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議決権行使基準の主な改正項目

第一生命保険は、国内上場株式に関する議決権行使基準について、一部改正を行います。今回（2023年3月）公表の主
な改正項目は以下のとおりです。（改正の詳細については次項以下をご参照ください）

【取締役会の多様性および政策保有株式】～継続的なエンゲージメントを踏まえた議決権行使判断～

 「多様性」（取締役会の女性比率等）および「政策保有株式」双方とも、総会議案精査時に正確な情報入手が困難であ
る現状においては（注）、定量的な議決権行使基準を導入するより、まずはエンゲージメントにより投資先の取組を促すべき
あり、継続的なエンゲージメントを踏まえた投資先の取組の結果等を踏まえ、議決権行使判断を行うこととする。具体的には、
下記内容を【議決権行使において重視するポイント】 に記載の上、継続的なエンゲージメントによっても投資先の取組みが進
捗しない場合には、代表取締役に反対する旨を議決権行使基準において明記する。（2023年4月適用開始）

 「多様性」：取締役として必要なスキルや経験等を踏まえた上で、ジェンダー、国際性および職歴等の多様性を確保し、
取締役会の実効性を高めることが重要であり、その観点から多様性確保について具体的な取組みを求める。

 「政策保有株式」：同株式の保有が相応に大きい投資先に対しては、保有に対する合理的な検証とその開示を、保
有意義が低いと認められる場合には縮減を求める。

【不祥事企業における反対対象者】～反対対象者の記載見直し～

 現状、代表取締役、指名委員会委員長および問題発生所管の担当取締役を反対対象者として明記しているが、不祥事
の内容やその状況に応じて、適切な対象者に反対するため、「責任ある取締役」という表現に変更する。（2023年4月適用
開始）

【その他】

 例外事由の削除・修正等。

2⇒改正後の議決権行使基準の全文（リンク） 注：株主総会の招集通知では、取締役の性別や直前決算期末の政策保有株式残高について
開示されないケースも多く、議決権行使判断に十分な情報を入手することが難しい。

https://www.dai-ichi-life.co.jp/dsr/investment/pdf/ssc_001.pdf


議決権行使基準の主な改正項目一覧
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※1：青字部分が今回の改正項目です。詳細は議決権行使基準本文をご参照下さい。
※2：東証スタンダード：東証以外の取引所市場を含む（新興市場を除く）/ 東証グロース：東証以外の取引所の新興市場を含む
※3：上記①～⑧の改正内容については、次ページ以降の該当する項番部分をご参照下さい。

議案 基準 対象市場
2023年3月
まで適用

2023年4月 2024年4月

取締役選任

業績基準ｰ例外事由 全市場 － ⑦例外事由一部削除

独立社外取締役の人数・比率

東証プライム 2名未満 ①1/3未満または2名未満

東証スタンダード 2名未満

東証グロース 1名未満（不在）

投資先企業毎の課題もしくは
対話活動の重点テーマ

全市場 ESG課題 ②ESG課題等

不祥事 全市場 － ③反対対象者の記載見直し

取締役選任
監査役等選任

・大株主出身者
・12年以上在任

東証プライム
15％以上の
大株主出身者
12年以上在任者

④10％以上の大株主出身者
12年以上在任者

東証プライム以外 － ④10％以上の大株主出身者

出席率基準ｰ例外事由 全市場 － ⑤例外事由一部変更

株主還元 ネットキャッシュ基準 全市場 － ⑥ネットキャッシュ基準導入

買収防衛策
独立社外取締役の人数・比率 全市場 1/3未満または2名未満 ⑧過半数に満たない

ROE 全市場 3期連続5％未満 ⑧3期連続8％未満
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項番 議案 基準・対象 改正要旨 2023年3月まで適用 2023年4月から適用

① 取締役選任 【独立社外取締
役の人数】
代表取締役の
再任

東証プライム市場に上
場する企業に対し、改
訂コーポレートガバナン
ス・コードが期待する水
準のガバナンス体制整
備を求める

独立社外取締役が以下の人数の
場合、代表取締役の取締役再任
議案について、原則として反対する。

・東証プライム市場の上場企業で、
独立社外取締役が2名未満

独立社外取締役が以下の人数の
場合、代表取締役の取締役再任
議案について、原則として反対する。

・東証プライム市場の上場企業で、
独立社外取締役が1/3未満また
は2名未満

② 取締役選任 【ESG課題等】
代表取締役の
再任

「取締役会の多様性」
および「政策保有株式」
につき、継続的なエン
ゲージメントによっても取
組みが進捗しない場合
には反対する

投資先企業毎の課題もしくは対話
活動の重点テーマとしたESG課題
について、 継続的な対話を踏まえ
ても改善が見られず、今後の改善
も見込めないと判断される企業の
代表取締役再任について、原則と
して反対する。

投資先企業毎の課題もしくは対話
活動の重点テーマとしたESG課題
等について、 継続的な対話を踏ま
えても改善が見られず、今後の改
善も見込めないと判断される企業
の代表取締役再任について、原則
として反対する。

③ 取締役選任 【不祥事】
反対対象者

不祥事の内容やその状
況に応じ、反対対象者
を適切に判断する

（反対対象者）
・代表取締役
・指名委員会委員長
・問題発生所管の担当取締役

（反対対象者）
責任ある取締役

議決権行使基準の主な改正点

2023年4月1日以降の株主総会から適用
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項番 議案 基準・対象 改正要旨 2023年3月まで適用 2023年4月から適用

④ 取締役選任
監査役等
選任

【独立性(大
株主基準)】
独立役員の
選任

全ての上場企業につい
て、大株主である団体
の出身者に関する独立
性基準を導入し、かつ、
大株主の定義の議決
権保有比率を15％か
ら10％に変更

（東証プライム上場企業が対象）
証券取引所に独立役員として届出
している候補者および届出を予定し
ている候補者については、その独立
性が一定の水準を満たさない場合、
原則として反対する。

議決権保有比率15％以上の大株
主である団体の出身者である場合
（ただし、大株主である団体から退
職後3年以上経過している場合、ま
たは、大株主である団体の社外役
員である場合を除く）

（全上場企業が対象）
証券取引所に独立役員として届出して
いる候補者および届出を予定している
候補者については、その独立性が一定
の水準を満たさない場合、原則として反
対する。

議決権保有比率10％以上の大株主
である団体の出身者である場合（ただ
し、大株主である団体から退職後3年
以上経過している場合、または、大株
主である団体の社外役員である場合を
除く）

⑤ 取締役選任
監査役等
選任

【社外取締役
の出席率 例
外事由】社外
役員の選任

出席状況の確認手段
の明確化

病気やケガによる入院等、欠席の理
由がやむをえない事情によるものであ
り、かつ、再任後の出席率が明らか
に改善すると判断できる場合

病気やケガによる入院等、欠席の理由
がやむをえない事情によるものであり、か
つ、再任後の出席率が明らかに改善す
ると招集通知等において判断できる場
合

⑥ 株主還元 【ネットキャッ
シュ】
剰余金処分
議案

総還元性向が20％を
超えていても投資に有
効に活用できていない
過剰なネットキャッシュを
保有している企業対し、
剰余金処分議案に反
対することによりキャッ
シュの有効活用を促す

原則反対とする基準（抜粋）

・直近期の総還元性向および直近
3期間累計の総還元性向が20％
未満

原則反対とする基準（抜粋）

・以下のいずれかに該当する場合
①直近期の総還元性向および直近3
期間累計の総還元性向が20％未満
②直近期の総還元性向および直近3
期間累計の総還元性向が30%未満
で、ネットキャッシュが純資産対比で直
近2期連続50％以上

議決権行使基準の主な改正点

2023年4月1日以降の株主総会から適用
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項番 議案 基準・対象 改正要旨 2024年3月まで適用 2024年4月から適用

⑦ 取締役選任 【業績不振 例
外事由】

ROE目標や方針の
策定等、投資先企
業の資本効率向上
への取り組みを促し
ていく趣旨から2021
年4月より適用して
いた猶予条件の削
除

直近5期のうち、いずれかの期が
ROE3％以上であり、下記の条件に
全て当てはまる説明が対象企業から
なされ、かつ基準抵触から2年以内
である場合(直近3期連続赤字と
なった場合には適用しない)
・今後2年以内にROE5％相当以
上を達成すると見込まれるROE(も
しくは他のROA・ROIC等の資本効
率性に関する指標)の中期目標を
策定・開示
・目標達成に向けた具体的取組に
関する方針が策定・開示され、かつ
その実現可能性が高いと判断できる

左記例外事由削除

⑧ 買収防衛策 【買収防衛策】
買収防衛策の
導入・改定・更
新（特定標的
型を除く）

買収防衛策議案に関
するROE、独立社外
取締役の人数・比率
基準を引き上げ

以下のいずれかに該当する場合、原則
反対
・直近3期連続ROE5%未満（連
結）
・証券取引所に独立役員として届出
（届出予定を含む）している独立社
外取締役が取締役総数の1/3未満ま
たは2名未満の場合

以下のいずれにも該当しない場合を
除き、原則反対
・直近3期連続ROE8%未満（連
結）
・証券取引所に独立役員として届
出（届出予定を含む）している独
立社外取締役が取締役総数の過
半数に満たない場合

議決権行使基準の主な改正点

2024年4月1日以降の株主総会から適用


