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資産運用業務における
ESG課題への取り組み

2012年12月の安倍政権発足後、日本政府は国を挙げてスピード感
のある資本市場改革に取り組んでおり、各省庁が連携しながらそれぞ
れの分野で政策を施行しています。資本市場改革の最終ゴールは企
業のROEおよびコーポレート・ガバナンス改善により経済の好循環
を作り出すことであり、そのためにさまざまな政策が打たれています。

アベノミクス成長戦略の一環としての資本市場改革

各省庁の資本市場改革に向けた施策
日本政府は国を挙げて資本市場改革に取り組んでおり、各省庁が連携しながら施策を実行

GPIF改革

採用マネージャーやインデックス変更の波及効果

日本版スチュワードシップ・コード
コーポレートガバナンス・コード 

エンゲージメント

内閣

内閣府

金融庁

環境省 法務省

経済
産業省

厚生
労働省

日本取引所グループ日本取引所グループ
東京証券取引所東京証券取引所
日本経済新聞社日本経済新聞社

JPX日経インデックス400ローンチ

ROE/ガバナンス重視 

「持続的成長への競争力とインセンティブ
～企業と投資家の望ましい関係構築」
プロジェクト（伊藤レポート）

日本企業の競争力強化と資本市場の在り方検討

改正会社法

社外取締役を導入しない上場企業はその理由
の説明を義務付け

21世紀金融行動原則

金融業界内の情報連携
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資産運用会社としての三井住友信託銀行とは？

運用資産の内訳

日本最大の資産運用会社
――運用資産額 約50兆円（2014年6月30日時点）

アジアをリードする資産運用会社

• 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所第一部）の子会社

• グローバルに顧客基盤と受託能力を拡大しています。

• 日系信託銀行として幅広い業務を行っています。
 ̶̶受託事業、リテールおよびホールセール事業、不動産事業

アジア最大の運用残高を有しており、顧客の大多数が日本の公的年金・共済および企業年金です。

運用資産総額50兆円のうち10兆円程度を日本株式で運用しています（2014年6月30日時点）。

海外投資家の残高も増加しており、主に資産運用と不動産投資を提供しています。ここでは主に受

託事業の資産運用における責任投資への取り組みをご紹介させていただきます。

出典：三井住友信託銀行(2014年6月30日時点)

その他

企業年金

その他 
法人顧客

公的年金・共済
0.5%0.5%

52.0%52.0%42.1%42.1%

5.4%5.4%

その他 国内株式

国内債券外国債券

オルタナティブ 外国株式

21.2%

16.2%

39.7%

9.1%9.1%

3.3%3.3%

10.6%

（単位10億円）

顧客タイプ 運用資産額 割合

公的年金・共済 26,185 52.0%

企業年金 21,214 42.1%

その他 法人顧客 2,721 5.4%

その他 269 0.5%

合計 50,389 100.0%

（単位10億円）

資産の種類 運用資産額 割合

国内株式 10,658 21.2%

外国株式 8,148 16.2%

国内債券 19,994 39.7%

外国債券 5,335 10.6%

オルタナティブ 1,663 3.3%

その他 4,592 9.1%

合計 50,389 100.0%
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三井住友信託銀行の株式アナリスト
体制

三井住友信託銀行（以下、SMTB）のリサーチ運用部は、

経験10年以上のアナリストを多数そろえて、全てのセク

ターをフルカバーしており、年間の取材活動は1万件を優

に超えています。また2014年から、クレジットアナリスト等

の機能も統合し、マクロ、ミクロ、エクイティー、デット等の

多面的な視点からのシナジー効果を追求した調査体制と

しています。

株式アナリストによるESG活動

エンゲージメント活動の主体

日本版スチュワードシップ・コードへの署名により、これ

までと比べより組織的にエンゲージメント活動を実施して

いきますが、その主体となるのがアナリストです。担当企業

あるいはセクターに対する深い理解に基づき、事業とガバ

ナンス両面から持続的成長のための質の高い対話を行い

ます。その内容をファンドマネージャーにフィードバックす

ることにより、中長期的な投資リターンの拡大を図ります。

ESGインテグレーション 

SMTBでは2014年から、10年にわたるRI(責任投資)

ファンド運用の実績で得た知見を活用し、アクティブファン

ドに対してESG評価プロセスを織り込むESGインテグレー

ションをスタートさせました。具体的には、アナリストが外

部データをベースにマネジメントとの対話やセクター内で

の比較を踏まえ定性判断を加えたESGレーティングを投

資銘柄に付与し、ファンドマネージャーの運用判断に活用

するというものです。

三井住友信託銀行の運用会社としてのESGへの取り組み

（2014年10月末時点）

• 日本最大規模の日本株専任アナリスト25人による企業リサーチ・
定性判断

• アナリストの経験年数が平均12年程度と長く、企業との長期的な
信頼関係を構築していることが強み

• 同一アナリストが10年以上担当している先は250社以上あり他社
を凌駕

• 資産運用に関わる業務を通じて日本経済全体に貢献する仕組
みを装備

• 日本最大規模のアナリストチームによる調査、外部機関のリソ
ースも活用し、以下の四つの取り組みを実施

三井住友信託銀行の取り組み
̶日本企業への影響力を行使するための四つの柱

三井住友信託銀行

三井住友信託銀行の取り組み 四つの柱
SMTBの資産運用におけるESGに関する取り組みは、エ

ンゲージメント・ESGレーティング・ESGリスク評価・議決

権行使の四つの柱に分けられます。

日本最大規模の日本株専任アナリストによる企業リサー

チと分析・定性判断に加え、10年以上のRI（責任投資）ファン

ド運用経験をとおして積み上げたESGに対するファンドマ

ネージャーとアナリストの知見を生かしながら取り組みを

行っています。企業に対する基礎的なESG関連の調査・評価

に関しては日本有数のシンクタンクである日本総合研究所

と業務委託契約を結んでおり、またエンゲージメントに関し

ては社内での体制に加え外部提携運用会社（みさき投資株

式会社）の知見も活用し、体制強化を行っていきます。

エンゲー
ジメント

ESG
レーティング

ESGリスク
評価 議決権行使
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日本経済の持続的成長

三井住友信託銀行のESGエンゲージメントポリシーについて

SMTBでは、持続的社会の構築のため環境、社会、ガバナンス（ESG）課題を解決することが運用を委託する最終受益者

の最大限の利益につながるものと考えており、積極的に投資先企業に対して働きかけ（エンゲージメント）を行うためのポ

リシーを定めています。当ポリシーは、エンゲージメントの基準となる課題や行動を運用会社の立場から示したものです。

• 投資先企業の株価
上昇によるパフォ
ーマンス向上

• 受託者利益

エンゲージメント

三井住友
信託銀行 投資先企業

• 利益の再投資
• 企業価値向上
• 株価上昇

投資

キャピタルゲイン
インカムゲイン

国内企業への取り組み方針
日本版スチュワードシップ・コードに基づくエンゲージメント活動 

2014年2月、金融庁により日本版スチュワードシップ・

コードが導入されました。本コードは機関投資家が企業との

「目的を持った対話」（エンゲージメント）を通じて、企業価

値向上や持続的成長を促し、中長期的な投資リターンの拡

大を図ることが狙いです。SMTBは以前からこのような取り

組みを行ってきましたが本コードの導入を機に、より組織的

な運営へと移行すべく体制を整えました。SMTBのエンゲー

ジメントは投資先企業に対し、より良い経営について考える

きっかけや気づきを提示（意見表明）して投資先企業に行動

を促すことで企業価値向上を目指します。日本最大規模の

日本株専任アナリストが担当し、その知見を生かしながら投

資先の経営課題に注目して質の高い対話を行います。長期

にわたって築いてきた企業との信頼関係もSMTBの強みと

なっています。

SSC※エンゲージメント会議
1. SMTBではエンゲージメントに係る会議体として、「SSC

エンゲージメント会議」を設置しています。SSCエンゲー

ジメント会議の事務局は、総合戦略運用部です。

(1) SSCエンゲージメント会議は、リサーチ運用部長、総

合戦略運用部長、パッシブ・クオンツ運用部長、株式

運用部長で構成します。受託監理部長は会議に参加

し、審議内容およびエンゲージメントに係る業務運

営の適切性をモニタリングします。

(2) 議長はリサーチ運用部長とし、SSCエンゲージメント

会議の審議を踏まえて重要事項の決定を行います。

2. SSCエンゲージメント会議は、次の事項について審議を

行います。

(1) 「日本版スチュワードシップ・コードへの対応方針」の

エンゲージメントに係る内容およびエンゲージメン

トガイドラインの改廃のほかエンゲージメントに係

る重要事項

(2) リサーチ運用部の月次報告に基づく、エンゲージメ

ントに係る業務運営の適切性

※ SSC：Stewardship Code（スチュワードシップ・コード）

環境や社会的な課題に関する三井住友信託銀行の行動
• 投資先企業に対して、グローバルな環境や社会的課題につい
て取り組み、社会的利益に反しないよう求めます。

• 国連グローバル・コンパクトにうたわれている行動基準に反
する行為や非人道的行為については、投資先企業に対して対
話の場を持ち、その改善を求めます。

ガバナンス上の課題に関する三井住友信託銀行の行動
• 投資先企業において、株主の利益と一致した経営規律が働いてい
ないと判断される場合は、内部統治上の施策をとるよう促します。

• 法令違反など経営上不祥事により株主価値が毀損している場合
には、経営陣の責任を明確にして適法性維持が図られるよう議
決権を行使します。さらに、中長期的な株式価値増大を経営陣
が株主とともに享受する報酬制度を評価し、投資家の利益にか
なう積極的な情報開示と説明責任を、投資先企業に求めます。
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日本版スチュワードシップ・コードへの対応

SMTBは、｢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》の趣旨に賛同

し、これを受け入れます。これに伴い「三井住友信託銀行のスチュワードシップ責任への対応方針」

と「日本版スチュワードシップ・コードの原則への対応方針」を定め、以下の通り対応していきます。

「三井住友信託銀行のスチュワードシップ責任への対応方針」
機関投資家は、建設的な目的を持った対話（エンゲージメント）などを通じて、投資先企業の企

業価値向上や持続的な成長を促すことにより、受益者等の中長期的な投資リターンの拡大を図る

責任（スチュワードシップ責任）を負っています。SMTBは、《日本版スチュワードシップ・コード》の

趣旨を踏まえ、企業の状況の把握、エンゲージメント、議決権行使等の活動を通じて、投資先企業

の企業価値向上への寄与を図っていきます。

1. 「三井住友信託銀行のスチュワードシップ責任への対応方針」
に基づき、スチュワードシップ責任を果たしていきます。（《日
本版スチュワードシップ･コード》原則（以下SSC原則)1）

2. スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反に
ついて、「利益相反管理方針」に基づいて管理していきます。 
(SSC原則2）

3. 投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を
適切に果たすため、投資先企業の状況を的確に把握します。
(SSC原則3）

4. 投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投
資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めま
す。 (SSC原則4）

5. 投資先企業の持続的成長に資することを目的として、「三井
住友信託銀行の議決権行使の考え方」に基づいて議決権の
行使を行うとともに、年一回以上、議決権の行使結果を集計
し公表します。（SSC原則5）

6. 議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任を果たすため
の行動について、お客さま・受益者に定期的に報告を行いま
す。（SSC原則6）

7. 投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事
業環境等に関する深い理解に基づき、投資先企業との対話や
スチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための能力
向上・態勢の改善を図っていきます。（SSC原則7）

《日本版スチュワードシップ・コード》の
原則への対応方針 SMTBは、左記SSC原則3およびSSC原則4に則り、下記のガ

イドラインに従ってエンゲージメントを行います。

1. SMTBは責任ある機関投資家として受け入れを表明している
「日本版スチュワードシップ・コード」に従い、お客さま・受益
者の中長期的な投資リターンの拡大を図るため、投資先企業
の企業価値向上や持続的成長を促すことを目的に投資先企
業とエンゲージメントを行います。

2. エンゲージメントの対象は、アクティブ運用・パッシブ運用を
問わず、国内株式の投資先企業すべてとする。ただし効率性
に鑑み、アクティブ運用の投資先企業のほか、リスクアプロー
チにより抽出した不祥事発生企業やガバナンスに問題のあ
る企業あるいはROEの著しく低い企業を中心とします。

3. エンゲージメントにあたっては投資先企業の状況を的確に把
握することが重要であるため、当該企業のガバナンス、企業
戦略、資本構造、リスクへの対応姿勢などについて、しっかり
調査を行った上でエンゲージメントに臨みます。

4. エンゲージメントにおいて、インサイダー情報を入手しませ
ん。インサイダー情報を入手したおそれのある場合は、社内
の規則に従って対応します。

5. エンゲージメントは、主として投資先企業の経営層と行いま
す。エンゲージメントを通じて当該企業と信頼関係を構築し、
認識の共有が図られるよう努めます。

6. エンゲージメントの際にSMTBが表明する意見については、
予めリサーチ運用部長の承認を必要とします。リサーチ運用
部長は、表明する意見の内容が当該企業の企業価値向上や
持続的成長に資する内容であること、重要提案行為と誤解さ
れない内容であることを確認します。エンゲージメント実施
後には、SMTBが表明した意見および当該企業の意見それぞ
れを簡潔かつ明瞭に記録し保存します。また、その後の当該
企業における企業価値向上や持続的成長への取り組み状況
等を、公開情報等をもって的確にフォローアップし、エンゲー
ジメントの有効性を検証します。

7. エンゲージメントの状況は、「SSCエンゲージメント会議」に
報告の上、適切にお客さま・受益者に報告を行います。

エンゲージメントガイドライン
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対人地雷とクラスター弾に関連する企業とのエンゲージメント

海外企業へのエンゲージメント活動

ESGモニタリングとエンゲージメント
SMTBでは、ESGエンゲージメントポリシーにうたわれている具体的な課題について、関係

諸団体に対しエンゲージメントを実施しています。また総合戦略運用部長を議長とするESGモ

ニタリング会議を設営し、社内的な周知徹底を図るとともに状況をモニタリングしています。

対人地雷ならびにクラスター弾問題は、人道的観点

や平和と安定の維持や復興開発への障害となること

から国際的取り組みがなされています。日本において

も対人地雷禁止に関連したオタワ条約（1999年）、ク

ラスター弾に関するオスロ条約(2010年)がそれぞれ

発効されました。グローバル運用業界では、同関連企

業に対する金融的な幇助を回避するため投融資を行

わない動きが広まっており、また関連企業には製造を

停止するよう働きかけています。

SMTBでも、対人地雷やクラスター弾を製造する関連

企業※に対しては、アクティブ運用商品では原則除外して

おり、パッシブ運用商品で保有する企業に対しても、製造

を停止するようエンゲージメント活動を行っています。

※ オランダのNGO、パックス・クリスティが報告書「クラスター爆弾へ
の世界の投資：共通した責任」に掲載している企業リストを参考にし
ています。

責任投資原則の署名団体数とエンゲージメント数の増加
近年、資産運用業界において、環境や社会、ガバナンス（ESG）課題は、グローバルに関心が

集まっており、ESG課題に関心のある運用機関が署名する責任投資原則（PRI）の署名団体数

と運用資産総額は増え続けています。また、PRIは署名機関に対し、共同で投資先企業にESG

をテーマとするエンゲージメント（対話）を行う「クリアリングハウス」サービスを提供しており、

その件数も増加傾向にあります。

当グループは2006年にPRIの署名機関となって以来、クリアリングハウスに参画して海外の

機関投資家と「水」リスクに関する共同エンゲージメントを実施するなど、日本の資産運用業界

が積極的にESG課題に取り組むべく、リーダー的な役割を担っています。
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ESGリスク評価への取り組み

• トータルで40の課題について分析・把握

• 随時モニタリングを実施、イレギュラーなリスク発生時には
反映

• 投資先企業へのエンゲージメントにも活用

ESGリスク

ビジネス
倫理

株主・
投資家

競合
他社

コミュニ
ティ

サプライ
チェーン

従業員

消費者

環境

（2014年10月末時点）

ESGに関連するリスク評価への取り組み
セクターごとに関連性の高いグローバルベースのESG課

題を特定し、当該セクターに属する銘柄の潜在的ESGリス

クを把握する取り組みをスタートさせました。ESGイベント

発生時のダウンサイドリスクに備えることが目的です。

モニタリングを行い、イレギュラーなリスク発生時には随

時見直しを実施しています。

RI運用での安定稼働を確認し、将来的に他のプロダクト

への適用を想定しています。

ESGレーティング導入

ESGレーティング 
• 10年以上のRIファンド運用経験に基づく知見とノウハウを活用
し、ESGを考慮した銘柄選択を目的に2014年運営開始

• アクティブ日本株式ファンドに適用

日本総合研究所による基礎調査̶ESGスコア
SMTBの考えを理解し、E（環境）、S（社会）、G（ガバナンス）各項目で
業種ごとに企業にスコア付与
企業へのアンケート、CSRレポート、マスメディアのニュースチェッ
ク、取材等をとおして調査

SMTBのアナリストによる定性評価
経営陣・IRへの綿密な取材、長年にわたる調査・分析からの知見を活用
RIファンド運営を通じ、SMTBのアナリストのESGへの感度は高く、
日本企業の実態に即した評価が可能

ESGレーティング

運用へのESG評価
アクティブ運用でのESG評価
各企業のESGへの取り組み度合いをSMTBのアナリス

トが評価、セクター内相対比較で3段階のESGレーティン

グを付与しています。10年以上にわたりRI(責任投資)ファ

ンドを運営してきたことからアナリストのESGへの感度は

高く、日本企業の実態に即した評価が可能です。なお基礎

調査に関しては、日本総合研究所を中心とする外部データ

を利用しています。

ESGレーティングの考え方や変更理由については、ファ

ンドマネージャーとタイムリーに情報共有しています。

またESGレーティングが低い銘柄のうち問題が深刻で

あると思われる企業についてはエンゲージメント活動を通

じて改善を求めていく方針です。 
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日本株RI旗艦ファンドの運用戦略のご紹介

日本株RI旗艦ファンド
2003年から運用を開始しており、日本では最も歴史ある責任投資ファンドの一つです。ESGに注

目し、それらの財務リターンの向上への貢献度などを考慮して投資銘柄を選定しており、SMTBの

RIファンド運用チームによる知見と日本総合研究所による基礎調査が特徴となっています。

1. 日本総合研究所による「ベスト・イン・クラス」でのユニバース選定
日本有数のシンクタンクである日本総合研究所が、2,000社を対象にアンケート調査を実施し、

ベスト・イン・クラスをユニバース候補として選定します。

これまでのE(環境)・S(社会)・G(企業統治)の評価項目に加え、2013年度からはV評価(成長性

評価)を加えました。V評価はESGへの取り組みの企業業績へのつながりを評価するものです。

2. 三井住友信託銀行によるRIユニバースの決定
日本総合研究所が選定したRIユニバース候補群から、信用リスクの高い銘柄等を排除し、株式運

用部長を議長とする月次の会議でRIユニバースを決定します。

RIファンドの三つのプロセス

2,500
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運用プロセス
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約3,500
(全上場株式)

日本総合研究所ユニバース 
約2,000

SRIファンドユニバースSRIファンドユニバース
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コントロール 
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日本総合研究所
• CSRに関するハイ
クオリティな調査

スクリーニング
• 調査情報
• クレジットリスク

ポートフォリオ構築
• ESG評価
• 株価評価

出典：三井住友信託銀行(2014年6月30日時点)

3. 三井住友信託銀行のファンドマネージャーによる銘柄選択
ファンドマネージャーはRIユニバースを対象に、①潜在的なESGに関わるリスク評価、ESGへの

取り組みによる成長性評価と②国内株式アナリストによる独自業績予想をベースとしたバリュエー

ション、業績モメンタムといった株価評価を実施、対TOPIXでの超過リターンを追求します。

RIファンドの実績
下図のグラフはRI旗艦ファンド設定来の超過収益率と

TOPIXリターンの推移です。2012年末の安倍政権発足以来、日

本株式市場は堅調を維持しています。SMTBでは企業業績の改

善、政府による資本市場改革等の後押しから今後も底堅い推移

を予想しており、日本企業のESGへの意識も高まりつつあるこ

とから、当ファンドの運用には好ましい環境となっています。
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RI商品ラインアップ（投資信託）

SRI・ジャパン・オープン（グッドカンパニー）
当グループは2003年、日本で初めて企業年金向け責

任投資ファンドの提供を開始しました（RI旗艦ファンド）。

「グッドカンパニー」は、この同じ運用を、公募投信として

個人投資家など幅広い投資家層にも提供したもので、日本

を代表する責任投資ファンドの一つとなっています。

当ファンドは、企業価値向上のた

めにESGの取り組みを積極的に推

進する企業の株式を厳選し投資す

ることにより、ベンチマークである

東証株価指数に対する超過収益の

獲得を目指します。

（運用会社：三井住友トラスト・ア

セットマネジメント）

チャイナ・グッドカンパニー
「チャイナ・グッドカンパニー」は、日本株責任投資ファン

ドの投資手法を中国株に適用したRIファンドです。中国の

金融機関以外の運用機関が開発した世界で初めての中国

株責任投資ファンドとして、欧米の関係者からも注目され

ています（2010年の設定）。

銘柄の選定にあたっては、ESG

の調査を日本総合研究所に委託す

るとともに、米国のCSR推進団体

であるBSRと提携し、投資対象企

業に関するネガティブ情報を随時

入手できる体制を構築しています。

（運用会社：三井住友トラスト・ア

セットマネジメント）

グリーン世銀債ファンド
当グループの日興アセットマネジメントが、2010年に世

界銀行と共同で開発したファンドで、世界銀行が発行する

「グリーンボンド」の組入比率30％以上を目指している点

が特徴です。グリーンボンドとは、世界銀行が発行する債

券の一種です。調達された資金は、原則として新興国にお

ける気候変動対策プロジェクトへ

の貸付に利用されます。そのため、

社会貢献を実感できるファンドとし

て、世界的にも注目を集めています。

（運用会社：日興アセットマネジメ

ント）

生物多様性企業応援ファンド
生物多様性とは、地球上に生息する「多種多様な生きも

の」とそれらの「つながり」のことです。「生物多様性企業応

援ファンド」は、生物多様性の保全と持続可能な利用に積

極的に取り組む日本企業の株式に投資し、ファミリーファ

ンド方式で運用を行います。マザーファンドの運用にあ

たっては、SMTBが投資助言を行

います。

生物多様性に着目したファンド

は、欧米でもあまり例がなく、先進

的な取り組みとして海外から注目

を集めています。

（運用会社：三井住友トラスト・ア

セットマネジメント）
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議決権行使の基本方針
SMTBは、コーポレート・ガバナンスの重要性に鑑み、議決権行使を通じ、企業経営者に株主利益

を尊重させ、長期的な株主利益の最大化を図り、顧客の利益に資することを目的として、議決権行

使の基本方針を定めます。

コーポレート・ガバナンス体制と投資規準
企業の経営方針・経営判断は、株主の意向のみを反映するものではなく、従業員・債権者・取引

先等、さまざまなステークホルダーとの利害調整を踏まえて決定されるものであると考えます。一

方、企業経営者は、効率的な株主資本の活用やステークホルダーへの積極的な情報開示等、株主利

益を尊重した健全なコーポレート・ガバナンス体制を進んで構築すべきであると考えます。コーポ

レート・ガバナンス体制は、広い意味で投資規準の一種です。株主利益を軽視している企業に対し

ては、株主利益を尊重するよう、議決権行使による意思表示を行います。

不祥事および反社会的行為への対応
企業もしくは企業経営者による不祥事および反社会的行為が発生した場合には、コーポレート・

ガバナンス上重大な問題が発生しているとみなし、コーポレート・ガバナンスの改善に資する内容

で議決権を行使します。

議決権行使の考え方

SMTBでは、株主価値に基づくガバナンスの在り方を経営に浸透させる手段、方法の一つとし

て、株主議決権行使を位置付けています。

議決権行使権限者
株式運用部長 議決権行使会議

（事務局：総合戦略運用部）

行使原案の作成、精査
株式運用部・リサーチ運用部

議決権行使指図
運用サービス部

資産管理銀行

(1) ガイドライン制定
 ①ガイドライン案策定

 ②審議・承認

(2) ガイドラインに
 基づく行使
①個別行使原案作成

(3) ガイドラインに規定がない場合
 ①個別行使原案作成

 ②審議・承認

②決定

(4) 指図

(5) 行使結果報告

議決権行使の体制
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コーポレート・ガバナンス体制の強化に向けて
企業とのコミュニケーションを重視し、コーポレート・ガ

バナンス体制の整備、改善に関する対話に重点を置きま

す。企業の状況を熟知した担当アナリストがコーポレート・

ガバナンス体制の強化に向けた働きかけとしてどのような

方法が効果的か検討を行い、企業とのさまざまな接点を通

じて株主利益の最大化を目指します。

議決権行使の考え方
2000年から社内に議決権行使体制を確立し、企業不祥

事の有無など定性面、業績判断基準を採用した定量面で

のチェックをスタートしました。また2004年からは日本の

他の運用会社に先がけ、社外取締役の独立性について行使

判断基準を設定しました。議決権行使を通じて、投資先の

コーポレート・ガバナンス改善に努めています。

2. 株主提出議案

賛成 反対 棄権 白紙委任 合計

合計 0 154 0 0 154

1. 会社提出議案

賛成 反対 棄権 白紙委任 合計

剰余金処分案等 1,399 48 1 0 1,448
取締役選任 1,368 409 1 0 1,778
監査役選任 1,231 203 1 0 1,435
定款一部変更 574 12 0 0 586
退職慰労金支給 178 114 0 0 292
役員報酬額改定 356 13 0 0 369
新株予約権発行 100 48 1 0 149
会計監査人選任 33 0 0 0 33
組織再編関連*1 41 0 0 0 41
その他会社提案*2 189 32 0 0 221
うち買収防衛策等 141 32 0 0 173
合計 5,469 879 4 0 6,352

*1  合併、営業譲渡・譲受、株式交換、株式移転、会社分割等　*2  自己株式取得、法定準備金減少、第三者割当増資、資本減少、株式併合、買収防衛策等

議案別議決権行使状況
国内株式の2013年7月から2014年6月までに開催された株主総会における

議決権行使については、以下の通り行使を行っています。
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ESG課題に関する国際的な連携・啓発活動

グローバルな責任投資市場の発展に寄与
当グループ各社は、責任投資原則（PRI）に署名し、2010年からはPRIの日本ネット

ワークの共同議長に就任しています。2014年9月にカナダのモントリオールで開

催されたPRI年次総会では、日本の取り組みの現状について説明しました。

また、当グループは国連グローバル・コンパクトに署名した日本企業が参加する

グローバル・コンパクト・ジャパン・ネットワーク（GC-JN）のメンバーでもあります。

2011年度からは大和総研・大和証券とともに「SRI分科会」の共同幹事に就任し、

分科会を主催しました。今後も、ESGに関する研究会への参画や証券代行業務の

一環としての企業に向けた情報提供サービスやセミナーの開催などを通じて、グ

ローバルな視点を踏まえた責任投資に関する情報を広く発信していきます。

ICGN東京大会に参加
2014年3月3～4日、日本取引所グループ主催によるICGN（International 

Corporate Governance Network）の東京大会が開催されました。ICGNは機関

投資家を中心メンバーに結成された非営利団体で、1995年の設立以来、コーポ

レート・ガバナンスのリーダーからなる世界的組織として発展してきました。今日、

その会員数は約600人で、グローバル投資家も多く参加しています。

SMTBはメインスポンサーとして本大会を支援するとともに、コンファレンス初日

に行われたパネルディスカッションにも参加しました。

RI Asia 年次コンファレンスに参加
2014年3月5～6日にRI（Responsible Investor） Asiaの年次コンファレンスが

東京で初めて開催されました。当コンファレンスは、米国、欧州およびアジアにおい

て毎年開催されている社会的責任投資に関するイベントです。企業の持続的成長、

責任投資、ESG投資に関するグローバルな今後の見通しについて、講演・パネル

ディスカッションが行われました。SMTBはスポンサーとして本大会を支援すると

ともにパネルディスカッションにも参加致しました。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 140
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 140
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440639063106360020063906440649002006270644063406270634062900200648064506460020062E06440627064400200631063306270626064400200627064406280631064A062F002006270644062506440643062A063106480646064A00200648064506460020062E064406270644002006350641062D0627062A0020062706440648064A0628061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200036002e0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043f043e043a0430043704320430043d04350020043d043000200435043a04400430043d0430002c00200435043b0435043a04420440043e043d043d04300020043f043e044904300020043800200418043d044204350440043d04350442002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed0020006e00610020006f006200720061007a006f007600630065002c00200070006f007300ed006c00e1006e00ed00200065002d006d00610069006c0065006d00200061002000700072006f00200069006e007400650072006e00650074002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d006d00610069006c0020006f006700200069006e007400650072006e00650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200064006900650020006600fc00720020006400690065002000420069006c006400730063006800690072006d0061006e007a0065006900670065002c00200045002d004d00610069006c0020006f006400650072002000640061007300200049006e007400650072006e00650074002000760065007200770065006e006400650074002000770065007200640065006e00200073006f006c006c0065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e00200065006e002000700061006e00740061006c006c0061002c00200063006f007200720065006f00200065006c006500630074007200f3006e00690063006f0020006500200049006e007400650072006e00650074002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002000730065006c006c0069007300740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002c0020006d0069007300200073006f006200690076006100640020006b00f500690067006500200070006100720065006d0069006e006900200065006b007200610061006e0069006c0020006b007500760061006d006900730065006b0073002c00200065002d0070006f0073007400690067006100200073006100610074006d006900730065006b00730020006a006100200049006e007400650072006e00650074006900730020006100760061006c00640061006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000640065007300740069006e00e90073002000e000200049006e007400650072006e00650074002c002000e0002000ea007400720065002000610066006600690063006800e90073002000e00020006c002700e9006300720061006e002000650074002000e0002000ea00740072006500200065006e0076006f007900e9007300200070006100720020006d006500730073006100670065007200690065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003b103c103bf03c503c303af03b103c303b7002003c303c403b703bd002003bf03b803cc03bd03b7002c002003b303b903b100200065002d006d00610069006c002c002003ba03b103b9002003b303b903b1002003c403bf0020039403b903b1002d03b403af03ba03c403c503bf002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205EA002005DE05E105DA002C002005D305D505D005E8002005D005DC05E705D805E805D505E005D9002005D505D405D005D905E005D805E805E005D8002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020006e0061006a0070006f0067006f0064006e0069006a006900680020007a00610020007000720069006b0061007a0020006e00610020007a00610073006c006f006e0075002c00200065002d0070006f0161007400690020006900200049006e007400650072006e0065007400750020006b006f00720069007300740069007400650020006f0076006500200070006f0073007400610076006b0065002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF00410020006b00e9007000650072006e00790151006e0020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300680065007a002c00200065002d006d00610069006c002000fc007a0065006e006500740065006b00620065006e002000e90073002000200049006e007400650072006e006500740065006e0020006800610073007a006e00e1006c00610074006e0061006b0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f9002000610064006100740074006900200070006500720020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e0065002000730075002000730063006800650072006d006f002c0020006c006100200070006f00730074006100200065006c0065007400740072006f006e0069006300610020006500200049006e007400650072006e00650074002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b00790074006900200072006f006400790074006900200065006b00720061006e0065002c00200065006c002e002000700061016100740075006900200061007200200069006e007400650072006e0065007400750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f007400690020007201010064012b01610061006e0061006900200065006b00720101006e0101002c00200065002d00700061007300740061006d00200075006e00200069006e007400650072006e006500740061006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f007200200073006b006a00650072006d007600690073006e0069006e0067002c00200065002d0070006f007300740020006f006700200049006e007400650072006e006500740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e006900610020006e006100200065006b00720061006e00690065002c0020007700790073007901420061006e0069006100200070006f0063007a0074010500200065006c0065006b00740072006f006e00690063007a006e01050020006f00720061007a00200064006c006100200069006e007400650072006e006500740075002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200065007800690062006900e700e3006f0020006e0061002000740065006c0061002c0020007000610072006100200065002d006d00610069006c007300200065002000700061007200610020006100200049006e007400650072006e00650074002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020006100660069015f006100720065006100200070006500200065006300720061006e002c0020007400720069006d0069007400650072006500610020007000720069006e00200065002d006d00610069006c0020015f0069002000700065006e00740072007500200049006e007400650072006e00650074002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020044d043a04400430043d043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002c0020043f0435044004350441044b043b043a04380020043f043e0020044d043b0435043a04420440043e043d043d043e04390020043f043e044704420435002004380020044004300437043c043504490435043d0438044f0020043200200418043d044204350440043d043504420435002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006e00610020006f006200720061007a006f0076006b0065002c00200070006f007300690065006c0061006e0069006500200065002d006d00610069006c006f006d002000610020006e006100200049006e007400650072006e00650074002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020007000720069006b0061007a0020006e00610020007a00610073006c006f006e0075002c00200065002d0070006f01610074006f00200069006e00200069006e007400650072006e00650074002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e40020006e00e40079007400f60073007400e40020006c0075006b0065006d0069007300650065006e002c0020007300e40068006b00f60070006f0073007400690069006e0020006a006100200049006e007400650072006e0065007400690069006e0020007400610072006b006f006900740065007400740075006a0061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f6007200200061007400740020007600690073006100730020007000e500200073006b00e40072006d002c0020006900200065002d0070006f007300740020006f006300680020007000e500200049006e007400650072006e00650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0045006b00720061006e002000fc0073007400fc0020006700f6007200fc006e00fc006d00fc002c00200065002d0070006f00730074006100200076006500200069006e007400650072006e006500740020006900e70069006e00200065006e00200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f0062006100740020007600650020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a0456043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043f0435044004350433043b044f043404430020043700200435043a04400430043d044300200442043000200406043d044204350440043d043504420443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [120 120]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


