
「投資信託の運用会社が信頼向上のために取り組んでいること」の公表
（各社Webサイトへのリンク）

あ行/ か行/ さ行/ た行/ な行/ は行/ ま行/ や行/ ら行/ わ行/

N ：今回新たに加わった会社及びURLです。 R ：今回更新したタイトル及びURLです。

公表日付

https://www.axa-im.co.jp/ja/stewardship_code

日本版スチュワードシップ・コード

2022.6.30
個人情報保護への取組方針

http://www.aozora-im.co.jp/info/index.html

随時更新

2022.6.30
http://www.aozora-im.co.jp/info/interest.html

委託会社名　　【五十音順】 webサイトのアドレス（URL)

利益相反管理方針

あ行

責任投資(RI)

随時更新

あおぞら投信株式会社

https://www.axa-im.co.jp/document/2682/download

2018.4.19
https://www.axa-im.co.jp/policy-of-customer-oriented-business-conduct

日本版スチュワードシップ・コード

http://www.aozora-im.co.jp/info/voting/stewardship.pdf

お客さま本位の業務運営に関する取組方針について

http://www.aozora-im.co.jp/fiduciary.html

議決権行使結果

2020.3.31

https://www.axa-im.co.jp/ja/responsible-investment

「責任ある投資家」としての取組み

2017.7.31

お客様本位の業務運営に関する方針

議決権行使に係る基本方針

2020.9.30

随時更新

2014.5.29

2022.6.30
「反社会的勢力による被害防止」のための基本方針

http://www.aozora-im.co.jp/info/prevention.html

http://www.aozora-im.co.jp/info/voting.html

http://www.aozora-im.co.jp/info/voting.html

INDEX /委託会社名でジャンプします。

※URLをクリックしてもwebサイトにうまくつながらない場合は、URLをアドレスバーに直接転写してください。 (2023.1.1)

アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社



「投資信託の運用会社が信頼向上のために取り組んでいること」の公表
（各社Webサイトへのリンク）

2014.8.14

「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫への取組みについて

http://www.alamco.co.jp/stewardship/index.html

2017.11.30

http://www.alamco.co.jp/company/stewardship/_index.html

http://www.alamco.co.jp/stewardship/h721u3000000392t-att/20140811.pdf

あすのはね第16期寄付先贈呈式のご報告

お客様本位の業務運営に関する基本方針

http://www.alamco.co.jp/company/corporate/index.html

2009.8.1
議決権行使 に対する基本方針と議決権行使体制

http://www.alamco.co.jp/stewardship/h721u3000000392t-att/1608158_Guidelines.pdf

2016.9.29
スチュワードシップ活動のご報告

2013.10.2
国連責任投資原則（PRI）への署名について

http://www.alamco.co.jp/stewardship/h721u3000000392t-att/1608157_Basicpolicy.pdf

-

2017.11.30

朝日ライフアセットマネジメント株式会社

利益相反管理方針

http://www.alamco.co.jp/newsrelease/2017/h721u3000000b88u-att/news20171130_okyakusama.pdf

スチュワードシップ活動のご報告と自己評価
2017.11.30

http://www.alamco.co.jp/company/a2jrva0000007wy2-att/conflict_of_interest.pdf

-

「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫への取組みについて

http://www.alamco.co.jp/stewardship/index.html

http://www.alamco.co.jp/newsrelease/2016/1118.html

2017.11.30

2016.11.18

2017年度 お客様本位の業務運営に関するこれまでの主な取組内容

2020.11.9
利益相反管理方針の概要

https://www.axa-im.co.jp/conflict-of-interest-management-policy

http://www.alamco.co.jp/company/a2jrva0000007wy2-att/1608155_votingright.pdf

国内株式主議決権行使ガイドラン（概要）
2014.8.14

2017.6.29
http://www.alamco.co.jp/company/okyakusamahoninogyoumuunei/index.html

国内株式議決権行使状況

主要提携先

http://www.alamco.co.jp/h721u300000032yn-att/1608159_Stewardship.pdf



「投資信託の運用会社が信頼向上のために取り組んでいること」の公表
（各社Webサイトへのリンク）

随時更新
イニシアティブとの協働

アバディーン・ジャパン株式会社

http://www.am-one.co.jp/company/investment-philosophy/

2015.4.1

議決権行使における考え方等について

http://www.amundi.co.jp/company/policy/coi.html

「資産運用業宣言2020」に向けた取組み

https://www.abrdn.com/ja-jp/investor/who-we-are/trust

2010.7.1
フランカとは

http://www.am-one.co.jp/pdf/news/260/210930_AMOne_oshirase.pdf

http://www.amundi.co.jp/company/message.html

2022.6.30

随時更新
企業理念

http://www.am-one.co.jp/company/vision/

2016.10.1

2021.9.30

http://www.am-one.co.jp/company/fiduciary/
2016.10.1

アセットマネジメントOne株式会社

運用哲学

http://www.amundi.co.jp/distributor/flandca.html

2017.4.3
日本版スチュワードシップ・コード

フィデューシャリー・デューティーへの取り組み

随時更新
アセットマネジメントOneのサステナビリティ

http://www.am-one.co.jp/company/sustainability/

「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫について

http://www.am-one.co.jp/company/stewardship/

顧客本位の業務運営に関する基本方針

2016.10.1

http://www.am-one.co.jp/company/voting/

利益相反取引管理方針（概要）

http://www.am-one.co.jp/company/ss-global/

2017.4.3

http://www.amundi.co.jp/company/policy/stewardship.html

ご挨拶

2016.10.1

随時更新
議決権行使における考え方等について

http://www.am-one.co.jp/company/voting/



「投資信託の運用会社が信頼向上のために取り組んでいること」の公表
（各社Webサイトへのリンク）

アムンディ・ジャパン － 信頼こそ、私たちの資産。

知の広場

https://www.alliancebernstein.co.jp/files/uploads/am2020_2106.pdf

2018.6.29
お客さま本位の業務運営に関する取組状況について

https://www.amundi.co.jp/company/aj_commitment.html

-
責任投資のパイオニア、アムンディのESG

https://www.amundi.co.jp/esg/

https://www.alliancebernstein.co.jp/knowledge/

アライアンス・バーンスタイン株式会社

2021.4.22

アムンディ・ジャパン株式会社

https://www.alliancebernstein.co.jp/abcdesg/

2016.4.1

2017.6.29
お客様本位の業務運営を実現するための方針

https://www.alliancebernstein.co.jp/about/policies/cobc

利益相反管理方針の概要

https://www.alliancebernstein.co.jp/about/policies/conflict

https://www.alliancebernstein.co.jp/about/policies/proxy_voting
2010.8.31

2021.7.1
「資産運用業宣言2020」にかかる取り組み事例

2017.12.28

2017.4.3
内部統制基本方針

議決権行使の方針
2017.4.3

議決権行使の考え方

http://www.amundi.co.jp/company/policy/internal_control

https://www.amundi.co.jp/company/sdgs.html

http://www.amundi.co.jp/company/policy/voting.html

-
SDGs達成へのとりくみ

https://www.amundi.co.jp/company/aj_commitment.html

日本版スチュワードシップ・コードの受入れについて

https://www.alliancebernstein.co.jp/about/policies/stewardship

2013.1.21

2021.4.20

2014.5.29

日本のコーポレート・ガバナンス進化に向けた期待

https://www.alliancebernstein.co.jp/files/uploads/AB_Corporate_Governance_Advancement_Expectations_in_Japan_2021-J.pdf

ESG投資が世界を変える ABCDESG



「投資信託の運用会社が信頼向上のために取り組んでいること」の公表
（各社Webサイトへのリンク）

アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社

随時更新

2016.9.8

2016.9.8

2017.6.30
お客様本位の業務運営に関する方針および取組み状況

はじめての方へ～投資信託って？～

http://www.39asset.co.jp/beginner/tumitate/

はじめての方へ～分散投資の大切さ～

http://www.39asset.co.jp/beginner/bunsan/

http://www.39asset.co.jp/beginner/about/

-
方針等

2014.8.25
https://jp.allianzgi.com/-/media/allianzgi/ap/japan-v2/pdfs/our-firm/JP-Stewardship-code-webpage-proxy-voting-guideline.pdf

2016.9.8

https://jp.allianzgi.com/ja-jp/our-firm/aboutus

2017.11.28
「日本版スチュワードシップ・コード」の受入れについて

https://jp.allianzgi.com/ja-jp/our-firm/japan-stewardship-code

2016.9.8

はじめての方へ～積立投資のススメ～

議決権代理行使指図のガイドラインに関する基本的な考え方

はじめての方へ～年代別の活用法～

https://www.alliancebernstein.co.jp/about/policies/

ABの責任投資

https://www.alliancebernstein.com/jp/ja/investor/corporate-responsibility.html

2016.9.8

2016.9.8

会社の生い立ち

はじめての方へ～なぜ資産運用が必要なのか？～

2016.9.8

http://www.39asset.co.jp/beginner/needs/

http://www.39asset.co.jp/beginner/generation/

http://www.39asset.co.jp/company/about.html

ご挨拶～代表取締役社長及び弊社を立ち上げた税理士・公認会計士からのメッセージ～

2016.9.8

http://www.39asset.co.jp/company/message.html

会社概要

http://www.39asset.co.jp/company/outline.html

http://www.39asset.co.jp/beginner/trust/

はじめての方へ～ありがとう投信について～

2016.9.8



「投資信託の運用会社が信頼向上のために取り組んでいること」の公表
（各社Webサイトへのリンク）

年代別の活用法～現役世代～

http://www.39asset.co.jp/beginner/generation/junior.html

http://www.39asset.co.jp/39fund/report/#report

2016.9.8

月次レポート～お客様レター、運用レポート～

39コンシェルジュサービス～新しい金融サービスのカタチ～

勧誘方針

年代別の活用法～ジュニア世代～

http://www.39asset.co.jp/voting/

2017.5.2

2016.9.8

http://www.39asset.co.jp/concierge/

http://www.39asset.co.jp/blog/

2016.9.8
http://www.39asset.co.jp/solicitation/

議決権の指図行使の方針

http://www.39asset.co.jp/beginner/generation/senior.html

https://www.39asset.co.jp/company/fiduciary.html

反社会的勢力に対する基本方針

年代別の活用法～シニア世代～

http://www.39asset.co.jp/antisocial/

フィデューシャリー・デューティー宣言～お客さまの資産運用を一生涯サポートします～

ありがとう投信株式会社

2016.9.8

2016.9.8

http://www.39asset.co.jp/privacy/

2016.9.8

http://www.39asset.co.jp/beginner/generation/working.html
2016.9.8

ありがとうブログ～資産運用に役立つ情報を紹介します～

2017.6.29

2016.9.8
プライバシーポリシー

2016.9.8



「投資信託の運用会社が信頼向上のために取り組んでいること」の公表
（各社Webサイトへのリンク）

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

2020.3.31
スチュワードシップ活動の取組状況に関する自己評価について　2020年3月

https://www.eastspring.co.jp/docs/default-source/stewardship/jikohyouka202003.pdf

「お客様本位の業務運営」に向けた取組み

議決権行使に関する基本方針

http://www.ichiyoshiam.jp/company/policy/fiduciary-duty.html

日本版スチュワードシップ・コードへの取り組みについて

https://www.eastspring.co.jp/about-us/cobc

https://www.eastspring.co.jp/about-us/stewardship-code

議決権行使結果の個別開示

2017.4.26

「お客様本位の業務運営」について

「責任ある機関投資家」としての取組みについて

https://www.eastspring.co.jp/docs/default-source/voting-rights/giketsuken_kobetsu.pdf

お客様本位の業務運営に関する取組状況について（２０１９年６月)

https://www.eastspring.co.jp/docs/default-source/cobc/cobc_201906.pdf

2017.9.29

2014.8.27

利益相反管理方針

http://www.ichiyoshiam.jp/company/policy/voting.html
2014.8.31

日本版スチュワードシップ・コードについて

2022.2.1
https://www.invesco.com/jp/ja/policies/client-centric-policy.html

いちよしアセットマネジメント株式会社

2014.8.31

2019.3.29

https://www.eastspring.co.jp/about-us/our-policy/voting-rights

http://www.ichiyoshiam.jp/company/policy/conflict.html

2017.6.29

2019.3.29

2019.6.28

http://www.invesco.co.jp/footer/stewardshipcode.html

議決権の指図行使に関する考え方

2019.6.28

http://www.ichiyoshiam.jp/company/policy/stewardship.html

顧客本位の業務運営に関する基本方針
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（各社Webサイトへのリンク）

2021.4.16

2021.4.16

責任ある機関投資家の諸原則　「スチュワードシップ・コード」　の受入れ表明と方針

https://www.assetmanagement.hsbc.co.jp/ja/individual-investor/voting-policy

https://www.assetmanagement.hsbc.co.jp/ja/individual-investor/about-us/diversity-and-inclusion

ダイバーシティ&インクルージョン

スチュワードシップ

http://www.sbiam.co.jp/unyo/unyo_un.html

http://www.sbiam.co.jp/gaiyo/gaiyo_ai.html

経営者からの“お客様の視点に立った”コミットメントメッセージ

2021.4.19

https://www.assetmanagement.hsbc.co.jp/ja/individual-investor/about-us/responsible-investing/climate-change

SBIアセットマネジメントの企業理念
2017.2.1

https://www.assetmanagement.hsbc.co.jp/ja/individual-investor/about-us/responsible-investing/stewardship

2021.4.16
気候変動

https://www.assetmanagement.hsbc.co.jp/ja/individual-investor/about-us/responsible-investing/industry-initiatives

2021.5.25
ESG Essential

https://www.assetmanagement.hsbc.co.jp/ja/individual-investor/investor-resources/abcdesg

https://www.assetmanagement.hsbc.co.jp/ja/individual-investor/about-us/responsible-investing/esg-integration

2021.4.16

https://www.assetmanagement.hsbc.co.jp/ja/individual-investor/hsbc-japan-policy-for-achieving-client-centric-business-operation

当社のガバナンス

お客様本位の業務運営を実現するための方針

責任投資

https://www.assetmanagement.hsbc.co.jp/ja/individual-investor/about-us/responsible-investing

2017.6.13

業界のイニシアチブ

ESG統合

HSBCアセットマネジメント株式会社

議決権行使に関する基本的な考え方

https://www.assetmanagement.hsbc.co.jp/ja/individual-investor/about-us/our-governance
2017.6.13

2017.2.1

2017.2.1

http://www.sbiam.co.jp/unyo/unyo_stewardshipCode.html

2017.6.13

2017.6.13



「投資信託の運用会社が信頼向上のために取り組んでいること」の公表
（各社Webサイトへのリンク）

SBI地方創生アセットマネジメント株式会社
(※令和4年7月31日付けにて、SBIアセットマネジメント株式会社へ
吸収合併。HP改修までの間掲載。)

利益相反管理方針

https://www.sbi-rram.co.jp/houshin/riekisouhan.html

教育コンテンツの提供について～金利を知りたい！
2017.2.28

顧客本位の商品開発・提供について　※Mission,Vision,Valueの部分に掲載しております。

教育コンテンツの提供について～債券を知りたい！

http://www.sbibim.co.jp/education/education_02.html

信頼性向上の鍵は、①良好な運用パフォーマンスの維持と、②適切でわかりやすい情報開示 B 月次でわかりやすいトピックスレポートを開示、その履歴
リスト （②の事例）

2017.2.28

2017.2.28

教育コンテンツの提供について～投信（主に債券ファンド）を知りたい！

http://www.sbiam.co.jp/gaiyo/gaiyo_fd.html

2017.2.1

顧客中心主義に基づく業務運営方針

顧客中心主義に基づく業務運営方針

2018.10.18

信頼性向上の鍵は、①良好な運用パフォーマンスの維持と、②適切でわかりやすい情報開示 A 受賞歴　（①を反映する証）

http://www.sbiam.co.jp/unyo/unyo_giketsu.html

http://www.sbiam.co.jp/gaiyo/gaiyo_award.html

日本版スチュワードシップ・コードに関する方針

スチュワードシップ・コードに沿った活動報告

お客様本位の業務運営に関する方針

2017.2.1

2017.2.1

2017.2.1

http://www.sbibim.co.jp/fiduciaryduty/index.html

2018.10.18

ＳＢＩボンド・インベストメント・マネジメント株式会社
(※令和4年7月31日付けにて、SBIアセットマネジメント株式会社へ
吸収合併。HP改修までの間掲載。)

http://www.sbiam.co.jp/unyo/pdf/1611_katsudohokoku.pdf

http://www.sbiam.co.jp/news/

2017.6.27

2017.2.28

https://www.sbi-rram.co.jp/houshin/fiduciary-duty.html
2018.10.18

http://www.sbibim.co.jp/

http://www.sbibim.co.jp/education/education_01.html

SBIアセットマネジメント株式会社

SBIアセットマネジメントの議決権行使の方針

2017.6.28

http://www.sbibim.co.jp/education/education_03.html

https://www.sbi-rram.co.jp/houshin/stewardshipCode.html



「投資信託の運用会社が信頼向上のために取り組んでいること」の公表
（各社Webサイトへのリンク）

随時更新

http://www.mu-iv.co.jp/company/value.html
2017.3.24

随時更新

http://www.mu-iv.co.jp/management/policy.html

利益相反管理方針

MU投資顧問株式会社

2007.9.19

議決権行使の考え方

https://www.nnip.com/ja-JP/non-professional/about/conflict

MUFGフィデューシャリー・デューティー基本方針

お客さま本位の業務運営

MUFG行動規範

http://www.mu-iv.co.jp/company/value.html

－

https://www.mfs.com/ja-jp/individual-investor/about-mfs/our-impact/stewardship.html

「日本版スチュワードシップ・コード」各原則への対応方針

NNインベストメント・パートナーズ株式会社

2017.6.1

2017.6.29

ＭＦＳインベストメント・マネジメント株式会社

2021.10.8
MFSスチュワードシップ活動に関する表明

https://www.mfs.com/ja-jp/individual-investor/about-mfs/stewardship-activities.html

2022.4.23
長期的な価値の創造

責任ある投資家としての取り組み

2012.12.3

https://www.mfs.com/ja-jp/individual-investor/about-mfs/proxy-voting-policies-procedures.html

https://www.mfs.com/content/dam/mfs-enterprise/mfscom/pdf/footer/votingrights.pdf

http://www.mu-iv.co.jp/company/value.html

MFS議決権行使に関する方針及び手続

https://www.nnip.com/ja-JP/non-professional/about/voting

http://www.mu-iv.co.jp/

議決権行使の基本方針

https://www.mfs.com/content/dam/mfs-enterprise/mfscom/toshin/fiduciary_duty_202206.pdf

2014.8.8

－

https://www.nnip.com/ja-JP/non-professional/about/customer-focus

「顧客本位の業務運営に関する原則」に係る取組方針について

お客様本位の業務運営の徹底について

2018.8.31

随時更新

https://www.mfs.com/ja-jp/institutions-and-consultants/about-mfs/our-purpose.html

議決権行使について



「投資信託の運用会社が信頼向上のために取り組んでいること」の公表
（各社Webサイトへのリンク）

か行

株式会社お金のデザイン

https://www.okasan-am.jp/company/giketsuken.html

議決権行使に関する基本方針

2017.6.16

http://www.kamakuraim.jp/

鎌倉投信

https://www.anam.co.jp/file/news-a3988abc9a57801ce1e145544a0a30749b1988bc.pdf

2014.8.20

オールニッポン・アセットマネジメント株式会社

https://www.okasan-am.jp/company/conflict.html

お客さま本位の業務運営を実現するための方針

利益相反管理方針

お客様本位の業務運営に関する宣言
2017.6.27

2009.12.1

日本版スチュワードシップ・コードの受入れと当社の取組み・方針等について

岡三アセットマネジメント株式会社

https://www.okasan-am.jp/company/fiduciary.html

2014.8.20

2017.6.20

お客様本位の業務運営に関する宣言

https://www.money-design.com/policy/fiduciary

2017.6.27

随時更新
議決権行使結果

https://www.okasan-am.jp/pdf/giketsuken_2209.pdf

https://www.okasan-am.jp/company/stewardship.html

鎌倉投信株式会社

「役員の異動について」

2022.10.30
責任投資について

https://www.okasan-am.jp/company/responsible.html

随時更新
お客さま本位の業務運営を実現するための方針の取組み状況

https://www.okasan-am.jp/company/pdf/kpi.pdf

2017.6.20

https://theo.blue/policy/fiduciary



「投資信託の運用会社が信頼向上のために取り組んでいること」の公表
（各社Webサイトへのリンク）

カレラアセットマネジメント株式会社

2021.12.28

http://www.capital-am.co.jp/company/guide.html

顧客（お客さま）本位の業務運営に関する方針

http://www.capital-am.co.jp/company/guide.html

顧客本位の業務運営に関する原則（基本方針）

キャピタルアセットマネジメント株式会社

株主総会の議決権行使結果

2012.3.12

随時更新

2022.10.3

https://www.carrera-am.co.jp/company/operation_policy/

https://www.carrera-am.co.jp/company/stewardship/

http://www.capital-am.co.jp/company/guide.html

随時更新

https://www.carrera-am.co.jp/company/vote/

お客様本位の業務運営に関する方針に基づく取組み状況

随時更新

https://www.carrera-am.co.jp/company/vote_result/

http://www.capital-am.co.jp/company/index.html

日本版スチュワードシップ・コードについて

議決権行使方針

利益相反管理方針の概要

2020.9.24

2017.10.23
https://www.carrera-am.co.jp/company/interest_conflict_policy/

2017.9.12

クレド（会社の経営理念）

https://www.carrera-am.co.jp/company/operation_policy2/

http://www.capital-am.co.jp/company/philosophy.html

議決権行使方針及び行使結果

日本版スチュワードシップ・コードへの対応方針

随時更新

運用哲学・運用方針

随時更新
利益相反管理方針

http://www.capital-am.co.jp/company/guide.html

2021.12.22 



「投資信託の運用会社が信頼向上のために取り組んでいること」の公表
（各社Webサイトへのリンク）

2014.6.26

https://www.clover-am.co.jp/help/#guide2

2014.6.26
https://www.clover-am.co.jp/help/#guide8

クローバーの想い

https://www.clover-am.co.jp/vision/

議決権行使の基本方針

2020.1.24

投資哲学および投資原則

クローバー・アセットマネジメント株式会社

随時更新

2020.8.4

https://globalxetfs.co.jp/company/invitation.html

2018.1.17

プライバシーポリシー（個人情報保護宣言）

利益相反管理方針

https://www.clover-am.co.jp/help/

反社会的勢力に対する基本方針

2014.6.26
勧誘方針

Global X Japan株式会社

随時更新

https://www.clover-am.co.jp/report/

2020.8.4
勧誘方針

https://www.clover-am.co.jp/help/#guide3

クローバーブログ

https://globalxetfs.co.jp/company/investment-philosophy.html

https://www.clover-am.co.jp/promise/

クローバー 5つの約束

https://www.clover-am.co.jp/seminar/

2017.9.1

2014.6.26

https://globalxetfs.co.jp/company/interest.html

随時更新

セミナーのご案内

https://www.clover-am.co.jp/blog/

月次レポート Time × Space



「投資信託の運用会社が信頼向上のために取り組んでいること」の公表
（各社Webサイトへのリンク）

コモンズ投信株式会社

随時更新

フィデューシャリー・デューティー宣言

随時更新

障害者スポーツ応援プログラム（コモンズＰＯＩＮＴ）

利益相反管理方針

https://www.gsam.com/content/dam/gsam/pdfs/international/ja/our_firm/rieki.pdf

コムジェスト・アセットマネジメント株式会社

http://www.commons30.jp/policy/proxyvoting.php

受賞履歴　－　運用力強化に向けた取組み

経営理念（顧客本位の方針、ビジネス・スタンダード・コミッティー含む）

社会起業家応援プログラム（コモンズＳＥＥＤＣａｐ）

議決権行使等について

スチュワードシップ活動に関する基本方針

日本版スチュワードシップ・コードの受け入れについて

随時更新

2017.6.30

https://www.gsam.com/content/gsam/jpn/ja/gsitm/about-gsam/policy.html

2014.7.31

お客様本位の業務運営を実現するための方針（取組み状況）

http://www.commons30.jp/fund2020/point.php

随時更新

https://www.comgest.co.jp/stewardship-code/

2014.7.31

2014.7.31

日本版スチュワード・シップコード

社会貢献活動

https://www.gsam.com/content/dam/gsam/pdfs/international/ja/our_firm/stewardship.pdf

随時更新

http://www.goldmansachs.com/japan/citizenship/index.html

2017.3.22

https://www.goldmansachs.com/japan/our-firm/business-principles/index.html

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

議決権行使の指図にかかる方針

http://www.commons30.jp/company/stewardship.php

http://www.commons30.jp/company/fiduciary.php

随時更新

http://www.commons30.jp/fund30/seed.php

https://www.comgest.co.jp/client/

https://www.gsam.com/content/dam/gsam/pdfs/international/ja/our_firm/GSAM_proxy_policy.pdf

随時更新
https://comgest.co.jp/wins/

随時更新
お客様本位の業務運営に関する方針

2013.11.22



「投資信託の運用会社が信頼向上のために取り組んでいること」の公表
（各社Webサイトへのリンク）

2020.6.29
J.P.モルガンの日本株運用

https://am.jpmorgan.com/jp/ja/asset-management/per/funds/japan-equity-funds/

2020.6.29
J.P.モルガンの運用力

https://am.jpmorgan.com/jp/ja/asset-management/per/about-us/

https://www.gci.jp/jp/csr/

https://am.jpmorgan.com/jp/ja/asset-management/per/products/fund-explorer

ファンド一覧、基準価額

2021.7.1

2017.6.12

2018.7.25
研究開発・京都ラボ（旧：運用者育成（京都ラボ）及び産学連携）

JP投信株式会社

JP投信におけるお客さま本位の業務運営を実現するための基本方針

2020.6.29

https://www.jpmorgan.co.jp/ja/disclosures/japan-jpmamj_mngmt_policy

株式会社GCIアセット・マネジメント

2017.6.30
お客様本位の業務運営に関する方針

https://www.gci.jp/jp/csr/education/

財団や基金を通じた教育支援（旧：社会貢献）

利益相反管理方針の概要

2018.7.25

https://www.gci.jp/jp/stewardshipcode/

「資産運用業宣言2020」と当社の取り組み

https://am.jpmorgan.com/jp/ja/asset-management/per/corporate-governance/asset-management-declaration-2020/

2017.1.10

http://www.jp-toushin.japanpost.jp/about/philosophy.html

日本版スチュワードシップ・コードの受入れについて

2018.7.25
https://www.gci.jp/jp/member/

https://www.gci.jp/jp/cs_policy/

2016.8.22
議決権行使について

https://www.gci.jp/jp/giketuken/

さ行

社外取締役の就任

2018.7.25

R



「投資信託の運用会社が信頼向上のために取り組んでいること」の公表
（各社Webサイトへのリンク）

https://am.jpmorgan.com/jp/ja/asset-management/per/investment-stewardship/

2020.11.5
J.P.モルガン Today

https://am.jpmorgan.com/jp/ja/asset-management/per/insights/market-insights/market-bulletin/

2020.11.6
四半期マーケット解説ビデオ

ビデオコンテンツ（ファンド関連）

https://am.jpmorgan.com/jp/ja/asset-management/per/funds/multimedia-fund-related/

https://am.jpmorgan.com/jp/ja/asset-management/per/insights/market-insights/guide-to-the-markets/

2021.1.14
JPMグローバル医療関連株式ファンド

https://am.jpmorgan.com/jp/ja/asset-management/per/funds/jpm-global-healthcare-fund/

2020.11.6
ビデオコンテンツ（マーケット関連）

2021.1.13
Guide to the Markets

2021.1.15
Market Insights

https://am.jpmorgan.com/jp/ja/asset-management/per/insights/market-insights/

2021.1.15
Quarterly Perspectives

https://am.jpmorgan.com/jp/ja/asset-management/per/insights/market-insights/quarterly-perspectives/

2021.1.21
投資のヒント

https://am.jpmorgan.com/jp/ja/asset-management/per/investment-ideas/

2021.1.29
JPMベスト・インカム

https://am.jpmorgan.com/jp/ja/asset-management/per/funds/jpm-best-income/

https://am.jpmorgan.com/jp/ja/asset-management/per/insights/market-insights/quarterly-view-video/

https://am.jpmorgan.com/jp/ja/asset-management/per/insights/market-insights/multimedia-market-related/

2020.12.16
J.P.モルガンの超長期市場予測

https://am.jpmorgan.com/jp/ja/asset-management/per/insights/portfolio-insights/ltcma/

2020.12.30

2021.1.29
サステナブル・インベスティング

https://am.jpmorgan.com/jp/ja/asset-management/per/funds/sustainable-investing/

2021.1.29
インベストメント・スチュワードシップ

JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

随時更新
3分で読める！ストラテジストのグローバル市場展望

N
https://am.jpmorgan.com/jp/ja/asset-management/per/insights/market-insights/on-the-minds-of-investors/



「投資信託の運用会社が信頼向上のために取り組んでいること」の公表
（各社Webサイトへのリンク）

https://www.jpmorgan.co.jp/content/dam/jpm/global/disclosures/JP/summary-of-conflicts-of-interest-management-policy-mansart-management-
japanese.pdf

お客様本位の業務運営の取組み状況

http://www.schroders.com/ja-jp/jp/asset-management/about-schroders/fundgovernance/

2017.9.29

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

2018.2.13
お客様本位の業務運営に関する取組方針

https://www.skam.co.jp/company/policy/fiduciary/

お客様本位の業務運営に関する方針

スチュワードシップ責任に対するJPモルガン・マンサール投信株式会社の取組み方針

https://www.jpmorgan.co.jp/content/dam/jpm/global/disclosures/JP/jpmmmj-stewardship-code.pdf

2017.9.29

http://www.schroders.com/ja-jp/jp/asset-management/about-schroders/proxy-voting/

http://www.schroders.com/ja-jp/jp/asset-management/about-schroders/policies2/

2021.8.10
J.P.モルガン 顧客本位の業務運営に関する原則

2017.9.29
「企業の社会的責任」レポートの公表について

2017.9.29

http://www.schroders.com/ja-jp/jp/asset-management/about-schroders/policies2/

http://www.schroders.com/ja-jp/jp/asset-management/about-schroders/stewardshipcode/

2017.4.26

「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫への取組方針

利益相反管理方針

2017.9.29

2021.9.29

https://www.jpmorgan.co.jp/content/dam/jpm/global/disclosures/JP/fd-jpm-japan.pdf

利益相反管理方針の概要

顧客本位の業務運営に関する取組・利益相反管理方針 ・日本版スチュワードシップ・コードについて ・議決権行使・ファンド・ガバナンス委員会の設置につ
いて ・「企業の社会的責任」レポートの公表について

2015.8.28

2022.4.1

2015.8.28

https://www.skam.co.jp/company/stewardship/guideline/

議決権行使

2017.9.29

https://www.skam.co.jp/company/stewardship/

シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社

http://www.schroders.com/ja-jp/jp/asset-management/about-schroders/clientoriented/

http://www.schroders.com/ja-jp/jp/asset-management/about-schroders/policies2/

ファンド・ガバナンス委員会の設置について

JPモルガン・マンサール投信株式会社

http://www.schroders.com/ja-jp/jp/asset-management/about-schroders/corporateresponsibility/

議決権行使のガイドライン

日本版スチュワードシップ・コードについて
2017.9.29



「投資信託の運用会社が信頼向上のために取り組んでいること」の公表
（各社Webサイトへのリンク）

2017.6.23
http://www.shinsei-investment.com/company/index.html

2018.3.15
利益相反管理方針

https://www.skam.co.jp/company/stewardship/coi/

利益相反管理方針
スーパーファンド・ジャパン株式会社

http://www.superfund.co.jp/HP11/SF_Content.aspx?disclaimer=ok?menu=5&sub=5&id=192

http://www.simplexasset.com/profile.html

http://www.simplexasset.com/solicitation.html

顧客本位の業務運営に関する原則（基本方針）

http://www.simplexasset.com/principles.html

2016.7.1
https://www.superfund.co.jp/superfund

2014.11.21
勧誘方針

随時更新

議決権行使に関する基本方針

スーパーファンドについて ( グループ概要、創立者等 )

2016.7.1

シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社

新生インベストメント・マネジメント株式会社

日本版スチュワードシップ・コードへの対応方針

https://www.simplexasset.com/Stewardship.html

2014.9.24
個人情報保護方針

随時更新

顧客本位の業務運営に関する取組について

http://www.simplexasset.com/exercise.html
随時更新

2014.11.21
反社会的勢力に対する基本方針

http://www.simplexasset.com/antisocial.html

2015.2.23
一括発注の取扱方針

http://www.simplexasset.com/order.html

2017.8.9
商品・サービスの苦情・紛争解決

http://www.simplexasset.com/solution.html



「投資信託の運用会社が信頼向上のために取り組んでいること」の公表
（各社Webサイトへのリンク）

随時更新
お客様本位の業務運営に関する取組方針について

https://www.sparx.co.jp/fiduciary.html

随時更新
日本版スチュワードシップ・コードへの対応方針

https://www.sparx.co.jp/stewardship.html

随時更新
議決権行使方針・結果

https://www.sparx.co.jp/vote.html

-
勧誘方針

https://www.sparx.co.jp/canvass.html

随時更新
お客様本位の業務運営について

https://www.ssga.com/jp/ja/individual/mf/about-us/client-first

2021.7.16

議決権行使ガイドライン

https://soam.co.jp/pdf/giketsu.pdf

随時更新

お客さま本位の業務運営を実現するための基本方針

2020.6.30

2019.6.28

https://soam.co.jp/pdf/cs_policy.pdf

「日本版スチュワードシップ・コード」に対する取組方針

https://www.soam.co.jp/pdf/jsc_20200630.pdf

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

随時更新
スチュワードシップの取り組み

https://www.ssga.com/jp/ja/institutional/ic/capabilities/esg/asset-stewardship

随時更新
議決権行使ガイドライン

https://www.ssga.com/jp/ja/institutional/ic/capabilities/esg/asset-stewardship/asset-stewardship-report-library

随時更新
利益相反管理方針

https://www.ssga.com/library-content/pdfs/insights/jp/japan-conflict-of-interests.pdf

スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社

お客さま本位の業務運営を実現するための基本方針の取組状況およびKPI
N

https://www.soam.co.jp/pdf/cs_status_20220630.pdf

R

2019.6.28
利益相反管理方針（概要）

https://soam.co.jp/pdf/rieki.pdf



「投資信託の運用会社が信頼向上のために取り組んでいること」の公表
（各社Webサイトへのリンク）

スパークス・アセット・マネジメント株式会社

-
利益相反管理方針概要

https://www.sparx.co.jp/profit.html

https://www.sparx.co.jp/riskcost.html

-
デリバティブ取引等の管理方法について

https://www.sparx.co.jp/derivatives.html

-
当社の商品・サービスに関する苦情・紛争解決について

https://www.sparx.co.jp/adr.html

-
https://www.sparx.co.jp/antisocial.html

-
個人情報保護方針

https://www.sparx.co.jp/privacy.html

2018.9.1
私たちがインベスターリターンを大切にする理由

https://www.saison-am.co.jp/learn/method/investorreturn/index.html

反社会的勢力に対する基本方針

-
投資信託に係るリスク及び費用

責任投資ポリシー（スパークス・グループ株式会社のHP)

セゾン投信株式会社

随時更新

2019.8.5
https://www.saison-am.co.jp/support/customer/index.html

運用体制について

顧客本位の業務運営 -フィデューシャリー宣言-

https://www.saison-am.co.jp/company/fiduciary/

https://www.saison-am.co.jp/company/am_declaration/index.html

-
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方（スパークス・グループ株式会社のHP)

https://www.sparx.jp/governance.html

お客さまの声に応える取り組み

2022.4.20

随時更新

https://www.saison-am.co.jp/company/outline/index.html

セゾン投信における資産運用業宣言2020（解説付き）

-

https://www.saison-am.co.jp/company/saison_kpi/

https://www.sparx.jp/pri.html

随時更新

セゾン投信KPIと実績報告



「投資信託の運用会社が信頼向上のために取り組んでいること」の公表
（各社Webサイトへのリンク）

SOMPOアセットマネジメント株式会社

2017.5.30
リリース：「顧客本位の業務運営に関する原則」の採択と「お客さま第一の実践に向けたアクションプラン」の公表

http://www.sompo-am.co.jp/resources/e4/e47a4fe7d4cc0683e408a3b7f8abe5b6.pdf

2017.9.19
リリース：モントリオール・カーボン・プレッジへの署名について

https://www.sompo-am.co.jp/resources/e3/e3741f49e6e93924f98d82aaee0c3cd0.pdf

2019.4.23
リリース：「気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）」提言への賛同について

https://www.sompo-am.co.jp/resources/ba/bad54568eeb7a95f7f487ae07f3071d8334f233b.pdf

2020.9.28
リリース：日本版スチュワードシップ・コード対応方針の改定

https://www.sompo-am.co.jp/resources/02/02ad5566af75ee112bbc2fb431ea474532a4fae1.pdf

2021.6.29
リリース：「資産運用業宣言2020」に則った当社の取り組み

https://www.sompo-am.co.jp/dat/sengen2020.pdf

2022.1.28
リリース：ネットゼロ・アセットマネージャーズ・イニシアティブ（NZAM）への参画について

https://www.sompo-am.co.jp/resources/e0/e000a349960ad1dc5fc54d40c3c89de344fdfafa.pdf

随時更新
責任投資の取り組み／各種イニシアチブ参画状況

https://www.sompo-am.co.jp/institutional/ourefforts.html

随時更新
議決権行使ガイドライン

https://www.sompo-am.co.jp/institutional/guidline.html

リリース：投資信託の商品ごとの分配方針を分かりやすく

https://www.saison-am.co.jp/company/policy/stewardshipcode/index.html

2017.1.19

随時更新
日本版スチュワードシップ・コードの受け入れについて

https://www.saison-am.co.jp/company/policy/index.html

http://www.sompo-am.co.jp/resources/f3/f34c233d4f8dff1fb92eab1d6d589d28.pdf

随時更新

取組み・方針・苦情相談等

責任投資ポリシー、TCFDへの取組み

https://www.saison-am.co.jp/company/financial/index.html

財務状況

-

-

2017.1.12
リリース：交付目論見書でUCDA認証『見やすいデザイン』を取得

http://www.sompo-am.co.jp/resources/80/8090fbb582cf1066382ab5ed1d4d7aba.pdf

https://www.saison-am.co.jp/company/policy/pri/index.html



「投資信託の運用会社が信頼向上のために取り組んでいること」の公表
（各社Webサイトへのリンク）

2006.5.1
国連責任投資原則（「Principles for Responsible Investment」（PRI））への署名

https://www.daiwa-am.co.jp/company/managed/pri.pdf

随時更新
責任ある投資家としての考え方と行動方針

https://www.sompo-am.co.jp/institutional/responsible.html

随時更新
スチュワードシップ活動報告・議決権行使状況

https://www.sompo-am.co.jp/institutional/stewardship_report.html

随時更新
「責任ある機関投資家」の諸原則《日本版スチュワードシップ・コード》の受入表明および対応方針

https://www.sompo-am.co.jp/institutional/stewardship.html

随時更新
お客さま第一宣言～フィデュ―シャリー・デューティーの実践に向けて～

随時更新
アクションプラン

https://www.sompo-am.co.jp/company/actionplan.html

https://www.sompo-am.co.jp/company/customer_No1.html

随時更新
お客さま第一委員会の設置

https://www.sompo-am.co.jp/company/customer_committee.html

2011.11.15

2016.6.7

た行

ロボ・アドバイザー機能、資産分散シミュレーション機能、ドルコスト平均法シミュレーション機能の開設
2016.10.1

http://ifree.qri.jp/ifree/iTool.html

AIによる運用・調査力強化に向けた産学共同開発の取組み

https://www.daiwa-am.co.jp/company/managed/sjbgmu000000012x-att/imal3n0000041kq6.pdf

https://www.daiwa-am.co.jp/company/press-release/2016/press_20160607_56672.pdf

「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則（21世紀金融行動原則）」への署名

2017.6.30
利益相反管理方針

https://www.sghaussmann.co.jp/conflict-of-interest

-
議決権行使に対する基本姿勢

https://www.sghaussmann.co.jp/voting-policy

-
スチュワードシップ・コード

https://www.sghaussmann.co.jp/stewardship-code

ソシエテ・ジェネラル・オスマン・マネジメント株式会社



「投資信託の運用会社が信頼向上のために取り組んでいること」の公表
（各社Webサイトへのリンク）

企業理念

2022.5.16

https://www.daiwa-am.co.jp/company/profile/philosophy.html

大和アセットマネジメント株式会社

2017.1.27
「スチュワードシップ監督委員会」の設置

随時更新
「議決権の行使に関する方針」（国内株式）の公表

https://www.daiwa-am.co.jp/company/managed/guideline_03.pdf

随時更新

随時更新
「利益相反管理方針」（概要）の公表

https://www.daiwa-am.co.jp/company/policy/interest/index.html

-
リサーチ体制に関する情報発信

https://www.daiwa-am.co.jp/company/managed/research/index.html

「スチュワードシップ活動に関する基本方針」の公表

https://www.daiwa-am.co.jp/company/managed/Basicpolicy_202205.pdf

随時更新
「議決権の行使に関する方針」（外国株式）の公表

https://www.daiwa-am.co.jp/company/managed/sjbgmu000000012x-att/imal3n000006mfgd.pdf

-
ESG投資について

https://www.daiwa-am.co.jp/company/managed/esg.html

https://www.daiwa-am.co.jp/company/managed/sjbgmu000000012x-att/stewardshippolicy.pdf

2017.6.8

「スチュワードシップ活動に関する報告」の公表

https://www.daiwa-am.co.jp/company/managed/result.html

https://www.daiwa-am.co.jp/company/managed/Dialoguepolicy_202108.pdf

https://www.daiwa-am.co.jp/company/managed/investment/index.html

-

お客様第一の業務運営について

「スチュワードシップ責任に対する当社の取り組み方針」の公表

「企業等との建設的な対話の方針」の公表

随時更新

運用哲学・運用体制に関する情報発信
-

https://www.daiwa-am.co.jp/company/service_policy.html

https://www.daiwa-am.co.jp/company/press-release/2017/press_20170127_66156.pdf

随時更新



「投資信託の運用会社が信頼向上のために取り組んでいること」の公表
（各社Webサイトへのリンク）

投資信託・NISA等に関する一般的な解説・情報提供

https://www.daiwa-am.co.jp/guide/index.html

「お客さま本位」の業務運営（フィデューシャリー・デューティー）の取組状況

http://www.chibagin-am.co.jp/company/operation/fiduciary/

-
投資者のお問い合わせ、ニーズ等に対応する態勢に関する情報発信

https://www.daiwa-am.co.jp/company/managed/support/index.html

-

2015.4.1

勧誘方針
2015.4.1

http://www.chibagin-am.co.jp/company/operation/contrary/

http://www.chibagin-am.co.jp/company/about/thawt/

http://www.chibagin-am.co.jp/company/operation/invitation/

運用哲学

経営理念
2015.4.1

ちばぎんアセットマネジメント株式会社

http://www.chibagin-am.co.jp/company/operation/

「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫

http://www.chibagin-am.co.jp/company/operation/code/

2021.6.30

2020.9.14
議決権行使ガイドライン

2020.9.14

随時更新

http://www.chibagin-am.co.jp/company/operation/basic/

「お客さま本位」の業務運営（フィデューシャリー・デューティー）に関する方針

http://www.chibagin-am.co.jp/company/operation/fiduciary/

随時更新

議決権行使の考え方

http://www.chibagin-am.co.jp/company/operation/guideline/

利益相反管理方針
2020.9.14

議決権行使の結果

http://www.chibagin-am.co.jp/company/operation/result/

随時更新
スチュワードシップ活動報告

http://www.chibagin-am.co.jp/company/operation/code/

2020.9.14



「投資信託の運用会社が信頼向上のために取り組んでいること」の公表
（各社Webサイトへのリンク）

「責任ある機関投資家」の諸原則（日本版スチュワードシップ・コード）に係る当社の取り組みについて

https://www.tdasset.co.jp/news/pdf/180515_1.pdf

https://www.chugin-am.jp/company/policy/solicitation/

https://www.chugin-am.jp/company/stewardship/stewardshipcode/

お客さま本位の業務運営に係る取り組み方針

2013.7.5

https://www.tdasset.co.jp/company/principles/stewardship/

お客さま本位の業務運営に関する方針の取組状況

https://www.chugin-am.jp/company/stewardship/investmentpolicy/

2011.12.21

議決権行使における考え方等について

https://www.chugin-am.jp/company/policy/conflict/

利益相反管理方針

https://www.chugin-am.jp/company/philosophy/

https://www.chugin-am.jp/company/fiduciary/policy/

運用哲学

2015.7.31

2019.5.31
https://www.chugin-am.jp/company/fiduciary/kpi/

2017.6.1

https://www.chugin-am.jp/company/stewardship/proxyvoting/

2017.6.1

勧誘方針

2014.5.30

Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

利益相反管理方針の概要

2014.5.9

https://www.tdasset.co.jp/company/principles/fiduciary/

役員人事について

国連責任投資原則

https://www.tdasset.co.jp/conflict/

経営理念

2011.12.21

2013.7.5

2018.8.15

スチュワードシップ責任を果たすための方針

2017.6.28
お客さま本位の業務運営に関する方針

https://www.tdasset.co.jp/company/principles/unpri/

2018.8.31

中銀アセットマネジメント株式会社



「投資信託の運用会社が信頼向上のために取り組んでいること」の公表
（各社Webサイトへのリンク）

2018.3.26

-

お客様本位の業務運営に関する取組状況

随時更新
お客様本位の業務運営に関する⽅針及び取組み

https://www.troweprice.com/financial-intermediary/jp/ja/about/news/2019/customer_fiduciary_duty_policy_report.html

2020.11.1
苦情処理措置、紛争解決措置について

ティー・ロウ・プライス・ジャパン

https://www.troweprice.com/content/dam/tpd/legal-documents/Complaint_Handling_TPD_Japan_JP.pdf

随時更新

運用資産の公平かつ最善の利益に向けた業務運営を実現するための方針

https://www.tokiomarineam.co.jp/company/fiduciary_duty

議決権行使ガイドライン

https://funds.dws.com/jp/AboutUs/Policies

2014.5.29

お客様本位の業務運営に関する取組方針及び取組状況

2017.5.22

http://toranotecasset.com/important/policies/

https://www.tokiomarineam.co.jp/company/fiduciary_duty

反社会的勢力に対する基本方針

東京海上アセットマネジメント株式会社

https://www.tokiomarineam.co.jp/company/responsible_investment/index.html

https://www.troweprice.com/content/dam/tpd/legal-documents/TRPA-Proxy-Voting-Guidelines-JP.pdf

責任投資原則

2019.9.2

スチュワードシップ・コードについて

https://www.tokiomarineam.co.jp/news/2021/fv6a300000009cbg.html

2018.5.25

お客様本位の業務運営に関する方針

「資産運用業宣言2020」に関する当社取り組み

2019.4.15

随時更新

https://www.troweprice.com/content/dam/tpd/legal-documents/ASF.pdf

2017.9.26

利益相反管理方針

https://www.troweprice.com/content/dam/tpd/legal-documents/COI_MP.pdf

TORANOTEC投信投資顧問株式会社

ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

https://www.troweprice.com/financial-intermediary/jp/ja/about/news/2021/stewardship.html



「投資信託の運用会社が信頼向上のために取り組んでいること」の公表
（各社Webサイトへのリンク）

随時更新
https://www.im.natixis.com/jp/resources/disclosure-of-the-results-of-exercising-voting-rights

http://www.nikkoam.com/fund-academy

社会的責任（CSR）への取り組み

2010.4.9
http://www.nikkoam.com/about/otherpolicies

http://www.nikkoam.com/about/fiduciary/esg

2020.09.17

2016.6.22

2006.12.1

2006.12.1

運用体制、商品について

https://www.im.natixis.com/jp/resources/principles-for-customer-oriented-business-conduct

議決権行使の考え方

2008.2.1

「スチュワードシップ＆議決権政策監督委員会」の設置

2005.5.9

2014.08.21

https://www.im.natixis.com/jp/resources/japanese-stewardship-code

http://www.nikkoam.com/about/vote

日本版スチュワードシップ・コードの遂行状況に対する自己評価

その他方針等 （倫理行動規範、反社会的勢力に対する基本方針等）

議決権行使の考え方

議決権行使結果に係る集計並びに個別開示（2020年7月-2021年6月株主総会分）

日興AMファンドアカデミー

お客様本位の業務運営に関する方針

随時更新

お客様本位の業務運営に関する取り組み状況

2010.4.9

日本版スチュワードシップ・コード

2006.12.1

https://www.im.natixis.com/jp/resources/review-on-principles-for-customer-oriented-business-conduct

ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ株式会社

https://www.im.natixis.com/jp/resources/review-on-japanese-stewardship-code

責任投資に対するコミットメント

2017.09.28

随時更新

https://www.im.natixis.com/jp/resources/voting-rights-policy

当社の使命

http://www.nikkoam.com/about/nikkoam/mission

http://www.nikkoam.com/about/service

http://www.nikkoam.com/about/csr

な行



「投資信託の運用会社が信頼向上のために取り組んでいること」の公表
（各社Webサイトへのリンク）

日興アセットマネジメント株式会社

2021.10.29
「2020 年度 TCFD 報告書を公表」

https://www.nikkoam.com/files/lists/release/2021/211029_01_j.pdf

2022.8.8
2021/22 年の議決権行使結果について

https://www.nikkoam.com/files/lists/release/2022/220808_01_j.pdf

2022.6.30
お客様の最善の利益を追求する業務運営態勢への取組みについて（2021年度）

https://www.nikkoam.com/files/pages/about/pdf/esg/fiduciary_esg_torikumi_2022_jp.pdf

2018.4.23
社外取締役の選任について

2016.6.22

当社のスチュワードシップ方針

http://www.nikkoam.com/files/lists/release/2017/170929_01_j.pdf

「2019年度TCFD報告書を開示」

https://www.nikkoam.com/files/lists/release/2020/201102_01_j.pdf

2020.8.3

2017.6.21
http://www.nikkoam.com/files/lists/release/2017/170621_01_j.pdf

2021.1.2

http://www.nikkoam.com/files/lists/release/2016/160622_01.pdf

http://www.nikkoam.com/about/stewardshipcode/policy

https://www.nikkoam.com/files/lists/stewardship/nikko_am_stewardship_activities_report_and_self_assessment_2019_jp.pdf

フィデュシャリー・ESG原則に係る行動指針への取組み状況について（2021年1月29日）

http://www.nikkoam.com/about/fiduciary

2020.11.2

2016.12.26

2017.11.24

当社の企業理念とフィデューシャリー・ESG原則

「独立社外取締役の増員」に関する公表

2020.5.22
「スチュワードシップ活動のご報告と自己評価（2019年）

2017.9.29

https://www.nikkoam.com/files/pages/about/pdf/esg/fiduciary_esg_torikumi_2021_jp.pdf

https://www.nikkoam.com/files/lists/release/2020/200803_01_j.pdf

「ファンド・アドバイザリー・ボード」の設置について

http://www.nikkoam.com/files/lists/release/2018/180423_02_j.pdf

2019/20年の議決権行使結果について

2022.5.30
「スチュワードシップ活動のご報告と自己評価（2021年）

https://www.nikkoam.com/files/lists/stewardship/nikko_am_stewardship_activities_report_and_self_assessment_2021_jp.pdf



「投資信託の運用会社が信頼向上のために取り組んでいること」の公表
（各社Webサイトへのリンク）

2016.5.18

https://www.nam.co.jp/news/ipdf/220624_press.pdf

https://www.nam.co.jp/news/ipdf/170522_press.pdf

ニッセイアセットマネジメント株式会社

2022.6.24
お客様本位の業務運営に係る方針

https://www.nam.co.jp/company/policy/fiduciary.html

2022.6.24

2017.5.31
『責任ある機関投資家』の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫の改訂に伴う取組み方針の改訂について

https://www.nam.co.jp/company/responsibleinvestor/cvr.html

日本版スチュワードシップ・コードへの対応

スチュワードシップ活動の強化に向けた「責任投資監督委員会」の新設および議決権行使に係る開示の充実について

「お客様本位の業務運営に係る方針」の改訂および2021年度の主な取組内容について

2017.5.22

2014.5.30

2021.11.16
「資産運用業宣言2020」に関する取り組み状況

https://www.nam.co.jp/news/ipdf/211116_press.pdf

https://www.nam.co.jp/company/responsibleinvestor/policy.html

「責任ある投資家」としての取組み

https://www.nam.co.jp/company/responsibleinvestor/stewardship.html

https://www.nam.co.jp/company/responsibleinvestor/esg.html

2014.5.30

https://www.nam.co.jp/company/responsibleinvestor/report.html

2017.5.22

スチュワードシップ活動の概況

https://www.nam.co.jp/company/responsibleinvestor/index.html

社外取締役の就任について

「スチュワードシップ活動の振り返りと自己評価」および「個別の投資先企業・議案ごとの議決権の行使結果」

https://www.nam.co.jp/news/ipdf/170324_press.pdf

「フィデューシャリー・デューティー宣言」および「アドバイザリー・コミッティ」、「フィデューシャリー・デューティー委員会」について

2014.8.29

国内株式議決権行使の方針と判断基準

https://www.nam.co.jp/news/ipdf/160518_press.pdf

議決権行使について

2017.3.24

2014.5.30

2014.5.30

2017.8.30
https://www.nam.co.jp/company/responsibleinvestor/report.html

https://www.nam.co.jp/news/ipdf/20170531_press.pdf

ESGへの取組み



「投資信託の運用会社が信頼向上のために取り組んでいること」の公表
（各社Webサイトへのリンク）

https://www.nam.co.jp/news/ipdf/220822_press.pdf

2022.8.26
「サステナビリティ特設サイト」の開設について

2022.8.22
「ＥＳＧファンド」の定義等の考え方について

https://www.nam.co.jp/news/ipdf/220822_press02.pdf

https://www.nam.co.jp/news/ipdf/220826_press.pdf

2018.12.17
CSR（企業の社会的責任）

https://www.nb.com/ja/jp/corporate-social-responsibility?audience=JP-Institutions

2022.8.22
「サステナビリティレポート 2022」の発行について

https://www.nb.com/handlers/documents.ashx?id=0f835ab1-e850-46db-bdf8-656f417ea90f

2017.6.24

https://www.nb.com/ja/jp/jstewardshipcode-selfevaluation?audience=JP-Institutions

2022.1.5

お客さま本位の業務運営に関する取組方針

コーポレート・ガバナンス、議決権行使ガイドライン

2022.1.21
2021年スチュワードシップ活動状況と自己評価

2022年1月「顧客本位の業務運営に関する原則」

「資産運用業宣言 2020」に関する当社取り組み
2021.10.22

https://www.nb.com/handlers/documents.ashx?id=b62e10c5-74c1-4278-9aac-9598cfdb6c02

2022.1.12
スチュワードシップ活動方針

https://www.ja-asset.co.jp/company/fiduciary/index.html
2017.12.22

ニューバーガー・バーマン株式会社

https://www.nb.com/ja/jp/sengen2020?audience=JP-Institutions

2019.6.10
https://www.nb.com/handlers/documents.ashx?id=64e01a72-0ec2-47c5-837c-6ad55568ed74

https://www.nb.com/handlers/documents.ashx?id=1aaf5244-6c57-41d2-8332-dbd15c5f7c36

議決権行使ポリシー及びその手続き細則

https://www.ja-asset.co.jp/company/corporate_philosophy/index.html

経営理念

2022.1.5

勧誘方針

2022.5.13
利益相反管理方針

https://www.nb.com/ja/jp/disclosure-stewardship-code?audience=JP-Institutions

https://www.ja-asset.co.jp/others/plan/index.html
2015.2.10



「投資信託の運用会社が信頼向上のために取り組んでいること」の公表
（各社Webサイトへのリンク）

2015.1.23
日本版スチュワードシップ・コード受入れ

議決権行使に関する基本的な考え方

お客様からのご相談・苦情等への対応について

2022.4.15
責任投資への取組み

https://www.ja-asset.co.jp/company/pri/index.html

https://www.nvic.co.jp/terms/stewardship-code

お客さま本位の業務運営にかかる取組方針

2017.1.1

運用プロセス

https://www.ja-asset.co.jp/others/interestpolicy/index.html

https://www.ja-asset.co.jp/company/process/index.html

随時更新

投資哲学（おおぶねオーナーズマニュアル）

https://www.ja-asset.co.jp/basic_term/index.html

https://www.ja-asset.co.jp/others/soudan/index.html

利益相反管理方針（概要）

利益相反管理方針

https://cdn.northerntrust.com/pws/nt/documents/legal/japan/principles-on-customer-oriented-business-conduct-jp-2020.pdf

お客様本位の業務運営に関する方針
ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ株式会社

2017.7.19

https://www.nvic.co.jp/philosophy/ownersmanual

https://www.nvic.co.jp/terms/voting-rights

2017.12.22

－

2015.9.1

農林中金バリューインベストメンツ株式会社株式会社

-

https://www.nvic.co.jp/terms/conflicts-of-interest
2018.4.1

2017.12.22

-

https://www.northerntrust.com/documents/legal/japan/proxy-voting-policy-jp.pdf?bc=24798343

利益相反管理のための基本方針

https://www.nvic.co.jp/terms/clients-first

2018.2.28
ESG投資基本方針

https://www.nvic.co.jp/terms/esg

-

https://www.northerntrust.com/documents/legal/japan/conflict%20of-interest-jp.pdf?bc=24778077

議決権行使について

投資信託の基礎知識

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社



「投資信託の運用会社が信頼向上のために取り組んでいること」の公表
（各社Webサイトへのリンク）

2022.9.28

http://www.nomura-am.co.jp/corporate/service/cobo/fmc.html

2016.9.15

http://www.nomura-am.co.jp/corporate/service/cobo/pdf/ambd.pdf

随時更新

2019.5.30

https://www.pinebridge.co.jp/business_domain/efforts_to_improve_trust.html

随時更新

サステナビリティレポート2021

http://www.nomura-am.co.jp/corporate/service/cobo/

利益相反管理方針

https://www.pinebridge.co.jp/business_domain/customer_oriented.html

は行

投資信託の運営管理態勢の強化への取組み

パインブリッジ・インベストメンツ株式会社

追加型公募投資信託の運用実績（自主的ＫＰＩ）

随時更新
お客様本位の業務運営の取組み状況

https://docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/051F2F73-0961-42FF-8913-EC8408F04EBC

お客様本位の業務運営を実現するための方針

当社の取組み・各方針

-
「資産運用業宣言2020」における目指す姿の実現に向けて

https://cdn.northerntrust.com/pws/nt/documents/investment-management/compliance-update-dec-2020.pdf

2017.4.14野村アセットマネジメント株式会社

https://docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/716da836-3f36-455e-8439-cdb9c06bf6f8/512

顧客本位の業務運営における主な取組状況

https://www.pinebridge.co.jp/business_domain/customer_oriented.html

2011.3.1
https://www.nomura-am.co.jp/special/esg/library/ri-report.html

2016.6.23

http://www.nomura-am.co.jp/corporate/service/conflict/

責任投資への取組み

随時更新

-
野村アセットマネジメントにおけるサステナビリティ

http://www.nomura-am.co.jp/special/esg/

-
お金を育てる研究所

http://www.nomura-am.co.jp/sodateru/

グローバル・サステナビリティ戦略



「投資信託の運用会社が信頼向上のために取り組んでいること」の公表
（各社Webサイトへのリンク）

-

-

https://www.bnpparibas-am.jp/risk-management-of-derivative-trading/

-
ＢＮＰパリバ・グループの社会貢献

当社の議決権行使に係るルール

http://www.bnymellonam.jp/about/rule

お客様本位の業務運営に関する方針

http://www.bnymellonam.jp/about/policy

http://www.bnymellonam.jp/about/csr

-

https://www.bnpparibas-am.jp/solicitation-policy/

「責任ある投資家」としての取り組み

https://www.bnpparibas-am.jp/fiduciary-duty-policy/

社会貢献活動

反社会的勢力との関係の遮断に関する基本方針

BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

当社の勧誘方針

日本版スチュワードシップ・コード

-

議決権行使の考え方

デリバティブ取引等に係るリスクの管理方法

苦情処理・紛争解決措置について

金融商品勧誘方針

-

http://www.bnymellonam.jp/about/stewardship

-

2009.2.1

https://www.bnpparibas-am.jp/anti-social-forces-policy/

https://www.bnpparibas-am.jp/responsible-investor/

日本版スチュワードシップ・コードへの賛同表明

2014.6.1

2009.2.1

https://www.bnpparibas-am.jp/complaint-resolution-policy/

BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社

2007.11.1

https://www.bnpparibas-am.jp/privacy-policy/

https://www.bnpparibas-am.jp/proxy-voting/

プライバシーポリシー

-

-

https://www.bnpparibas-am.jp/stewardship-policy/

https://www.bnpparibas.jp/jp/bnp-paribas/corporate-and-social-responsibility/

-



「投資信託の運用会社が信頼向上のために取り組んでいること」の公表
（各社Webサイトへのリンク）

2017.1.11

2017.3.29

随時更新

ピクテと「個人型確定拠出年金（iDeCo）」を始めよう。

https://www.pgim.com/pgim-japan/customer-service-policy

投資信託運用会社の信頼向上に向けた取組みについて

勧誘方針

https://www.pictet.co.jp/Individual/base/ideco

https://www.pictet.co.jp/company/about/finance

https://www.pgim.com/pgim-japan/stewardship

2014.5.22

-

当社の苦情処理措置

2017.3.23

議決権行使基準

「日本版スチュワードシップ・コード」受入表明

2017.6.30
ピクテが日本で目指すもの、そしてピクテ・バリュー宣言

https://www.pictet.co.jp/company/about/Declarations

https://www.pictet.co.jp/company/policy/basic_policy_against_anti_social_forces

http://www.bnymellonam.jp/about/operations

お客様本位の業務運営に係る基本方針

2015.9.1

ピクテ・ジャパン株式会社

お客様本位の業務運営に関する方針

「資産運用業宣言2020」に関する当社の取り組み

PGIMジャパン株式会社

2016.8.31
https://www.pictet.co.jp/company/policy/proxy_voting

https://www.pictet.co.jp/company/policy/inducement_policy

随時更新

反社会的勢力に対する基本方針
-

http://www.bnymellonam.jp/about/kujosyori

2022.9.29

財務情報等

2017.6.28

https://www.pgim.com/pgim-japan/client-experience-initiatives

https://www.bnymellonam.jp/about/amb_declaration_2020

https://www.pictet.co.jp/company/policy/stewardshipcode

日本版スチュワードシップ・コードの受け入れについて



「投資信託の運用会社が信頼向上のために取り組んでいること」の公表
（各社Webサイトへのリンク）

2014.8.31
コーポレート・ガバナンスと日本版スチュワードシップ・コードへの取り組み

https://www.fidelity.co.jp/about-fidelity/policies/investment/governance

https://japan.pimco.com/ja-jp/our-firm/purpose

当社サービスの苦情・紛争解決について
2018.7.13

女性と投資

https://japan.pimco.com/ja-jp/our-firm/diverse-perspectives

PIMCOの社会的責任

2018.7.13

サステナブル・インベスティング方針
2021.6.１

2018.6.6
https://japan.pimco.com/ja-jp/marketintelligence

https://www.fidelity.co.jp/about-fidelity/policies/investment/governance
2017.11.8

2019.3.8

https://www.fivestar-am.co.jp/policy/voting-rights/

投資不適格指定方針

https://www.fidelity.co.jp/about-fidelity/policies/investment/sustainable

日本版スチュワードシップ・コードの改定への対応について

https://www.fivestar-am.co.jp/policy/stewardship/

2018.5.1

https://www.fivestar-am.co.jp/policy/fiduciary/

マーケット・インテリジェンス (債券投資を学ぶプログラム)

2017.11.30

2020.9.30

お客様本位の業務運営に関する方針および取組み状況

https://japan.pimco.com/ja-jp/general/jp-legal-pages/fiduciary-duty-policy
2022.4.27

2020.8.31

議決権の指図行使に係る基本方針

行動科学

https://japan.pimco.com/ja-jp/behavioral-science
2020.12.23

2013.8.31
債券の基礎

ファイブスター投信投資顧問株式会社

ピムコジャパンリミテッド

https://japan.pimco.com/ja-jp/resources/education

https://www.fivestar-am.co.jp/policy/adr/

https://www.fivestar-am.co.jp/wpfsam/wp-content/uploads/2021/02/giketsukoushi_kekka.pdf

お客様本位の業務運営に関する方針

議決権行使結果



「投資信託の運用会社が信頼向上のために取り組んでいること」の公表
（各社Webサイトへのリンク）

フィデリティ投信株式会社

https://www.fidelity.co.jp/about-fidelity/policies/investment/sustainable

サステナブル・インベスティングに関する議決権行使原則とガイドライン

2022.4.28
議決権行使ガイドラインに関する補足

https://www.fidelity.co.jp/about-fidelity/policies/investment/sustainable

随時更新
議決権行使の状況

随時更新
お客様本位の業務運営に係る方針

https://www.fidelity.co.jp/fij/about/fiduciaryduty.html

https://www.franklintempleton.co.jp/about/franklin-templeton-japan.html

https://www.fidelity.co.jp/about-fidelity/policies/investment/sustainable
2021.6.１

https://www.fidelity.co.jp/about-fidelity/policies/investment/voting

https://www.franklintempleton.co.jp/about/franklin-templeton-japan.html

https://www.franklintempleton.co.jp/about/sustainable-investing.html

責任投資原則（PRI）署名

2021.4.1
利益相反管理方針

https://www.blackrock.com/jp/individual/ja/about-us/important-information/stewardship-code

2021.10.１

エンゲージメント方針

2021.4.1
「日本版スチュワードシップ・コード」の受入れについて

2021.11.1

https://www.blackrock.com/jp/individual/ja/about-us/important-information/conflict-of-interests

2017.3.27
「お客様本位の業務運営を実現するための方針」

https://www.franklintempleton.co.jp/about/franklin-templeton-japan.html

2021.4.1

議決権行使の方針

https://www.fidelity.co.jp/about-fidelity/policies/investment/sustainable

2016.2.1

2017.6.30

ブラックロックの使命と行動原則
お客様本位の業務運営に関する方針と取組状況

-

気候変動に係る投資方針

https://www.blackrock.com/jp/individual/ja/about-us/important-information/voting

ブラックロック・ジャパン株式会社

フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社

利益相反取引の管理に関する方針

日本版スチュワードシップ・コード受入れについて

https://www.blackrock.com/jp/individual/ja/about-us/corporate-information/policy

-



「投資信託の運用会社が信頼向上のために取り組んでいること」の公表
（各社Webサイトへのリンク）

責任投資について

グローバルリーダーシップ

http://www.barings.com/investment-policies

2016.9.12

反社会的勢力に対する基本方針

2016.9.12

議決権行使に関する基本的な考え方

お客様本位の業務運営方針

http://www.barings.com/about-us/corporate-overview
2017.6.29

－

－

勧誘方針

http://www.barings.com/investment-policies

ベアリングス・ジャパン株式会社

－
http://www.barings.com/investment-policies

http://www.barings.com/news/executive-biographies

http://www.barings.com/about-us/investing-responsibly

随時更新

https://www.bluebay.jp/bluebay/esg/

ブルーベイ・アセット・マネジメント・インターナショナル・リミテッド

随時更新
プライバシー・ポリシー

https://www.bluebay.jp/disclaimer/disclaimer-15/

随時更新
お客様本位の業務運営に関する方針

https://www.bluebay.jp/disclaimer/fiduciary/

随時更新

運用方針

https://www.bluebay.jp/welcome/invest/

https://www.bluebay.jp/disclaimer/disclaimer-4/

随時更新
贈収賄および汚職に対する取組

https://www.bluebay.jp/disclaimer/disclaimer-5/

随時更新
ESGへの取り組み

勧誘方針

https://www.bluebay.jp/disclaimer/disclaimer-2/

随時更新
苦情処理方針

https://www.bluebay.jp/disclaimer/disclaimer-3/

随時更新
反社会的勢力に対する基本方針



「投資信託の運用会社が信頼向上のために取り組んでいること」の公表
（各社Webサイトへのリンク）

https://www.manulifeim.co.jp/assets/about/principles-for-responsible-investments/pri-signatory.pdf

フィデューシャリー宣言

http://portfolia.jp/about/fiduciary.html

ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社

株式会社ポートフォリア

PayPayアセットマネジメント株式会社

2015.12.1

新たな経営体制への移行に関するお知らせ

国連責任投資原則（PRI）への署名について

スチュワードシップ・コードについて
2020.9.17

役職員紹介
随時更新

https://www.bayview.co.jp/about/company/index.html#members

PayPayアセットマネジメント株式会社

https://www.bayview.co.jp/policy/persuasion/index.html
2021.11.1

勧誘方針

2017.7.19

https://www.bayview.co.jp/whatsnew/pdf/20220926_ja.pdf
2022.9.26

2017.06.29

2020.9.24
日本版スチュワードシップ・コードの受け入れについて

2017.6.30
顧客本位の業務運営に関する方針

https://www.bayview.co.jp/customer-oriented/index.html

議決権行使に関する基本方針

https://www.bayview.co.jp/policy/stewardship_code/index.html

2021.3.8

ま行

マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社

2017.3.1
議決権行使指図の基本方針

https://www.manulifeim.co.jp/info/proxy-voting-policy.html

https://www.manulifeim.co.jp/info/japan-stewardship-code.html

2022.2.10
利益相反管理方針

https://www.manulifeim.co.jp/info/conflict-of-interest-management-policy.html

2022.5.27

https://www.bayview.co.jp/proxy_voting/index.html

https://www.paypay-am.co.jp/

お客さま本位の業務運営方針

https://www.manulifeim.co.jp/assets/about/customer-centric-policy.pdf



「投資信託の運用会社が信頼向上のために取り組んでいること」の公表
（各社Webサイトへのリンク）

投資哲学

2021.11.24
資産運用業宣言2020に則った当社の取り組みについて

2019.4.1

利益相反管理方針

フィデューシャリー・デューティーおよびサステナビリティに関する取り組み

https://www.smd-am.co.jp/news/news/2021/NewsRelease_20211124.pdf

2019.4.1

2020.6.8
議決権行使に関する方針

https://www.manulifeim.co.jp/assets/info/proxy-voting-results.pdf

2016.6.9

https://www.smd-am.co.jp/corporate/vision/

https://www.monex-am.co.jp/principle/voting/

https://www.monex-am.co.jp/principle/advantagecontrary/

スチュワードシップ活動に関する方針

責任投資について

経営理念

随時更新

2016.7.1
https://www.monex-am.co.jp/principle/fiduciary/

2020.6.8

2019.4.1

2019.4.1

https://www.mamj.co.jp/our-efforts

議決権行使結果について

お客さま本位の業務運営方針の取組状況

フィデューシャリー宣言

随時更新

https://www.smd-am.co.jp/corporate/responsible_investment/

https://www.monex-am.co.jp/principle/stewardship/

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

https://www.smd-am.co.jp/corporate/vision/fiduciary/

https://www.monex-am.co.jp/company/principle/

各種方針

https://www.smd-am.co.jp/corporate/policy/

https://www.monex-am.co.jp/company/philosophy/

マネックス・アセットマネジメント株式会社

2020.6.8

2016.6.9

トップメッセージ・経営理念

2022.9.13
責任投資原則

https://www.manulifeim.co.jp/about/principles-for-responsible-investments.html



「投資信託の運用会社が信頼向上のために取り組んでいること」の公表
（各社Webサイトへのリンク）

グローバル外為行動規範への遵守意思表明
2022.6.16

https://www.smtam.jp/file/151/PR2022_005.pdf

「フィデューシャリー・デューティー行動計画」の実施状況について
2022.6.30

https://www.smtam.jp/company/policy/fiduciary/

https://www.smtam.jp/company/policy/stewardship/

2012.4.1

「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫

利益相反管理方針（概要）

2021.10.8
「ファンド別分配タイプ」表の更新について

2017.6.22

https://www.smtam.jp/news/pdf/release/2_202109.pdf

2021.11.15

2012.4.1
議決権行使の考え方

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

https://www.smtam.jp/file/147/PR2022_002.pdf

経営理念

https://www.smtam.jp/file/160/PR2022_010.pdf

フィデューシャリー・デューティーへの取り組み

https://www.smtam.jp/news/pdf/release/PR2021_025.pdf

2021.5.14
責任ある機関投資家としての取り組み

https://www.smtam.jp/institutional/stewardship_initiatives/

https://www.smtam.jp/company/policy/coi/

2017.6.27

https://www.smtam.jp/company/policy/voting/

｢穀物生産による森林破壊を防止する金融機関のコミットメントレター｣参画について

https://www.smtam.jp/company/information/philosophy/

2022.5.17
運用資産の温室効果ガス排出量ネット・ゼロに向けた中間目標の設定について

https://www.smtam.jp/news/pdf/release/PR2022_001.pdf

Net Zero Asset Managers initiative への参画について

https://www.smtam.jp/news/pdf/release/PR2021_016.pdf
2021.7.7

2017.9.29
収益分配の基本方針の公表について

2017.7.3



「投資信託の運用会社が信頼向上のために取り組んでいること」の公表
（各社Webサイトへのリンク）

2022.7.1
プロダクトガバナンスの高度化に向けた取り組みについて

三菱UFJ国際投信株式会社

2021.12.10
「資産運用業宣言2020」 ～「資産運用業宣言2020」に関する当社取組み～

https://www.am.mufg.jp/corp/pdf/sengen_2020.pdf

2015.7.1

2017.5.2

「スチュワードシップ諮問会議」の設置について

2017.3.31

お客さま本位の業務運営

2017.3.31

https://www.am.mufg.jp/corp/operation/philosophy.html

https://www.am.mufg.jp/corp/stewardshipcode/index.html

「国連責任投資原則」への署名について

-
「資産運用業宣言2020」に則った取り組み

https://www.am.mufg.jp/text/release_170331_2.pdf

ブランドステートメント

https://www.am.mufg.jp/text/release_220701.pdf

https://www.am.mufg.jp/text/release_170331_1.pdf

2015.7.1

2022.6.30
顧客本位の業務運営/ＫＰＩの進捗状況について

https://www.smtam.jp/file/150/PR2022_006.pdf

2016.12.1
https://www.am.mufg.jp/corp/profile/statement.html

経営ビジョン

https://www.am.mufg.jp/corp/profile/vision.html

2015.7.1

運用哲学

2015.7.1
スチュワードシップ活動（対応方針、議決権行使方針・結果、活動報告）

CSRへの取り組み

https://www.smtam.jp/file/132/PR2021_020.pdf

https://www.am.mufg.jp/corp/csr/index.html

https://www.am.mufg.jp/corp/houshin/index.html

2016.5.16
資産運用分野におけるMUFG フィデューシャリー・デューティー基本方針およびMUKAMの取組内容について

https://www.am.mufg.jp/text/release_160516_1.pdf



「投資信託の運用会社が信頼向上のために取り組んでいること」の公表
（各社Webサイトへのリンク）

2022.4.22
「資産運用業宣言2020」と当社の取り組み

http://japan1.ubs.com/am/pages/about/am-declaration-2020

ロボ・アドバイザー

2016.4.1

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社

http://japan1.ubs.com/am/pages/importance/ClientFocus

http://www.morganstanley.com/im/publication/msjpf/material/fiduciarydutypolicy_msim_ja.pdf?1498467904362

2010.10.1

2010.10.1

https://www.myam.co.jp/useful/lesson/

顧客本位の業務運営を確立するための取り組み方針

https://www.myam.co.jp/about/voting/

や行

2016.12.21

顧客本位の業務運営に関する取り組み状況

2014.8.25

2017.6.28

https://www.myam.co.jp/about/fiduciary/

「お客さま本位の業務運営方針」に係る主な取組状況

お客さま本位の業務運営方針

https://www.myam.co.jp/news/upload_pdf/20180612Release.pdf

随時更新

https://www.myam.co.jp/useful/robot.html

2017.7.26

https://www.myam.co.jp/about/un-pri.html

日本版スチュワードシップ・コードの受入れについて

お客様本位の業務運営に関する方針

随時更新

明治安田アセットマネジメント株式会社

責任ある機関投資家としての取組み

https://www.myam.co.jp/about/fiduciary/efforts.html

2018.6.12
監査等委員会設置会社への移行（独立社外取締役の導入）

http://japan1.ubs.com/am/pages/importance/ClientFocus

～Meiji Yasuda Asset Management 「MYAM（マイアム）の投資教室」～

議決権行使に関する基本方針

https://www.myam.co.jp/about/stewardship.html

UBSアセット・マネジメント株式会社

2017.7.26
利益相反管理方針

https://www.myam.co.jp/about/interest.html

随時更新



「投資信託の運用会社が信頼向上のために取り組んでいること」の公表
（各社Webサイトへのリンク）

ら行

運用体制、運用担当者
2014.11.30

個人情報保護宣言

2022.5.30

2021.11.01
勧誘方針

https://www.ubp.com/files/live/sites/ubp/files/offices/japan/2021.11.01_Solicitation_Policy.pdf?pdf=2021.11.01_Solicitation_Policy

2022.4.01

http://www.rakuten-toushin.co.jp/company/operation/

https://www.ubp.com/files/live/sites/ubp/files/offices/japan/202204_Privacy_Policy.pdf?pdf=202204_Privacy_Policy

2020.8.07
苦情処理措置に関する方針

https://www.ubp.com/files/live/sites/ubp/files/offices/japan/Policy_on_Handling_Claims.pdf?pdf=Policy_on_Handling_Claims

2020.8.07

2021.06.07
フィデューシャリー・デューティー宣言

https://www.ubp.com/files/live/sites/ubp/files/offices/japan/2021.06.07_FDD.pdf?pdf=2021.06.07_FDD
ＵＢＰインベストメンツ株式会社

フィデューシャリー・デューティー宣言の遵守状況

https://www.ubp.com/files/live/sites/ubp/files/offices/japan/2022.05.30_FD_Report.pdf?pdf=2022.05.30_FD_Report

2022.7.06
議案別議決権行使状況

議決権行使に係る方針

https://www.ubp.com/files/live/sites/ubp/files/offices/japan/2021.07.19_Policy_on_Exercise_of_Voting_Rights.pdf?pdf=2021.07.19_Policy_on_Exercise_of_
Voting_Rights

https://www.ubp.com/files/live/sites/ubp/files/offices/japan/2022.07_Voting_Exercise_Report.pdf?pdf=2022.07_Voting_Exercise_Report

2018.11.01
資産運用取引執行方針

https://www.ubp.com/files/live/sites/ubp/files/offices/japan/Asset_Management_Trade_Execution_Policy.pdf?pdf=Asset_Management_Trade_Execution_P
olicy

2019.12.16
反社会的勢力排除に関する基本方針

https://www.ubp.com/files/live/sites/ubp/files/offices/japan/Basic_Policy_on_Exclusion_of_Anti-
Social_Forces.pdf?pdf=Basic_Policy_on_Exclusion_of_Anti-Social_Forces

2021.7.19

2015.7
勧誘方針について

https://www.rakuten-toushin.co.jp/company/disclaimer/policy/soliciation_policy/

利益相反管理方針

https://www.ubp.com/files/live/sites/ubp/files/offices/japan/Policy%20_for_Management_of_Conflict_of_Interests.pdf?pdf=Policy%20_for_Management_of_
Conflict_of_Interests

2020.8.26
「日本版スチュワードシップ・コード」の受入れについて

https://www.ubp.com/files/live/sites/ubp/files/offices/japan/2020.08.26_Stewardship_Code.pdf?pdf=2020.08.26_Stewardship_Code



「投資信託の運用会社が信頼向上のために取り組んでいること」の公表
（各社Webサイトへのリンク）

議決権行使に関する基本方針

http://www.resona-am.co.jp/util/giketuken.html

楽天投信投資顧問株式会社

投資家の皆様へ（メッセージ）

http://www.resona-am.co.jp/util/souhan.html

楽天投信投資顧問の特徴と投資哲学

http://www.rakuten-toushin.co.jp/beginner/advantage/

2015.9.16

随時更新

2016.7.16

利益相反管理方針の概要

http://www.resona-am.co.jp/util/hansya.html

反社会的勢力への対応について

2019.2
議決権の指図行使に係る基本方針

https://www.rakuten-toushin.co.jp/company/disclaimer/policy/voting_rights/

2021.6
お客様本位の業務運営に関する基本方針

https://www.rakuten-toushin.co.jp/company/disclaimer/policy/fiduciary/

2021.9
責任投資原則

https://www.rakuten-toushin.co.jp/company/disclaimer/policy/pri/

2021.9
スチュワードシップ・コード

https://www.rakuten-toushin.co.jp/company/disclaimer/policy/stewardship_code/

随時更新

http://www.resona-am.co.jp/util/investment.html

http://www.rakuten-toushin.co.jp/company/disclaimer/policy/

2016.7.16

運用哲学
2015.9.16

http://www.rakuten-toushin.co.jp/company/message/

2015.9.16

2015.9.16

重要な方針

2017.4
当社の苦情・紛争処理措置について

https://www.rakuten-toushin.co.jp/company/disclaimer/policy/adr/

2017.6
利益相反管理方針の概要

https://www.rakuten-toushin.co.jp/company/disclaimer/policy/conflict/

楽天バンガードHEADS

https://community.rakuten-toushin.net/



「投資信託の運用会社が信頼向上のために取り組んでいること」の公表
（各社Webサイトへのリンク）

りそなアセットマネジメントについて

https://www.resona-am.co.jp/about/ram.html

https://www.resona-am.co.jp/about/investment.html

https://www.resona-am.co.jp/about/service.html

スチュワードシップレポート2020/2021

https://www.resona-am.co.jp/investors/pdf/ssc_report2020-2021.pdf

勧誘方針

https://www.resona-am.co.jp/investors/ssc.html

-

2021.1.8
未来資産形成ラボ

-

https://www.resona-am.co.jp/about/labo/

責任投資への取組方針と活動状況

2020.11.4
りそなの責任投資

https://www.resona-am.co.jp/about/responsibility-investment.html

2021.1.6

2020.6.1

2017.9.29

りそなアセットマネジメント株式会社

https://www.resona-am.co.jp/investors/policy.html

日本版スチュワードシップ・コードについて

https://www.resona-am.co.jp/investors/fiduciary.html

2021.12.23
「資産運用業宣言 2020 」における「資産と社会の未来」に向けた当社の取り組みについて

https://www.resona-am.co.jp/oshirase/2021/pdf/211223_o.pdf

お客さま本位の業務運営

http://www.resona-am.co.jp/util/fees.html

2020.6.29
お客さま本位の業務運営の実践に向けた成果指標（KPI）の公表について

https://www.resona-am.co.jp/investors/pdf/fiduciary_kpi.pdf

2020.11.4

https://www.resona-am.co.jp/investors/pdf/ssc_policy.pdf

-

運用管理費用等について



「投資信託の運用会社が信頼向上のために取り組んでいること」の公表
（各社Webサイトへのリンク）

https://www.rheos.jp/policy/handling/

勧誘方針／苦情処理・紛争解決措置

議決権の行使について

https://www.rheos.jp/sustainability/governance/stewardship.html

スチュワードシップコード

-
一括発注の取扱方針について

2020.9.17

https://www.rheos.jp/about/message/

フィデューシャリー・デューティー宣言

2017.6.30
お客様本位の業務運営（フィデューシャリー・デューティー）の取組について

http://www.ymam.co.jp/company/ymfg.html
ワイエムアセットマネジメント株式会社

わ行

-

社長メッセージ

2017.6.22

2020.9.17レオス・キャピタルワークス株式会社

2020.9.17

https://www.rheos.jp/policy/resolution/

https://www.rheos.jp/policy/policy/

経営理念

https://www.rheos.jp/about/philosophy/

https://www.rheos.jp/corporate/fiduciaryduty.html

-


