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2022年 9月 30日 

東京海上日動火災保険株式会社 

 

スチュワードシップ活動の概況（2021年 7月～2022年 6月） 

 

 

当社は、投資先企業に対する深い理解のほか、サステナビリティ（ＥＳＧ要

素を含む中長期的な持続可能性）の考慮に基づく建設的な対話等を通じて、当

該企業の企業価値の向上や毀損防止に努め、持続的成長を促すことを目的とし

て、スチュワードシップ活動に取り組んでいます。 

これらの活動につき、2021年 7月から 2022年 6月までの状況をご報告いた

します。
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１．投資先企業との対話 

（１） 対話の概要 

当社では、以下＜全体像＞のとおり、年間を通じて「①保有時価が特に大き

い企業との対話」、「②財務状況等を踏まえた対話」、「③ＥＳＧへの配慮状況を

踏まえた対話」を実施するとともに、投資先企業の株主総会議案を精査する過

程において「④議決権行使基準に基づく対話」も実施しています。 

 

＜全体像＞ 
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①保有時価が特に大きい企業との対話、②財務状況等を踏まえた対話、③ＥＳ

Ｇへの配慮状況を踏まえた対話 

 項目 詳細 

1 対話企業

の決定 

• 効果的な対話を実施するため、個別株式の保有時価額、

財務状況、ＥＳＧへの配慮状況等を総合的に勘案の上、

対話先企業を決定し、計画的に対話を実施しています。 

• 特に保有時価が大きい企業に対しては、市場および当社

の資産価値に与える影響を踏まえ、対話を行います。 

2 事前準備 • 有価証券報告書、決算短信、ＩＲ説明会資料、統合レポ

ート等の開示資料から対話先企業の情報を収集し、財務

面に加え、ＥＳＧの取組み等非財務面の分析を行ってい

ます。更に、必要に応じて、社外アナリストとのミーテ

ィングの場を設け、当該企業の強みや課題等第三者の見

解もヒアリングすることで、対話先企業に対する理解を

深めるように努めています。 

• 併せて、当社内においても対話先企業に対して、どのよ

うな改善を求めるのか等を中心に議論を行ったうえで、

対話方針を決定しています。 

3 対話の実

施 

• 投資先企業への面談アポイントにあたっては、対話をよ

り有意義な内容とすべく、必要に応じて当方の課題認識

等の対話アジェンダを事前に投資先企業へご案内する

等の対応を行っています。 

• 対話においては、事業環境や経営方針等について詳細に

伺うことで、当該企業の理解を深めるように努めていま

す。そのうえで、当該企業に対する当社の問題認識を伝

え、現状の取組内容や、改善に向けた考え方に関する意

見交換を実施しています。 

4 記録の保

存 

• 対話記録を詳細に保存することで、当該企業の改善状況

をフォローアップすると共に、次年度以降の対話におい

てもその内容を活用しています。 

④議決権行使基準に基づく対話 

議決権行使基準に基づき、必要に応じて株主総会議案の内容をテーマとした

対話を実施しています。 



 4 

（２） 投資先企業との対話事例 

課題：収益性 

対話内容 対話先企業の対応 

• 資源・エネルギー高によりコア事

業の収益性が低下している企業

に対して、コア事業の再構築に向

けた今後の取組みについて確認

しました。 

• 当面は資源・エネルギー調達先の

最適化を図るとともに価格転嫁

を進める方針であるとの回答を

得ました。 

• その後、資源・エネルギーの価格

水準に連動した価格改定の仕組

み（サーチャージ制度）を導入す

ることが公表されました。 

• 更なる収益性向上策の一つとし

て、製品販売後のメンテナンス事

業の強化を掲げている企業に対

して、具体的な戦略や見通しにつ

いて確認しました。 

• 長期的な視点から時間を買うと

いう意味で、Ｍ＆Ａを選択肢の一

つとして考えているとの回答を

得ました。 

• その後、アフターメンテナンスに

関連する事業を手掛ける企業の

買収を公表し、実施されました。 

• コロナ禍で実店舗の売上が低迷

したため、ＥＣ事業の拡大を進め

ている企業に対して、具体的な戦

略とその独自性について確認し

ました。 

• 既にＥＣ市場はレッド・オーシャ

ンであるとの認識のもと、特色あ

る商品の品揃え強化と同業他社

との連携を進めて競争力ある EC

サイトを構築していく方針であ

るとの回答を得ました。 

• その後に発表された中期経営計

画において上記方針が公表され

ました。 

• 収益性の改善を図るためにコン

サルティング力の強化を掲げて

いる企業に対して、具体的な取組

みについて確認しました。 

• 対面に加えてＷＥＢの活用を推

進することで顧客との接点強

化・効率化を進めているとの回答

を得ました。 

• その後、ＤＸを活用した顧客接点

強化等に取組む専門部門の新設

が発表されました。 
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課題：資本政策 

対話内容 対話先企業の対応 

• 資本政策に関する数値目標の開

示が乏しい企業に対して、資本政

策の考え方について確認しまし

た。 

• 従来の中期経営計画では数値目

標を示していなかったものの、次

回の中期経営計画で指標とその

水準を開示する予定であるとの

回答を得ました。 

• その後に公表された新中期経営

計画において、ＲＯＥ、ＲＯＩＣ

（投下資本利益率）、自己資本比

率の目標値が示されました。 

• 配当性向の水準が低位である企

業に対して、今後の株主還元の方

針について確認しました。 

• 従来から同業他社対比で配当性

向が低いとの指摘があることは

承知しており、機動的に自己株式

取得を行うことで対応していき

たいとの回答を得ました。 

• その後、新中期経営計画におい

て、安定配当と同期間中の配当下

限および機動的な自己株式の取

得に係る方針が示されました。 

• 長期間無配であったものの、今期

から復配を表明している企業に

対して、長期的な株主還元の考え

方について確認しました。 

• 株主還元として、営業キャッシュ

フローの一定割合を配当や自己

株式取得に充当することを見込

んでいるとの回答を得ました。 

• その後、具体的な金額規模を含む

株主還元の長期的な方針が公表

されました。 

• 積極的なＭ＆Ａ等によりポート

フォリオ転換に成功し、成長を続

けてきた企業に対して、新しい成

長事業に対する今後の設備投資

の方向性や規模について確認し

ました。 

• 次の中核事業と位置付ける事業

において、需要の拡大している

国・地域に生産拠点の増設を図る

ため、積極的な投資を検討してい

るとの回答を得ました。 

• その後、具体的な投資先、新設備

の規模及び投資金額が公表され

ました。 
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課題：ＥＳＧ（Ｅ：環境） 

対話内容 対話先企業の対応 

• 2030 年カーボンニュートラルを

掲げている先進的な企業に対し

て、具体的な取組みとその進捗状

況について確認しました。 

• 具体的な取組みとして短期的に

は再生可能エネルギーの使用拡

大、発電設備のＬＮＧ化等を着実

に進めており、加えて、長期的に

はカーボンオフセットも検討し

ているとの回答を得ました。 

• その後、主要な国内製造拠点にお

いて使用電力を 100％再生可能エ

ネルギーに転換したことが公表

されました。 

• ＥＳＧ活動に係る開示情報が少

ない企業に対して、ＣＯ２削減に

対する社内の取組みと今後の方

針について確認しました。 

• 従来から社内に推進組織を設置

してＣＯ２削減を進めてきたが、

今後は当該組織に限らず全社的

に取組まなければならないと認

識しているとの回答を得ました。 

• その後公表された中期経営計画

において、持続的な省電力設備へ

の更新、再生可能エネルギーの活

用等の具体的な取組み方針が示

されました。  
• ＣＯ２削減を着実に進めている

ものの、削減目標を設定されてい

ない企業に対して、中長期的な削

減目標の設定や更なる取組み強

化策について確認しました。 

• 対話後に新たなＣＯ２削減目標

が示され、2050年までにカーボン

ニュートラルを目指す方針と

2030 年度までの段階的な目標数

値が公表されました。 

• また、ＴＣＦＤへの賛同も表明さ

れました。  
• 2050 年カーボンニュートラル目

標を掲げてＧＨＧ排出削減を進

めている企業に対して、具体的な

取組みと進捗状況について確認

しました。 

• 主なＣＯ２排出源である使用電

力のグリーン化を進めており、ま

た、2030年度目標の設定を検討し

ているとの回答を得ました。 

• その後、年度決算説明会において

2030年度目標が公表されました。 
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課題：ＥＳＧ（Ｓ：社会、Ｇ：ガバナンス） 

対話内容 対話先企業の対応 

• プライム市場に上場するも独立

社外取締役比率が 1/3に満たない

企業に対して、今後の対応につい

て確認しました。 

• 社外取締役の増員については、

1/3 以上の比率を目指して検討し

ているとの回答を得ました。 

• その後の定時株主総会において

社外取締役が増員され、プライム

市場の基準を満たすことになり

ました。 

• 政策株式の縮減を進めているも

のの、目標数値をはじめとする詳

細な情報開示が不十分である企

業に対して、今後の方針と具体的

な縮減目標の設定について確認

しました。 

• ポートフォリオ全体の方針とし

て政策株式の縮減目標を定め、コ

ーポレートガバナンス・コードの

趣旨に沿って縮減を加速する方

針であるとの回答を得ました。 

• その後に公表された統合報告書

のトップメッセージにおいて具

体的な削減目標が示されました。 

• サプライチェーンにおける公正

な事業活動の実現に取り組むこ

とを表明している企業に対して、

具体的な取組み内容について確

認しました。 

• サプライチェーンに関わる労働

者の人権等に配慮したＣＳＲ調

達ガイドラインを策定し、サプラ

イヤーに協力を求めているとの

回答を得ました。 

• その後、グローバルサプライチェ

ーンにおける社会的責任を推進

する世界最大の企業連盟への加

入を発表しました。 

• 循環型社会への貢献を掲げてい

るが、具体的な対応策について開

示が不十分である企業に対して、

具体的な取組み内容について確

認しました。 

• グループ全体として省エネ設備

への切換え、再生可能エネルギー

への転換を進めているとの回答

を得ました。 

• また、その後、リサイクル品の売

却金相当額を砂漠の緑化を支援

する国際ＮＧＯに寄付する取組

みを開始したことを発表しまし

た。 
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課題：情報開示 

対話内容 対話先企業の対応 

• サステナビリティやダイバーシ

ティを積極的に進めている企業

に対して、これらの活動成果を含

めた非財務情報の開示方針につ

いて確認しました。 

• ＴＣＦＤに基づく開示とこれを

踏まえた統合報告書の発行を予

定しており、その中でサステナビ

リティに関するデータも開示す

る予定との回答を得ました。 

• その後、ＴＣＦＤへの賛同が表明

され、提言に沿って重要情報の開

示が開始されました。  
• ＥＳＧ関連の開示の少ない企業

に対して、今後の情報開示に対す

る方針について昨年度に続いて

改めて確認しました。 

• ＥＳＧに対する社会的関心が高

まる中で、ＥＳＧ経営を推進して

いく必要性を感じており、専門組

織を新設して推進していきたい

との回答を得ました。 

• その後、新組織の発足、ＴＣＦＤ

への賛同、2030年度のＣＯ２削減

目標が表明されました。  
• サステナビリティを推進する新

組織を設立した企業に対して、同

組織の目的、活動ならびに今後の

情報開示方針について確認しま

した。 

• 管理部門だけでなく営業部門と

両輪で全社的にサステナビリテ

ィの取組みを推進することを目

的としており、今後情報開示にも

積極的に取組みたいとの回答を

得ました。 

• その後、サステナビリティ方針と

重要課題（マテリアリティ）が公

表されました。  
• ＴＣＦＤへの賛同を表明してい

るが、情報開示の対応が進んでい

ない企業に対して、スコープ毎の

ＣＯ２排出量実績の開示等、重要

情報の開示方針について確認い

たしました。 

• 現在の開示は、一部の情報に留ま

っているが、新たにスコープ 3の

情報を含める等、開示の拡充をし

ていきたいとの回答を得ました。 

• その後、気候変動対応(ＴＣＦＤ

提言への対応)に関するホームペ

ージが新設され、開示情報が拡充

されました。 
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課題：議決権行使基準に基づく対話事例（賛否の理由） 

対話内容 対話先企業の対応 

• 該社は競合他社との競争激化に

よる売上高の減少、コスト削減の

遅れ、投資コストの上昇により連

続赤字となっておりました。 

• したがって、代表取締役再任議案

において、赤字脱却に向けた具体

的な対応策について確認しまし

た。 

• 不採算店舗の閉鎖、施設内店舗へ

の移転、同業他社との協業の推進

並びに物流拠点の集約合理化、配

送ルートの最適化等に着手して

いることを対話により確認しま

した。 

• こうした取組みは赤字の原因に

即した施策であると判断し、当該

議案に賛成しました。  
• 該社はアジア地域における競争

激化に対応した事業の再構築に

遅れ、赤字基調から脱却できず、

連続赤字となっておりました。 

• したがって、取締役の再任議案に

おいて、赤字脱却に向けた具体的

な対応策について確認しました。 

• 主に、競争の少ないニッチ市場を

ターゲットに事業の再構築が進

展したこと、また、不振子会社が

単体黒字化したことを対話によ

り確認できました。 

• こうした取組みは赤字の原因に

即した施策であると判断し、成果

も出てきていることから、当該議

案に賛成しました。  
• 自己株式の第三者割当議案にお

いて、財団法人への有利発行が提

案されたため、企業価値向上に向

けてどのように寄与するのか確

認しました。 

• 当該財団法人は、子供をめぐる貧

困、虐待、いじめ、孤立などの課

題解決と教育・芸術文化の振興の

ために設立され、活動している団

体であり、当該企業の掲げるパー

パスと一致していることが対話

により確認できました。 

• 財団活動の拡大により、利益創出

に向けた従業員のエンゲージメ

ント向上、中長期的な企業価値の

向上につながると判断し、当該議

案に賛成しました。 
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２．投資先企業に対する議決権行使 

（１） 議決権行使の概要 

当社は、企業価値を大きく毀損させる可能性がある議案については、これら

を精査・対話のうえで賛否を決定しています。具体的な対応は以下のとおりで

す。 

 項目 詳細 

1 議案の検討 • 全ての上場企業の株主総会議案に対して、当社の議決

権行使基準に基づき、精査および対話の要否につき検

討を行っています。 

2 精査・対話

の実施 

• 上記検討を経て、議案の精査や議案内容をテーマとし

た対話を実施しています。 

3 議決権行使 • これらの対話の内容および客観的指標（ＲＯＥ、配当

性向等）を踏まえ、総合的に判断したうえで議決権行

使を実施します。 

• なお、「保有時価が特に大きい企業との対話」「財務状

況等を踏まえた対話」「ＥＳＧへの配慮状況を踏まえ

た対話」（Ｐ.2 ご参照）を実施した企業についても、

その対話の内容等を踏まえ、総合的に判断したうえで

議決権行使を実施します。 

なお、議決権行使にあたって、当社が着目する精査項目は以下のとおりです。 

• 取締役の選解任(一定期間連続で赤字である企業、一定期間連続でＲＯ

Ｅや営業利益率が低位である企業、独立社外取締役の員数が不十分で

ある企業、不祥事が発生した企業、ＥＳＧ課題を対話の重点テーマに

した企業、取締役会への出席率が低位である社外役員の再任等) 

• 監査役の選解任(不祥事が発生した企業、取締役会または監査役会への

出席率が低位である社外役員の再任) 

• 会計監査人の選任（不祥事や監査ミス等へ関与した会計監査人） 

• 役員への退職慰労金贈呈(一定期間連続で赤字である企業、一定期間連

続でＲＯＥや営業利益率が低位である企業、一定期間連続で配当性向

等が低位である企業、不祥事が発生した企業等) 

• 役員報酬の増額改定(一定期間連続で赤字である企業、一定期間連続で

ＲＯＥや営業利益率が低位である企業、一定期間連続で配当性向等が
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低位である企業、不祥事が発生した企業等) 

• 株式および新株予約権の発行 

• 合併、買収、営業の譲渡・譲受け等の組織再編 

• 自己株式の取得（公正価格を超える価格による特定株主からの取得等） 

• 買収防衛策の導入・更新（一定期間連続でＲＯＥや営業利益率が低位

である企業等） 

• 剰余金処分（一定期間連続で配当性向等が低位である企業） 

• 定款変更（取締役の解任決議要件の加重について合理性が認められな

い場合） 

• 株主提案（株主共同の利益に反する恐れがある場合等）  等 
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（２）議決権行使に係る不賛同議案 

当社は以下の 3社 3議案に反対いたしました。 

議案① 社外取締役の再任：取締役会の出席率が低位 

• Ａ社の社外取締役１名は、取締役会への出席率が低位であったため、対話

を通じて、当該状況についての説明を求め、当該社外取締役の出席率の向

上に向けた課題認識を共有しました。 

• しかしながら、改善に向けた対策が特段示されなかったことから、当該社

外取締役の再任議案に賛同できないとの判断に至り、反対しました。 

議案② 取締役の再任：一定期間連続で赤字 

• Ｂ社は、市況の影響を受けやすい主要事業を中心に厳しい経営環境が続い

ており、純損益が一定期間連続で赤字となっていました。また、事業の多

角化と既存事業の再構築を図ってはいるものの、今後の経営環境について

も非常に厳しい状況で推移することが見込まれていることを対話で確認

しました。 

• 赤字の主要因である主要事業において引き続き今後の見通しは不透明で

あり、不振から脱却できる蓋然性が高いとは言えないことから、Ｂ社の代

表取締役社長の再任議案に賛同できないとの判断に至り、反対しました。  

議案③ 取締役の再任：一定期間連続で赤字 

• Ｃ社は、新規顧客の取込みが出来ていないことによる売上の減少と、広告

宣伝費、人件費等の販管費率の高いコスト構造が原因で、恒常的に赤字を

計上していました。収益改善を図っているものの、現時点での効果は十分

得られておらず、具体的な赤字脱却の時期を対話では確認できませんでし

た。 

• 引き続き今後の業績不振からの脱却が見通せないことから、C 社の代表取

締役会長および代表取締役社長の再任議案に賛同できないとの判断に至

り、反対しました。 
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（３）議決権行使の集計結果 

2021年 7月から 2022年 6月にかけて、当社が実施した議決権行使の集計結

果は以下のとおりです。 

（単位：件） 
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３．当社のスチュワードシップ活動に係る自己評価 

当社は、ステークホルダーからの信頼をあらゆる事業活動の原点に置くこと

を経営理念としており、投資先企業との信頼関係に基づく建設的な対話を基本

精神とする日本版スチュワードシップ・コードの各原則に深く賛同しています。 

投資先企業の持続的成長に真に資する対話の取組みを継続していくためには、

当該企業の状況を的確に把握し、深く理解することが不可欠であると考えます。

当社では、投資先企業について、財務情報に加え、経営方針、ビジネスモデル、

事業ポートフォリオ、財務戦略、ガバナンス体制、および気候変動やダイバー

シティに係る対応を含むサステナビリティの観点などの非財務情報も含めて、

きめ細やかな分析を行い、当該企業毎に固有の事情を反映した対話アジェンダ

の抽出に尽力することにより、これまで本コードに係る活動を継続的に充実さ

せてきました。 

また、責任ある機関投資家として、中長期的な資産運用収益の拡大を図る観

点から、投資先企業が持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の実現に取組み、サス

テナビリティを配慮するよう促す必要性が高まっていると認識しています。そ

のため、当社は、従来からＥＳＧ要素を考慮した対話を行ってきましたが、今

年度は当該活動を更に深化させ、投資先企業のＧＨＧ排出量を踏まえた対話先

の選定や対話アジェンダの設定を行うことでサステナビリティの観点から対話

品質をさらに高める工夫を図りました。 

スチュワードシップ活動の更なる実効性向上に向けて、サステナビリティの

観点を含む投資先企業が抱える経営課題に対する深い理解を前提に、投資先企

業の持続的成長に資する対話アジェンダの抽出と対話の実施に一層努めて参り

ます。 
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そのために組織的な知見の蓄積を図るとともに、スチュワードシップ活動を

担う人材の財務・非財務情報に対する分析力向上を継続的に図って参ります。 

 

以上 


