
 議決権行使レポート 
 
証券コード   6367   
会社名 ダイキン工業   

 
 賛成 反対 棄権 
第 1 号議案 剰余金処分の件 ○   
第 2 号議案 定款一部変更の件 ○   
第 3 号議案 取締役 11 名選任の件    

井上 礼之 氏 ○   
十河 政則 氏 ○   
川田 達男 氏  （独立社外） ○   
牧野 明次 氏  （独立社外） ○   
鳥井 信吾 氏  （独立社外） ○   
新居 勇子 氏  （独立社外） ○   
田谷野 憲 氏 ○   
三中 政次 氏 ○   
松崎   隆 氏 ○   
峯野 義博 氏 ○   

Kanwal Jeet Jawa 氏 ○   
第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件    

小野 一郎 氏 ○   
注：第 3 号議案について、取締役 11 名は全員再任である。 
 
上記の推奨をした理由 
注１：議案に対する賛否の判断においては、議決権行使助言会社である International 
Shareholder Services（以下、ISS）および Glass Lewis（以下、グラスルイス）が公表

している判断基準を参考にしている。 
注２：以下では、特に断りがない限り、ダイキン工業株式会社をダイキンと呼称する。 
 
第 1 号議案：剰余金処分の件 
 具体的な内容は以下のとおりである。 
 第 119 期の期末配当金を前期に比べ一株につき 30 円増配し、年間配当金は前期比で一

株当たり 40 円増配の 200 円になる。 
 賛成反対：賛成 
 賛成の理由：増配が続いている事・ダイキンの掲げる株主還元目標に概ね合致している



事 
 以下では、この理由について詳しく述べる。 
 まず、下に競合 3 社（富士通ゼネラル・三菱電機・パナソニック）の一株当たり配当金

と比較した表を示す。 

 
 この表からも分かるように、ダイキンの一株あたり配当金は競合と比較しても高いもの

になっている。加えて、三菱電機やパナソニックが減配した年がある一方で、ダイキンは

ここ 5 年間だけでも減配をしたことがなく、増配の幅も大きいものになっている。直近 5
年間に限らず、2012 年 3 月期から 2022 年 3 月期までの 11 年間で 36 円から 200 円まで

一度も減少させることなく配当金を増やしている。以上から、配当額の観点からは賛成に

値するものである。 
 次に、ダイキンの株主還元目標との合致である。ダイキンは DOE（連結純資産配当倍

率）3％の維持と、配当性向の向上を目標に掲げている。 
 まず、DOE について計算した結果が以下の表である。 

  

                 （支払配当金÷連結純資産期首期末平均値で計算） 
 ダイキンが発表している数値とは若干異なるものの、概ね一致している。この表からも

分かるように、DOE についての目標値をきちんと達成できていると言える。 
最後に、配当性向の推移を示したのが下表である。 

 

 今年度は、分母の親会社株主に帰属する当期純利益が大きく増加したことで配当性向は

落ち込んでいるが、それ以前の 4 年間では成長を見せていることが分かる。また、ISS が

賛成基準として掲げている 15%〜100％の間に収まっていることからも、賛成に値する。 
 加えて、 ROE の値が直近 5 年間で 10%を超えている上に競合 3 社と比較しても高い値

であることから、資本効率と株主還元の観点から見ても問題ないと言え、賛成に値する。 
 こうした事実に加え、ダイキンが大規模な成長投資を計画していることからも、株主還

元の拙速な強化はかえって企業価値を毀損しかねないため、現状の株主還元政策で問題な

いと考えられる。以上から、第一号議案に賛成である。 



 
第二号議案：定款一部変更の件 
 この提案内容は、会社法の一部改正に伴う株主総会資料の電子提供制度導入に備えるた

めに定款を変更するものである。 
賛成反対：賛成 

 賛成理由：業務の合理化および株主総会の効率化につながるものであるから。 
 電子化によってダイキン側のコスト削減に繋がるのが一つのメリットである。同時に投

資家にとっても、多くの投資先があるような機関投資家の場合は特に、資料検索の手間が

省けるなどのメリットがある。株主総会をより意義深いものにするためにも、この提案に

賛成である。 
 
第３号議案：取締役 11 名選任の件（全員再任） 
 賛成反対：全員の選任に賛成 
賛成理由 
 井上礼之氏 
  井上氏は 1957 年にダイキンに入社し、1979 年に取締役に就任、1994 年に社長に就

任した後、2002 年から取締役会長を務めている。これからも分かるように、長年ダイキ

ンの経営に携わっている人物である。1994 年に社長に就任した際は、バブル崩壊や円

高、冷夏によって経営状況は極めて厳しかった。1その中で、井上氏の手腕によってダイ

キンの現在が築かれたのである。このように、ダイキンの「中興の祖」としての大きな

存在感がある。こうしたカリスマ的な存在がいれば権力集中の危険性があるものの、現

状はそれが表面化しておらず、成績が拡大していることからむしろプラスに作用してい

ると考えられる。加えて、FUSION25 から分かるように、2021~2025 年の 5 年間は如

何に海外での成長を達成するかが鍵となり、これまでとは戦略の方向性や意味合いが少

し異なってくる。この時に、厳しい経験を潜り抜けてきた井上氏が経営陣のアンカー的

な役目を果たすことは、ダイキンの方向性を決定していく中で非常に大きいものではな

いかと考えられる。 
以上から、現時点では井上氏は続投するべきであると考える。 

 
 十河政則氏 
  十河氏は 1973 年にダイキンに入社し、2002 年に取締役に就任した後、2014 年から

代表取締役社長兼 CEO に就いている。その中で強いリーダーシップを発揮しながら戦

略経営計画の遂行とグループの成長に貢献してきた。ダイキンは 2005 年から 5 年毎に

戦略経営計画「FUSION」を立て、その達成を目指している。十河氏が CEO についた

2014 年からは FUSION15・20・25 が発表され、15・20 においては目標を完全に達成
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したわけでないものの、成長につながる結果を残すことが出来ている。特に 2013 年か

ら 2018 年は 6 期連続で過去最高の売上高・営業利益を更新していることから、ダイキ

ンの現在の地位を固めたのは十河氏の功績によるところが大きいといえる。今後は 2021
年度から 25 年度までの FUSION25 の完遂を目指すなかで、十河氏の功績やリーダーシ

ップは不可欠であるため、再任するべきである。 
 

川田達男氏・牧野明次氏・鳥井信吾氏・新居勇子氏（独立社外取締役） 
  まず、社外取締役が四名であり、取締役会の総人数が 11 名であることから、取締役会

の 1/3 以上を社外取締役が占めることになり、これは ISS とグラスルイスの判断基準に

合致するものである。次に、社外取締役の独立性基準について考えていく。川田氏・鳥井

氏・新居氏の三名については、それぞれセーレン・サントリーHD・ANA に勤務してお

り、この三社とダイキンは取引関係に無く、ダイキンが政策保有目的で保有している投資

先企業でもない。それ以外の ISS の独立性基準も満たしていることから、まずこの三名

に関しては独立性があると判断できる。一方で、牧野氏については、岩谷産業の CEO を

務めており、この岩谷産業とダイキンは取引関係にある。しかし、取引額の割合は両社と

もに連結売上高の 1%未満であることから、取引関係にあるとはいえ、それは小さいもの

である。つまり、自社（岩谷産業）に有利になるような判断を牧野氏が下すインセンティ

ブは低いと考えられる。よって牧野氏に関しても独立性はあると判断できる。 
次に、この四名の取締役会の出席率については、四名とも出席率は 90%を超えている

ことから、出席率についても問題ないと判断できる。 
 また、四名の有する経験・知見、期待される役割と照らし合わせると、この四名が社外

取締役に指名されることがダイキンの企業価値向上につながると期待される。 
 最後に、新居氏に関しては、新居氏は女性であり、多様性や女性活躍推進の観点から続

投するべきである。 
 以上から、この四名の再任について賛成である。 

表 1：四名の経験、期待される役割、重点戦略９テーマとの関係性 

 
 
 
 田谷野憲氏・三中政次氏・松崎隆氏・峯野義博氏・Kanwal Jeet Jawa 氏 
  この五名に関しては、田谷野氏は中国空調事業、三中氏は欧州空調事業、松崎氏は空



調事業の R&D・商品開発、峯野氏はアジア・オセアニアを中心とする海外空調事業、

Jawa 氏はインド空調事業における長年の経験を活かした活躍が期待されている。 
  FUSION25 でも明記されているように、ダイキンはグローバル展開を加速していく

予定であり、その中で、海外開発拠点の強化などによってグローバル全体で事業貢献を

加速していく。これを達成するには、各地域での経験を豊富に有しているこの五名が取

締役に就任することで経営陣に地域毎の視点が加えられることが不可欠であると考え

る。以上から、この五名の再任に賛成である。 
  グローバル化以外の観点からも賛成でき、それは下表に紹介する。 

表２：五名の主な事業経験、現在の役割、重点戦略 9 テーマとの関係性 

 
表３：重点戦略９テーマ（FUSION25 から抜粋） 

 

※井上・十河の両氏については、それぞれ取締役会長、CEO であることから、全社戦略としていずれの

テーマについても責任を持つべきであると判断したため紹介していない 

※表１・２の「重点戦略９テーマ」の欄は、筆者が独自に考えたものであり、ダイキンが公表したもの

ではない。 

 

第 4 号議案：補欠監査役一名選任の件（小野一郎氏） 
賛成反対：賛成 

賛成理由 



 まず、小野氏とダイキンの間には特別の利害関係がなく、小野氏が代表社員を務める法律

事務所とダイキンの間にも取引関係がない。よって、小野氏の独立性は確認される。 
 加えて、小野氏が企業法務の実務に長年携わっていることから、その経験を補欠監査役と

しての職務に十二分に生かすことができると期待される。 
 よって、小野氏の選任に賛成である。 
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