0		0		0%		7		7		0		0%		31		31		0		0		0%		47		47		0		0%		2		2		0		0		0%		10		10		0		0%		1		1		0		0		0%		4		4		0		0%		23		23		0		0		0%		34		34		0		0%						Q		事業内容の変更等に関する議案 ジギョウナイヨウヘンコウトウカンギアン						61		61		0		0.0%		117		117		0		0.0%																				0.7%		0.0%

				R		役職員のインセンティブ向上に関する議案 ヤクショクインコウジョウカンギアン						7		7		0		0		0%		15		15		0		0%		13		12		0		1		8%		13		12		1		8%		12		7		0		5		42%		32		21		11		34%		4		3		0		1		25%		16		11		5		31%		68		53		0		15		22%		103		73		30		29%		67		62		0		5		7%		76		71		5		7%		15		14		0		1		7%		29		27		2		7%		266		245		0		21		8%		271		232		39		14%						R		役職員のインセンティブ向上に関する議案 ヤクショクインコウジョウカンギアン						452		403		49		10.8%		555		462		93		16.8%																				3.3%		-0.2%

				S		定款変更 テイカンヘンコウ						68		38		0		30		44%		62		36		26		42%		11		10		0		1		9%		7		7		0		0%		135		85		0		50		37%		122		83		39		32%		54		36		0		18		33%		51		33		18		35%		546		419		0		127		23%		580		474		106		18%		105		80		0		25		24%		122		78		44		36%		24		19		0		5		21%		20		17		3		15%		272		192		0		80		29%		318		254		64		20%						S		定款変更 テイカンヘンコウ						1,215		879		336		27.7%		1,282		982		300		23.4%																				7.6%		0.3%

				T		取締役会の構成等 トリシマリヤクカイコウセイナド						0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		103		97		0		6		6%		76		64		12		16%						T		取締役会の構成等 トリシマリヤクカイコウセイナド						103		97		6		5.8%		76		64		12		15.8%																				0.5%		-0.0%

				U		その他議案 タギアン						2		2		0		0		0%		2		2		0		0%		0		0		0		0		0%		0		0		0		0%		7		6		0		1		14%		5		5		0		0%		2		2		0		0		0%		1		1		0		0%		64		60		0		4		6%		60		59		1		2%		12		11		0		1		8%		6		5		1		17%		4		4		0		0		0%		4		1		3		75%		42		39		0		3		7%		34		34		0		0%						U		その他議案 タギアン						133		124		9		6.8%		112		107		5		4.5%																				0.7%		0.0%

		合　計（親議案ベース） ゴウケイオヤギアン										588		484		0		104		18%		702		586		116		17%		169		129		0		40		24%		171		148		23		13%		1,346		1,135		0		211		16%		1,382		1,128		254		18%		486		434		0		52		11%		571		472		99		17%		7,095		5,278		0		1,817		26%		7,207		5,232		1,975		27%		1,249		1,018		0		231		18%		1,367		1,133		234		17%		301		268		0		33		11%		341		300		41		12%		4,895		3,722		0		1,173		24%		5,074		3,798		1,276		25%				合　計（親議案ベース） ゴウケイオヤギアン										16,129		12,468		3,661		22.7%		16,815		12,797		4,018		23.9%																				100.0%

								うち、株主提案議案に関するもの（親議案ベース） オヤギアン				42		6		0		36		86%		32		1		31		97%		1		0		0		1		100%		3		0		3		100%		60		0		0		60		100%		46		2		44		96%		22		0		0		22		100%		22		0		22		100%		177		22		0		155		88%		128		8		120		94%		31		0		0		31		100%		63		4		59		94%		6		0		0		6		100%		12		0		12		100%		124		16		0		108		87%		90		7		83		92%										うち、株主提案議案に関するもの（親議案ベース） オヤギアン				463		44		419		90.5%		396		22		374		94.4%
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				260		0社		267		0社				100		0社		147		0社				39		0社		44		0社				103		0社		111		0社				49		0社		57		0社				360		0社		310		0社				190		0社		195		0社				85		0社		92		0社								1,186				1,223

		主な対話の件数 シュタイワケンスウ
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経営ﾄｯﾌﾟ
との対話 ウチケイエイタイワ				内、
経営ﾄｯﾌﾟ
との対話 ウチケイエイタイワ		内、
社外取締役
との対話 ウチシャガイトリシマリヤクタイワ				内、
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との対話 ウチケイエイタイワ				内、
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経営ﾄｯﾌﾟ
との対話 ウチケイエイタイワ

		1 資本政策関連 シホンセイサクカンレン		0		0		0		45		7		62		22		0		100		40		101		12		0		113		17		2		1		0		8		3		2		1		0		5		2		197		45		0		162		33		93		20		0		88		18		490		75		0		548		77				資本政策関連 シホンセイサクカンレン		947		176		0		1,069		197

		2 経営戦略関連 ケイエイセンリャクカンレン		0		0		0		77		16		299		104		0		447		120		101		12		0		113		17		9		8		0		15		8		6		5		0		7		5		232		83		1		146		41		239		54		0		193		46		490		75		0		548		77				経営戦略関連 ケイエイセンリャクカンレン		1,376		341		1		1,546		330

		3 環境（ESGのE）関連 カンキョウカンレン		77		9		0		216		25		59		12		0		89		19		35		3		0		15		0		44		12		0		43		12		22		7		0		16		6		110		24		1		90		21		66		6		0		45		9		227		39		0		196		26				環境（ESGのE）関連 カンキョウカンレン		640		112		1		710		118

		4 社会（ESGのS）関連 シャカイカンレン		33		1		0		193		20		65		26		0		101		25		19		0		0		5		0		31		10		0		32		8		16		6		0		11		3		91		32		1		67		8		49		10		0		31		9		231		36		0		224		32				社会（ESGのS）関連 シャカイカンレン		535		121		1		664		105

		5 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ（ESGのG）関連 カンレン		260		36		1		328		45		40		13		0		54		14		44		1		0		10		0		80		27		0		72		22		42		14		0		37		14		378		76		9		264		43		186		22		2		179		17		346		65		0		257		37				ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ（ESGのG）関連 カンレン		1,376		254		12		1,201		192

		6 買収防衛策関連 バイシュウボウエイサクカンレン		30		2		1		39		2		1		0		0		6		1		0		0		0		0		0		11		6		0		18		9		3		1		0		6		3		19		2		1		33		3		5		0		1		16		0		0		0		0		5		1				買収防衛策関連 バイシュウボウエイサクカンレン		69		11		3		123		19

		7 情報公開関連 ジョウホウコウカイカンレン		0		0		0		0		0		15		4		0		15		5		0		0		0		0		0		64		18		0		37		9		30		8		0		16		4		118		18		0		84		9		71		16		0		74		10		13		13		0		0		0				情報公開関連 ジョウホウコウカイカンレン		311		77		0		226		37

		8 反社会的行為の防止関連 ハンシャカイテキコウイボウシカンレン		27		3		0		37		5		4		1		0		6		0		0		0		0		0		0		12		6		0		14		7		6		2		0		11		5		58		2		1		39		4		12		0		0		23		1		1		1		0		1		0				反社会的行為の防止関連 ハンシャカイテキコウイボウシカンレン		120		15		1		131		22

		9 その他 タ		192		20		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5		1		0		2		2		3		0		0		1		1		10		1		1		9		0		44		3		0		47		1		0		0		0		0		0				その他 タ		254		25		2		59		4

		合計 ゴウケイ		619		71		3		935		120		545		182		0		818		224		300		28		0		256		34		258		89		0		241		80		130		44		0		110		43		1,213		283		15		894		162		765		131		3		696		111		1,798		304		0		1,779		250				合計 ゴウケイ		5,628		1,132		21		5,729		1,024





外株

												作成運用機関名：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社																作成運用機関名：野村アセットマネジメント（18465-7003）																作成運用機関名：三井住友信託銀行株式会社（18465-7007）																作成運用機関名：みずほ信託銀行株式会社（18465-7009）																作成運用機関名：株式会社りそな銀行（18465-7011）

												本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド																				本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド

												358						社 シャ		384						社 シャ		72						社 シャ		77						社 シャ		256						社 シャ		315						社 シャ		1,265						社 シャ		1,204						社 シャ		1,709						社 シャ		1,421						社 シャ														3,660						社 シャ		3,401						社 シャ

		議決権行使の結果（本年度：平成31年4月～令和2年3月末決算企業、前年度：平成30年4月～平成31年3月末決算企業）																																																																																												議決権行使の結果（本年度：平成31年4月～令和2年3月末決算企業、前年度：平成30年4月～平成31年3月末決算企業）

		議案内容 ギアンナイヨウ										本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド								本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド										議案内容 ギアンナイヨウ										本年度 ホンネンド								前年度 ゼンネンド

												計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ														計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ		計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ

				A		取締役会・取締役に関する議案　　　　 　親議案ベース オヤギアン						698		529		169		24%		857		778		79		9%		765		660		105		14%		786		709		77		10%		488		442		46		9%		675		605		70		10%		9,333		8,957		376		4%		9,282		8,857		425		5%		1,750		1,481		269		15%		1,633		1,356		277		17%						A		取締役会・取締役に関する議案　　　　 　親議案ベース オヤギアン						13,034		12,069		965		7.4%		13,233		12,305		928		7.0%

										子議案ベース コギアン		3,469		3,223		246		7%		3,590		3,491		99		3%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		1,999		1,926		73		4%		2,592		2,483		109		4%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		11,236		10,711		525		5%		10,462		9,894		568		5%												子議案ベース コギアン		16,704		15,860		844		5.1%		16,644		15,868		776		4.7%

				B		監査役会・監査役に関する議案　　　　 　親議案ベース カンサヤクカイカンサヤクカンギアンオヤ						0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		331		328		3		1%		218		215		3		1%						B		監査役会・監査役に関する議案　　　　 　親議案ベース カンサヤクカイカンサヤクカンギアンオヤ						331		328		3		0.9%		218		215		3		1.4%

										子議案ベース コギアン		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		656		652		4		1%		421		418		3		1%												子議案ベース コギアン		656		652		4		0.6%		421		418		3		0.7%

				C		役員報酬等に関する議案 ヤクインホウシュウナドカンギアン						396		355		41		10%		409		362		47		11%		100		78		22		22%		105		85		20		19%		258		229		29		11%		333		295		38		11%		1,334		1,213		121		9%		1,398		1,232		166		12%		2,144		1,630		514		24%		2,082		1,657		425		20%						C		役員報酬等に関する議案 ヤクインホウシュウナドカンギアン						4,232		3,505		727		17.2%		4,327		3,631		696		16.1%

				D		剰余金の処分に関する議案 ジョウヨキンショブンカンギアン						27		27		0		0%		47		47		0		0%		12		10		2		17%		12		12		0		0%		26		26		0		0%		49		49		0		0%		456		453		3		1%		393		393		0		0%		959		950		9		1%		708		703		5		1%						D		剰余金の処分に関する議案 ジョウヨキンショブンカンギアン						1,480		1,466		14		0.9%		1,209		1,204		5		0.4%

				E		資本構造に関する議案 シホンコウゾウカンギアン						200		192		8		4%		268		258		10		4%		57		56		1		2%		59		58		1		2%		200		186		14		7%		262		232		30		11%		1,506		1,283		223		15%		1,606		1,358		248		15%		4,716		4,158		558		12%		4,132		3,639		493		12%						E		資本構造に関する議案 シホンコウゾウカンギアン						6,679		5,875		804		12.0%		6,327		5,545		782		12.4%

								うち敵対買収防衛策に関する議案 テキタイカンギアン				6		6		0		0%		12		11		1		8%		1		1		0		0%		0		0		0		0%		38		36		2		5%		48		45		3		6%		14		12		2		14%		13		13		0		0%		73		70		3		4%		89		81		8		9%										うち敵対買収防衛策に関する議案 テキタイカンギアン				132		125		7		5.3%		162		150		12		7.4%

								うち増減資に関する議案 ゾウゲンシカンギアン				6		6		0		0%		5		5		0		0%		41		40		1		2%		43		42		1		2%		96		89		7		7%		124		109		15		12%		592		388		204		34%		648		437		211		33%		1,575		1,186		389		25%		1,305		910		395		30%										うち増減資に関する議案 ゾウゲンシカンギアン				2,310		1,709		601		26.0%		2,125		1,503		622		29.3%

								うち第三者割当に関する議案 カンギアン				0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		0		0		0		0%		1		1		0		0%		1		1		0		0%		297		283		14		5%		437		419		18		4%		1,042		950		92		9%		794		757		37		5%										うち第三者割当に関する議案 カンギアン				1,340		1,234		106		7.9%		1,232		1,177		55		4.5%

								うち自己株式取得に関する議案 ジコカブシキシュトクカンギアン				51		51		0		0%		67		66		1		1%		15		15		0		0%		15		15		0		0%		46		46		0		0%		65		61		4		6%		381		381		0		0%		414		402		12		3%		641		638		3		0%		806		791		15		2%										うち自己株式取得に関する議案 ジコカブシキシュトクカンギアン				1,134		1,131		3		0.3%		1,367		1,335		32		2.3%

				F		事業内容の変更等に関する議案 ジギョウナイヨウヘンコウトウカンギアン						10		8		2		20%		19		18		1		5%		2		2		0		0%		5		5		0		0%		17		16		1		6%		20		20		0		0%		572		486		86		15%		469		448		21		4%		3,038		2,452		586		19%		2,026		1,685		341		17%						F		事業内容の変更等に関する議案 ジギョウナイヨウヘンコウトウカンギアン						3,639		2,964		675		18.5%		2,539		2,176		363		14.3%

				G		役職員のインセンティブ向上に関する議案 ヤクショクインコウジョウカンギアン						125		118		7		6%		111		100		11		10%		27		23		4		15%		15		13		2		13%		97		85		12		12%		99		89		10		10%		443		279		164		37%		481		280		201		42%		259		119		140		54%		251		106		145		58%						G		役職員のインセンティブ向上に関する議案 ヤクショクインコウジョウカンギアン						951		624		327		34.4%		957		588		369		38.6%

				H		その他議案 タギアン						760		544		216		28%		789		603		186		24%		189		174		15		8%		189		181		8		4%		484		406		78		16%		557		513		44		8%		4,650		4,143		507		11%		3,781		3,427		354		9%		6,582		6,250		332		5%		4,706		4,478		228		5%						H		その他議案 タギアン						12,665		11,517		1,148		9.1%		10,022		9,202		820		8.2%

												2,216		1,773		443		20%		2,500		2,166		334		13%		1,152		1,003		149		13%		1,171		1,063		108		9%		1,570		1,390		180		11%		1,995		1,803		192		10%		18,294		16,814		1,480		8%		17,410		15,995		1,415		8%		19,779		17,368		2,411		12%		15,756		13,839		1,917		12%														43,011		38,348		4,663		10.8%		38,832		34,866		3,966		10.2%

								うち、株主提案議案に関するもの（親議案ベース） オヤギアン				281		43		238		85%		266		56		210		79%		103		85		18		17%		106		86		20		19%		171		86		85		50%		188		109		79		42%		796		588		208		26%		652		488		164		25%		848		624		224		26%		743		566		177		24%										うち、株主提案議案に関するもの（親議案ベース） オヤギアン				2,199		1,426		773		35.2%		1,955		1,305		650		33.2%
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																										円グラフ用データ エンヨウ

																										↓

														計 ケイ		賛成 サンセイ		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ

								取締役会・取締役に関する議案（親議案） オヤギアン						6,325		4,140		2,131		33.7%						取締役会 トリシマリヤクカイ		37.0%		6,325

								取締役の選任 トリシマリヤクセンニン						42,418		33,984		8,007		18.9%						監査役会 カンサヤクカイ		16.4%		2,805

										取締役の選任　うち社外取締役 トリシマリヤクセンニンシャガイトリシマリヤク				15,630		12,569		2,900		18.6%						役員報酬 ヤクインホウシュウ		10.6%		1,816

								監査役会・監査役に関する議案（親議案） カンサヤクカイカンサヤクカンギアンオヤギアン						2,805		2,394		383		13.7%						剰余金処分 ジョウヨキンショブン		19.9%		3,407

								監査役の選任 カンサヤクセンニン						4,047		3,567		443		10.9%						資本構造 シホンコウゾウ		1.3%		229

										監査役の選任　うち社外監査役 カンサヤクセンニンシャガイカンサヤク				2,737		2,272		438		16.0%						事業変更 ジギョウヘンコウ		0.8%		131

								役員報酬 ヤクインホウシュウ						1,305		1,201		97		7.4%						ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ		4.8%		812

								役員賞与 ヤクインショウヨ						279		230		46		16.5%						その他 タ		9.2%		1,565

								退職慰労金 タイショクイロウキン						232		14		218		94.0%										17,090

								剰余金の処分に関する議案（資本準備金等の減少を伴う） ジョウヨキンショブンカンギアンシホンジュンビキンナドゲンショウトモナ						33		32		0		0.0%

								剰余金の処分に関する議案（資本準備金等の減少を伴わない） ジョウヨキンショブンカンギアンシホンジュンビキンナドゲンショウトモナ						3,374		3,292		50		1.5%

								資本構造に関する議案　うち買収防衛策 シホンコウゾウカンギアンバイシュウボウエイサク						118		7		111		94.1%

								資本構造に関する議案　うち減資・増資（第三者割当以外） シホンコウゾウカンギアンゲンシ						35		35		0		0.0%

								資本構造に関する議案　うち増資（第三者割当） シホンコウゾウカンギアンゾウシダイサンシャワリアテ						27		26		1		3.7%

								資本構造に関する議案　うち自己株式取得 シホンコウゾウカンギアンジコカブシキシュトク						12		0		12		100.0%

								資本構造に関する議案　その他 シホンコウゾウカンギアンタ						37		35		2		5.4%

								事業内容の変更等に関する議案 ジギョウナイヨウヘンコウトウカンギアン						131		131		0		0.0%

								役職員のインセンティブ向上に関する議案 ヤクショクインコウジョウカンギアン						812		694		104		12.8%

								定款変更 テイカンヘンコウ						1,301		991		298		22.9%

								取締役会の構成等 トリシマリヤクカイコウセイナド						124		109		12		9.7%

								その他議案 タギアン						140		136		4		2.9%

						合　計（親議案ベース） ゴウケイオヤギアン								17,090		13,467		3,469		20.3%

										うち、株主提案議案に関するもの（親議案ベース） オヤギアン				404		34		370		91.6%

										うち、気候関連の議案に関するもの（親議案ベース） キコウカンレンオヤギアン				21		7		14		66.7%





議決権行使_貼付
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						対話の内容 タイワナイヨウ				対話件数 タイワケンスウ								円グラフ用データ エンヨウ

										内、
経営ﾄｯﾌﾟ
との対話 ウチケイエイタイワ		内、
社外取締役
との対話 ウチシャガイトリシマリヤクタイワ						↓

						資本政策関連 シホンセイサクカンレン		961		218		5						資本政策 シホンセイサク		12.4%

						経営戦略関連 ケイエイセンリャクカンレン		2,109		634		17						経営戦略 ケイエイセンリャク		27.2%

						環境（ESGのE）関連 カンキョウカンレン		1,102		230		9						環境関連 カンキョウカンレン		14.2%

						社会（ESGのS）関連 シャカイカンレン		1,006		240		10						社会関連 シャカイカンレン		13.0%

						ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ（ESGのG）関連 カンレン		1,565		332		27						ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ		20.2%

						買収防衛策関連 バイシュウボウエイサクカンレン		79		21		3						買収防衛策 バイシュウボウエイサク		1.0%

						情報公開関連 ジョウホウコウカイカンレン		648		139		4						情報公開 ジョウホウコウカイ		8.4%

						反社会的行為の防止関連 ハンシャカイテキコウイボウシカンレン		89		17		3						反社会的 ハンシャカイテキ		1.1%

						その他 タ		196		15		3						その他 タ		2.5%

						合計 ゴウケイ		7,755		1,846		81
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																										円グラフ用データ エンヨウ

																										↓

						議案内容 ギアンナイヨウ								本年度 ホンネンド

														計 ケイ		賛成 サンセイ		棄権 キケン		反対 ハンタイ		反対比率 ハンタイヒリツ

								取締役会・取締役に関する議案　　 　親議案ベース オヤギアン						14,317		13,011		7		1,299		9.1%				取締役会 トリシマリヤクカイ		28.4%

												子議案ベース コギアン		17,179		16,144		2		1,033		6.0%				監査役会 カンサヤクカイ		0.7%

								監査役会・監査役に関する議案　　 　親議案ベース カンサヤクカイカンサヤクカンギアンオヤ						372		346		5		21		5.6%				役員報酬 ヤクインホウシュウ		11.6%

												子議案ベース コギアン		675		646		0		29		4.3%				剰余金処分 ジョウヨキンショブン		3.7%

								役員報酬等に関する議案 ヤクインホウシュウナドカンギアン						5,824		4,557		20		1,247		21.4%				資本構造 シホンコウゾウ		16.3%

								剰余金の処分に関する議案 ジョウヨキンショブンカンギアン						1,878		1,864		2		12		0.6%				事業変更 ジギョウヘンコウ		7.4%

								資本構造に関する議案 シホンコウゾウカンギアン						8,221		7,247		91		883		10.7%				ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ		2.2%

										うち敵対買収防衛策に関する議案 テキタイカンギアン				133		114		0		19		14.3%				その他 タ		29.6%

										うち増減資に関する議案 ゾウゲンシカンギアン				2,936		2,345		0		591		20.1%

										うち第三者割当に関する議案 カンギアン				1,820		1,673		0		147		8.1%

										うち自己株式取得に関する議案 ジコカブシキシュトクカンギアン				1,295		1,269		0		26		2.0%

								事業内容の変更等に関する議案 ジギョウナイヨウヘンコウトウカンギアン						3,745		3,108		0		637		17.0%

								役職員のインセンティブ向上に関する議案 ヤクショクインコウジョウカンギアン						1,119		663		2		454		40.6%

								その他議案 タギアン						14,920		13,420		15		1,485		10.0%

												合  計 ゴウケイ		50,396		44,216		142		6,038		12.0%

										うち、株主提案議案に関するもの（親議案ベース） オヤギアン				2,462		1,686		14		762		31.0%

										うち、気候関連の議案に関するもの（親議案ベース） キコウカンレンギアンカンオヤギアン				145		83		1		61		42.1%

										うち、気候関連の議案に関するもの（親議案ベース） キコウカンレンギアンカンオヤギアン
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						対話の内容 タイワナイヨウ				対話件数 タイワケンスウ						円グラフ用データ エンヨウ

										内、
経営ﾄｯﾌﾟ
との対話 ウチケイエイタイワ						↓

						資本政策関連 シホンセイサクカンレン		13		5						資本政策 シホンセイサク		0.3%

						経営戦略関連 ケイエイセンリャクカンレン		604		14						経営戦略 ケイエイセンリャク		14.8%

						環境（ESGのE）関連 カンキョウカンレン		894		19						環境関連 カンキョウカンレン		21.9%

						社会（ESGのS）関連 シャカイカンレン		717		38						社会関連 シャカイカンレン		17.6%

						ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ（ESGのG）関連 カンレン		1,520		47						ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ		37.3%

						情報公開関連 ジョウホウコウカイカンレン		261		21						情報公開 ジョウホウコウカイ		6.4%

						その他 タ		70		8						その他 タ		1.7%

						合計 ゴウケイ		4,079		152
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（ｳ） エンゲージメント活動の事例

対話項目 企業 具体的な内容

資本政策
東証一部
食料品

対話
財務体質に対する懸念が広がっている可能
性があり、財務健全性の目標と時間軸を示
す必要性を指摘。

成果
議論の軸となる財務目標を会社側が明示し
た。

経営戦略
東証一部
情報・通信

対話
M&Aにより子会社化したものの、シナジー効
果も見られておらず、連結化による単なる利
益の取り込みにとどまっていることを指摘。

成果 同社株式を全売却し関係性を精算。

環境問題
東証一部

機械

対話
連結ベースでのSCOPE1～3合計GHG排出
量の算定と開示、カーボンニュートラル化に
向けた施策策定の必要性を指摘。

成果
SCOPE1～3GHG排出量開示に至るスケ
ジュール、カーボンニュートラル化の方針が
明確化。

社会問題
東証一部
情報・通信

対話
自社製品等の創出力強化の鍵となる、創造
的な人材を育成する施策を導入する必要性
を指摘。

成果

グループ制作会社の正社員化の推進など人
事待遇面を強化することで挑戦しやすい環
境整備や、開発投資枠の設定などモチベー
ション向上に向けた取り組みを開始した。

対話項目 企業 具体的な内容

コーポレート
ガバナンス

東証一部
機械

対話

ESG関連ビジネスが大きな柱に成長してきて
いるにも拘らず事業構造改革が進まないた
め、強い現状維持バイアスを払拭していく必
要性について議論。

成果

経営改革の必要性について継続的に議論し
てきた結果、長らく続いた会長兼社長の一極
集中体制から、会長と社長の役割を明確に
する体制への移行が実現。

買収防衛策
東証一部

鉄鋼

対話
議決権行使基準に従い、買収防衛策継続議
案が上程された場合は賛成票を投じがたい
ことをミーティングにて表明。

成果
会社がプレスリリースを行い非継続とするこ
とを発表。

情報公開
東証一部

化学

対話

気候変動問題に関するTCFD提言に沿った
情報開示を行っていることを評価した上で、
より評価されるためには原単位の温室効果
ガス削減目標ではなく総排出量を示すことが
必要であると指摘。

成果
当該企業から、課題として認識しており実効
性のある目標設定に着手しているとの回答。
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（４） ＥＳＧ投資
ア ＥＳＧ投資への取組み

当組合は年金資金を長期間で運用することから、投資において、短期的・財務的な要素だけではなく、ＥＳＧを含めた
持続的・非財務的な要素に着目することによって、長期的なリターン最大化を目指すことができるものと考えております。

当組合では、投資先の持続的成長と資産価値向上を通じた投資リターンの向上を図るとともに、環境問題や人権・雇用
といった社会的課題を解決するための後押しをすることによって、最終受益者のため資産価値を長期的に増大させるとい
う受託者責任と、公的年金としての社会的責任の両立を果たすことができると考えます。

イ 当組合の投資状況
当組合では、平成２９年４月から、国内株式においてＥＳＧファンドへの投資を開始しています。

厚生年金保険事業の実施機関積立金の管理及び運用に係る基本的な方針（抜粋）

第１ 実施機関積立金の管理及び運用の基本的な方針

７ 非財務的要素を考慮した投資
組合は、実施機関積立金の運用において、投資先及び市場全体の持続的成長が、運用資産の長期的な投資収益の拡大

に必要であるとの考え方を踏まえ、被保険者の利益のために長期的な収益を確保する観点から、財務的な要素に加えて、ＥＳ
Ｇ（環境、社会、ガバナンス）を含めた非財務的要素を考慮した投資を推進することについて、個別に検討した上で、必要な取
組を実施する。

※平成２７年９月３０日制定
令和 ２年３月３１日変更



１３ 運用受託機関等の管理・評価
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（１） 運用受託機関構成（マネージャー・ストラクチャー）の見直しについて

国内株式運用及び外国株式運用について見直した結果、新たに国内株式アクティブ運用及び外国株式アクティブ運用を
採用し、運用スタイルの分散を進めました。

（２） 運用受託機関の管理・評価
運用受託機関から、月次で運用状況に関する報告書を提出を受けるとともに、四半期毎に運用結果の総括及び今後の

運用方針等に関する報告書を提出を求めています。このほか、原則として半期に一度、運用結果の総括及び今後の運用
方針等についての詳細なヒアリングを実施しています。その際に、改善が必要であると判断した運用受託機関については、
改善を求めています。

また、運用受託機関毎に定量評価及び定性評価を合わせた総合評価を年次で実施しています。

（３） 資産管理機関の管理・評価
資産管理機関については、ヒアリング等を通して資産管理状況及び事務対応の正確性等をモニタリングしています。



１４ 有価証券報告書虚偽記載に伴う訴訟
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（１） フォルクスワーゲンAG及びポルシェSE
当組合が委託した信託財産の運用において、信託銀行が取得したフォルクスワーゲンAGの普通株式等に関して、

同社による排気ガス規制不正行為に関連する情報開示違反により損害を被りました。
このため、信託銀行において平成２８年９月１９日に海外の代理人がフォルクスワーゲンAG及び同社の支配株主

であるポルシェSEに対して提起した損害賠償請求の集団訴訟に参加しています。

（２） 株式会社東芝
当組合が委託した信託財産の運用において、信託銀行が取得した株式会社東芝の普通株式に関して、同社に

よる有価証券報告書の虚偽記載により損害を被りました。
このため、信託銀行において平成２９年３月３１日に共同で本件虚偽記載に関する損害賠償請求の訴訟を提起

しています。



１ ガバナンス体制等
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【第２部 警察共済組合の組織体制と資金運用】

（１） 組織

当組合は、警察庁の職員、地方警務官、都道府県警察の職員及び組合の役職員等を組合員とし、本部のほか、警察

庁、皇宮警察、警視庁及び道府県警察本部内に各支部（４９支部）が置かれています。

役員は、令和４年４月１日現在、理事長、理事５名（うち非常勤３名）及び監事３名（うち非常勤２名）の９名となって

います。

本部の組織は、総務部（総務課、企画課、経理課、資金運用課及び情報システムセンター）、年金部（年金企画課、

年金審査課、年金給付課及び年金相談センター）、福祉部（保健医療課、福祉施設課及び福祉開発課）及び監査室が

設けられています。

（２） 警察共済組合運営審議会
当組合の業務は、理事長が組合を代表し、その業務を執行するものとされていますが、共済組合制度が組合員と国

又は地方公共団体の分担拠出による社会保険制度であることを考慮し、かつ、組合員の意思を業務に反映させる必要
があることから、組合の業務の重要な事項を審議するため、警察共済組合運営審議会（以下「運営審議会」という。）が
置かれています。

なお、積立金の管理及び運用に関しては、 「基本ポートフォリオの設定及び見直し」、「リスク管理の実施方針及びリス
ク管理の状況」、「各年度の運用収益やリスクなど管理及び運用実績の状況等」及び「専門人材の強化・育成その他組合
積立金の管理及び運用に関し重要な事項」について、運営審議会に報告することとなっています。

○ 構成
委員１６名。委員の任期は２年で、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者の

うちから、主務大臣（内閣総理大臣）が任命します。ただし、委員の半数は、組合員を代表する者でなければならない
とされています。

○ 任務
「定款の変更」、「運営規則の作成及び変更」、「毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算」及び「重要な財産の

処分及び重大な債務の負担」については、運営審議会の議を経なければならないこととされており、また、理事長の諮
問に応じて組合の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議することができる
こととされています。
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（３） 警察共済組合の資金運用体制

当組合においては、積立金の管理及び運用業務を総務部資金運用課が所掌しており、業務上の余裕金を安全かつ効

率的に運用し、もって組合事業の適正な運営に資するため、本部に警察共済組合本部資金運用委員会（以下「資金運

用委員会」という。）を置いています。資金運用委員会は、理事長が招集し、運用計画、基本方針、運用状況、リスク管理

など資金運用に関する重要な事項を審議しています。

また、理事長の諮問機関として、経済、金融、資金運用の学識経験を有する委員をもって組織する警察共済組合本部

資金運用基本問題研究会を設置し、積立金の管理及び運用に関する次の重要な事項等について、検討を行い、その結

果を理事長に答申しています。

○ 資金運用計画

○ 基本方針

○ 運用状況

○ リスク管理など

なお、積立金の管理及び運用に関する次の重要な事項については、運営審議会に報告することとしています。

○ 基本ポートフォリオの設定及び見直し

○ リスク管理の実施方針及びリスク管理の状況

○ 各年度の運用収益やリスク管理及び運用実績の状況

○ 専門人材の強化・育成

○ その他積立金の管理及び運用に関し重要な事項



35

警察共済組合の資金運用体制

重要事項の審議

　・ 定款

　・ 予算、事業計画

　・ 決算　など

　　専門的知識の活用

・運用計画

・基本方針

・運用状況

・リスク管理　など ・運用計画

・基本方針

・運用状況

・リスク管理　など

警察共済組合

警察共済組合運営審議会

監事

事務局長

監査室総務部

資金運用課

基本問題研究会
理事長

（金融・経済等の専門家）

理　　事資金運用委員会

諮問

答申

諮問建議

業務の監査

連携



２ 警察共済組合本部資金運用基本問題研究会
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当組合は、経済、金融、資金運用等の学識経験又は実務経験を有する者で構成する警察共済組合本部資金
運用基本問題研究会を設置しています。

基本方針の策定及び変更等厚生年金保険給付組合積立金の管理及び運用に係る専門的事項については、
当該研究会において意見を聴き、助言を受けることとしています。

委員名簿 （令和４年３月３１日時点）

伊藤敬介 みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社取締役

德島勝幸 株式会社ニッセイ基礎研究所取締役金融研究部研究理事年金研究部長兼年金総合リサーチセンター長兼
ESG推進室長

○ 米澤康博 早稲田大学名誉教授

・ ５０音順、敬称略
・ ○は会長
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警察共済組合本部資金運用基本問題研究会の開催状況（令和３年度）

第１９回
令和３年１２月９日～１０日

※持ち回り開催
外国債券に係る政策ベンチマークへの中国国債の組入れへの対応について、「厚生年金保険事業の実施機関積立金の管理及び運用に係る
基本的な方針」等の変更について

第２０回 令和４年３月２３日

業務上の余裕金の資金運用結果（令和３年度第３四半期確報）、各積立金の運用に係るリスク管理状況（令和３年１２月末時点）、オルタナティ
ブ資産への投資について、資産構成割合の管理について、ＴＣＦＤへの賛同表明について、「警察共済組合コーポレートガバナンス原則」及び
「警察共済組合株主議決権行使ガイドライン」の変更について、令和３年度におけるスチュワードシップ活動の報告、令和３年度における取組結
果、令和４年度における取組計画

開催日 主な内容

第１８回 令和３年７月７日 各積立金の運用に係るリスク管理状況（令和３年３月末時点）、基本ポートフォリオの検証結果、基本ポートフォリオの管理方針
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３ 厚生年金保険給付組合積立金の運用に関する基本的な考え方

被用者年金制度一元化に伴い、厚生年金保険給付組合積立金 （＝厚生年金保険事業の実施機関積立金 ）の管理及
び運用は、年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、
地方公務員共済組合連合会 （以下「管理運用主体」といいます。）及び警察共済組合を含む地方公務員の各共済組合で

引き続き行われますが、厚生年金の共通財源としての一体性を確保し、長期的な観点で、安全かつ効率的に管理及び運
用を行う必要があることから、共通の積立金基本指針（平成２６年７月３日総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省告示
第１号）に基づき、各々運用することとなりました。

まず、管理運用主体が共同して、積立金の資産構成の目標であるモデルポートフォリオを定めることとされました。続い

て各管理運用主体では、積立金基本指針及びモデルポートフォリオに適合する形で管理運用の方針及び基本ポートフォリ
オを定めることとされました。

なお、地方公務員共済組合は、各共済組合が積立金の管理及び運用を行うことから、地方公務員共済組合連合会が定

めた地方公務員共済全体に係る管理運用の方針及び基本ポートフォリオに適合した形で、各共済組合の積立金の管理及
び運用に係る基本方針及び基本ポートフォリオを定めることになります。

当組合においては、平成２７年９月３０日に主務大臣である内閣総理大臣の承認を得て、「厚生年金保険事業の実施機
関積立金の管理及び運用に係る基本的な方針」を定め、その中で基本ポートフォリオを定めました。

※基本ポートフォリオについては、令和元年度に見直しを行い、令和２年度から見直し後のポートフォリオを適用していま
す。
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当組合では、厚生年金保険事業の実施機関積立金の管理及び運用を適切に行うための基本的な方針を次のとおり
定めています。

厚生年金保険事業の実施機関積立金の管理及び運用に係る基本的な方針（抜粋）

第１ 実施機関積立金の管理及び運用の基本的な方針
１ 管理及び運用の目的

実施機関積立金の管理及び運用は、実施機関積立金が厚生年金保険の被保険者から徴収された保険料の一
部であり、かつ、将来の年金給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら厚生年金保険（厚生年金
保険法（昭和２９年法律第１１５号。以下「厚年法」という。）第７９条の３第３項の規定により法の目的に沿って運用
する場合においては、厚生年金保険）の被保険者の利益のために長期的な観点から安全かつ効率的に行うことに
より、将来にわたって厚生年金保険事業の運営の安定に資することを目的として行う。

２ 運用の目標
組合は、次の事項を達成することを運用の目標とする。
ア 地方公務員共済組合連合会が定める厚生年金保険事業の管理積立金に関する管理運用の方針（以下「管

理運用の方針」という。）において運用目標とする運用利回り（積立金の運用利回りから名目賃金上昇率を差し
引いたものをいう。）を最低限のリスクで確保すること。

イ 資産の運用を委託する機関（以下「運用受託機関」という。）の選定、管理及び評価を適切に実施すること等
により、各年度における資産全及び各資産のベンチマーク収益率を確保するよう努めるとともに、長期的に資産

全体及び各資産のベンチマーク収益率を確保すること。



平成２７年度下半期 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

0.11 3.85 5.96 1.45 ▲ 4.48 22.24 5.52

0.57 6.14 7.34 2.12 ▲ 4.83 24.83 5.47

▲ 0.47 ▲ 2.29 ▲ 1.38 ▲ 0.68 0.35 ▲ 2.60 0.04

修正総合収益率

複合ベンチマーク収益率

超過収益率

【第３部 資料編】
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１ 運用利回り等の推移（資産全体）



国内債券

平成２７年度下半期 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

4.01 ▲ 1.07 1.08 1.84 0.03 ▲ 0.66 ▲ 1.06

4.84 ▲ 1.15 0.90 1.89 ▲ 0.18 ▲ 0.70 ▲ 1.22

▲ 0.83 0.08 0.18 ▲ 0.06 0.20 0.04 0.15

修正総合収益率 6.15 ▲ 1.02 0.47 0.94 ▲ 0.16 ▲ 0.85 ▲ 1.09

ベンチマーク収益率 4.84 ▲ 1.15 0.90 1.89 ▲ 0.18 ▲ 0.70 ▲ 1.22

超過収益率 1.31 0.13 ▲ 0.43 ▲ 0.95 0.01 ▲ 0.15 0.12

パッシブ比率 75.63 74.39 67.63 59.22 59.11 40.53 35.26

修正総合収益率 3.55 ▲ 1.30 4.06 3.31 0.30 ▲ 0.83 ▲ 1.64

ベンチマーク収益率 4.84 ▲ 1.15 0.90 1.89 ▲ 0.18 ▲ 0.70 ▲ 1.22

超過収益率 ▲ 1.29 ▲ 0.15 3.15 1.42 0.48 ▲ 0.13 ▲ 0.42

アクティブ比率 24.37 25.61 32.37 40.78 40.89 59.47 64.74

超過収益率

パッシブ運用

アクティブ運用

修正総合収益率

ベンチマーク収益率

２ 運用利回り等の推移（債券運用）
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（注１） ヘッジ付き外貨建て債券は、国内債券に含めています。
（注２） 各資産の修正総合収益率には、リバランスに伴う現物移管等の影響が含まれています。



外国債券

平成２７年度下半期 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

▲ 2.50 ▲ 5.28 4.37 2.41 4.35 4.80 1.85

▲ 2.58 ▲ 5.41 4.23 2.46 4.37 5.43 1.89

0.08 0.13 0.14 ▲ 0.06 ▲ 0.02 ▲ 0.63 ▲ 0.04

修正総合収益率 ▲ 1.67 ▲ 5.21 4.41 2.30 4.58 4.51 1.65

ベンチマーク収益率 ▲ 2.58 ▲ 5.41 4.23 2.46 4.37 5.43 1.89

超過収益率 0.91 0.20 0.18 ▲ 0.16 0.21 ▲ 0.92 ▲ 0.24

パッシブ比率 80.98 81.02 79.44 76.61 76.78 84.58 80.14

修正総合収益率 ▲ 3.72 ▲ 5.57 4.19 2.78 3.60 6.17 2.63

ベンチマーク収益率 ▲ 2.58 ▲ 5.41 4.23 2.46 4.37 5.43 1.89

超過収益率 ▲ 1.14 ▲ 0.16 ▲ 0.04 0.32 ▲ 0.77 0.74 0.75

アクティブ比率 19.02 18.98 20.56 23.39 23.22 15.42 19.86

超過収益率

パッシブ運用

アクティブ運用

修正総合収益率

ベンチマーク収益率

42

（注） 各資産の修正総合収益率には、リバランスに伴う現物移管等の影響が含まれています。



国内株式

平成２７年度下半期 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

▲ 4.08 15.43 14.85 ▲ 5.33 ▲ 9.20 41.94 1.86

▲ 3.39 14.69 15.87 ▲ 5.04 ▲ 9.50 42.13 1.99

▲ 0.69 0.74 ▲ 1.02 ▲ 0.29 0.30 ▲ 0.19 ▲ 0.13

修正総合収益率 ▲ 2.72 14.60 14.58 ▲ 4.90 ▲ 9.32 36.18 ▲ 0.15

ベンチマーク収益率 ▲ 3.39 14.69 15.87 ▲ 5.04 ▲ 9.50 42.13 1.99

超過収益率 0.67 ▲ 0.09 ▲ 1.28 0.13 0.19 ▲ 5.95 ▲ 2.14

パッシブ比率 73.10 72.56 71.20 71.53 71.42 65.62 65.65

修正総合収益率 ▲ 4.66 17.67 15.47 ▲ 6.38 ▲ 8.90 56.16 5.76

ベンチマーク収益率 ▲ 3.39 14.69 15.87 ▲ 5.04 ▲ 9.50 42.13 1.99

超過収益率 ▲ 1.27 2.98 ▲ 0.40 ▲ 1.34 0.60 14.03 3.78

アクティブ比率 26.90 27.44 28.80 28.47 28.58 34.38 34.35

超過収益率

パッシブ運用

アクティブ運用

修正総合収益率

ベンチマーク収益率

３ 運用利回り等の推移（株式運用）
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（注） 各資産の修正総合収益率には、リバランスに伴う現物移管等の影響が含まれています。



外国株式

平成２７年度下半期 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

▲ 1.71 15.39 8.90 7.83 ▲ 12.94 59.28 18.25

▲ 0.80 14.77 9.81 8.33 ▲ 13.31 60.21 19.38

▲ 0.91 0.62 ▲ 0.91 ▲ 0.50 0.36 ▲ 0.93 ▲ 1.13

修正総合収益率 ▲ 0.25 15.70 8.93 7.23 ▲ 12.80 53.23 19.64

ベンチマーク収益率 ▲ 0.80 14.77 9.81 8.33 ▲ 13.31 60.21 19.38

超過収益率 0.55 0.93 ▲ 0.88 ▲ 1.10 0.51 ▲ 6.98 0.26

パッシブ比率 75.53 79.00 80.42 82.22 81.29 71.34 67.86

修正総合収益率 ▲ 1.12 14.34 8.80 10.52 ▲ 13.57 84.01 15.09

ベンチマーク収益率 ▲ 0.80 14.77 9.81 8.33 ▲ 13.31 60.21 19.38

超過収益率 ▲ 0.32 ▲ 0.43 ▲ 1.01 2.19 ▲ 0.27 23.80 ▲ 4.29

アクティブ比率 24.47 21.00 19.58 17.78 18.71 28.66 32.14

超過収益率

パッシブ運用

アクティブ運用

修正総合収益率

ベンチマーク収益率
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（注） 各資産の修正総合収益率には、リバランスに伴う現物移管等の影響が含まれています。



H27年度

（下半期）
H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 5年平均

0.11% 3.85% 5.96% 1.45% ▲4.48% 22.24% 5.52% 5.78%

0.25% 0.03% 0.41% 0.95% 0.70% ▲0.51% 1.26% 0.56%

▲0.14% 3.82% 5.53% 0.49% ▲5.14% 22.87% 4.21% 5.19%

名目運用利回り

名目賃金上昇率

実質的な運用利回り

４ 実質的な運用利回りの推移

・ 実質的な運用利回りの推移（被用者年金一元化以降）

地共済では、厚生年金保険事業の管理積立金に関する管理運用の方針において、運用の目標として、「管理積立金
の運用は、（中略）必要となる積立金の実質的な運用利回り（積立金の運用利回りから名目賃金上昇率を差し引いたも
のをいう。）を最低限のリスクで確保するよう、基本ポートフォリオを定め、これを適切に管理する。」と定めています。

なお、令和２年における基本ポートフォリオ見直しに際しての前提条件として、目標運用利回りを実質的な運用利回り１
．７％としたところです。
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（注１）名目運用利回りは、運用手数料控除後のものです。

（注２）平成27年度は、下半期（平成27年10月～平成28年3月）の期間率です。

（注３）平成27年度の名目賃金上昇率は、厚生労働省から提供された数値を２で除したものです。

（注４）平均は、被用者年金一元化以降の収益率を年率換算したものです。



・（参考）実質的な運用利回りの推移（直近１５年間）

年金積立金は、長期的な運用を行うものであり、その運用状況も長期的に判断することが必要です。

（注１）平成２７年度は、年度途中（平成２７年１０月）に被用者年金一元化があったことから、年度を通しての名目運用利回りが算出できないため、上半期

（長期給付積立金）及び下半期（厚生年金保険給付調整積立金）の名目運用利回りにより、参考数値として機械的に推計したものです。

（注２）平成２６年度以前の名目賃金上昇率は、「平成２６年度年金積立金運用報告書」（平成２７年９月厚生労働省）より引用した数値です。

（注３）平成２７年度以降の名目賃金上昇率は、厚生労働省から提供された平成２４年法律第６３号による改正後の厚生年金保険法における第一号厚生年金被保険者

に係る数値です。

45

H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 5年平均 10年平均 15年平均

▲3.04% ▲7.36% 7.19% ▲0.56% 2.66% 9.15% 8.05% 10.44% ▲3.38% 3.85% 5.96% 1.45% ▲4.48% 22.24% 5.52% 5.78% 5.64% 3.61%

▲0.07% ▲0.26% ▲4.06% 0.68% ▲0.21% 0.21% 0.13% 0.99% 0.50% 0.03% 0.41% 0.95% 0.70% ▲0.51% 1.26% 0.56% 0.47% 0.04%

▲2.97% ▲7.12% 11.73% ▲1.23% 2.88% 8.92% 7.91% 9.36% ▲3.86% 3.82% 5.53% 0.49% ▲5.14% 22.87% 4.21% 5.19% 5.15% 3.56%

名目運用利回り

名目賃金上昇率

実質的な運用利回り



平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

パッシブ 75.63% 74.39% 67.63% 59.22% 59.11% 40.53% 35.26%

アクティブ 24.37% 25.61% 32.37% 40.78% 40.89% 59.47% 64.74%

パッシブ 73.10% 72.56% 71.20% 71.53% 71.42% 65.62% 65.65%

アクティブ 26.90% 27.44% 28.80% 28.47% 28.58% 34.38% 34.35%

パッシブ 80.98% 81.02% 79.44% 76.61% 76.78% 84.58% 80.14%

アクティブ 19.02% 18.98% 20.56% 23.39% 23.22% 15.42% 19.86%

パッシブ 75.53% 79.00% 80.42% 82.22% 81.29% 71.34% 67.86%

アクティブ 24.47% 21.00% 19.58% 17.78% 18.71% 28.66% 32.14%

国内株式

国内債券

外国株式

外国債券

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

パッシブ 4,443 3,960 3,634 2,928 2,923 1,367 1,074

アクティブ 1,432 1,363 1,739 2,016 2,022 2,006 1,973

パッシブ 1,911 2,194 2,484 2,361 2,139 2,936 2,995

アクティブ 703 830 1,005 940 856 1,538 1,567

パッシブ 2,093 1,983 1,870 1,630 1,705 3,004 3,492

アクティブ 492 464 484 498 516 548 865

パッシブ 1,432 1,999 2,385 2,980 2,407 3,382 3,370

アクティブ 464 531 581 644 554 1,359 1,597

746 1,010 989 1,036 1,143 1,217 998

13,715 14,335 15,171 15,032 14,263 17,357 17,930

国内債券

外国債券

国内株式

短期資産

合計

外国株式

５ 資産別、アクティブ・パッシブ別運用資産額、割合の推移
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・資産別、アクティブ・パッシブ別運用資産額

・資産別、アクティブ・パッシブ別割合

（注） 国内債券アクティブの残高には、ヘッジ付き外貨建て債券を含みます。



解約
新規
採用

年度末 解約
新規
採用

年度末 解約
新規
採用

年度末 解約
新規
採用

年度末 解約
新規
採用

年度末 解約
新規
採用

年度末 解約
新規
採用

年度末

パッシブ 2 2 2 2 2 1 1 0 0 1

アクティブ 5 5 5 2 7 1 2 8 8 0 0 8

パッシブ 2 2 2 2 2 2 0 0 2

アクティブ 4 4 1 3 6 6 6 4 10 1 3 12

パッシブ 1 1 1 1 1 1 0 0 1

アクティブ 3 3 3 3 3 3 0 2 5

パッシブ 2 2 2 2 2 2 0 0 2

アクティブ 3 3 3 3 3 5 8 0 3 11

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 22 0 0 22 1 3 24 0 2 26 1 2 27 1 9 35 1 8 42

4 4 4 4 4 4 0 0 4

合計

令和３年度令和２年度令和元年度

資産管理機関

平成２９年度

国内株式

平成２７年度
（一元化以降）

平成２８年度

国内債券

平成３０年度

外国債券

外国株式

オルタナティブ

６ 資産別、アクティブ・パッシブ別ファンド数の推移（平成２７年１０月以降）
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(単位：億円）

手数料 手数料率 手数料 手数料率 手数料 手数料率 手数料 手数料率 手数料 手数料率 手数料 手数料率 手数料 手数料率

国内債券 1 0.01% 1 0.03% 2 0.03% 2 0.04% 2 0.05% 2 0.07% 2 0.07%

国内株式 1 0.02% 1 0.05% 2 0.05% 2 0.05% 2 0.06% 2 0.04% 3 0.07%

外国債券 1 0.03% 1 0.05% 1 0.04% 1 0.05% 1 0.05% 1 0.04% 2 0.05%

外国株式 1 0.03% 1 0.06% 2 0.05% 2 0.05% 2 0.06% 2 0.04% 5 0.10%

令和３年度平成２９年度 平成３０年度 令和２年度令和元年度平成２７年度 平成２８年度

７ 運用手数料の推移
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（注１） 数値は、年金制度が厚生年金保険制度に一元化された平成２７年１０月以降のものです。
（注２） 手数料率は、平成２７年度については、１年間の料率の１／２としています。
（注３） 手数料は、信託銀行等への管理報酬が含まれており、億円未満を四捨五入しています。



(単位：億円）

運用手法
運用受託機関名
（再委託先等）

ﾏﾈｼﾞｬｰ・
ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ

時価
総額

アセットマネジメントOne WGBI 287
日興アセットマネジンメント WGBI 123
野村アセットマネジメント WGBI 251
フィデリティ投信（フィデリティ・インスティテューショナル・アセッ
ト・マネジメント）

BGA 103

みずほ信託銀行（TCWアセット・マネジメント・カンパニー・エル
エルシー）

BGA 101

外国債券
パッシブ

三菱ＵＦＪ信託銀行 WGBI 3,492

(単位：億円）

運用手法
運用受託機関名
（再委託先等）

ﾏﾈｼﾞｬｰ・
ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ

時価
総額

アセットマネジメントOne（フィッシャー・アセット・マネジメント・エ
ルエルシー）

MSCI-A 106

アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン（アリアンツ・
グローバル・インベスターズGmｂH）

MSCI-A 107

ウエリントン・マネージメント・ジャパン・ピーティーイー・リミテッ
ド（ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー）

MSCI-A 104

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ（ステート・スト
リート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー等）

MSCI-K 146

ニッセイアセットマネジメント（サンダース・キャピタル・エルエル
シー）

MSCI-A 191

ニッセイアセットマネジメント（ノルディア・インベストメント・マネ
ジメント・アーベー）

MSCI-A 105

野村アセットマネジメント MSCI-K 352
三井住友信託銀行（三井住友トラスト・アセットマネジメント） MSCI-K 260
ＰＧＩＭジャパン（ジェニソン・アソシエイツLLC） MSCI-A 51
三菱ＵＦＪ信託銀行（ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ） MSCI-K 52
東京海上アセットマネジメント（スレッドニードルアセットマネジメ
ント）

MSCI-A 123

みずほ信託銀行（アセットマネジメントＯｎｅ） MSCI-A 1,701
りそな銀行（りそなアセットマネジメント） MSCI-A 1,670

(単位：億円）
管理手法 資産管理機関名 時価総額

みずほ信託銀行 2,690
三井住友信託銀行 4,561
三菱ＵＦＪ信託銀行 4,714
りそな銀行 4,967

資産管理

外国債券
アクティブ

外国株式
パッシブ

外国株式
アクティブ

８ 運用受託機関別運用資産額一覧表（令和３年度末）
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（注１）運用受託機関、資産管理機関の記載順序は５０音順です。
（注２）同一運用手法において複数の運用を受託している運用受託機関は、名称末尾に運用
開始順にローマ数字を付記しています。
（注３）運用受託機関、資産管理機関の時価総額には、短期資産を含みます。
（注４）資産管理機関の時価総額には、解約ファンドの未収入金等を除いています。

(単位：億円）

運用手法
運用受託機関名
（再委託先等）

ﾏﾈｼﾞｬｰ・
ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ

時価
総額

アセットマネジメントOne BPI-総 240
アムンディ・ジャパンⅠ BPI-総 120
アムンディ・ジャパンⅡ - 176
ＭＵ投資顧問 BPI-総 389
三井住友DSアセットマネジメントⅠ BPI-総 122
三井住友DSアセットマネジメントⅡ - 181
みずほ信託銀行（アセットマネジメントOne） BPI-総 386
三井住友信託銀行（三井住友トラスト・アセットマネジメント） BPI-総 359

国内債券
パッシブ

みずほ信託銀行（アセットマネジメントＯｎｅ） BPI-総 1,074

(単位：億円）

運用手法
運用受託機関名
（再委託先等）

ﾏﾈｼﾞｬｰ・
ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ

時価
総額

アセットマネジメントOne TOPIX 47
ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ（ハリス・アソシエ
イツ）

TOPIX 49

日興アセットマネジメントⅠ TOPIX 350
日興アセットマネジメントⅡ TOPIX 98
ニッセイアセットマネジメントⅠ TOPIX 165
ニッセイアセットマネジメントⅡ TOPIX 103
ピクテ投信投資顧問 TOPIX 246
三菱ＵＦＪ信託銀行 TOPIX 228
野村アセットマネジメントⅠ TOPIX 46
野村アセットマネジメントⅡ TOPIX 54
東京海上アセットマネジメント TOPIX 104

りそな銀行（りそなアセットマネジメント）
MSCI-J

ESG
77

三井住友信託銀行（三井住友トラスト・アセットマネジメント） TOPIX 2,645
りそな銀行（りそなアセットマネジメント） JPX400 350

国内債券
アクティブ

国内株式
パッシブ

国内株式
アクティブ



９ マネジャー・ベンチマークの略称
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・マネジャー・ベンチマークの略称は、以下の通りです。

資産 略称 マネジャー・ベンチマーク名

国内債券 BPI-総 NOMURA-BPI 総合

TOPIX TOPIX（配当込み）

JPX400 JPX日経インデックス400（配当込み）

MSCI-J ESG MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数

WGBI FTSE 世界国債インデックス（除く日本、中国、ヘッジなし・円ベース）

BGA ブルームバーグ・グローバル総合インデックス（除く日本円、中国元、ヘッジなし・円ベース）

MSCI-K MSCI KOKUSAI（円ベース、配当込み）

MSCI-A MSCI ACWI（除く日本、円ベース、配当込み）

国内株式

外国債券

外国株式



資産種別 運用手法
運用受託機関名
（再委託先等）

時間加重収益率
(A)

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ収益率
(B)

超過収益率
（C）＝(A)-(B)

実績ﾄﾗｯｷﾝｸﾞｴﾗｰ
（D）

ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾚｼｵ
（C）/（D）

アセットマネジメントＯｎｅ ▲0.41% ▲1.22% 0.81% 0.18% 4.44
アムンディ・ジャパンⅠ ▲0.96% ▲1.22% 0.26% 0.20% 1.26
アムンディ・ジャパンⅡ ▲5.76% - - - -
ＭＵ投資顧問 ▲1.05% ▲1.22% 0.16% 0.13% 1.30
三井住友DSアセットマネジメントⅠ ▲0.71% ▲1.22% 0.50% 0.07% 7.63
三井住友DSアセットマネジメントⅡ ▲3.84% - - - -
みずほ信託銀行（アセットマネジメントＯｎｅ） ▲0.42% ▲1.22% 0.80% 0.26% 3.11
三井住友信託銀行
（三井住友トラスト・アセットマネジメント）

▲1.11% ▲1.22% 0.10% 0.11% 0.97

パッシブ みずほ信託銀行（アセットマネジメントＯｎｅ） ▲1.22% ▲1.22% ▲0.01% - -

資産種別 運用手法
運用受託機関名
（再委託先等）

時間加重収益率
(A)

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ収益率
(B)

超過収益率
（C）＝(A)-(B)

実績ﾄﾗｯｷﾝｸﾞｴﾗｰ
（D）

ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾚｼｵ
（C）/（D）

アセットマネジメントOne ▲5.30% 1.99% ▲7.28% 13.82% ▲0.53
東京海上アセットマネジメント 2.68% 1.99% 0.69% 5.89% 0.12
日興アセットマネジメント 3.68% 1.99% 1.69% 3.47% 0.49
ニッセイアセットマネジメントⅠ 4.62% 1.99% 2.64% 1.62% 1.63
ニッセイアセットマネジメントⅡ 0.26% 1.99% ▲1.72% 4.68% ▲0.37
野村アセットマネジメント ▲5.75% 1.99% ▲7.73% 8.17% ▲0.95
三菱ＵＦＪ信託銀行 1.11% 1.99% ▲0.87% 1.17% ▲0.75
ピクテ投信投資顧問 3.17% 1.99% 1.18% 2.60% 0.45
りそな銀行（りそなアセットマネジメント） 6.31% 6.35% ▲0.05% - -
三井住友信託銀行
（三井住友トラスト・アセットマネジメント）

2.01% 1.99% 0.03% - -

りそな銀行（りそなアセットマネジメント） 2.04% 2.04% ▲0.00% - -

資産種別 運用手法
運用受託機関名
（再委託先等）

時間加重収益率
(A)

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ収益率
(B)

超過収益率
（C）＝(A)-(B)

実績ﾄﾗｯｷﾝｸﾞｴﾗｰ
（D）

ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾚｼｵ
（C）/（D）

アセットマネジメントＯｎｅ 2.16% 1.89% 0.27% 0.74% 0.36
日興アセットマネジメント 1.88% 1.89% ▲0.01% 0.66% ▲0.02
野村アセットマネジメント 2.25% 1.89% 0.36% 1.15% 0.31

パッシブ 三菱ＵＦＪ信託銀行 1.96% 1.89% 0.07% - -

資産種別 運用手法
運用受託機関名
（再委託先等）

時間加重収益率
(A)

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ収益率
(B)

超過収益率
（C）＝(A)-(B)

実績ﾄﾗｯｷﾝｸﾞｴﾗｰ
（D）

ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾚｼｵ
（C）/（D）

アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン
（アリアンツ・グローバル・インベスターズ・GmbH）

5.04% 19.38% ▲14.35% 9.46% ▲1.52

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ 23.90% 22.95% 0.94% 0.68% 1.39
東京海上アセットマネジメント
（スレッドニードル・アセット・マネジメント・リミテッド）

19.40% 19.38% 0.02% 7.07% 0.00

ニッセイアセットマネジメント
（サンダース・キャピタル・エルエルシー）

18.71% 19.38% ▲0.67% 5.02% ▲0.13

野村アセットマネジメント 19.38% 22.95% ▲3.57% 4.17% ▲0.86
PGIMジャパン（ジェニソン・アソシエイツ） 8.07% 19.38% ▲11.31% 16.41% ▲0.69
三井住友信託銀行
（三井住友トラスト・アセットマネジメント）

22.32% 22.95% ▲0.64% 1.49% ▲0.43

三菱ＵＦＪ信託銀行
（ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ）

4.33% 22.95% ▲18.62% 10.75% ▲1.73

みずほ信託銀行（アセットマネジメントＯｎｅ） 19.39% 19.38% 0.01% - -
りそな銀行（りそなアセットマネジメント） 19.31% 19.38% ▲0.07% - -

アクティブ

パッシブ

アクティブ

パッシブ

アクティブ
外国債券

国内債券

アクティブ

国内株式

外国株式

１０ 運用受託機関別実績収益率一覧表
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（注１）運用受託機関の記載順序は５０音順です。
（注２）同一運用手法において複数の運用を受託している運用受託機関は、名称末尾に運用開始順にローマ数字を付記しています。
（注３）時間加重収益率及びベンチマーク収益率は、資産移管に係る売買停止期間による影響を除いたものを年率換算しています。
（注４）超過収益率及びインフォメーションレシオは、収益率を小数第３位以下四捨五入表記しているため、表中の数値を用いた計算とは一致しない場合があります。
（注５）運用実績が１年に満たないファンドは記載していません。

・直近１年（令和３年４月～令和４年３月）の運用実績



資産種別 運用手法
運用受託機関名
（再委託先等）

時間加重収益率
(A)

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ収益率
(B)

超過収益率
（C）＝(A)-(B)

実績ﾄﾗｯｷﾝｸﾞｴﾗｰ
（D）

ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾚｼｵ
（C）/（D）

アセットマネジメントＯｎｅ 0.01% ▲0.70% 0.71% 0.20% 3.63
アムンディ・ジャパンⅠ ▲0.43% ▲0.70% 0.27% 0.23% 1.16
ＭＵ投資顧問 ▲0.51% ▲0.70% 0.19% 0.32% 0.59
三井住友DSアセットマネジメントⅠ ▲0.19% ▲0.70% 0.51% 0.19% 2.66
みずほ信託銀行（アセットマネジメントＯｎｅ） ▲0.02% ▲0.70% 0.68% 0.38% 1.78
三井住友信託銀行
（三井住友トラスト・アセットマネジメント）

▲0.49% ▲0.70% 0.21% 0.22% 0.96

パッシブ みずほ信託銀行（アセットマネジメントＯｎｅ） ▲0.70% ▲0.70% ▲0.00% - -

資産種別 運用手法
運用受託機関名
（再委託先等）

時間加重収益率
(A)

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ収益率
(B)

超過収益率
（C）＝(A)-(B)

実績ﾄﾗｯｷﾝｸﾞｴﾗｰ
（D）

ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾚｼｵ
（C）/（D）

日興アセットマネジメント 12.92% 9.47% 3.45% 3.61% 0.96
ニッセイアセットマネジメント 9.50% 9.47% 0.03% 1.98% 0.02
三菱UFJ信託銀行 10.09% 9.47% 0.62% 1.60% 0.39
ピクテ投信投資顧問 12.30% 9.47% 2.83% 2.76% 1.03
りそな銀行（りそなアセットマネジメント） 12.34% 12.37% ▲0.03% - -
三井住友信託銀行
（三井住友トラスト・アセットマネジメント）

9.54% 9.47% 0.07% - -

りそな銀行（りそなアセットマネジメント） 9.97% 9.94% 0.02% - -

資産種別 運用手法
運用受託機関名
（再委託先等）

時間加重収益率
(A)

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ収益率
(B)

超過収益率
（C）＝(A)-(B)

実績ﾄﾗｯｷﾝｸﾞｴﾗｰ
（D）

ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾚｼｵ
（C）/（D）

アセットマネジメントＯｎｅ 4.36% 3.89% 0.47% 0.95% 0.50
日興アセットマネジメント 3.95% 3.89% 0.07% 0.73% 0.09
野村アセットマネジメント 3.93% 3.89% 0.05% 1.40% 0.03

パッシブ 三菱ＵＦＪ信託銀行 3.93% 3.89% 0.04% - -

資産種別 運用手法
運用受託機関名
（再委託先等）

時間加重収益率
(A)

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ収益率
(B)

超過収益率
（C）＝(A)-(B)

実績ﾄﾗｯｷﾝｸﾞｴﾗｰ
（D）

ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾚｼｵ
（C）/（D）

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ 18.97% 19.83% ▲0.86% 0.89% ▲0.97
野村アセットマネジメント 18.51% 19.83% ▲1.32% 3.53% ▲0.37
三井住友信託銀行
（三井住友トラスト・アセットマネジメント）

20.20% 19.83% 0.37% 1.49% 0.25

みずほ信託銀行（アセットマネジメントＯｎｅ） 18.31% 18.36% ▲0.05% - -
りそな銀行（りそなアセットマネジメント） 18.28% 18.36% ▲0.08% - -

アクティブ

パッシブ

国内債券

アクティブ

国内株式

アクティブ

アクティブ

パッシブ

外国債券

外国株式
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（注１）運用受託機関の記載順序は５０音順です。
（注２）同一運用手法において複数の運用を受託している運用受託機関は、名称末尾に運用開始順にローマ数字を付記しています。
（注３）時間加重収益率及びベンチマーク収益率は、資産移管に係る売買停止期間による影響を除いたものを年率換算しています。
（注４）超過収益率及びインフォメーションレシオは、収益率を小数第３位以下四捨五入表記しているため、表中の数値を用いた計算とは一致しない場合があります。
（注５）運用実績が3年に満たないファンドは記載していません。

・直近３年（平成３１年４月～令和４年３月）の運用実績



資産種別 運用手法
運用受託機関名
（再委託先等）

時間加重収益率
(A)

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ収益率
(B)

超過収益率
（C）＝(A)-(B)

実績ﾄﾗｯｷﾝｸﾞｴﾗｰ
（D）

ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾚｼｵ
（C）/（D）

アセットマネジメントＯｎｅ 0.69% 0.13% 0.56% 0.17% 3.27

ＭＵ投資顧問 0.32% 0.13% 0.19% 0.26% 0.72

みずほ信託銀行（アセットマネジメントＯｎｅ） 0.77% 0.13% 0.63% 0.31% 2.03

三井住友信託銀行
（三井住友トラスト・アセットマネジメント）

0.39% 0.13% 0.26% 0.19% 1.41

パッシブ みずほ信託銀行（アセットマネジメントＯｎｅ） 0.15% 0.13% 0.02% - -

資産種別 運用手法
運用受託機関名
（再委託先等）

時間加重収益率
(A)

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ収益率
(B)

超過収益率
（C）＝(A)-(B)

実績ﾄﾗｯｷﾝｸﾞｴﾗｰ
（D）

ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾚｼｵ
（C）/（D）

日興アセットマネジメント 9.54% 7.62% 1.93% 3.62% 0.53

ニッセイアセットマネジメント 6.76% 7.62% ▲0.86% 2.00% ▲0.43

三井住友信託銀行
（三井住友トラスト・アセットマネジメント）

7.69% 7.62% 0.07% - -

りそな銀行（りそなアセットマネジメント） 7.86% 7.84% 0.03% - -

資産種別 運用手法
運用受託機関名
（再委託先等）

時間加重収益率
(A)

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ収益率
(B)

超過収益率
（C）＝(A)-(B)

実績ﾄﾗｯｷﾝｸﾞｴﾗｰ
（D）

ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾚｼｵ
（C）/（D）

アセットマネジメントＯｎｅ 4.22% 3.67% 0.55% 0.95% 0.58

日興アセットマネジメント 3.84% 3.67% 0.17% 0.61% 0.28

野村アセットマネジメント 3.73% 3.67% 0.07% 1.15% 0.06

パッシブ 三菱ＵＦＪ信託銀行 3.73% 3.67% 0.06% - -

資産種別 運用手法
運用受託機関名
（再委託先等）

時間加重収益率
(A)

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ収益率
(B)

超過収益率
（C）＝(A)-(B)

実績ﾄﾗｯｷﾝｸﾞｴﾗｰ
（D）

ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾚｼｵ
（C）/（D）

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ 14.94% 15.50% ▲0.56% 0.79% ▲0.71

野村アセットマネジメント 15.58% 15.50% 0.08% 2.96% 0.03

三井住友信託銀行
（三井住友トラスト・アセットマネジメント）

15.67% 15.50% 0.17% 1.62% 0.10

みずほ信託銀行（アセットマネジメントＯｎｅ） 14.45% 14.55% ▲0.10% - -

りそな銀行（りそなアセットマネジメント） 14.47% 14.55% ▲0.09% - -

アクティブ

国内株式

アクティブ

パッシブ

外国債券
アクティブ

外国株式

アクティブ

パッシブ

国内債券
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（注１）運用受託機関の記載順序は５０音順です。
（注２）同一運用手法において複数の運用を受託している運用受託機関は、名称末尾に運用開始順にローマ数字を付記しています。
（注３）時間加重収益率及びベンチマーク収益率は、資産移管に係る売買停止期間による影響を除いたものを年率換算しています。
（注４）超過収益率及びインフォメーションレシオは、収益率を小数第３位以下四捨五入表記しているため、表中の数値を用いた計算とは一致しない場合があります。
（注５）運用実績が3年に満たないファンドは記載していません。

・直近５年（平成２９年４月～令和４年３月）の運用実績



銘柄名称 数量
時価総額
（億円）

APPLE INC 1,003,625 213
MICROSOFT CORP 515,014 193
AMAZON COM INC  31,705 125
ALPHABET INC CAP STK CL A 24,480 83
ALPHABET INC CAP STK CL C 22,333 76
TESLA INC 45,292 59
NVIDIA CORP 161,230 53
UNITEDHEALTH GROUP INC 73,395 45
META PLATFORMS INC CL A 142,588 38
MASTERCARD INCORPORATED CL A 85,490 37

銘柄名称 数量
時価総額
（億円）

トヨタ自動車                                           7,846,800 174
ソニーグループ                                                 1,108,800 141
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 10,958,100 83
キーエンス　                                             129,900 74
日本電信電話 2,014,700 71
東京エレクトロン 110,700 70
任天堂                       103,800 64
リクルートホールディングス                1,165,500 63
日立製作所 977,400 60
信越化学工業 311,500 59

発行体名称
時価総額
（億円）

UNITED STATES OF AMERICA 2,152
REPUBBLICA ITALIANA 435
REPUBLIQUE FRANCAISE 407
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 306
REINO DE ESPANA 259
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 239
COMMONWEALTH OF AUSTRALIA 151
CANADA 87
ROYAUME DE BELGIQUE 85
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 64

発行体名称
時価総額
（億円）

日本国政府 1,960
独立行政法人住宅金融支援機構 44
楽天グループ株式会社 28
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 23
武田薬品工業株式会社 23
地方公共団体金融機構 20
アサヒグループホールディングス株式会社 17
SBIホールディングス株式会社 17
株式会社みずほフィナンシャルグループ 16
野村ホールディングス株式会社 16

１１ 保有銘柄について
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・国内株式 ・外国株式

・国内債券 ・外国債券

令和４年３月末時点において委託運用で保有している債券及び株式を、債券は発行体ごと、株式は銘柄ごとに集約した
ものの時価総額上位１０銘柄の一覧です。１１位以下は、当組合のウェブサイトをご覧ください。

なお、個別企業に対する警察共済組合の評価を示したものではございません。



１２ 資金運用に係る用語の解説
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〇 基本ポートフォリオ

統計的な手法により定めた、最適と考えられる資産構成割合（時価ベース）です。

〇 許容乖離幅

資産構成比が基本ポートフォリオから乖離した場合には、資産の入替え等を行い乖離を解消することとなります。しかし、時

価の変動等により小規模な乖離が生じるたびに入替えを行うことは、売買コストの面等から非効率であるため、基本ポートフ

ォリオからの乖離を許容する範囲を定めており、これを許容乖離幅といいます。

〇 修正総合収益率

運用成果を測定する尺度の１つです。実現収益額に資産の時価評価による評価損益増減を加味し、時価に基づく収益を把

握するための時価ベースの比率です。算出が比較的容易なことから、運用の効率性を表す時価ベースの資産価値の変化を

把握する指標として用いられます。

（計算式）

修正総合収益率＝（売買損益＋利息・配当金収入＋未収収益増減＋評価損益増減）／（簿価平均残高＋前期末未収収益

＋前期末評価損益）

〇 実現収益率

運用成果を測定する尺度の１つです。売買損益及び利息・配当金収入等の実現収益額を簿価平均残高で除した簿価ベー

スの比率です。

〇 総合収益額

実現収益額に加え資産の時価評価による評価損益を加味することにより、時価に基づく収益把握を行ったものです。

（計算式） 総合収益額＝売買損益＋利息・配当金収入＋未収収益増減＋評価損益増減
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〇 ベンチマーク
運用成果を評価する際に、相対比較の対象となる基準指標のことをいい、市場の動きを代表する指数を使用しています。
当組合で採用している各資産のベンチマークは以下のとおりです。

１ 国内債券
NOMURA－BPI総合【野村證券金融市場調査部が作成・発表している国内債券市場のベンチマークです。】

２ 国内株式
TOPIX（配当込み）【東京証券取引所が作成・発表している国内株式のベンチマークです。】

３ 外国債券
FTSE世界国債インデックス（除く日本、中国、ヘッジなし・円ベース）【FTSE Fixed Income LLCが作成・発表している世界債
券のベンチマークです。】

４ 外国株式
MSCI ACWI（除く日本、円ベース、配当込み）【MSCI Incが作成する日本を除く先進国及び新興国で構成された株式のベン
チマークです。】

〇 ベンチマーク収益率
ベンチマークの騰落率。いわゆる市場平均収益率のことです。
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