
ブラックロック・ジャパン株式会社 

 

議案別議決権行使状況（国内株式） 

 

【集計対象：2022年 1月～2022年 3月に開催の国内の株主総会】 

１．会社提出議案に対する賛成・反対・棄権・白紙委任の議案件数 

議案名称 賛成 反対 棄権 白紙委任 合計 

取締役の選解任（※１） 2,414 221 0 0 2,635 

監査役の選解任（※１） 229 26 0 0 255 

会計監査人の選解任 18 0 0 0 18 

役員報酬（※２） 179 17 0 0 196 

退任役員の退職慰労金の支給 11 6 0 0 17 

剰余金の処分 227 0 0 0 227 

組織再編関連（※３） 4 6 0 0 10 

買収防衛策の導入・更新・廃止 0 6 0 0 6 

その他資本政策に関する議案（※４） 13 1 0 0 14 

定款に関する議案 325 8 0 0 333 

その他の議案 0 2 0 0 2 

合  計 3,420 293 0 0 3,713 

（※1）１候補者につき１議案として集計。監査役選任には補欠監査役選任を含みます。 

（※2）役員報酬額改定、ストックオプションの発行、業績連動型報酬制度の導入・改訂、役員賞与等 

（※3）合併、営業譲渡・譲受、株式交換、株式移転、会社分割等 

（※4）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、種類株式の発行等 

 

２．株主提出議案に対する賛成・反対・棄権・白紙委任の議案件数 

  賛成 反対 棄権 白紙委任 合計 

合  計 3 18 0 0 21 

 

 

 



４．議決権行使結果の個別開示(2022年1月～2022年3月総会)
・賛否は当社基準ベース。顧客基準によって賛否が異なる議案は右端に＊を記載。
証券コード 社名 総会種類 総会日 提案者 議案分類 議案番号 賛否 行使理由 他の賛否

3658 イーブックイニシアティブジャパン 臨時 20220113 会社 その他資本政策に関する議案 1 賛成   

3658 イーブックイニシアティブジャパン 臨時 20220113 会社 定款に関する議案 2 賛成   

7640 トップカルチャー 定時 20220114 会社 剰余金の処分 1 賛成  

7640 トップカルチャー 定時 20220114 会社 取締役の選解任 2.1 反対
株主構成に鑑み、経営監視の独立性を高めようとしない経営責任者を

支持できない。
 

7640 トップカルチャー 定時 20220114 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

7640 トップカルチャー 定時 20220114 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

7640 トップカルチャー 定時 20220114 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

7640 トップカルチャー 定時 20220114 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

7640 トップカルチャー 定時 20220114 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

7640 トップカルチャー 定時 20220114 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

7640 トップカルチャー 定時 20220114 会社 取締役の選解任 2.8 反対
株主構成に鑑み、経営監視強化の観点から独立な社外取締役の選任

を求める。
 

7640 トップカルチャー 定時 20220114 会社 取締役の選解任 2.9 賛成  

7640 トップカルチャー 定時 20220114 会社 取締役の選解任 2.10 賛成  

7640 トップカルチャー 定時 20220114 会社 監査役の選解任 3 賛成  

8742 小林洋行 臨時 20220119 会社 組織再編関連 1 反対 一般株主の利益に反する懸念がある。  

4441 トビラシステムズ 定時 20220120 会社 定款に関する議案 1 賛成  

4441 トビラシステムズ 定時 20220120 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

4441 トビラシステムズ 定時 20220120 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

4441 トビラシステムズ 定時 20220120 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

4441 トビラシステムズ 定時 20220120 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

4441 トビラシステムズ 定時 20220120 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

4441 トビラシステムズ 定時 20220120 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

4441 トビラシステムズ 定時 20220120 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

4441 トビラシステムズ 定時 20220120 会社 取締役の選解任 4 賛成  

3733 ソフトウェア・サービス 定時 20220121 会社 剰余金の処分 1 賛成  

3733 ソフトウェア・サービス 定時 20220121 会社 取締役の選解任 2.1 反対 2名以上の独立な社外取締役の選任を求める。  

3733 ソフトウェア・サービス 定時 20220121 会社 取締役の選解任 2.2 反対 2名以上の独立な社外取締役の選任を求める。  

3733 ソフトウェア・サービス 定時 20220121 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

3733 ソフトウェア・サービス 定時 20220121 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

3733 ソフトウェア・サービス 定時 20220121 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

3733 ソフトウェア・サービス 定時 20220121 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

3733 ソフトウェア・サービス 定時 20220121 会社 取締役の選解任 2.7 反対
株主構成に鑑み、経営監視強化の観点から独立な社外取締役の選任

を求める。
 

3733 ソフトウェア・サービス 定時 20220121 会社 監査役の選解任 3.1 賛成  

3733 ソフトウェア・サービス 定時 20220121 会社 監査役の選解任 3.2 賛成  

3733 ソフトウェア・サービス 定時 20220121 会社 監査役の選解任 4 賛成  

2198 アイ・ケイ・ケイ 定時 20220125 会社 定款に関する議案 1 賛成  

2198 アイ・ケイ・ケイ 定時 20220125 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

2198 アイ・ケイ・ケイ 定時 20220125 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

2198 アイ・ケイ・ケイ 定時 20220125 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

2198 アイ・ケイ・ケイ 定時 20220125 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

2198 アイ・ケイ・ケイ 定時 20220125 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

2198 アイ・ケイ・ケイ 定時 20220125 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

2198 アイ・ケイ・ケイ 定時 20220125 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

2198 アイ・ケイ・ケイ 定時 20220125 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

2198 アイ・ケイ・ケイ 定時 20220125 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

2198 アイ・ケイ・ケイ 定時 20220125 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

2198 アイ・ケイ・ケイ 定時 20220125 会社 取締役の選解任 3.4 賛成   

2198 アイ・ケイ・ケイ 定時 20220125 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

2695 くら寿司 定時 20220125 会社 取締役の選解任 1.1 反対 3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。  

2695 くら寿司 定時 20220125 会社 取締役の選解任 1.2 賛成  

2695 くら寿司 定時 20220125 会社 取締役の選解任 1.3 賛成  

2695 くら寿司 定時 20220125 会社 取締役の選解任 1.4 賛成  

2695 くら寿司 定時 20220125 会社 取締役の選解任 1.5 賛成  

2695 くら寿司 定時 20220125 会社 取締役の選解任 1.6 賛成  

2695 くら寿司 定時 20220125 会社 取締役の選解任 1.7 賛成  

2695 くら寿司 定時 20220125 会社 役員報酬 2 賛成  

2695 くら寿司 定時 20220125 会社 役員報酬 3 賛成  

7034 プロレド・パートナーズ 定時 20220125 会社 定款に関する議案 1 賛成   

7034 プロレド・パートナーズ 定時 20220125 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

7034 プロレド・パートナーズ 定時 20220125 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

7034 プロレド・パートナーズ 定時 20220125 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

7034 プロレド・パートナーズ 定時 20220125 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

7034 プロレド・パートナーズ 定時 20220125 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

7034 プロレド・パートナーズ 定時 20220125 会社 監査役の選解任 3.1 賛成  

7034 プロレド・パートナーズ 定時 20220125 会社 監査役の選解任 3.2 賛成  

7034 プロレド・パートナーズ 定時 20220125 会社 監査役の選解任 3.3 賛成  

7856 萩原工業 定時 20220125 会社 剰余金の処分 1 賛成  

8077 トルク 定時 20220125 会社 剰余金の処分 1 賛成  

8077 トルク 定時 20220125 会社 取締役の選解任 2.1 反対 業績不振が続く中で取締役の続任を支持できない。  

8077 トルク 定時 20220125 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

8077 トルク 定時 20220125 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

8077 トルク 定時 20220125 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

8077 トルク 定時 20220125 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

8077 トルク 定時 20220125 会社 監査役の選解任 3 賛成  

8077 トルク 定時 20220125 会社 役員報酬 4 反対 既存株主価値を過度に希薄化する懸念がある。  

8077 トルク 定時 20220125 会社 役員報酬 5 反対 既存株主価値を過度に希薄化する懸念がある。  

3309 積水ハウス・リート投資法人 臨時 20220126 会社 定款に関する議案 1 賛成  

3309 積水ハウス・リート投資法人 臨時 20220126 会社 取締役の選解任 2 賛成  

3309 積水ハウス・リート投資法人 臨時 20220126 会社 取締役の選解任 3 賛成  

3309 積水ハウス・リート投資法人 臨時 20220126 会社 監査役の選解任 4.1 賛成  

3309 積水ハウス・リート投資法人 臨時 20220126 会社 監査役の選解任 4.2 賛成  

3309 積水ハウス・リート投資法人 臨時 20220126 会社 監査役の選解任 5 賛成  

3480 ジェイ・エス・ビー 定時 20220126 会社 取締役の選解任 1.1 反対
株主構成に鑑み、経営監視の独立性を高めようとしない経営責任者を

支持できない。
 

3480 ジェイ・エス・ビー 定時 20220126 会社 取締役の選解任 1.2 賛成  

3480 ジェイ・エス・ビー 定時 20220126 会社 取締役の選解任 1.3 賛成  

3480 ジェイ・エス・ビー 定時 20220126 会社 取締役の選解任 1.4 賛成  

3480 ジェイ・エス・ビー 定時 20220126 会社 取締役の選解任 1.5 賛成  

3480 ジェイ・エス・ビー 定時 20220126 会社 取締役の選解任 1.6 賛成  

3480 ジェイ・エス・ビー 定時 20220126 会社 取締役の選解任 1.7 賛成  

3480 ジェイ・エス・ビー 定時 20220126 会社 取締役の選解任 1.8 賛成  

3480 ジェイ・エス・ビー 定時 20220126 会社 取締役の選解任 1.9 賛成  

3480 ジェイ・エス・ビー 定時 20220126 会社 取締役の選解任 1.10 反対
株主構成に鑑み、経営監視強化の観点から独立な社外取締役の選任

を求める。
 

3480 ジェイ・エス・ビー 定時 20220126 会社 監査役の選解任 2.1 賛成  

3480 ジェイ・エス・ビー 定時 20220126 会社 監査役の選解任 2.2 賛成  

3480 ジェイ・エス・ビー 定時 20220126 会社 監査役の選解任 3 賛成  

8278 フジ 臨時 20220126 会社 組織再編関連 1 反対 一般株主の利益に反する懸念がある。  

8278 フジ 臨時 20220126 会社 組織再編関連 2 反対 一般株主の利益に反する懸念がある。  

8278 フジ 臨時 20220126 会社 定款に関する議案 3 反対 一般株主の利益に反する懸念がある。  

8278 フジ 臨時 20220126 会社 取締役の選解任 4.1 反対 一般株主の利益に反する懸念がある。  

8278 フジ 臨時 20220126 会社 取締役の選解任 4.2 反対 一般株主の利益に反する懸念がある。  

8278 フジ 臨時 20220126 会社 取締役の選解任 4.3 反対 一般株主の利益に反する懸念がある。  

8278 フジ 臨時 20220126 会社 取締役の選解任 4.4 反対 一般株主の利益に反する懸念がある。  

8278 フジ 臨時 20220126 会社 取締役の選解任 4.5 反対 一般株主の利益に反する懸念がある。  
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４．議決権行使結果の個別開示(2022年1月～2022年3月総会)
・賛否は当社基準ベース。顧客基準によって賛否が異なる議案は右端に＊を記載。
証券コード 社名 総会種類 総会日 提案者 議案分類 議案番号 賛否 行使理由 他の賛否

8278 フジ 臨時 20220126 会社 取締役の選解任 4.6 反対 一般株主の利益に反する懸念がある。  

8278 フジ 臨時 20220126 会社 取締役の選解任 4.7 反対 一般株主の利益に反する懸念がある。  

8278 フジ 臨時 20220126 会社 取締役の選解任 4.8 反対 一般株主の利益に反する懸念がある。  

8278 フジ 臨時 20220126 会社 取締役の選解任 4.9 反対 一般株主の利益に反する懸念がある。  

8278 フジ 臨時 20220126 会社 監査役の選解任 5.1 反対 一般株主の利益に反する懸念がある。  

8278 フジ 臨時 20220126 会社 監査役の選解任 5.2 反対 一般株主の利益に反する懸念がある。  

8278 フジ 臨時 20220126 会社 監査役の選解任 5.3 反対 一般株主の利益に反する懸念がある。  

8278 フジ 臨時 20220126 会社 監査役の選解任 5.4 反対 一般株主の利益に反する懸念がある。  

8342 青森銀行 臨時 20220126 会社 組織再編関連 1 賛成  

8342 青森銀行 臨時 20220126 会社 定款に関する議案 2 賛成  

8350 みちのく銀行 臨時 20220126 会社 組織再編関連 1 賛成  

8350 みちのく銀行 臨時 20220126 会社 定款に関する議案 2 賛成  

8350 みちのく銀行 臨時 20220126 会社 組織再編関連 3 賛成  

1873 日本ハウスホールディングス 定時 20220127 会社 剰余金の処分 1 賛成  

1873 日本ハウスホールディングス 定時 20220127 会社 取締役の選解任 2.1 反対 2名以上の独立な社外取締役の選任を求める。  

1873 日本ハウスホールディングス 定時 20220127 会社 取締役の選解任 2.2 反対 2名以上の独立な社外取締役の選任を求める。  

1873 日本ハウスホールディングス 定時 20220127 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

1873 日本ハウスホールディングス 定時 20220127 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

1873 日本ハウスホールディングス 定時 20220127 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

1873 日本ハウスホールディングス 定時 20220127 会社 監査役の選解任 3 賛成  

1873 日本ハウスホールディングス 定時 20220127 会社 退任役員の退職慰労金の支給 4 反対
社内取締役以外は退職慰労金の贈呈を適切と認められない。在任年

数が十分と認められない。
 

3038 神戸物産 定時 20220127 会社 剰余金の処分 1 賛成  

3038 神戸物産 定時 20220127 会社 定款に関する議案 2 反対 経営の裁量余地の拡大が一般株主の利益に反する。 *

3038 神戸物産 定時 20220127 会社 取締役の選解任 3.1 反対 3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。 *

3038 神戸物産 定時 20220127 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3038 神戸物産 定時 20220127 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3038 神戸物産 定時 20220127 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

3038 神戸物産 定時 20220127 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

3038 神戸物産 定時 20220127 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

3038 神戸物産 定時 20220127 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

3038 神戸物産 定時 20220127 会社 取締役の選解任 4.2 反対 内部統治強化の観点から独立な監査等委員取締役の選任を求める。 *

3038 神戸物産 定時 20220127 会社 取締役の選解任 4.3 反対 内部統治強化の観点から独立な監査等委員取締役の選任を求める。  

3038 神戸物産 定時 20220127 会社 取締役の選解任 4.4 賛成 *

3038 神戸物産 定時 20220127 会社 取締役の選解任 4.5 賛成  

3038 神戸物産 定時 20220127 会社 役員報酬 5 賛成  

3038 神戸物産 定時 20220127 会社 役員報酬 6 賛成  

3038 神戸物産 定時 20220127 会社 役員報酬 7 賛成  

3475 グッドコムアセット 定時 20220127 会社 剰余金の処分 1 賛成  

3475 グッドコムアセット 定時 20220127 会社 定款に関する議案 2 賛成  

3475 グッドコムアセット 定時 20220127 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

3475 グッドコムアセット 定時 20220127 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3475 グッドコムアセット 定時 20220127 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3475 グッドコムアセット 定時 20220127 会社 取締役の選解任 3.4 反対
上場会社の役員兼任数が過多であり、経営監視の実効性に懸念があ

る。
 

3475 グッドコムアセット 定時 20220127 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

3475 グッドコムアセット 定時 20220127 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

3475 グッドコムアセット 定時 20220127 会社 監査役の選解任 4 賛成  

3475 グッドコムアセット 定時 20220127 会社 監査役の選解任 5 反対 社外監査役が独立と認められない。  

3475 グッドコムアセット 定時 20220127 会社 役員報酬 6 賛成  

3491 GA technologies 定時 20220127 会社 取締役の選解任 1.1 賛成  

3491 GA technologies 定時 20220127 会社 取締役の選解任 1.2 賛成  

3491 GA technologies 定時 20220127 会社 取締役の選解任 1.3 賛成  

3491 GA technologies 定時 20220127 会社 取締役の選解任 1.4 賛成  

3491 GA technologies 定時 20220127 会社 取締役の選解任 1.5 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

3491 GA technologies 定時 20220127 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

3491 GA technologies 定時 20220127 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

3491 GA technologies 定時 20220127 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

3491 GA technologies 定時 20220127 会社 取締役の選解任 3 賛成  

3491 GA technologies 定時 20220127 会社 役員報酬 4 反対 株主価値向上の観点から制度設計に懸念がある。  

4666 パーク二四 定時 20220127 会社 取締役の選解任 1.1 反対 3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。  

4666 パーク二四 定時 20220127 会社 取締役の選解任 1.2 賛成  

4666 パーク二四 定時 20220127 会社 取締役の選解任 1.3 賛成  

4666 パーク二四 定時 20220127 会社 取締役の選解任 1.4 賛成  

4666 パーク二四 定時 20220127 会社 取締役の選解任 1.5 賛成  

4666 パーク二四 定時 20220127 会社 取締役の選解任 1.6 賛成  

4666 パーク二四 定時 20220127 会社 取締役の選解任 1.7 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

4666 パーク二四 定時 20220127 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

4666 パーク二四 定時 20220127 会社 取締役の選解任 2.2 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

4666 パーク二四 定時 20220127 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

4880 セルソース 定時 20220127 会社 定款に関する議案 1 賛成  

4880 セルソース 定時 20220127 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

4880 セルソース 定時 20220127 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

4880 セルソース 定時 20220127 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

4880 セルソース 定時 20220127 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

4880 セルソース 定時 20220127 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

4880 セルソース 定時 20220127 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

5218 オハラ 定時 20220127 会社 剰余金の処分 1 賛成  

5218 オハラ 定時 20220127 会社 取締役の選解任 2.1 反対

業績不振が続く中で取締役の続任を支持できない。 2名以上の独立な

社外取締役の選任を求める。 株主構成に鑑み、経営監視の独立性を

高めようとしない経営責任者を支持できない。

 

5218 オハラ 定時 20220127 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

5218 オハラ 定時 20220127 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

5218 オハラ 定時 20220127 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

5218 オハラ 定時 20220127 会社 取締役の選解任 2.5 反対
株主構成に鑑み、経営監視強化の観点から独立な社外取締役の選任

を求める。
 

5218 オハラ 定時 20220127 会社 取締役の選解任 2.6 反対
株主構成に鑑み、経営監視強化の観点から独立な社外取締役の選任

を求める。
 

5218 オハラ 定時 20220127 会社 取締役の選解任 2.7 反対
株主構成に鑑み、経営監視強化の観点から独立な社外取締役の選任

を求める。
 

5218 オハラ 定時 20220127 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

8917 ファースト住建 定時 20220127 会社 定款に関する議案 1 賛成  

8917 ファースト住建 定時 20220127 会社 取締役の選解任 2.1 反対 3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。  

8917 ファースト住建 定時 20220127 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

8917 ファースト住建 定時 20220127 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

8917 ファースト住建 定時 20220127 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

8917 ファースト住建 定時 20220127 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

8917 ファースト住建 定時 20220127 会社 取締役の選解任 3.2 反対 内部統治強化の観点から独立な監査等委員取締役の選任を求める。  

8917 ファースト住建 定時 20220127 会社 取締役の選解任 3.3 反対 内部統治強化の観点から独立な監査等委員取締役の選任を求める。  

9279 ギフト 定時 20220127 会社 剰余金の処分 1 賛成  

9279 ギフト 定時 20220127 会社 定款に関する議案 2 賛成  

9279 ギフト 定時 20220127 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

9279 ギフト 定時 20220127 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

9279 ギフト 定時 20220127 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

9279 ギフト 定時 20220127 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  
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9279 ギフト 定時 20220127 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

9279 ギフト 定時 20220127 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

9279 ギフト 定時 20220127 会社 会計監査人の選解任 4 賛成  

9603 エイチ・アイ・エス 定時 20220127 会社 剰余金の処分 1 賛成  

9603 エイチ・アイ・エス 定時 20220127 会社 定款に関する議案 2 賛成  

9603 エイチ・アイ・エス 定時 20220127 会社 取締役の選解任 3.1 反対 3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。  

9603 エイチ・アイ・エス 定時 20220127 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

9603 エイチ・アイ・エス 定時 20220127 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

9603 エイチ・アイ・エス 定時 20220127 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

9603 エイチ・アイ・エス 定時 20220127 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

9603 エイチ・アイ・エス 定時 20220127 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

9603 エイチ・アイ・エス 定時 20220127 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

9603 エイチ・アイ・エス 定時 20220127 会社 取締役の選解任 4.1 反対 内部統治強化の観点から独立な監査等委員取締役の選任を求める。  

9603 エイチ・アイ・エス 定時 20220127 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

9603 エイチ・アイ・エス 定時 20220127 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

9678 カナモト 定時 20220127 会社 取締役の選解任 1.1 賛成  

9678 カナモト 定時 20220127 会社 取締役の選解任 1.2 賛成  

9678 カナモト 定時 20220127 会社 取締役の選解任 1.3 賛成  

9678 カナモト 定時 20220127 会社 取締役の選解任 1.4 賛成  

9678 カナモト 定時 20220127 会社 取締役の選解任 1.5 賛成  

9678 カナモト 定時 20220127 会社 取締役の選解任 1.6 賛成  

9678 カナモト 定時 20220127 会社 取締役の選解任 1.7 賛成  

9678 カナモト 定時 20220127 会社 取締役の選解任 1.8 賛成  

9678 カナモト 定時 20220127 会社 取締役の選解任 1.9 賛成  

9678 カナモト 定時 20220127 会社 取締役の選解任 1.10 賛成  

9678 カナモト 定時 20220127 会社 取締役の選解任 1.11 賛成  

9678 カナモト 定時 20220127 会社 取締役の選解任 1.12 賛成  

9678 カナモト 定時 20220127 会社 取締役の選解任 1.13 賛成  

9678 カナモト 定時 20220127 会社 取締役の選解任 1.14 賛成   

9824 泉州電業 定時 20220127 会社 剰余金の処分 1 賛成  

9824 泉州電業 定時 20220127 会社 その他資本政策に関する議案 2 賛成  

9824 泉州電業 定時 20220127 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

9824 泉州電業 定時 20220127 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

9824 泉州電業 定時 20220127 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

9824 泉州電業 定時 20220127 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

9824 泉州電業 定時 20220127 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

9824 泉州電業 定時 20220127 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

9824 泉州電業 定時 20220127 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

9824 泉州電業 定時 20220127 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

9824 泉州電業 定時 20220127 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

9824 泉州電業 定時 20220127 会社 取締役の選解任 3.10 賛成  

9824 泉州電業 定時 20220127 会社 取締役の選解任 3.11 賛成  

9824 泉州電業 定時 20220127 会社 取締役の選解任 3.12 賛成  

2301 学情 定時 20220128 会社 剰余金の処分 1 賛成  

2301 学情 定時 20220128 会社 定款に関する議案 2 賛成  

2301 学情 定時 20220128 会社 取締役の選解任 3 賛成  

2301 学情 定時 20220128 会社 監査役の選解任 4 賛成  

2315 CAICA DIGITAL 定時 20220128 会社 剰余金の処分 1 賛成  

2315 CAICA DIGITAL 定時 20220128 会社 定款に関する議案 2 反対 株式発行授権枠の拡大について必要性の説明が十分でない。  

2315 CAICA DIGITAL 定時 20220128 会社 取締役の選解任 3.1 反対 業績不振が続く中で取締役の続任を支持できない。  

2315 CAICA DIGITAL 定時 20220128 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

2315 CAICA DIGITAL 定時 20220128 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

2315 CAICA DIGITAL 定時 20220128 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

2315 CAICA DIGITAL 定時 20220128 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

2315 CAICA DIGITAL 定時 20220128 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

2315 CAICA DIGITAL 定時 20220128 会社 取締役の選解任 3.7 反対
上場会社の役員兼任数が過多であり、経営監視の実効性に懸念があ

る。
 

2315 CAICA DIGITAL 定時 20220128 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

2315 CAICA DIGITAL 定時 20220128 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

2315 CAICA DIGITAL 定時 20220128 会社 役員報酬 4 賛成  

4996 クミアイ化学工業 定時 20220128 会社 剰余金の処分 1 賛成  

6049 イトクロ 定時 20220128 会社 取締役の選解任 1.1 賛成  

6049 イトクロ 定時 20220128 会社 取締役の選解任 1.2 賛成  

6049 イトクロ 定時 20220128 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

6049 イトクロ 定時 20220128 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

6049 イトクロ 定時 20220128 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

6309 巴工業 定時 20220128 会社 剰余金の処分 1 賛成  

6309 巴工業 定時 20220128 会社 取締役の選解任 2.1 反対 3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。  

6309 巴工業 定時 20220128 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

6309 巴工業 定時 20220128 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

6309 巴工業 定時 20220128 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

6309 巴工業 定時 20220128 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

6309 巴工業 定時 20220128 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

6309 巴工業 定時 20220128 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

6309 巴工業 定時 20220128 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

6309 巴工業 定時 20220128 会社 取締役の選解任 2.9 賛成  

6309 巴工業 定時 20220128 会社 取締役の選解任 2.10 賛成  

6309 巴工業 定時 20220128 会社 役員報酬 3 賛成  

7033 マネジメントソリューションズ 定時 20220128 会社 取締役の選解任 1.1 賛成  

7033 マネジメントソリューションズ 定時 20220128 会社 取締役の選解任 1.2 賛成  

7033 マネジメントソリューションズ 定時 20220128 会社 取締役の選解任 1.3 賛成  

7033 マネジメントソリューションズ 定時 20220128 会社 取締役の選解任 1.4 賛成  

7033 マネジメントソリューションズ 定時 20220128 会社 取締役の選解任 1.5 賛成  

7033 マネジメントソリューションズ 定時 20220128 会社 監査役の選解任 2.1 賛成  

7033 マネジメントソリューションズ 定時 20220128 会社 監査役の選解任 2.2 賛成   

7033 マネジメントソリューションズ 定時 20220128 会社 監査役の選解任 2.3 反対 社外監査役が独立と認められない。  

7033 マネジメントソリューションズ 定時 20220128 会社 役員報酬 3 賛成  

7605 フジ・コーポレーション 定時 20220128 会社 剰余金の処分 1 賛成  

7605 フジ・コーポレーション 定時 20220128 会社 定款に関する議案 2 賛成  

7605 フジ・コーポレーション 定時 20220128 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

7605 フジ・コーポレーション 定時 20220128 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

7605 フジ・コーポレーション 定時 20220128 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

7605 フジ・コーポレーション 定時 20220128 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

7605 フジ・コーポレーション 定時 20220128 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

7605 フジ・コーポレーション 定時 20220128 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

7605 フジ・コーポレーション 定時 20220128 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

7605 フジ・コーポレーション 定時 20220128 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

7605 フジ・コーポレーション 定時 20220128 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

7605 フジ・コーポレーション 定時 20220128 会社 監査役の選解任 4 賛成  

8079 正栄食品工業 定時 20220128 会社 剰余金の処分 1 賛成  

8079 正栄食品工業 定時 20220128 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

8079 正栄食品工業 定時 20220128 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

8079 正栄食品工業 定時 20220128 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

8079 正栄食品工業 定時 20220128 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

8079 正栄食品工業 定時 20220128 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  
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8079 正栄食品工業 定時 20220128 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

8079 正栄食品工業 定時 20220128 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

8079 正栄食品工業 定時 20220128 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

8079 正栄食品工業 定時 20220128 会社 取締役の選解任 2.9 賛成  

8079 正栄食品工業 定時 20220128 会社 取締役の選解任 2.10 賛成  

8079 正栄食品工業 定時 20220128 会社 取締役の選解任 2.11 賛成  

8079 正栄食品工業 定時 20220128 会社 取締役の選解任 2.12 賛成  

8972 ケネディクス・オフィス投資法人 臨時 20220128 会社 定款に関する議案 1 賛成   

8972 ケネディクス・オフィス投資法人 臨時 20220128 会社 取締役の選解任 2 賛成   

8972 ケネディクス・オフィス投資法人 臨時 20220128 会社 取締役の選解任 3 賛成   

8972 ケネディクス・オフィス投資法人 臨時 20220128 会社 監査役の選解任 4.1 賛成   

8972 ケネディクス・オフィス投資法人 臨時 20220128 会社 監査役の選解任 4.2 賛成   

8972 ケネディクス・オフィス投資法人 臨時 20220128 会社 監査役の選解任 4.3 賛成   

7279 ハイレックスコーポレーション 定時 20220129 会社 剰余金の処分 1 賛成  

7279 ハイレックスコーポレーション 定時 20220129 会社 取締役の選解任 2.1 反対 業績不振が続く中で取締役の続任を支持できない。  

7279 ハイレックスコーポレーション 定時 20220129 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

7279 ハイレックスコーポレーション 定時 20220129 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

7279 ハイレックスコーポレーション 定時 20220129 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

7279 ハイレックスコーポレーション 定時 20220129 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

7279 ハイレックスコーポレーション 定時 20220129 会社 監査役の選解任 3 賛成  

2686 ジーフット 臨時 20220208 会社 定款に関する議案 1 賛成  

2686 ジーフット 臨時 20220208 会社 その他資本政策に関する議案 2 賛成  

8303 新生銀行 臨時 20220208 会社 取締役の選解任 1.1 賛成  

8303 新生銀行 臨時 20220208 会社 取締役の選解任 1.2 賛成  

8303 新生銀行 臨時 20220208 会社 取締役の選解任 1.3 賛成  

8303 新生銀行 臨時 20220208 会社 取締役の選解任 1.4 賛成  

8303 新生銀行 臨時 20220208 会社 取締役の選解任 1.5 賛成  

8303 新生銀行 臨時 20220208 会社 取締役の選解任 1.6 賛成  

8303 新生銀行 臨時 20220208 会社 取締役の選解任 1.7 賛成  

7965 象印マホービン 定時 20220217 会社 剰余金の処分 1 賛成  

7965 象印マホービン 定時 20220217 会社 取締役の選解任 2.1 賛成   

7965 象印マホービン 定時 20220217 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

7965 象印マホービン 定時 20220217 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

7965 象印マホービン 定時 20220217 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

7965 象印マホービン 定時 20220217 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

7965 象印マホービン 定時 20220217 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

7965 象印マホービン 定時 20220217 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

7965 象印マホービン 定時 20220217 会社 取締役の選解任 2.8 賛成   

7965 象印マホービン 定時 20220217 会社 取締役の選解任 2.9 賛成  

7965 象印マホービン 定時 20220217 会社 取締役の選解任 2.10 賛成  

7965 象印マホービン 定時 20220217 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

7965 象印マホービン 定時 20220217 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

7965 象印マホービン 定時 20220217 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

7965 象印マホービン 定時 20220217 会社 取締役の選解任 4 賛成  

7965 象印マホービン 定時 20220217 会社 買収防衛策の導入・更新・廃止 5 反対 過剰防衛への懸念が強い。 恣意的な運用の懸念が残る。  

7965 象印マホービン 定時 20220217 株主 取締役の選解任 6.1 反対 株主提案が一般の株主価値へ貢献しないと考える。  

7965 象印マホービン 定時 20220217 株主 取締役の選解任 6.2 反対 株主提案が一般の株主価値へ貢献しないと考える。  

9872 北恵 定時 20220217 会社 剰余金の処分 1 賛成  

9872 北恵 定時 20220217 会社 取締役の選解任 2.1 反対
2名以上の独立な社外取締役の選任を求める。株主構成に鑑み、経営

監視の独立性を高めようとしない経営責任者を支持できない。
 

9872 北恵 定時 20220217 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

9872 北恵 定時 20220217 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

9872 北恵 定時 20220217 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

9872 北恵 定時 20220217 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

9872 北恵 定時 20220217 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

9872 北恵 定時 20220217 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

9872 北恵 定時 20220217 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

9872 北恵 定時 20220217 会社 取締役の選解任 2.9 反対
株主構成に鑑み、経営監視強化の観点から独立な社外取締役の選任

を求める。
 

2734 サーラコーポレーション 定時 20220218 会社 取締役の選解任 1.1 反対 3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。  

2734 サーラコーポレーション 定時 20220218 会社 取締役の選解任 1.2 賛成  

2734 サーラコーポレーション 定時 20220218 会社 取締役の選解任 1.3 賛成  

2734 サーラコーポレーション 定時 20220218 会社 取締役の選解任 1.4 賛成  

2734 サーラコーポレーション 定時 20220218 会社 取締役の選解任 1.5 賛成  

2734 サーラコーポレーション 定時 20220218 会社 取締役の選解任 1.6 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

2734 サーラコーポレーション 定時 20220218 会社 取締役の選解任 1.7 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

2734 サーラコーポレーション 定時 20220218 会社 取締役の選解任 1.8 賛成  

2734 サーラコーポレーション 定時 20220218 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

2734 サーラコーポレーション 定時 20220218 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

2734 サーラコーポレーション 定時 20220218 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

4295 フェイス 臨時 20220218 株主 その他の議案 1 反対 株主提案が一般の株主価値へ貢献しないと考える。  

6136 オーエスジー 定時 20220218 会社 剰余金の処分 1 賛成  

6136 オーエスジー 定時 20220218 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

6136 オーエスジー 定時 20220218 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

6136 オーエスジー 定時 20220218 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

6136 オーエスジー 定時 20220218 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

6136 オーエスジー 定時 20220218 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

6136 オーエスジー 定時 20220218 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

6136 オーエスジー 定時 20220218 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

6136 オーエスジー 定時 20220218 会社 役員報酬 4 賛成  

3994 マネーフォワード 定時 20220221 会社 剰余金の処分 1 賛成  

3994 マネーフォワード 定時 20220221 会社 定款に関する議案 2 賛成  

3994 マネーフォワード 定時 20220221 会社 取締役の選解任 3.1 賛成   

3994 マネーフォワード 定時 20220221 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3994 マネーフォワード 定時 20220221 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3994 マネーフォワード 定時 20220221 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

3994 マネーフォワード 定時 20220221 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

3994 マネーフォワード 定時 20220221 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

3994 マネーフォワード 定時 20220221 会社 取締役の選解任 3.7 反対
上場会社の役員兼任数が過多であり、経営監視の実効性に懸念があ

る。
 

3994 マネーフォワード 定時 20220221 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

3994 マネーフォワード 定時 20220221 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

3994 マネーフォワード 定時 20220221 会社 取締役の選解任 3.10 賛成  

3994 マネーフォワード 定時 20220221 会社 監査役の選解任 4.1 賛成  

3994 マネーフォワード 定時 20220221 会社 監査役の選解任 4.2 賛成  

3994 マネーフォワード 定時 20220221 会社 監査役の選解任 5 賛成  

3994 マネーフォワード 定時 20220221 会社 役員報酬 6 賛成   

3994 マネーフォワード 定時 20220221 会社 役員報酬 7 賛成  

3186 ネクステージ 定時 20220222 会社 剰余金の処分 1 賛成  

3186 ネクステージ 定時 20220222 会社 定款に関する議案 2 賛成  

3186 ネクステージ 定時 20220222 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

3186 ネクステージ 定時 20220222 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3186 ネクステージ 定時 20220222 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3186 ネクステージ 定時 20220222 会社 取締役の選解任 3.4 反対
上場会社の役員兼任数が過多であり、経営監視の実効性に懸念があ

る。
 

3186 ネクステージ 定時 20220222 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

3186 ネクステージ 定時 20220222 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  
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3186 ネクステージ 定時 20220222 会社 役員報酬 4 賛成  

3267 フィル・カンパニー 定時 20220222 会社 剰余金の処分 1 賛成   

3267 フィル・カンパニー 定時 20220222 会社 定款に関する議案 2 反対 経営の裁量余地の拡大が一般株主の利益に反する。  

3267 フィル・カンパニー 定時 20220222 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

3267 フィル・カンパニー 定時 20220222 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3267 フィル・カンパニー 定時 20220222 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3267 フィル・カンパニー 定時 20220222 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

3267 フィル・カンパニー 定時 20220222 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

3267 フィル・カンパニー 定時 20220222 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

3267 フィル・カンパニー 定時 20220222 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

3267 フィル・カンパニー 定時 20220222 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

3267 フィル・カンパニー 定時 20220222 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

3267 フィル・カンパニー 定時 20220222 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

3267 フィル・カンパニー 定時 20220222 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

3267 フィル・カンパニー 定時 20220222 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

3267 フィル・カンパニー 定時 20220222 会社 役員報酬 5 賛成  

3267 フィル・カンパニー 定時 20220222 会社 役員報酬 6 賛成  

3267 フィル・カンパニー 定時 20220222 会社 役員報酬 7 賛成  

6474 不二越 定時 20220222 会社 剰余金の処分 1 賛成  

6474 不二越 定時 20220222 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

6474 不二越 定時 20220222 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

9369 キユーソー流通システム 定時 20220222 会社 剰余金の処分 1 賛成  

9369 キユーソー流通システム 定時 20220222 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

9369 キユーソー流通システム 定時 20220222 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

9369 キユーソー流通システム 定時 20220222 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

9369 キユーソー流通システム 定時 20220222 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

9369 キユーソー流通システム 定時 20220222 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

9369 キユーソー流通システム 定時 20220222 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

9369 キユーソー流通システム 定時 20220222 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

9369 キユーソー流通システム 定時 20220222 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

9369 キユーソー流通システム 定時 20220222 会社 取締役の選解任 2.9 賛成  

9369 キユーソー流通システム 定時 20220222 会社 監査役の選解任 3 賛成  

2471 エスプール 定時 20220224 会社 剰余金の処分 1 賛成  

2471 エスプール 定時 20220224 会社 役員報酬 2 賛成  

2975 スター・マイカ・ホールディングス 定時 20220224 会社 取締役の選解任 1 賛成  

3244 サムティ 定時 20220224 会社 剰余金の処分 1 賛成  

3244 サムティ 定時 20220224 会社 定款に関する議案 2 賛成  

3244 サムティ 定時 20220224 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

3244 サムティ 定時 20220224 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3244 サムティ 定時 20220224 会社 監査役の選解任 4 賛成  

3244 サムティ 定時 20220224 会社 役員報酬 5 賛成  

5942 日本フイルコン 定時 20220224 会社 剰余金の処分 1 賛成  

5942 日本フイルコン 定時 20220224 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

5942 日本フイルコン 定時 20220224 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

5942 日本フイルコン 定時 20220224 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

5942 日本フイルコン 定時 20220224 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

5942 日本フイルコン 定時 20220224 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

5942 日本フイルコン 定時 20220224 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

5942 日本フイルコン 定時 20220224 会社 監査役の選解任 3 賛成  

1881 NIPPO 臨時 20220225 会社 その他資本政策に関する議案 1 反対 一般株主の利益に反する懸念がある。  

1881 NIPPO 臨時 20220225 会社 定款に関する議案 2 反対 一般株主の利益に反する懸念がある。  

2698 キャンドゥ 定時 20220225 会社 剰余金の処分 1 賛成  

2698 キャンドゥ 定時 20220225 会社 定款に関する議案 2 賛成  

2698 キャンドゥ 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.1 反対
業績不振が続く中で取締役の続任を支持できない。3分の1以上の独立

した社外取締役の選任を求める。
 

2698 キャンドゥ 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

2698 キャンドゥ 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

2698 キャンドゥ 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

2698 キャンドゥ 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

2698 キャンドゥ 定時 20220225 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

2698 キャンドゥ 定時 20220225 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

2698 キャンドゥ 定時 20220225 会社 取締役の選解任 5 賛成  

2809 キユーピー 定時 20220225 会社 取締役の選解任 1.1 賛成  

2809 キユーピー 定時 20220225 会社 取締役の選解任 1.2 賛成  

2809 キユーピー 定時 20220225 会社 取締役の選解任 1.3 賛成  

2809 キユーピー 定時 20220225 会社 取締役の選解任 1.4 賛成  

2809 キユーピー 定時 20220225 会社 取締役の選解任 1.5 賛成  

2809 キユーピー 定時 20220225 会社 取締役の選解任 1.6 賛成  

2809 キユーピー 定時 20220225 会社 取締役の選解任 1.7 賛成  

2809 キユーピー 定時 20220225 会社 取締役の選解任 1.8 賛成  

2809 キユーピー 定時 20220225 会社 取締役の選解任 1.9 賛成  

2809 キユーピー 定時 20220225 会社 監査役の選解任 2.1 賛成  

2809 キユーピー 定時 20220225 会社 監査役の選解任 2.2 賛成  

3073 DDホールディングス 臨時 20220225 会社 定款に関する議案 1 賛成  

3073 DDホールディングス 臨時 20220225 会社 その他資本政策に関する議案 2 賛成  

3073 DDホールディングス 臨時 20220225 会社 その他資本政策に関する議案 3 賛成  

3139 ラクト・ジャパン 定時 20220225 会社 剰余金の処分 1 賛成  

3139 ラクト・ジャパン 定時 20220225 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

3139 ラクト・ジャパン 定時 20220225 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

3139 ラクト・ジャパン 定時 20220225 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

3139 ラクト・ジャパン 定時 20220225 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

3139 ラクト・ジャパン 定時 20220225 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

3139 ラクト・ジャパン 定時 20220225 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

3201 日本毛織 定時 20220225 会社 剰余金の処分 1 賛成  

3201 日本毛織 定時 20220225 会社 定款に関する議案 2 賛成  

3201 日本毛織 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

3201 日本毛織 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3201 日本毛織 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3201 日本毛織 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

3201 日本毛織 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

3201 日本毛織 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

3201 日本毛織 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

3201 日本毛織 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

3201 日本毛織 定時 20220225 会社 監査役の選解任 4 賛成  

3201 日本毛織 定時 20220225 会社 役員報酬 5 賛成  

3454 ファーストブラザーズ 定時 20220225 会社 取締役の選解任 1.1 賛成  

3454 ファーストブラザーズ 定時 20220225 会社 取締役の選解任 1.2 賛成  

3454 ファーストブラザーズ 定時 20220225 会社 取締役の選解任 1.3 賛成  

3454 ファーストブラザーズ 定時 20220225 会社 取締役の選解任 1.4 賛成  

3454 ファーストブラザーズ 定時 20220225 会社 取締役の選解任 1.5 賛成  

3454 ファーストブラザーズ 定時 20220225 会社 取締役の選解任 1.6 賛成  

3454 ファーストブラザーズ 定時 20220225 会社 監査役の選解任 2.1 賛成  

3454 ファーストブラザーズ 定時 20220225 会社 監査役の選解任 2.2 賛成  

3454 ファーストブラザーズ 定時 20220225 会社 監査役の選解任 2.3 反対 社外監査役が独立と認められない。  

3454 ファーストブラザーズ 定時 20220225 会社 監査役の選解任 3 賛成  

3454 ファーストブラザーズ 定時 20220225 会社 その他資本政策に関する議案 4 賛成  

3472 大江戸温泉リート投資法人 臨時 20220225 会社 定款に関する議案 1 賛成  
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3472 大江戸温泉リート投資法人 臨時 20220225 会社 取締役の選解任 2 賛成  

3472 大江戸温泉リート投資法人 臨時 20220225 会社 監査役の選解任 3.1 賛成  

3472 大江戸温泉リート投資法人 臨時 20220225 会社 監査役の選解任 3.2 賛成  

3472 大江戸温泉リート投資法人 臨時 20220225 会社 取締役の選解任 4 賛成  

3547 串カツ田中ホールディングス 定時 20220225 会社 剰余金の処分 1 賛成  

3547 串カツ田中ホールディングス 定時 20220225 会社 定款に関する議案 2 賛成  

3547 串カツ田中ホールディングス 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

3547 串カツ田中ホールディングス 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3547 串カツ田中ホールディングス 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3547 串カツ田中ホールディングス 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

3547 串カツ田中ホールディングス 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

3547 串カツ田中ホールディングス 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

3547 串カツ田中ホールディングス 定時 20220225 会社 会計監査人の選解任 4 賛成  

4187 大阪有機化学工業 定時 20220225 会社 剰余金の処分 1 賛成  

4187 大阪有機化学工業 定時 20220225 会社 定款に関する議案 2 賛成  

4187 大阪有機化学工業 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

4187 大阪有機化学工業 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

4187 大阪有機化学工業 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

4187 大阪有機化学工業 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

4187 大阪有機化学工業 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

4187 大阪有機化学工業 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

4187 大阪有機化学工業 定時 20220225 会社 監査役の選解任 4 賛成  

4187 大阪有機化学工業 定時 20220225 会社 監査役の選解任 5 賛成  

4187 大阪有機化学工業 定時 20220225 会社 役員報酬 6 賛成  

4992 北興化学工業 定時 20220225 会社 剰余金の処分 1 賛成  

4992 北興化学工業 定時 20220225 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

4992 北興化学工業 定時 20220225 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

4992 北興化学工業 定時 20220225 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

4992 北興化学工業 定時 20220225 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

4992 北興化学工業 定時 20220225 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

4992 北興化学工業 定時 20220225 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

4992 北興化学工業 定時 20220225 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

4992 北興化学工業 定時 20220225 会社 取締役の選解任 2.8 反対 取締役会や監査役会などへの出席率が十分と認められない。  

4992 北興化学工業 定時 20220225 会社 監査役の選解任 3.1 賛成  

4992 北興化学工業 定時 20220225 会社 監査役の選解任 3.2 賛成  

4992 北興化学工業 定時 20220225 会社 会計監査人の選解任 4 賛成  

6217 津田駒工業 定時 20220225 会社 取締役の選解任 1.1 反対
業績不振が続く中で取締役の続任を支持できない。2名以上の独立な

社外取締役の選任を求める。
 

6217 津田駒工業 定時 20220225 会社 取締役の選解任 1.2 賛成   

6217 津田駒工業 定時 20220225 会社 取締役の選解任 1.3 賛成  

6217 津田駒工業 定時 20220225 会社 取締役の選解任 1.4 賛成  

6217 津田駒工業 定時 20220225 会社 取締役の選解任 1.5 賛成  

6217 津田駒工業 定時 20220225 会社 取締役の選解任 1.6 賛成  

6217 津田駒工業 定時 20220225 会社 取締役の選解任 1.7 賛成  

6217 津田駒工業 定時 20220225 会社 取締役の選解任 1.8 賛成  

6217 津田駒工業 定時 20220225 会社 取締役の選解任 1.9 賛成  

6866 日置電機 定時 20220225 会社 剰余金の処分 1 賛成  

6866 日置電機 定時 20220225 会社 定款に関する議案 2 賛成  

6866 日置電機 定時 20220225 会社 監査役の選解任 3 賛成  

8095 アステナホールディングス 定時 20220225 会社 剰余金の処分 1 賛成  

8095 アステナホールディングス 定時 20220225 会社 定款に関する議案 2 賛成  

8095 アステナホールディングス 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

8095 アステナホールディングス 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

8095 アステナホールディングス 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

8095 アステナホールディングス 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

8095 アステナホールディングス 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

8095 アステナホールディングス 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

8095 アステナホールディングス 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

8095 アステナホールディングス 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

8095 アステナホールディングス 定時 20220225 会社 監査役の選解任 4 賛成  

8095 アステナホールディングス 定時 20220225 会社 役員報酬 5 賛成  

8923 トーセイ 定時 20220225 会社 剰余金の処分 1 賛成  

8923 トーセイ 定時 20220225 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

8923 トーセイ 定時 20220225 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

8923 トーセイ 定時 20220225 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

8923 トーセイ 定時 20220225 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

8923 トーセイ 定時 20220225 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

8923 トーセイ 定時 20220225 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

8923 トーセイ 定時 20220225 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

8923 トーセイ 定時 20220225 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

8923 トーセイ 定時 20220225 会社 取締役の選解任 2.9 賛成  

9717 ジャステック 定時 20220225 会社 剰余金の処分 1 賛成  

9717 ジャステック 定時 20220225 会社 取締役の選解任 2.1 反対 3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。  

9717 ジャステック 定時 20220225 会社 取締役の選解任 2.2 反対 3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。  

9717 ジャステック 定時 20220225 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

9717 ジャステック 定時 20220225 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

9717 ジャステック 定時 20220225 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

9717 ジャステック 定時 20220225 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

9717 ジャステック 定時 20220225 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

9717 ジャステック 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.1 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

9717 ジャステック 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.2 賛成   

9717 ジャステック 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

9717 ジャステック 定時 20220225 会社 取締役の選解任 4 賛成  

9717 ジャステック 定時 20220225 会社 退任役員の退職慰労金の支給 5 反対 社内取締役以外は退職慰労金の贈呈を適切と認められない。  

9837 モリト 定時 20220225 会社 剰余金の処分 1 賛成  

9837 モリト 定時 20220225 会社 その他資本政策に関する議案 2 賛成  

9837 モリト 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.1 反対 業績不振が続く中で取締役の続任を支持できない。  

9837 モリト 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

9837 モリト 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

9837 モリト 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

9837 モリト 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

9972 アルテック 定時 20220225 会社 剰余金の処分 1 賛成  

9972 アルテック 定時 20220225 会社 定款に関する議案 2 反対 一般株主の利益に反する。  

9972 アルテック 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

9972 アルテック 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

9972 アルテック 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

9972 アルテック 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

9972 アルテック 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

9972 アルテック 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

9972 アルテック 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

9972 アルテック 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

9972 アルテック 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

9972 アルテック 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.10 賛成  

9972 アルテック 定時 20220225 会社 取締役の選解任 3.11 賛成  

7745 エー・アンド・デイ 臨時 20220228 会社 組織再編関連 1 反対 一般株主の利益に反する懸念がある。  
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7745 エー・アンド・デイ 臨時 20220228 会社 組織再編関連 2 反対 一般株主の利益に反する懸念がある。  

7745 エー・アンド・デイ 臨時 20220228 会社 定款に関する議案 3 反対 一般株主の利益に反する懸念がある。  

1448 スペースバリューホールディングス 臨時 20220304 会社 その他資本政策に関する議案 1 賛成   

1448 スペースバリューホールディングス 臨時 20220304 会社 定款に関する議案 2 賛成   

3784 ヴィンクス 定時 20220310 会社 定款に関する議案 1 賛成  

3784 ヴィンクス 定時 20220310 会社 取締役の選解任 2.1 反対
株主構成に鑑み、経営監視の独立性を高めようとしない経営責任者を

支持できない。
 

3784 ヴィンクス 定時 20220310 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

3784 ヴィンクス 定時 20220310 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

3784 ヴィンクス 定時 20220310 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

3784 ヴィンクス 定時 20220310 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

3784 ヴィンクス 定時 20220310 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

3784 ヴィンクス 定時 20220310 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

3784 ヴィンクス 定時 20220310 会社 監査役の選解任 3.1 賛成  

3784 ヴィンクス 定時 20220310 会社 監査役の選解任 3.2 賛成  

3784 ヴィンクス 定時 20220310 会社 退任役員の退職慰労金の支給 4 反対 社内取締役以外は退職慰労金の贈呈を適切と認められない。  

9749 富士ソフト 定時 20220311 会社 定款に関する議案 1 賛成  

9749 富士ソフト 定時 20220311 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

9749 富士ソフト 定時 20220311 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

9749 富士ソフト 定時 20220311 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

9749 富士ソフト 定時 20220311 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

9749 富士ソフト 定時 20220311 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

9749 富士ソフト 定時 20220311 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

9749 富士ソフト 定時 20220311 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

9749 富士ソフト 定時 20220311 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

9749 富士ソフト 定時 20220311 会社 取締役の選解任 2.9 賛成  

9749 富士ソフト 定時 20220311 会社 退任役員の退職慰労金の支給 3 賛成  

9749 富士ソフト 定時 20220311 会社 退任役員の退職慰労金の支給 4 賛成  

9749 富士ソフト 定時 20220311 会社 役員報酬 5 賛成  

9749 富士ソフト 定時 20220311 会社 役員報酬 6 賛成  

9749 富士ソフト 定時 20220311 株主 取締役の選解任 7.1 反対
取締役の選任を求める当該提案は株主価値向上に資するとは考えられ

ない。
 

9749 富士ソフト 定時 20220311 株主 取締役の選解任 7.2 賛成
取締役の選任を求める当該提案は株主価値向上に資すると考えられ

る。
 

6560 エル・ティー・エス 定時 20220316 会社 定款に関する議案 1 賛成  

6560 エル・ティー・エス 定時 20220316 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

6560 エル・ティー・エス 定時 20220316 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

6560 エル・ティー・エス 定時 20220316 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

6560 エル・ティー・エス 定時 20220316 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

6560 エル・ティー・エス 定時 20220316 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

6560 エル・ティー・エス 定時 20220316 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

6560 エル・ティー・エス 定時 20220316 会社 役員報酬 3 賛成  

6560 エル・ティー・エス 定時 20220316 会社 役員報酬 4 賛成  

3091 ブロンコビリー 定時 20220317 会社 定款に関する議案 1 賛成  

3091 ブロンコビリー 定時 20220317 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

3091 ブロンコビリー 定時 20220317 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

3091 ブロンコビリー 定時 20220317 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

3091 ブロンコビリー 定時 20220317 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

3091 ブロンコビリー 定時 20220317 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

3091 ブロンコビリー 定時 20220317 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

3091 ブロンコビリー 定時 20220317 会社 監査役の選解任 3.1 賛成  

3091 ブロンコビリー 定時 20220317 会社 監査役の選解任 3.2 賛成  

3091 ブロンコビリー 定時 20220317 会社 役員報酬 4 賛成  

2429 ワールドホールディングス 定時 20220318 会社 定款に関する議案 1 賛成  

2429 ワールドホールディングス 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

2429 ワールドホールディングス 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

2429 ワールドホールディングス 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

2429 ワールドホールディングス 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

2429 ワールドホールディングス 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

2429 ワールドホールディングス 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

2429 ワールドホールディングス 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

2429 ワールドホールディングス 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

2429 ワールドホールディングス 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.9 反対
株主構成に鑑み、経営監視強化の観点から独立な社外取締役の選任

を求める。
 

2429 ワールドホールディングス 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.10 反対
株主構成に鑑み、経営監視強化の観点から独立な社外取締役の選任

を求める。
 

2429 ワールドホールディングス 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.11 賛成  

2429 ワールドホールディングス 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.12 賛成  

2429 ワールドホールディングス 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.13 賛成  

2429 ワールドホールディングス 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.14 賛成  

2429 ワールドホールディングス 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.15 賛成  

2429 ワールドホールディングス 定時 20220318 会社 監査役の選解任 3 反対 社外監査役が独立と認められない。  

2429 ワールドホールディングス 定時 20220318 会社 監査役の選解任 4 賛成  

2429 ワールドホールディングス 定時 20220318 会社 役員報酬 5 賛成  

2429 ワールドホールディングス 定時 20220318 会社 役員報酬 6 反対 株主価値向上の観点から制度設計に懸念がある。  

3852 サイバーコム 定時 20220318 会社 定款に関する議案 1 賛成  

3852 サイバーコム 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.1 反対
2名以上の独立な社外取締役の選任を求める。株主構成に鑑み、経営

監視の独立性を高めようとしない経営責任者を支持できない。
 

3852 サイバーコム 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

3852 サイバーコム 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

3852 サイバーコム 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

3852 サイバーコム 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

3852 サイバーコム 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.6 反対
株主構成に鑑み、経営監視強化の観点から独立な社外取締役の選任

を求める。
 

3852 サイバーコム 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.7 反対
株主構成に鑑み、経営監視強化の観点から独立な社外取締役の選任

を求める。
 

3852 サイバーコム 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

4312 サイバネットシステム 定時 20220318 会社 定款に関する議案 1 賛成  

4312 サイバネットシステム 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

4312 サイバネットシステム 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

4312 サイバネットシステム 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

4312 サイバネットシステム 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

4312 サイバネットシステム 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

4312 サイバネットシステム 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

4312 サイバネットシステム 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

4312 サイバネットシステム 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

4312 サイバネットシステム 定時 20220318 会社 監査役の選解任 3 賛成  

4820 イーエムシステムズ 定時 20220318 会社 剰余金の処分 1 賛成  

4820 イーエムシステムズ 定時 20220318 会社 定款に関する議案 2 賛成  

4820 イーエムシステムズ 定時 20220318 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

4820 イーエムシステムズ 定時 20220318 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

4820 イーエムシステムズ 定時 20220318 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

4820 イーエムシステムズ 定時 20220318 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

4820 イーエムシステムズ 定時 20220318 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

4820 イーエムシステムズ 定時 20220318 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

4820 イーエムシステムズ 定時 20220318 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

4820 イーエムシステムズ 定時 20220318 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

4820 イーエムシステムズ 定時 20220318 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  
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4820 イーエムシステムズ 定時 20220318 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

5819 カナレ電気 定時 20220318 会社 剰余金の処分 1 賛成  

5819 カナレ電気 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.1 反対

株主構成に鑑み、経営監視の独立性を高めようとしない経営責任者を

支持できない。資本政策に関する説明が十分でないため、経営責任者

を支持できない。

 

5819 カナレ電気 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

5819 カナレ電気 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

5819 カナレ電気 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

5819 カナレ電気 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

5819 カナレ電気 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

5819 カナレ電気 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

5819 カナレ電気 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

5819 カナレ電気 定時 20220318 会社 監査役の選解任 3 賛成  

5819 カナレ電気 定時 20220318 会社 役員報酬 4 賛成  

5819 カナレ電気 定時 20220318 会社 役員報酬 5 反対 既存株主価値を過度に希薄化する懸念がある。  

6326 クボタ 定時 20220318 会社 定款に関する議案 1 賛成 *

6326 クボタ 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

6326 クボタ 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

6326 クボタ 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

6326 クボタ 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

6326 クボタ 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

6326 クボタ 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

6326 クボタ 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

6326 クボタ 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

6326 クボタ 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.9 賛成  

6326 クボタ 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.10 賛成  

6326 クボタ 定時 20220318 会社 監査役の選解任 3.1 賛成  

6326 クボタ 定時 20220318 会社 監査役の選解任 3.2 賛成  

6326 クボタ 定時 20220318 会社 監査役の選解任 3.3 賛成  

6326 クボタ 定時 20220318 会社 監査役の選解任 3.4 賛成  

6326 クボタ 定時 20220318 会社 監査役の選解任 4 賛成  

6326 クボタ 定時 20220318 会社 役員報酬 5 賛成  

6326 クボタ 定時 20220318 会社 役員報酬 6 賛成  

6326 クボタ 定時 20220318 会社 役員報酬 7 賛成  

6326 クボタ 定時 20220318 会社 役員報酬 8 賛成  

6858 小野測器 定時 20220318 会社 定款に関する議案 1 賛成  

6858 小野測器 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.1 反対 業績不振が続く中で取締役の続任を支持できない。  

6858 小野測器 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.2 反対 業績不振が続く中で取締役の続任を支持できない。  

6858 小野測器 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

6858 小野測器 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

6858 小野測器 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

6858 小野測器 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

6858 小野測器 定時 20220318 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

6858 小野測器 定時 20220318 会社 監査役の選解任 3 反対 社外監査役が独立と認められない。  

9830 トラスコ中山 定時 20220318 会社 取締役の選解任 1.1 賛成   

9830 トラスコ中山 定時 20220318 会社 取締役の選解任 1.2 賛成  

9830 トラスコ中山 定時 20220318 会社 取締役の選解任 1.3 賛成  

9830 トラスコ中山 定時 20220318 会社 取締役の選解任 1.4 賛成  

9830 トラスコ中山 定時 20220318 会社 取締役の選解任 1.5 賛成  

9830 トラスコ中山 定時 20220318 会社 取締役の選解任 1.6 賛成   

9830 トラスコ中山 定時 20220318 会社 取締役の選解任 1.7 賛成  

9830 トラスコ中山 定時 20220318 会社 監査役の選解任 2.1 反対 社外監査役が独立と認められない。  

9830 トラスコ中山 定時 20220318 会社 監査役の選解任 2.2 賛成  

9830 トラスコ中山 定時 20220318 会社 定款に関する議案 3 賛成  

3633 GMOペパボ 定時 20220319 会社 定款に関する議案 1 賛成  

3633 GMOペパボ 定時 20220319 会社 取締役の選解任 2.1 反対 3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。  

3633 GMOペパボ 定時 20220319 会社 取締役の選解任 2.2 反対 3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。  

3633 GMOペパボ 定時 20220319 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

3633 GMOペパボ 定時 20220319 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

3633 GMOペパボ 定時 20220319 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

3633 GMOペパボ 定時 20220319 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

3633 GMOペパボ 定時 20220319 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

3633 GMOペパボ 定時 20220319 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

3633 GMOペパボ 定時 20220319 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3633 GMOペパボ 定時 20220319 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3633 GMOペパボ 定時 20220319 会社 会計監査人の選解任 4 賛成  

3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 定時 20220319 会社 剰余金の処分 1 賛成  

3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 定時 20220319 会社 定款に関する議案 2 賛成  

3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 定時 20220319 会社 取締役の選解任 3.1 反対 3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。  

3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 定時 20220319 会社 取締役の選解任 3.2 反対 3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。  

3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 定時 20220319 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 定時 20220319 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 定時 20220319 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 定時 20220319 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 定時 20220319 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 定時 20220319 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 定時 20220319 会社 会計監査人の選解任 5 賛成  

6481 THK 定時 20220319 会社 剰余金の処分 1 賛成  

6481 THK 定時 20220319 会社 定款に関する議案 2 賛成  

6481 THK 定時 20220319 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

6481 THK 定時 20220319 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

6481 THK 定時 20220319 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

6481 THK 定時 20220319 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

6481 THK 定時 20220319 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

6481 THK 定時 20220319 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

6481 THK 定時 20220319 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

6481 THK 定時 20220319 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

6481 THK 定時 20220319 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

6481 THK 定時 20220319 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

6481 THK 定時 20220319 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

6481 THK 定時 20220319 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

6481 THK 定時 20220319 会社 取締役の選解任 5 賛成  

6481 THK 定時 20220319 会社 役員報酬 6 賛成  

7177 GMOフィナンシャルホールディングス 定時 20220320 会社 定款に関する議案 1 賛成  

7177 GMOフィナンシャルホールディングス 定時 20220320 会社 取締役の選解任 2.1 反対 半数以上の独立した社外取締役の選任を求める。  

7177 GMOフィナンシャルホールディングス 定時 20220320 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

7177 GMOフィナンシャルホールディングス 定時 20220320 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

7177 GMOフィナンシャルホールディングス 定時 20220320 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

7177 GMOフィナンシャルホールディングス 定時 20220320 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

7177 GMOフィナンシャルホールディングス 定時 20220320 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

7177 GMOフィナンシャルホールディングス 定時 20220320 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

7177 GMOフィナンシャルホールディングス 定時 20220320 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

7177 GMOフィナンシャルホールディングス 定時 20220320 会社 取締役の選解任 2.9 賛成  

7177 GMOフィナンシャルホールディングス 定時 20220320 会社 会計監査人の選解任 3 賛成  

7177 GMOフィナンシャルホールディングス 定時 20220320 株主 定款に関する議案 4 反対 株主提案が一般の株主価値へ貢献しないと考える。  

7177 GMOフィナンシャルホールディングス 定時 20220320 株主 定款に関する議案 5 反対 株主提案が一般の株主価値へ貢献しないと考える。  

9449 GMOインターネット 定時 20220320 会社 定款に関する議案 1 賛成  
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9449 GMOインターネット 定時 20220320 会社 取締役の選解任 2.1 反対
総会決議を経ない買収防衛策の導入に鑑み、経営責任者を支持でき

ない。3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。
 

9449 GMOインターネット 定時 20220320 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

9449 GMOインターネット 定時 20220320 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

9449 GMOインターネット 定時 20220320 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

9449 GMOインターネット 定時 20220320 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

9449 GMOインターネット 定時 20220320 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

9449 GMOインターネット 定時 20220320 会社 取締役の選解任 3.2 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

9449 GMOインターネット 定時 20220320 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

9449 GMOインターネット 定時 20220320 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

9449 GMOインターネット 定時 20220320 会社 役員報酬 4 賛成  

9449 GMOインターネット 定時 20220320 会社 会計監査人の選解任 5 賛成  

6141 DMG森精機 定時 20220322 会社 剰余金の処分 1 賛成  

6141 DMG森精機 定時 20220322 会社 定款に関する議案 2 賛成  

6141 DMG森精機 定時 20220322 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

6141 DMG森精機 定時 20220322 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

6141 DMG森精機 定時 20220322 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

6141 DMG森精機 定時 20220322 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

6141 DMG森精機 定時 20220322 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

6141 DMG森精機 定時 20220322 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

6141 DMG森精機 定時 20220322 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

6141 DMG森精機 定時 20220322 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

6141 DMG森精機 定時 20220322 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

6141 DMG森精機 定時 20220322 会社 取締役の選解任 3.10 賛成  

2491 バリューコマース 定時 20220323 会社 定款に関する議案 1 賛成  

2491 バリューコマース 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

2491 バリューコマース 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

2491 バリューコマース 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

2491 バリューコマース 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

2491 バリューコマース 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

2491 バリューコマース 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

2491 バリューコマース 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

2491 バリューコマース 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

2491 バリューコマース 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

2491 バリューコマース 定時 20220323 会社 役員報酬 4 賛成  

2491 バリューコマース 定時 20220323 会社 役員報酬 5 賛成  

2533 オエノンホールディングス 定時 20220323 会社 剰余金の処分 1 賛成  

2533 オエノンホールディングス 定時 20220323 会社 定款に関する議案 2 賛成  

2533 オエノンホールディングス 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3 賛成  

2533 オエノンホールディングス 定時 20220323 会社 監査役の選解任 4 反対 社外監査役が独立と認められない。  

2914 日本たばこ産業 定時 20220323 会社 剰余金の処分 1 賛成  

2914 日本たばこ産業 定時 20220323 会社 定款に関する議案 2 賛成  

2914 日本たばこ産業 定時 20220323 会社 定款に関する議案 3 賛成  

2914 日本たばこ産業 定時 20220323 会社 定款に関する議案 4 賛成  

2914 日本たばこ産業 定時 20220323 会社 取締役の選解任 5.1 賛成  

2914 日本たばこ産業 定時 20220323 会社 取締役の選解任 5.2 賛成  

2914 日本たばこ産業 定時 20220323 会社 取締役の選解任 5.3 賛成  

2914 日本たばこ産業 定時 20220323 会社 取締役の選解任 5.4 賛成  

2914 日本たばこ産業 定時 20220323 会社 取締役の選解任 5.5 賛成  

2914 日本たばこ産業 定時 20220323 会社 取締役の選解任 5.6 賛成  

2914 日本たばこ産業 定時 20220323 会社 取締役の選解任 5.7 賛成  

2914 日本たばこ産業 定時 20220323 会社 取締役の選解任 5.8 賛成  

2914 日本たばこ産業 定時 20220323 会社 取締役の選解任 5.9 賛成  

2914 日本たばこ産業 定時 20220323 会社 取締役の選解任 5.10 賛成  

2914 日本たばこ産業 定時 20220323 会社 役員報酬 6 賛成  

3003 ヒューリック 定時 20220323 会社 剰余金の処分 1 賛成   

3003 ヒューリック 定時 20220323 会社 定款に関する議案 2 賛成   

3003 ヒューリック 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.1 賛成   

3003 ヒューリック 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.2 賛成   

3003 ヒューリック 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.3 賛成   

3003 ヒューリック 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.4 賛成   

3003 ヒューリック 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.5 賛成   

3003 ヒューリック 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.6 賛成   

3003 ヒューリック 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.7 賛成   

3003 ヒューリック 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.8 賛成   

3003 ヒューリック 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.9 賛成   

3003 ヒューリック 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.10 賛成  *

3003 ヒューリック 定時 20220323 会社 役員報酬 4 賛成   

3003 ヒューリック 定時 20220323 会社 役員報酬 5 賛成   

3667 enish 定時 20220323 会社 定款に関する議案 1 賛成  

3667 enish 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2.1 反対
業績不振が続く中で取締役の続任を支持できない。2名以上の独立な

社外取締役の選任を求める。
 

3667 enish 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

3667 enish 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

3667 enish 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

3667 enish 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

3667 enish 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

3667 enish 定時 20220323 会社 監査役の選解任 3 賛成  

3696 セレス 定時 20220323 会社 剰余金の処分 1 賛成  

3696 セレス 定時 20220323 会社 定款に関する議案 2 賛成  

3696 セレス 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

3696 セレス 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3696 セレス 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3696 セレス 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

3696 セレス 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

3696 セレス 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.6 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

3696 セレス 定時 20220323 会社 取締役の選解任 4 賛成  

3696 セレス 定時 20220323 会社 取締役の選解任 5 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

3909 ショーケース 定時 20220323 会社 定款に関する議案 1 賛成  

3909 ショーケース 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2.1 反対
2名以上の独立な社外取締役の選任を求める。 株主構成に鑑み、経

営監視の独立性を高めようとしない経営責任者を支持できない。
 

3909 ショーケース 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2.2 反対
2名以上の独立な社外取締役の選任を求める。 株主構成に鑑み、経

営監視の独立性を高めようとしない経営責任者を支持できない。
 

3909 ショーケース 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

3909 ショーケース 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

3909 ショーケース 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2.5 反対
株主構成に鑑み、経営監視強化の観点から独立な社外取締役の選任

を求める。
 

3909 ショーケース 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2.6 反対
株主構成に鑑み、経営監視強化の観点から独立な社外取締役の選任

を求める。
 

3909 ショーケース 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

3909 ショーケース 定時 20220323 会社 監査役の選解任 3 賛成  

3940 ノムラシステムコーポレーション 定時 20220323 会社 剰余金の処分 1 賛成  

3940 ノムラシステムコーポレーション 定時 20220323 会社 定款に関する議案 2 賛成  

3940 ノムラシステムコーポレーション 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

3940 ノムラシステムコーポレーション 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3940 ノムラシステムコーポレーション 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  
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3940 ノムラシステムコーポレーション 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

3940 ノムラシステムコーポレーション 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

3940 ノムラシステムコーポレーション 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

3940 ノムラシステムコーポレーション 定時 20220323 会社 取締役の選解任 4 賛成  

4286 CLホールディングス 定時 20220323 会社 定款に関する議案 1 賛成  

4286 CLホールディングス 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

4286 CLホールディングス 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

4286 CLホールディングス 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

4286 CLホールディングス 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

4286 CLホールディングス 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

4286 CLホールディングス 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2.6 賛成   

4286 CLホールディングス 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

4286 CLホールディングス 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

4286 CLホールディングス 定時 20220323 会社 監査役の選解任 3.1 賛成  

4286 CLホールディングス 定時 20220323 会社 監査役の選解任 3.2 賛成  

4286 CLホールディングス 定時 20220323 会社 監査役の選解任 4 賛成  

4286 CLホールディングス 定時 20220323 会社 役員報酬 5 反対 付与対象者の範囲が適切と認められない。  

4286 CLホールディングス 定時 20220323 会社 役員報酬 6 反対 付与対象者の範囲が適切と認められない。  

4449 ギフティ 定時 20220323 会社 定款に関する議案 1 賛成  

4449 ギフティ 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2 賛成  

4477 BASE 定時 20220323 会社 その他資本政策に関する議案 1 賛成  

4477 BASE 定時 20220323 会社 定款に関する議案 2 賛成  

4477 BASE 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.1 賛成   

4477 BASE 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

4477 BASE 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

4477 BASE 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

4477 BASE 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

4477 BASE 定時 20220323 会社 監査役の選解任 4 賛成  

4477 BASE 定時 20220323 会社 役員報酬 5 賛成  

4634 東洋インキSCホールディングス 定時 20220323 会社 剰余金の処分 1 賛成  

4634 東洋インキSCホールディングス 定時 20220323 会社 定款に関する議案 2 賛成  

4634 東洋インキSCホールディングス 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

4634 東洋インキSCホールディングス 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

4634 東洋インキSCホールディングス 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

4634 東洋インキSCホールディングス 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

4634 東洋インキSCホールディングス 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.5 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

4634 東洋インキSCホールディングス 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

4634 東洋インキSCホールディングス 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

4634 東洋インキSCホールディングス 定時 20220323 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

4634 東洋インキSCホールディングス 定時 20220323 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

4634 東洋インキSCホールディングス 定時 20220323 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

4634 東洋インキSCホールディングス 定時 20220323 会社 取締役の選解任 4.4 賛成  

4634 東洋インキSCホールディングス 定時 20220323 会社 役員報酬 5 賛成  

4634 東洋インキSCホールディングス 定時 20220323 会社 役員報酬 6 賛成  

4634 東洋インキSCホールディングス 定時 20220323 会社 役員報酬 7 賛成  

4722 フューチャー 定時 20220323 会社 剰余金の処分 1 賛成  

4722 フューチャー 定時 20220323 会社 定款に関する議案 2 賛成  

4722 フューチャー 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.1 賛成   

4722 フューチャー 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

4722 フューチャー 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

4722 フューチャー 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

4722 フューチャー 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

4722 フューチャー 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

4722 フューチャー 定時 20220323 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

4722 フューチャー 定時 20220323 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

4722 フューチャー 定時 20220323 会社 取締役の選解任 4.3 賛成   

4812 電通国際情報サービス 定時 20220323 会社 剰余金の処分 1 賛成  

4812 電通国際情報サービス 定時 20220323 会社 定款に関する議案 2 賛成  

4812 電通国際情報サービス 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

4812 電通国際情報サービス 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

4812 電通国際情報サービス 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.3 反対
株主構成に鑑み、経営監視強化の観点から独立な社外取締役の選任

を求める。
 

4812 電通国際情報サービス 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

4812 電通国際情報サービス 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

4812 電通国際情報サービス 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

4812 電通国際情報サービス 定時 20220323 会社 監査役の選解任 4 賛成  

4812 電通国際情報サービス 定時 20220323 会社 役員報酬 5 賛成  

4971 メック 定時 20220323 会社 定款に関する議案 1 賛成  

4971 メック 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

4971 メック 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

4971 メック 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

4971 メック 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

4971 メック 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

4971 メック 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

4971 メック 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

4971 メック 定時 20220323 会社 取締役の選解任 4 賛成  

4971 メック 定時 20220323 会社 役員報酬 5 賛成  

4971 メック 定時 20220323 会社 役員報酬 6 賛成  

5108 ブリヂストン 定時 20220323 会社 剰余金の処分 1 賛成   

5108 ブリヂストン 定時 20220323 会社 定款に関する議案 2 賛成   

5108 ブリヂストン 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.1 賛成   

5108 ブリヂストン 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.2 賛成   

5108 ブリヂストン 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.3 賛成   

5108 ブリヂストン 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.4 賛成   

5108 ブリヂストン 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.5 賛成   

5108 ブリヂストン 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.6 賛成   

5108 ブリヂストン 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.7 賛成   

5108 ブリヂストン 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.8 賛成   

5108 ブリヂストン 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  *

5108 ブリヂストン 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.10 賛成   

5108 ブリヂストン 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.11 賛成   

5108 ブリヂストン 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.12 賛成   

6099 エラン 定時 20220323 会社 剰余金の処分 1 賛成  

6099 エラン 定時 20220323 会社 定款に関する議案 2 賛成  

6099 エラン 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.1 反対 3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。  

6099 エラン 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.2 反対 3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。  

6099 エラン 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

6099 エラン 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

6099 エラン 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

6099 エラン 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

6099 エラン 定時 20220323 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

6099 エラン 定時 20220323 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

6099 エラン 定時 20220323 会社 取締役の選解任 4.3 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

6099 エラン 定時 20220323 会社 取締役の選解任 4.4 賛成  

6171 土木管理総合試験所 定時 20220323 会社 剰余金の処分 1 賛成  

6171 土木管理総合試験所 定時 20220323 会社 定款に関する議案 2 賛成  

6171 土木管理総合試験所 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  
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6171 土木管理総合試験所 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

6171 土木管理総合試験所 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

6171 土木管理総合試験所 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

6171 土木管理総合試験所 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

6465 ホシザキ 定時 20220323 会社 定款に関する議案 1 賛成  

6465 ホシザキ 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

6465 ホシザキ 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

6465 ホシザキ 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

6465 ホシザキ 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

6465 ホシザキ 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

6465 ホシザキ 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

6465 ホシザキ 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

6465 ホシザキ 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

6465 ホシザキ 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

6465 ホシザキ 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

6465 ホシザキ 定時 20220323 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

6465 ホシザキ 定時 20220323 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

7272 ヤマハ発動機 定時 20220323 会社 剰余金の処分 1 賛成  

7272 ヤマハ発動機 定時 20220323 会社 定款に関する議案 2 賛成  

7272 ヤマハ発動機 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

7272 ヤマハ発動機 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

7272 ヤマハ発動機 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

7272 ヤマハ発動機 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

7272 ヤマハ発動機 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

7272 ヤマハ発動機 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.6 賛成 *

7272 ヤマハ発動機 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

7272 ヤマハ発動機 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

7272 ヤマハ発動機 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

7272 ヤマハ発動機 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.10 賛成  

7272 ヤマハ発動機 定時 20220323 会社 監査役の選解任 4 賛成  

7272 ヤマハ発動機 定時 20220323 会社 役員報酬 5 賛成  

7272 ヤマハ発動機 定時 20220323 会社 役員報酬 6 賛成  

7685 BuySell Technologies 定時 20220323 会社 剰余金の処分 1 賛成  

7685 BuySell Technologies 定時 20220323 会社 定款に関する議案 2 賛成  

7685 BuySell Technologies 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

7685 BuySell Technologies 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

7685 BuySell Technologies 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

7685 BuySell Technologies 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

7685 BuySell Technologies 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

7685 BuySell Technologies 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

7685 BuySell Technologies 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

7685 BuySell Technologies 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

7685 BuySell Technologies 定時 20220323 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

7685 BuySell Technologies 定時 20220323 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

7685 BuySell Technologies 定時 20220323 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

7685 BuySell Technologies 定時 20220323 会社 役員報酬 5 賛成  

7685 BuySell Technologies 定時 20220323 会社 役員報酬 6 賛成  

7685 BuySell Technologies 定時 20220323 会社 役員報酬 7 賛成  

7915 NISSHA 定時 20220323 会社 定款に関する議案 1 賛成  

7915 NISSHA 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

7915 NISSHA 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

7915 NISSHA 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

7915 NISSHA 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

7915 NISSHA 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

7915 NISSHA 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

7915 NISSHA 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

7915 NISSHA 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

7915 NISSHA 定時 20220323 会社 取締役の選解任 2.9 賛成  

7915 NISSHA 定時 20220323 会社 監査役の選解任 3 賛成  

9543 静岡ガス 定時 20220323 会社 剰余金の処分 1 賛成  

9543 静岡ガス 定時 20220323 会社 定款に関する議案 2 賛成  

9543 静岡ガス 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.1 賛成   

9543 静岡ガス 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.2 賛成   

9543 静岡ガス 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

9543 静岡ガス 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

9543 静岡ガス 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.5 反対
株主構成に鑑み、経営監視強化の観点から独立な社外取締役の選任

を求める。
 

9543 静岡ガス 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

9543 静岡ガス 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.7 賛成   

9543 静岡ガス 定時 20220323 会社 取締役の選解任 3.8 賛成   

2124 ジェイエイシーリクルートメント 定時 20220324 会社 剰余金の処分 1 賛成  

2124 ジェイエイシーリクルートメント 定時 20220324 会社 定款に関する議案 2 賛成  

2124 ジェイエイシーリクルートメント 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

2124 ジェイエイシーリクルートメント 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

2124 ジェイエイシーリクルートメント 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

2124 ジェイエイシーリクルートメント 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

2124 ジェイエイシーリクルートメント 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

2124 ジェイエイシーリクルートメント 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

2124 ジェイエイシーリクルートメント 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

2124 ジェイエイシーリクルートメント 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

2124 ジェイエイシーリクルートメント 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

2124 ジェイエイシーリクルートメント 定時 20220324 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

2124 ジェイエイシーリクルートメント 定時 20220324 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

2124 ジェイエイシーリクルートメント 定時 20220324 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

2124 ジェイエイシーリクルートメント 定時 20220324 会社 役員報酬 5 賛成  

2124 ジェイエイシーリクルートメント 定時 20220324 会社 役員報酬 6 賛成  

2124 ジェイエイシーリクルートメント 定時 20220324 会社 役員報酬 7 賛成  

2124 ジェイエイシーリクルートメント 定時 20220324 会社 取締役の選解任 8 賛成  

2206 江崎グリコ 定時 20220324 会社 定款に関する議案 1 賛成  

2206 江崎グリコ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

2206 江崎グリコ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

2206 江崎グリコ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

2206 江崎グリコ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

2206 江崎グリコ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

2206 江崎グリコ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

2206 江崎グリコ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

2206 江崎グリコ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

2206 江崎グリコ 定時 20220324 会社 監査役の選解任 3 賛成  

2211 不二家 定時 20220324 会社 剰余金の処分 1 賛成  

2211 不二家 定時 20220324 会社 定款に関する議案 2 賛成  

2211 不二家 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

2211 不二家 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

2489 アドウェイズ 定時 20220324 会社 剰余金の処分 1 賛成  

2489 アドウェイズ 定時 20220324 会社 定款に関する議案 2 賛成  

2489 アドウェイズ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

2489 アドウェイズ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

2489 アドウェイズ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  
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2489 アドウェイズ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

2489 アドウェイズ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

2489 アドウェイズ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 4 賛成  

2489 アドウェイズ 定時 20220324 会社 監査役の選解任 5.1 賛成  

2489 アドウェイズ 定時 20220324 会社 監査役の選解任 5.2 賛成  

2489 アドウェイズ 定時 20220324 会社 監査役の選解任 5.3 賛成  

2489 アドウェイズ 定時 20220324 会社 監査役の選解任 6 賛成  

2489 アドウェイズ 定時 20220324 会社 役員報酬 7 賛成  

2579 コカ･コーラボトラーズジャパンホールディングス 定時 20220324 会社 剰余金の処分 1 賛成  

2579 コカ･コーラボトラーズジャパンホールディングス 定時 20220324 会社 定款に関する議案 2 賛成  

2579 コカ･コーラボトラーズジャパンホールディングス 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.1 賛成   

2579 コカ･コーラボトラーズジャパンホールディングス 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

2579 コカ･コーラボトラーズジャパンホールディングス 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

2579 コカ･コーラボトラーズジャパンホールディングス 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

2579 コカ･コーラボトラーズジャパンホールディングス 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

2597 ユニカフェ 定時 20220324 会社 剰余金の処分 1 賛成  

2597 ユニカフェ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.1 反対
株主構成に鑑み、経営監視の独立性を高めようとしない経営責任者を

支持できない。 業績不振が続く中で取締役の続任を支持できない。
 

2597 ユニカフェ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

2597 ユニカフェ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

2597 ユニカフェ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

2597 ユニカフェ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

2597 ユニカフェ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

2597 ユニカフェ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

2597 ユニカフェ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

2597 ユニカフェ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.9 賛成  

2597 ユニカフェ 定時 20220324 会社 監査役の選解任 3 賛成  

2597 ユニカフェ 定時 20220324 会社 監査役の選解任 4 賛成  

3040 ソリトンシステムズ 定時 20220324 会社 定款に関する議案 1 賛成  

3040 ソリトンシステムズ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

3040 ソリトンシステムズ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

3040 ソリトンシステムズ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

3040 ソリトンシステムズ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3040 ソリトンシステムズ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3040 ソリトンシステムズ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 4 賛成  

3252 地主 定時 20220324 会社 剰余金の処分 1 賛成  

3252 地主 定時 20220324 会社 定款に関する議案 2 賛成  

3252 地主 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

3252 地主 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3252 地主 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3252 地主 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

3252 地主 定時 20220324 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

3252 地主 定時 20220324 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

3252 地主 定時 20220324 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

3252 地主 定時 20220324 会社 取締役の選解任 4.4 賛成  

3405 クラレ 定時 20220324 会社 剰余金の処分 1 賛成   

3405 クラレ 定時 20220324 会社 定款に関する議案 2 賛成   

3405 クラレ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.1 賛成   

3405 クラレ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.2 賛成   

3405 クラレ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.3 賛成   

3405 クラレ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.4 賛成   

3405 クラレ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.5 賛成   

3405 クラレ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.6 賛成   

3405 クラレ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.7 賛成   

3405 クラレ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.8 賛成   

3405 クラレ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.9 賛成   

3405 クラレ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.10 賛成   

3405 クラレ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.11 賛成   

3405 クラレ 定時 20220324 会社 監査役の選解任 4 賛成   

3912 モバイルファクトリー 定時 20220324 会社 定款に関する議案 1 賛成  

3912 モバイルファクトリー 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

3912 モバイルファクトリー 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

3912 モバイルファクトリー 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

3912 モバイルファクトリー 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

3912 モバイルファクトリー 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3912 モバイルファクトリー 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3912 モバイルファクトリー 定時 20220324 会社 役員報酬 4 賛成  

3912 モバイルファクトリー 定時 20220324 会社 役員報酬 5 賛成  

3968 セグエグループ 定時 20220324 会社 剰余金の処分 1 賛成  

3968 セグエグループ 定時 20220324 会社 定款に関する議案 2 賛成  

3968 セグエグループ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

3968 セグエグループ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3968 セグエグループ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3968 セグエグループ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

3968 セグエグループ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

3968 セグエグループ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

4189 KHネオケム 定時 20220324 会社 剰余金の処分 1 賛成  

4189 KHネオケム 定時 20220324 会社 定款に関する議案 2 賛成  

4189 KHネオケム 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

4189 KHネオケム 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

4189 KHネオケム 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

4189 KHネオケム 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

4189 KHネオケム 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

4189 KHネオケム 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

4189 KHネオケム 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

4189 KHネオケム 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

4189 KHネオケム 定時 20220324 会社 監査役の選解任 4 賛成  

4189 KHネオケム 定時 20220324 会社 役員報酬 5 賛成  

4189 KHネオケム 定時 20220324 会社 役員報酬 6 賛成  

4221 大倉工業 定時 20220324 会社 剰余金の処分 1 賛成  

4221 大倉工業 定時 20220324 会社 定款に関する議案 2 賛成  

4221 大倉工業 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.1 反対 3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。  

4221 大倉工業 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.2 反対 3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。  

4221 大倉工業 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

4221 大倉工業 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

4221 大倉工業 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

4221 大倉工業 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

4221 大倉工業 定時 20220324 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

4221 大倉工業 定時 20220324 会社 取締役の選解任 4.2 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

4221 大倉工業 定時 20220324 会社 取締役の選解任 4.3 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

4221 大倉工業 定時 20220324 会社 取締役の選解任 4.4 賛成  

4221 大倉工業 定時 20220324 会社 取締役の選解任 4.5 賛成  

4221 大倉工業 定時 20220324 会社 取締役の選解任 4.6 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

4221 大倉工業 定時 20220324 会社 役員報酬 5 賛成  

4565 そーせいグループ 定時 20220324 会社 定款に関する議案 1 賛成  

4565 そーせいグループ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.1 賛成   
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4565 そーせいグループ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

4565 そーせいグループ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

4565 そーせいグループ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

4565 そーせいグループ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

4565 そーせいグループ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

4565 そーせいグループ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

4565 そーせいグループ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

4587 ペプチドリーム 定時 20220324 会社 定款に関する議案 1 賛成  

4587 ペプチドリーム 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

4587 ペプチドリーム 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

4587 ペプチドリーム 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

4641 アルプス技研 定時 20220324 会社 剰余金の処分 1 賛成  

4641 アルプス技研 定時 20220324 会社 定款に関する議案 2 賛成  

4641 アルプス技研 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

4641 アルプス技研 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

4641 アルプス技研 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

4641 アルプス技研 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

4641 アルプス技研 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

4641 アルプス技研 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

4641 アルプス技研 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

4641 アルプス技研 定時 20220324 会社 監査役の選解任 4 賛成  

4641 アルプス技研 定時 20220324 会社 買収防衛策の導入・更新・廃止 5 反対 恣意的な運用の懸念が残る。  

4746 東計電算 定時 20220324 会社 剰余金の処分 1 賛成  

4746 東計電算 定時 20220324 会社 定款に関する議案 2 賛成  

4746 東計電算 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.1 反対 3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。  

4746 東計電算 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

4746 東計電算 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.3 反対 3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。  

4746 東計電算 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

4746 東計電算 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

4746 東計電算 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.6 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

4746 東計電算 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.7 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

4746 東計電算 定時 20220324 会社 取締役の選解任 4 賛成  

4746 東計電算 定時 20220324 会社 役員報酬 5 賛成  

4955 アグロカネショウ 定時 20220324 会社 剰余金の処分 1 賛成  

4955 アグロカネショウ 定時 20220324 会社 定款に関する議案 2 賛成  

4955 アグロカネショウ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

4955 アグロカネショウ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

4955 アグロカネショウ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

4955 アグロカネショウ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

5015 ビーピー・カストロール 定時 20220324 会社 剰余金の処分 1 賛成   

5015 ビーピー・カストロール 定時 20220324 会社 定款に関する議案 2 賛成   

5015 ビーピー・カストロール 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.1 反対 3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。  

5015 ビーピー・カストロール 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.2 賛成   

5015 ビーピー・カストロール 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.3 賛成   

5015 ビーピー・カストロール 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.4 賛成   

5015 ビーピー・カストロール 定時 20220324 会社 取締役の選解任 4.1 賛成   

5015 ビーピー・カストロール 定時 20220324 会社 取締役の選解任 4.2 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

5015 ビーピー・カストロール 定時 20220324 会社 取締役の選解任 4.3 賛成   

5015 ビーピー・カストロール 定時 20220324 会社 取締役の選解任 5 賛成   

5110 住友ゴム工業 定時 20220324 会社 剰余金の処分 1 賛成  

5110 住友ゴム工業 定時 20220324 会社 定款に関する議案 2 賛成  

5110 住友ゴム工業 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.1 反対
株主構成に鑑み、経営監視の独立性を高めようとしない経営責任者を

支持できない。
 

5110 住友ゴム工業 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.2 賛成   

5110 住友ゴム工業 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

5110 住友ゴム工業 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

5110 住友ゴム工業 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

5110 住友ゴム工業 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

5110 住友ゴム工業 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

5110 住友ゴム工業 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

5110 住友ゴム工業 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

5110 住友ゴム工業 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.10 反対
株主構成に鑑み、経営監視強化の観点から独立な社外取締役の選任

を求める。
 

5110 住友ゴム工業 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.11 賛成  

5110 住友ゴム工業 定時 20220324 会社 監査役の選解任 4.1 賛成  

5110 住友ゴム工業 定時 20220324 会社 監査役の選解任 4.2 賛成  

5110 住友ゴム工業 定時 20220324 会社 役員報酬 5 賛成  

6268 ナブテスコ 定時 20220324 会社 剰余金の処分 1 賛成  

6268 ナブテスコ 定時 20220324 会社 定款に関する議案 2 賛成  

6268 ナブテスコ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

6268 ナブテスコ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

6268 ナブテスコ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

6268 ナブテスコ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

6268 ナブテスコ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

6268 ナブテスコ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

6268 ナブテスコ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

6268 ナブテスコ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

6268 ナブテスコ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

6268 ナブテスコ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.10 賛成  

6328 荏原実業 定時 20220324 会社 剰余金の処分 1 賛成  

6328 荏原実業 定時 20220324 会社 定款に関する議案 2 賛成  

6328 荏原実業 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.1 反対 3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。  

6328 荏原実業 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.2 反対 3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。  

6328 荏原実業 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

6328 荏原実業 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

6328 荏原実業 定時 20220324 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

6328 荏原実業 定時 20220324 会社 取締役の選解任 4.2 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

6328 荏原実業 定時 20220324 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

6328 荏原実業 定時 20220324 会社 取締役の選解任 4.4 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

6328 荏原実業 定時 20220324 会社 取締役の選解任 4.5 賛成  

6328 荏原実業 定時 20220324 会社 取締役の選解任 5 賛成  

6328 荏原実業 定時 20220324 株主 役員報酬 6 反対 株主価値向上へのインセンティブが適切に働くと認められない。  

6328 荏原実業 定時 20220324 株主 その他資本政策に関する議案 7 反対 会社のこれまでの対応に鑑み提案が適切と認められない。  

6328 荏原実業 定時 20220324 株主 取締役の選解任 8 反対
取締役の選任を求める当該提案は株主価値向上に資するとは考えられ

ない。
 

6464 ツバキ・ナカシマ 定時 20220324 会社 剰余金の処分 1 賛成  

6464 ツバキ・ナカシマ 定時 20220324 会社 定款に関する議案 2 賛成  

6464 ツバキ・ナカシマ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

6464 ツバキ・ナカシマ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

6464 ツバキ・ナカシマ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

6464 ツバキ・ナカシマ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

6464 ツバキ・ナカシマ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

6464 ツバキ・ナカシマ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

6464 ツバキ・ナカシマ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

6502 東芝 臨時 20220324 会社 その他の議案 1 反対
情報開示不足等により長期的な株主価値向上に寄与しないと判断した

ため。
 

6502 東芝 臨時 20220324 株主 その他の議案 3 反対 株主提案が一般の株主価値へ貢献しないと考える。  
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6540 船場 定時 20220324 会社 定款に関する議案 1 賛成  

6540 船場 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.1 反対
資本政策に関する説明が十分でないため、経営責任者を支持できな

い。
 

6540 船場 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.2 反対
資本政策に関する説明が十分でないため、経営責任者を支持できな

い。
 

6540 船場 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

6540 船場 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

6540 船場 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3 賛成  

6789 ローランドディー.ジー. 定時 20220324 会社 剰余金の処分 1 賛成  

6789 ローランドディー.ジー. 定時 20220324 会社 定款に関する議案 2 賛成  

6789 ローランドディー.ジー. 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

6789 ローランドディー.ジー. 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

6789 ローランドディー.ジー. 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

6789 ローランドディー.ジー. 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

6789 ローランドディー.ジー. 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

6789 ローランドディー.ジー. 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

6789 ローランドディー.ジー. 定時 20220324 会社 監査役の選解任 4 賛成  

7037 テノ．ホールディングス 定時 20220324 会社 剰余金の処分 1 賛成  

7037 テノ．ホールディングス 定時 20220324 会社 定款に関する議案 2 賛成  

7037 テノ．ホールディングス 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

7037 テノ．ホールディングス 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

7037 テノ．ホールディングス 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

7037 テノ．ホールディングス 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

7037 テノ．ホールディングス 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

7037 テノ．ホールディングス 定時 20220324 会社 監査役の選解任 4.1 賛成  

7037 テノ．ホールディングス 定時 20220324 会社 監査役の選解任 4.2 賛成  

7037 テノ．ホールディングス 定時 20220324 会社 監査役の選解任 4.3 賛成  

7038 フロンティア・マネジメント 定時 20220324 会社 剰余金の処分 1 賛成  

7038 フロンティア・マネジメント 定時 20220324 会社 定款に関する議案 2 賛成  

7038 フロンティア・マネジメント 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.1 反対 2名以上の独立な社外取締役の選任を求める。  

7038 フロンティア・マネジメント 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.2 反対 2名以上の独立な社外取締役の選任を求める。  

7038 フロンティア・マネジメント 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

7038 フロンティア・マネジメント 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

7038 フロンティア・マネジメント 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

7038 フロンティア・マネジメント 定時 20220324 会社 監査役の選解任 4.1 賛成  

7038 フロンティア・マネジメント 定時 20220324 会社 監査役の選解任 4.2 賛成  

7038 フロンティア・マネジメント 定時 20220324 会社 監査役の選解任 4.3 賛成  

7038 フロンティア・マネジメント 定時 20220324 会社 役員報酬 5 賛成  

7342 ウェルスナビ 定時 20220324 会社 定款に関する議案 1 賛成  

7342 ウェルスナビ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.1 賛成   

7342 ウェルスナビ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

7342 ウェルスナビ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

7342 ウェルスナビ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

7342 ウェルスナビ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

7342 ウェルスナビ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

7342 ウェルスナビ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

7342 ウェルスナビ 定時 20220324 会社 役員報酬 4 賛成  

7342 ウェルスナビ 定時 20220324 会社 役員報酬 5 賛成  

7342 ウェルスナビ 定時 20220324 会社 役員報酬 6 賛成  

7718 スター精密 定時 20220324 会社 定款に関する議案 1 賛成  

7718 スター精密 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

7718 スター精密 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

7718 スター精密 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

7718 スター精密 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

7718 スター精密 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

7718 スター精密 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

7718 スター精密 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

7744 ノーリツ鋼機 定時 20220324 会社 剰余金の処分 1 賛成  

7744 ノーリツ鋼機 定時 20220324 会社 定款に関する議案 2 賛成  

7744 ノーリツ鋼機 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

7744 ノーリツ鋼機 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

7744 ノーリツ鋼機 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.3 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

7972 イトーキ 定時 20220324 会社 剰余金の処分 1 賛成  

7972 イトーキ 定時 20220324 会社 定款に関する議案 2 賛成  

7972 イトーキ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.1 反対

業績不振が続く中で取締役の続任を支持できない。買収防衛策導入に

鑑み、経営監視の独立性を高めようとしない経営責任者を支持できな

い。

 

7972 イトーキ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

7972 イトーキ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

7972 イトーキ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

7972 イトーキ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

7972 イトーキ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

7972 イトーキ 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

7972 イトーキ 定時 20220324 会社 監査役の選解任 4 賛成  

9419 ワイヤレスゲート 定時 20220324 会社 定款に関する議案 1 賛成  

9419 ワイヤレスゲート 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.1 反対
資本政策に関する説明が十分でないため、経営責任者を支持できな

い。
 

9419 ワイヤレスゲート 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

9419 ワイヤレスゲート 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

9419 ワイヤレスゲート 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

9419 ワイヤレスゲート 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

9419 ワイヤレスゲート 定時 20220324 会社 取締役の選解任 4 賛成  

9621 建設技術研究所 定時 20220324 会社 剰余金の処分 1 賛成  

9621 建設技術研究所 定時 20220324 会社 定款に関する議案 2 賛成  

9621 建設技術研究所 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

9621 建設技術研究所 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

9621 建設技術研究所 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

9621 建設技術研究所 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

9621 建設技術研究所 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

9621 建設技術研究所 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

9621 建設技術研究所 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

9621 建設技術研究所 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

9621 建設技術研究所 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

9621 建設技術研究所 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.10 賛成  

9621 建設技術研究所 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.11 賛成  

9621 建設技術研究所 定時 20220324 会社 取締役の選解任 3.12 賛成  

9621 建設技術研究所 定時 20220324 会社 役員報酬 4 賛成  

9731 白洋舍 定時 20220324 会社 定款に関する議案 1 賛成  

9731 白洋舍 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.1 反対
業績不振が続く中で取締役の続任を支持できない。2名以上の独立な

社外取締役の選任を求める。
 

9731 白洋舍 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.2 反対
業績不振が続く中で取締役の続任を支持できない。2名以上の独立な

社外取締役の選任を求める。
 

9731 白洋舍 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

9731 白洋舍 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

9731 白洋舍 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

9731 白洋舍 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

9731 白洋舍 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

9731 白洋舍 定時 20220324 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

9731 白洋舍 定時 20220324 会社 監査役の選解任 3.1 賛成  
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9731 白洋舍 定時 20220324 会社 監査役の選解任 3.2 賛成  

1429 日本アクア 定時 20220325 会社 剰余金の処分 1 賛成  

1429 日本アクア 定時 20220325 会社 定款に関する議案 2 賛成  

1429 日本アクア 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

1429 日本アクア 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

1429 日本アクア 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

1429 日本アクア 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

1429 日本アクア 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

1429 日本アクア 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

1605 INPEX 定時 20220325 会社 剰余金の処分 1 賛成   

1605 INPEX 定時 20220325 会社 定款に関する議案 2 賛成   

1605 INPEX 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.1 賛成   

1605 INPEX 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.2 賛成   

1605 INPEX 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.3 賛成   

1605 INPEX 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.4 賛成   

1605 INPEX 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.5 賛成   

1605 INPEX 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.6 賛成   

1605 INPEX 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.7 賛成   

1605 INPEX 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.8 賛成   

1605 INPEX 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.9 賛成   

1605 INPEX 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.10 賛成   

1605 INPEX 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.11 賛成   

1605 INPEX 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.12 賛成   

1605 INPEX 定時 20220325 会社 役員報酬 4 賛成   

1605 INPEX 定時 20220325 会社 役員報酬 5 賛成   

1605 INPEX 定時 20220325 会社 役員報酬 6 賛成   

1605 INPEX 定時 20220325 会社 役員報酬 7 賛成   

2150 ケアネット 定時 20220325 会社 剰余金の処分 1 賛成   

2150 ケアネット 定時 20220325 会社 定款に関する議案 2 賛成  

2150 ケアネット 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3 賛成  

2150 ケアネット 定時 20220325 会社 監査役の選解任 4.1 賛成  

2150 ケアネット 定時 20220325 会社 監査役の選解任 4.2 賛成  

2150 ケアネット 定時 20220325 会社 役員報酬 5 賛成  

2150 ケアネット 定時 20220325 会社 役員報酬 6 反対 既存株主価値を過度に希薄化する懸念がある。  

2160 ジーエヌアイグループ 定時 20220325 会社 定款に関する議案 1 賛成  

2160 ジーエヌアイグループ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

2160 ジーエヌアイグループ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

2160 ジーエヌアイグループ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

2160 ジーエヌアイグループ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

2160 ジーエヌアイグループ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

2160 ジーエヌアイグループ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

2169 CDS 定時 20220325 会社 剰余金の処分 1 賛成  

2169 CDS 定時 20220325 会社 定款に関する議案 2 賛成  

2193 クックパッド 定時 20220325 会社 定款に関する議案 1 賛成  

2193 クックパッド 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

2193 クックパッド 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.2 反対
業績不振が続く中で取締役の続任を支持できない。資本政策に関する

説明が十分でないため、経営責任者を支持できない。
 

2193 クックパッド 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

2193 クックパッド 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

2193 クックパッド 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

2193 クックパッド 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

2193 クックパッド 定時 20220325 会社 役員報酬 3 賛成  

2193 クックパッド 定時 20220325 会社 買収防衛策の導入・更新・廃止 4 反対 過剰防衛への懸念が強い。  

2311 エプコ 定時 20220325 会社 剰余金の処分 1 賛成  

2311 エプコ 定時 20220325 会社 定款に関する議案 2 賛成  

2311 エプコ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.1 反対 3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。  

2311 エプコ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

2311 エプコ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

2311 エプコ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.4 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

2311 エプコ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 4.1 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

2311 エプコ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

2311 エプコ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

2311 エプコ 定時 20220325 会社 役員報酬 5 賛成  

2325 NJS 定時 20220325 会社 剰余金の処分 1 賛成  

2325 NJS 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

2325 NJS 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

2325 NJS 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

2325 NJS 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

2325 NJS 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.5 反対
株主構成に鑑み、経営監視強化の観点から独立な社外取締役の選任

を求める。
 

2325 NJS 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

2325 NJS 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

2325 NJS 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

2325 NJS 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.9 賛成  

2384 SBSホールディングス 定時 20220325 会社 定款に関する議案 1 賛成  

2384 SBSホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.1 反対 3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。  

2384 SBSホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

2384 SBSホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

2384 SBSホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

2384 SBSホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

2384 SBSホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

2384 SBSホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

2384 SBSホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

2384 SBSホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.9 賛成  

2384 SBSホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.10 賛成  

2384 SBSホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3 賛成  

2384 SBSホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 4 賛成  

2389 デジタルホールディングス 定時 20220325 会社 定款に関する議案 1 賛成  

2389 デジタルホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

2389 デジタルホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

2389 デジタルホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

2389 デジタルホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

2389 デジタルホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

2389 デジタルホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

2389 デジタルホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

2389 デジタルホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

2389 デジタルホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

2389 デジタルホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

2389 デジタルホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

2502 アサヒグループホールディングス 定時 20220325 会社 剰余金の処分 1 賛成  

2502 アサヒグループホールディングス 定時 20220325 会社 定款に関する議案 2 賛成  

2502 アサヒグループホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

2502 アサヒグループホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

2502 アサヒグループホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

2502 アサヒグループホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

2502 アサヒグループホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  
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2502 アサヒグループホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

2502 アサヒグループホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

2502 アサヒグループホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

2502 アサヒグループホールディングス 定時 20220325 会社 監査役の選解任 4 賛成  

2502 アサヒグループホールディングス 定時 20220325 会社 役員報酬 5 賛成  

2587 サントリー食品インターナショナル 定時 20220325 会社 剰余金の処分 1 賛成  

2587 サントリー食品インターナショナル 定時 20220325 会社 定款に関する議案 2 賛成  

2587 サントリー食品インターナショナル 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

2587 サントリー食品インターナショナル 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

2587 サントリー食品インターナショナル 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

2587 サントリー食品インターナショナル 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

2587 サントリー食品インターナショナル 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

2587 サントリー食品インターナショナル 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

2587 サントリー食品インターナショナル 定時 20220325 会社 取締役の選解任 4 賛成  

2982 ADワークスグループ 定時 20220325 会社 定款に関する議案 1 賛成  

2982 ADワークスグループ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

2982 ADワークスグループ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

2982 ADワークスグループ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

2982 ADワークスグループ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

2982 ADワークスグループ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

2982 ADワークスグループ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

2982 ADワークスグループ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

2982 ADワークスグループ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

2982 ADワークスグループ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

2982 ADワークスグループ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

2982 ADワークスグループ 定時 20220325 会社 役員報酬 4 賛成  

3085 アークランドサービスホールディングス 定時 20220325 会社 剰余金の処分 1 賛成  

3085 アークランドサービスホールディングス 定時 20220325 会社 定款に関する議案 2 賛成  

3085 アークランドサービスホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.1 反対 3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。  

3085 アークランドサービスホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3085 アークランドサービスホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3085 アークランドサービスホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

3085 アークランドサービスホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.5 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

3085 アークランドサービスホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.6 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

3085 アークランドサービスホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

3085 アークランドサービスホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

3085 アークランドサービスホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

3085 アークランドサービスホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

3085 アークランドサービスホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 5 賛成  

3276 日本管理センター 定時 20220325 会社 定款に関する議案 1 賛成  

3276 日本管理センター 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

3276 日本管理センター 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

3276 日本管理センター 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

3276 日本管理センター 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

3276 日本管理センター 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

3276 日本管理センター 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3276 日本管理センター 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3276 日本管理センター 定時 20220325 会社 会計監査人の選解任 4 賛成  

3299 ムゲンエステート 定時 20220325 会社 剰余金の処分 1 賛成  

3299 ムゲンエステート 定時 20220325 会社 定款に関する議案 2 賛成  

3299 ムゲンエステート 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

3299 ムゲンエステート 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3299 ムゲンエステート 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3299 ムゲンエステート 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

3299 ムゲンエステート 定時 20220325 会社 監査役の選解任 4.1 賛成  

3299 ムゲンエステート 定時 20220325 会社 監査役の選解任 4.2 賛成  

3299 ムゲンエステート 定時 20220325 会社 監査役の選解任 4.3 賛成  

3299 ムゲンエステート 定時 20220325 会社 役員報酬 5 賛成  

3299 ムゲンエステート 定時 20220325 会社 役員報酬 6 賛成  

3452 ビーロット 定時 20220325 会社 剰余金の処分 1 賛成  

3452 ビーロット 定時 20220325 会社 定款に関する議案 2 賛成  

3452 ビーロット 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.1 反対 3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。  

3452 ビーロット 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3452 ビーロット 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.3 賛成   

3452 ビーロット 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

3452 ビーロット 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

3452 ビーロット 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

3452 ビーロット 定時 20220325 会社 取締役の選解任 4.1 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

3452 ビーロット 定時 20220325 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

3452 ビーロット 定時 20220325 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

3452 ビーロット 定時 20220325 会社 取締役の選解任 5 賛成  

3656 KLab 定時 20220325 会社 定款に関する議案 1 賛成  

3656 KLab 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.1 反対 業績不振が続く中で取締役の続任を支持できない。  

3656 KLab 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

3656 KLab 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.3 反対 業績不振が続く中で取締役の続任を支持できない。  

3656 KLab 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

3656 KLab 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

3656 KLab 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

3656 KLab 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3656 KLab 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3656 KLab 定時 20220325 会社 取締役の選解任 4 賛成  

3659 ネクソン 定時 20220325 会社 定款に関する議案 1 賛成  

3659 ネクソン 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

3659 ネクソン 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

3659 ネクソン 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

3659 ネクソン 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.4 反対 取締役会や監査役会などへの出席率が十分と認められない。  

3659 ネクソン 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.1 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

3659 ネクソン 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3659 ネクソン 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3659 ネクソン 定時 20220325 会社 役員報酬 4 反対 株主価値向上の観点から制度設計に懸念がある。 *

3673 ブロードリーフ 定時 20220325 会社 定款に関する議案 1 賛成  

3673 ブロードリーフ 定時 20220325 会社 剰余金の処分 2 賛成  

3673 ブロードリーフ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

3673 ブロードリーフ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3673 ブロードリーフ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3673 ブロードリーフ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

3673 ブロードリーフ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

3673 ブロードリーフ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

3673 ブロードリーフ 定時 20220325 会社 監査役の選解任 4.1 賛成  

3673 ブロードリーフ 定時 20220325 会社 監査役の選解任 4.2 賛成  

3966 ユーザベース 定時 20220325 会社 定款に関する議案 1 賛成  

3966 ユーザベース 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

3966 ユーザベース 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

3966 ユーザベース 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

3966 ユーザベース 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

3966 ユーザベース 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  
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3966 ユーザベース 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

3966 ユーザベース 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3 賛成  

3966 ユーザベース 定時 20220325 会社 役員報酬 4 賛成  

3966 ユーザベース 定時 20220325 会社 役員報酬 5 賛成  

3966 ユーザベース 定時 20220325 会社 役員報酬 6 反対
既存株主価値を過度に希薄化する懸念がある。株主価値向上の観点

から制度設計に懸念がある。
 

3966 ユーザベース 定時 20220325 会社 役員報酬 7 反対
既存株主価値を過度に希薄化する懸念がある。株主価値向上の観点

から制度設計に懸念がある。
 

3966 ユーザベース 定時 20220325 会社 役員報酬 8 反対
既存株主価値を過度に希薄化する懸念がある。株主価値向上の観点

から制度設計に懸念がある。
 

3966 ユーザベース 定時 20220325 会社 役員報酬 9 反対
既存株主価値を過度に希薄化する懸念がある。株主価値向上の観点

から制度設計に懸念がある。
 

3983 オロ 定時 20220325 会社 剰余金の処分 1 賛成   

3983 オロ 定時 20220325 会社 定款に関する議案 2 賛成  

3983 オロ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

3983 オロ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3983 オロ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3983 オロ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

3983 オロ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

3983 オロ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

3983 オロ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

3983 オロ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

3983 オロ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 4.4 賛成  

3983 オロ 定時 20220325 会社 役員報酬 5 賛成  

3983 オロ 定時 20220325 会社 役員報酬 6 賛成  

3983 オロ 定時 20220325 会社 役員報酬 7 賛成  

3983 オロ 定時 20220325 会社 役員報酬 8 賛成  

4072 電算システムHD 定時 20220325 会社 剰余金の処分 1 賛成   

4072 電算システムHD 定時 20220325 会社 定款に関する議案 2 賛成  

4072 電算システムHD 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

4072 電算システムHD 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

4072 電算システムHD 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

4072 電算システムHD 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

4072 電算システムHD 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

4072 電算システムHD 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

4072 電算システムHD 定時 20220325 会社 役員報酬 4 賛成  

4072 電算システムHD 定時 20220325 会社 役員報酬 5 賛成  

4072 電算システムHD 定時 20220325 会社 役員報酬 6 賛成  

4151 協和キリン 定時 20220325 会社 剰余金の処分 1 賛成  

4151 協和キリン 定時 20220325 会社 定款に関する議案 2 賛成  

4151 協和キリン 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

4151 協和キリン 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

4151 協和キリン 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

4151 協和キリン 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

4151 協和キリン 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

4151 協和キリン 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

4151 協和キリン 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

4151 協和キリン 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

4151 協和キリン 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

4151 協和キリン 定時 20220325 会社 監査役の選解任 4.1 賛成  

4151 協和キリン 定時 20220325 会社 監査役の選解任 4.2 賛成  

4245 ダイキアクシス 定時 20220325 会社 剰余金の処分 1 賛成  

4245 ダイキアクシス 定時 20220325 会社 定款に関する議案 2 賛成  

4245 ダイキアクシス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

4245 ダイキアクシス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

4245 ダイキアクシス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

4245 ダイキアクシス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

4245 ダイキアクシス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

4245 ダイキアクシス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

4245 ダイキアクシス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

4245 ダイキアクシス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

4245 ダイキアクシス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

4245 ダイキアクシス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.10 賛成  

4245 ダイキアクシス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.11 賛成  

4245 ダイキアクシス 定時 20220325 会社 役員報酬 4 賛成  

4448 Chatwork 定時 20220325 会社 定款に関する議案 1 賛成  

4448 Chatwork 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2 賛成  

4448 Chatwork 定時 20220325 会社 役員報酬 3 賛成  

4452 花王 定時 20220325 会社 剰余金の処分 1 賛成  

4452 花王 定時 20220325 会社 定款に関する議案 2 賛成  

4452 花王 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

4452 花王 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

4452 花王 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

4452 花王 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

4452 花王 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

4452 花王 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

4452 花王 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

4452 花王 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.8 賛成 *

4452 花王 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

4452 花王 定時 20220325 会社 監査役の選解任 4 賛成  

4463 日華化学 定時 20220325 会社 剰余金の処分 1 賛成  

4463 日華化学 定時 20220325 会社 定款に関する議案 2 賛成  

4463 日華化学 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

4463 日華化学 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

4463 日華化学 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

4463 日華化学 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

4463 日華化学 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

4463 日華化学 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

4463 日華化学 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

4463 日華化学 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

4463 日華化学 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

4463 日華化学 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.10 賛成  

4463 日華化学 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.11 賛成  

4463 日華化学 定時 20220325 会社 監査役の選解任 4 賛成  

4463 日華化学 定時 20220325 会社 役員報酬 5 賛成  

4463 日華化学 定時 20220325 会社 役員報酬 6 賛成  

4480 メドレー 定時 20220325 会社 定款に関する議案 1 賛成  

4480 メドレー 定時 20220325 会社 その他資本政策に関する議案 2 賛成  

4579 ラクオリア創薬 定時 20220325 会社 定款に関する議案 1 賛成  

4579 ラクオリア創薬 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

4579 ラクオリア創薬 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

4579 ラクオリア創薬 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

4579 ラクオリア創薬 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

4579 ラクオリア創薬 定時 20220325 会社 退任役員の退職慰労金の支給 3 賛成  

4579 ラクオリア創薬 定時 20220325 会社 役員報酬 4 賛成  

4593 ヘリオス 定時 20220325 会社 剰余金の処分 1 賛成  

4593 ヘリオス 定時 20220325 会社 定款に関する議案 2 賛成  

4593 ヘリオス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.1 賛成   
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4593 ヘリオス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

4593 ヘリオス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

4593 ヘリオス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

4593 ヘリオス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

4593 ヘリオス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

4593 ヘリオス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

4593 ヘリオス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

4593 ヘリオス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

4593 ヘリオス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.10 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

4848 フルキャストホールディングス 定時 20220325 会社 定款に関する議案 1 賛成  

4848 フルキャストホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.1 反対 3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。  

4848 フルキャストホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.2 反対 3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。  

4848 フルキャストホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

4848 フルキャストホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

4848 フルキャストホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.1 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

4848 フルキャストホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.2 反対
上場会社の役員兼任数が過多であり、経営監視の実効性に懸念があ

る。
 

4848 フルキャストホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

4848 フルキャストホールディングス 定時 20220325 会社 役員報酬 4 賛成  

4848 フルキャストホールディングス 定時 20220325 会社 役員報酬 5 賛成  

4911 資生堂 定時 20220325 会社 剰余金の処分 1 賛成  

4911 資生堂 定時 20220325 会社 定款に関する議案 2 賛成  

4911 資生堂 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

4911 資生堂 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

4911 資生堂 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

4911 資生堂 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

4911 資生堂 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

4911 資生堂 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

4911 資生堂 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

4911 資生堂 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

4911 資生堂 定時 20220325 会社 監査役の選解任 4 賛成  

4911 資生堂 定時 20220325 会社 役員報酬 5 賛成  

4927 ポーラ・オルビスホールディングス 定時 20220325 会社 剰余金の処分 1 賛成  

4927 ポーラ・オルビスホールディングス 定時 20220325 会社 定款に関する議案 2 賛成  

4927 ポーラ・オルビスホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

4927 ポーラ・オルビスホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

4927 ポーラ・オルビスホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

4927 ポーラ・オルビスホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

4927 ポーラ・オルビスホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

4927 ポーラ・オルビスホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

4927 ポーラ・オルビスホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

4927 ポーラ・オルビスホールディングス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

4927 ポーラ・オルビスホールディングス 定時 20220325 会社 監査役の選解任 4.1 賛成  

4927 ポーラ・オルビスホールディングス 定時 20220325 会社 監査役の選解任 4.2 賛成  

4927 ポーラ・オルビスホールディングス 定時 20220325 会社 監査役の選解任 4.3 賛成 *

4963 星光PMC 定時 20220325 会社 定款に関する議案 1 賛成  

4963 星光PMC 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

4963 星光PMC 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

4963 星光PMC 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

4963 星光PMC 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

4963 星光PMC 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

4963 星光PMC 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

4963 星光PMC 定時 20220325 会社 監査役の選解任 3 賛成  

4963 星光PMC 定時 20220325 会社 役員報酬 4 賛成  

4985 アース製薬 定時 20220325 会社 定款に関する議案 1 賛成  

4985 アース製薬 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

4985 アース製薬 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

4985 アース製薬 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

4985 アース製薬 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

4985 アース製薬 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

4985 アース製薬 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

4985 アース製薬 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

4985 アース製薬 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

4985 アース製薬 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.9 賛成  

4985 アース製薬 定時 20220325 会社 役員報酬 3 賛成  

5105 TOYO TIRE 定時 20220325 会社 剰余金の処分 1 賛成  

5105 TOYO TIRE 定時 20220325 会社 定款に関する議案 2 賛成  

5105 TOYO TIRE 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.1 賛成   

5105 TOYO TIRE 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.2 賛成   

5105 TOYO TIRE 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

5105 TOYO TIRE 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

5105 TOYO TIRE 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

5105 TOYO TIRE 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

5105 TOYO TIRE 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

5105 TOYO TIRE 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

5105 TOYO TIRE 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.9 賛成   

5946 長府製作所 定時 20220325 会社 剰余金の処分 1 賛成  

5946 長府製作所 定時 20220325 会社 定款に関する議案 2 賛成  

5946 長府製作所 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.1 反対

業績不振が続く中で取締役の続任を支持できない。3分の1以上の独立

した社外取締役の選任を求める。資本政策に関する説明が十分でない

ため、経営責任者を支持できない。

 

5946 長府製作所 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.2 反対

業績不振が続く中で取締役の続任を支持できない。3分の1以上の独立

した社外取締役の選任を求める。資本政策に関する説明が十分でない

ため、経営責任者を支持できない。

 

5946 長府製作所 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

5946 長府製作所 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

5946 長府製作所 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

5946 長府製作所 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

5946 長府製作所 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

5946 長府製作所 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

5946 長府製作所 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

5946 長府製作所 定時 20220325 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

5946 長府製作所 定時 20220325 会社 取締役の選解任 4.2 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

5946 長府製作所 定時 20220325 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

6266 タツモ 定時 20220325 会社 剰余金の処分 1 賛成  

6266 タツモ 定時 20220325 会社 定款に関する議案 2 賛成  

6266 タツモ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.1 賛成   

6266 タツモ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

6266 タツモ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

6266 タツモ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

6266 タツモ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

6266 タツモ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

6266 タツモ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 4.1 賛成   

6266 タツモ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

6266 タツモ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

6817 スミダコーポレーション 定時 20220325 会社 定款に関する議案 1 賛成  
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6817 スミダコーポレーション 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

6817 スミダコーポレーション 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

6817 スミダコーポレーション 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

6817 スミダコーポレーション 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

6817 スミダコーポレーション 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

6817 スミダコーポレーション 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

6817 スミダコーポレーション 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

6817 スミダコーポレーション 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

6817 スミダコーポレーション 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.9 賛成  

6871 日本マイクロニクス 定時 20220325 会社 剰余金の処分 1 賛成  

6871 日本マイクロニクス 定時 20220325 会社 定款に関する議案 2 賛成  

6871 日本マイクロニクス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.1 反対 3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。  

6871 日本マイクロニクス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

6871 日本マイクロニクス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

6871 日本マイクロニクス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

6871 日本マイクロニクス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

6871 日本マイクロニクス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

6871 日本マイクロニクス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

6871 日本マイクロニクス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

6871 日本マイクロニクス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

6871 日本マイクロニクス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.10 賛成  

6871 日本マイクロニクス 定時 20220325 会社 役員報酬 4 賛成  

6871 日本マイクロニクス 定時 20220325 会社 役員報酬 5 賛成  

6914 オプテックスグループ 定時 20220325 会社 剰余金の処分 1 賛成  

6914 オプテックスグループ 定時 20220325 会社 定款に関する議案 2 賛成  

6914 オプテックスグループ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

6914 オプテックスグループ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

6914 オプテックスグループ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

6914 オプテックスグループ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

6914 オプテックスグループ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

6914 オプテックスグループ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

6914 オプテックスグループ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

6914 オプテックスグループ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

6914 オプテックスグループ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

6914 オプテックスグループ 定時 20220325 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

6929 日本セラミック 定時 20220325 会社 定款に関する議案 1 賛成  

6929 日本セラミック 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

6929 日本セラミック 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

6929 日本セラミック 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

6929 日本セラミック 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

6929 日本セラミック 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

6929 日本セラミック 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

6929 日本セラミック 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

7244 市光工業 定時 20220325 会社 剰余金の処分 1 賛成  

7244 市光工業 定時 20220325 会社 定款に関する議案 2 賛成  

7244 市光工業 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.1 反対
株主構成に鑑み、経営監視の独立性を高めようとしない経営責任者を

支持できない。
 

7244 市光工業 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.2 反対
株主構成に鑑み、経営監視の独立性を高めようとしない経営責任者を

支持できない。
 

7244 市光工業 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

7244 市光工業 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

7244 市光工業 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

7244 市光工業 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

7244 市光工業 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

7244 市光工業 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

7244 市光工業 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

7244 市光工業 定時 20220325 会社 監査役の選解任 4 賛成  

7244 市光工業 定時 20220325 会社 役員報酬 5 賛成  

7354 ダイレクトマーケティングミックス 定時 20220325 会社 定款に関する議案 1 賛成  

7354 ダイレクトマーケティングミックス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

7354 ダイレクトマーケティングミックス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

7354 ダイレクトマーケティングミックス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

7354 ダイレクトマーケティングミックス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

7354 ダイレクトマーケティングミックス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.5 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

7354 ダイレクトマーケティングミックス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

7354 ダイレクトマーケティングミックス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

7354 ダイレクトマーケティングミックス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

7354 ダイレクトマーケティングミックス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.9 賛成  

7354 ダイレクトマーケティングミックス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.10 賛成  

7816 スノーピーク 定時 20220325 会社 剰余金の処分 1 賛成  

7816 スノーピーク 定時 20220325 会社 定款に関する議案 2 賛成  

7816 スノーピーク 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

7816 スノーピーク 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

7816 スノーピーク 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

7816 スノーピーク 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

7816 スノーピーク 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

7816 スノーピーク 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

7816 スノーピーク 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.7 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

7816 スノーピーク 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

7816 スノーピーク 定時 20220325 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

7816 スノーピーク 定時 20220325 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

7816 スノーピーク 定時 20220325 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

7816 スノーピーク 定時 20220325 会社 取締役の選解任 5 賛成  

7833 アイフィスジャパン 定時 20220325 会社 剰余金の処分 1 賛成  

7833 アイフィスジャパン 定時 20220325 会社 定款に関する議案 2 賛成  

7833 アイフィスジャパン 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

7833 アイフィスジャパン 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

7833 アイフィスジャパン 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.3 反対 3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。  

7936 アシックス 定時 20220325 会社 剰余金の処分 1 賛成  

7936 アシックス 定時 20220325 会社 定款に関する議案 2 賛成  

7936 アシックス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

7936 アシックス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

7936 アシックス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

7936 アシックス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.4 賛成   

7936 アシックス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

7936 アシックス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

7936 アシックス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

7936 アシックス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

7936 アシックス 定時 20220325 会社 取締役の選解任 5 賛成  

8113 ユニ・チャーム 定時 20220325 会社 定款に関する議案 1 賛成  *

8113 ユニ・チャーム 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

8113 ユニ・チャーム 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

8113 ユニ・チャーム 定時 20220325 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

8892 日本エスコン 定時 20220325 会社 剰余金の処分 1 賛成  

8892 日本エスコン 定時 20220325 会社 定款に関する議案 2 賛成  

8892 日本エスコン 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

8892 日本エスコン 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  
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8892 日本エスコン 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

8892 日本エスコン 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

8892 日本エスコン 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

8892 日本エスコン 定時 20220325 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

8892 日本エスコン 定時 20220325 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

8892 日本エスコン 定時 20220325 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

8892 日本エスコン 定時 20220325 会社 取締役の選解任 5 賛成  

8964 フロンティア不動産投資法人 臨時 20220325 会社 定款に関する議案 1 賛成  

8964 フロンティア不動産投資法人 臨時 20220325 会社 取締役の選解任 2 賛成  

8964 フロンティア不動産投資法人 臨時 20220325 会社 監査役の選解任 3.1 賛成  

8964 フロンティア不動産投資法人 臨時 20220325 会社 監査役の選解任 3.2 賛成  

8964 フロンティア不動産投資法人 臨時 20220325 会社 監査役の選解任 3.3 賛成  

8964 フロンティア不動産投資法人 臨時 20220325 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

8964 フロンティア不動産投資法人 臨時 20220325 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

9384 内外トランスライン 定時 20220325 会社 剰余金の処分 1 賛成   

9384 内外トランスライン 定時 20220325 会社 定款に関する議案 2 賛成  

9384 内外トランスライン 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.1 反対 3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。  

9384 内外トランスライン 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

9384 内外トランスライン 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

9384 内外トランスライン 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

9384 内外トランスライン 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

9384 内外トランスライン 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

9384 内外トランスライン 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

9384 内外トランスライン 定時 20220325 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

9384 内外トランスライン 定時 20220325 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

9384 内外トランスライン 定時 20220325 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

9384 内外トランスライン 定時 20220325 会社 取締役の選解任 5 賛成  

9384 内外トランスライン 定時 20220325 会社 役員報酬 6 賛成  

9384 内外トランスライン 定時 20220325 会社 役員報酬 7 賛成  

9384 内外トランスライン 定時 20220325 会社 役員報酬 8 賛成  

9702 アイ・エス・ビー 定時 20220325 会社 剰余金の処分 1 賛成  

9702 アイ・エス・ビー 定時 20220325 会社 定款に関する議案 2 賛成  

9702 アイ・エス・ビー 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

9702 アイ・エス・ビー 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

9702 アイ・エス・ビー 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

9702 アイ・エス・ビー 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

9702 アイ・エス・ビー 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

9702 アイ・エス・ビー 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

9702 アイ・エス・ビー 定時 20220325 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

9702 アイ・エス・ビー 定時 20220325 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

9702 アイ・エス・ビー 定時 20220325 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

9702 アイ・エス・ビー 定時 20220325 会社 取締役の選解任 4.4 賛成  

9702 アイ・エス・ビー 定時 20220325 会社 取締役の選解任 4.5 賛成  

9755 応用地質 定時 20220325 会社 剰余金の処分 1 賛成  

9755 応用地質 定時 20220325 会社 定款に関する議案 2 賛成  

9755 応用地質 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

9755 応用地質 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

9755 応用地質 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

9755 応用地質 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

9755 応用地質 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

9755 応用地質 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

9755 応用地質 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

9755 応用地質 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

9755 応用地質 定時 20220325 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

9755 応用地質 定時 20220325 会社 監査役の選解任 4 賛成  

9755 応用地質 定時 20220325 会社 監査役の選解任 5.1 賛成  

9755 応用地質 定時 20220325 会社 監査役の選解任 5.2 賛成  

2931 ユーグレナ 定時 20220326 会社 定款に関する議案 1 賛成  

2931 ユーグレナ 定時 20220326 会社 取締役の選解任 2.1 賛成   

2931 ユーグレナ 定時 20220326 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

2931 ユーグレナ 定時 20220326 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

2931 ユーグレナ 定時 20220326 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

2931 ユーグレナ 定時 20220326 会社 取締役の選解任 3.1 賛成   

2931 ユーグレナ 定時 20220326 会社 取締役の選解任 3.2 賛成   

2931 ユーグレナ 定時 20220326 会社 取締役の選解任 3.3 賛成   

2931 ユーグレナ 定時 20220326 会社 役員報酬 4 賛成  

2931 ユーグレナ 定時 20220326 会社 役員報酬 5 賛成  

2931 ユーグレナ 定時 20220326 会社 役員報酬 6 賛成  

3688 CARTA HOLDINGS 定時 20220326 会社 定款に関する議案 1 賛成  

3688 CARTA HOLDINGS 定時 20220326 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

3688 CARTA HOLDINGS 定時 20220326 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

3688 CARTA HOLDINGS 定時 20220326 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

3688 CARTA HOLDINGS 定時 20220326 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

3688 CARTA HOLDINGS 定時 20220326 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

3688 CARTA HOLDINGS 定時 20220326 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

3688 CARTA HOLDINGS 定時 20220326 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

3688 CARTA HOLDINGS 定時 20220326 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

3688 CARTA HOLDINGS 定時 20220326 会社 監査役の選解任 3 賛成  

4776 サイボウズ 定時 20220326 会社 定款に関する議案 1 賛成  

4776 サイボウズ 定時 20220326 会社 取締役の選解任 2.1 反対 2名以上の独立な社外取締役の選任を求める。  

4776 サイボウズ 定時 20220326 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

4776 サイボウズ 定時 20220326 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

4776 サイボウズ 定時 20220326 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

4776 サイボウズ 定時 20220326 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

4776 サイボウズ 定時 20220326 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

4776 サイボウズ 定時 20220326 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

4776 サイボウズ 定時 20220326 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

4776 サイボウズ 定時 20220326 会社 取締役の選解任 2.9 賛成  

4776 サイボウズ 定時 20220326 会社 監査役の選解任 3 賛成  

4776 サイボウズ 定時 20220326 会社 剰余金の処分 4 賛成  

6740 ジャパンディスプレイ 臨時 20220326 会社 剰余金の処分 1 賛成  

6856 堀場製作所 定時 20220326 会社 定款に関する議案 1 賛成  

6856 堀場製作所 定時 20220326 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

6856 堀場製作所 定時 20220326 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

6856 堀場製作所 定時 20220326 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

6856 堀場製作所 定時 20220326 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

6856 堀場製作所 定時 20220326 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

6856 堀場製作所 定時 20220326 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

6856 堀場製作所 定時 20220326 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

6856 堀場製作所 定時 20220326 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

6856 堀場製作所 定時 20220326 会社 取締役の選解任 2.9 賛成  

6856 堀場製作所 定時 20220326 会社 監査役の選解任 3.1 賛成  

6856 堀場製作所 定時 20220326 会社 監査役の選解任 3.2 賛成  

6856 堀場製作所 定時 20220326 会社 役員報酬 4 賛成  

6856 堀場製作所 定時 20220326 会社 役員報酬 5 賛成  

9757 船井総研ホールディングス 定時 20220326 会社 剰余金の処分 1 賛成  
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9757 船井総研ホールディングス 定時 20220326 会社 定款に関する議案 2 賛成  

9757 船井総研ホールディングス 定時 20220326 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

9757 船井総研ホールディングス 定時 20220326 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

9757 船井総研ホールディングス 定時 20220326 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

9757 船井総研ホールディングス 定時 20220326 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

9757 船井総研ホールディングス 定時 20220326 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

9757 船井総研ホールディングス 定時 20220326 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

9757 船井総研ホールディングス 定時 20220326 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

9757 船井総研ホールディングス 定時 20220326 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

9757 船井総研ホールディングス 定時 20220326 会社 取締役の選解任 5 賛成  

9757 船井総研ホールディングス 定時 20220326 会社 会計監査人の選解任 6 賛成  

3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 定時 20220328 会社 剰余金の処分 1 賛成  

3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 定時 20220328 会社 定款に関する議案 2 賛成  

3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 定時 20220328 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 定時 20220328 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 定時 20220328 会社 取締役の選解任 3.3 反対
株主構成に鑑み、経営監視強化の観点から独立な社外取締役の選任

を求める。
 

3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 定時 20220328 会社 取締役の選解任 3.4 反対
株主構成に鑑み、経営監視強化の観点から独立な社外取締役の選任

を求める。
 

3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 定時 20220328 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 定時 20220328 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 定時 20220328 会社 監査役の選解任 4 賛成  

3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 定時 20220328 会社 退任役員の退職慰労金の支給 5 賛成  

3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 定時 20220328 会社 役員報酬 6 賛成  

3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 定時 20220328 会社 役員報酬 7 賛成  

3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 定時 20220328 会社 役員報酬 8 賛成  

3901 マークラインズ 定時 20220328 会社 剰余金の処分 1 賛成  

3901 マークラインズ 定時 20220328 会社 定款に関する議案 2 賛成  

3901 マークラインズ 定時 20220328 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

3901 マークラインズ 定時 20220328 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3901 マークラインズ 定時 20220328 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3901 マークラインズ 定時 20220328 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

3901 マークラインズ 定時 20220328 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

3901 マークラインズ 定時 20220328 会社 監査役の選解任 4.1 賛成  

3901 マークラインズ 定時 20220328 会社 監査役の選解任 4.2 賛成  

3901 マークラインズ 定時 20220328 会社 会計監査人の選解任 5 賛成  

3901 マークラインズ 定時 20220328 会社 役員報酬 6 賛成  

6071 IBJ 定時 20220328 会社 剰余金の処分 1 賛成  

6071 IBJ 定時 20220328 会社 定款に関する議案 2 賛成  

6071 IBJ 定時 20220328 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

6071 IBJ 定時 20220328 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

6071 IBJ 定時 20220328 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

6071 IBJ 定時 20220328 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

6440 JUKI 定時 20220328 会社 剰余金の処分 1 賛成  

6440 JUKI 定時 20220328 会社 定款に関する議案 2 賛成  

6440 JUKI 定時 20220328 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

6440 JUKI 定時 20220328 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

6440 JUKI 定時 20220328 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

6440 JUKI 定時 20220328 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

6440 JUKI 定時 20220328 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

6440 JUKI 定時 20220328 会社 監査役の選解任 4.1 賛成  

6440 JUKI 定時 20220328 会社 監査役の選解任 4.2 賛成  

6440 JUKI 定時 20220328 会社 役員報酬 5 賛成  

1413 ヒノキヤグループ 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

1413 ヒノキヤグループ 定時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  

1413 ヒノキヤグループ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.1 反対
株主構成に鑑み、経営監視の独立性を高めようとしない経営責任者を

支持できない。
 

1413 ヒノキヤグループ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

1413 ヒノキヤグループ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

1413 ヒノキヤグループ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

1413 ヒノキヤグループ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

1413 ヒノキヤグループ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

1413 ヒノキヤグループ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

1413 ヒノキヤグループ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

1413 ヒノキヤグループ 定時 20220329 会社 監査役の選解任 4 賛成  

1413 ヒノキヤグループ 定時 20220329 会社 組織再編関連 5 反対 一般株主の利益に反する。  

1435 Robot Home 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

1435 Robot Home 定時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  

1435 Robot Home 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

1435 Robot Home 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

1435 Robot Home 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

1435 Robot Home 定時 20220329 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

1435 Robot Home 定時 20220329 会社 取締役の選解任 4.2 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

1435 Robot Home 定時 20220329 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

1899 福田組 定時 20220329 会社 定款に関する議案 1 賛成  

1899 福田組 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.1 反対
株主構成に鑑み、経営監視の独立性を高めようとしない経営責任者を

支持できない。
 

1899 福田組 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.2 反対
株主構成に鑑み、経営監視の独立性を高めようとしない経営責任者を

支持できない。
 

1899 福田組 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

1899 福田組 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

1899 福田組 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

1899 福田組 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

1899 福田組 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

1899 福田組 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

1899 福田組 定時 20220329 会社 監査役の選解任 3 賛成  

1911 住友林業 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

1911 住友林業 定時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  

1911 住友林業 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

1911 住友林業 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

1911 住友林業 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

1911 住友林業 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

1911 住友林業 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

1911 住友林業 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

1911 住友林業 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

1911 住友林業 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

1911 住友林業 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

1911 住友林業 定時 20220329 会社 監査役の選解任 4.1 賛成  

1911 住友林業 定時 20220329 会社 監査役の選解任 4.2 賛成  

1911 住友林業 定時 20220329 会社 役員報酬 5 賛成  

1911 住友林業 定時 20220329 会社 役員報酬 6 賛成  

1911 住友林業 定時 20220329 会社 役員報酬 7 賛成  

2266 六甲バター 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

2266 六甲バター 定時 20220329 会社 役員報酬 2 賛成  

2412 ベネフィット・ワン 臨時 20220329 会社 組織再編関連 1 賛成  

2412 ベネフィット・ワン 臨時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  

2427 アウトソーシング 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

2427 アウトソーシング 定時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  
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2427 アウトソーシング 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.1 賛成   

2427 アウトソーシング 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

2427 アウトソーシング 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

2427 アウトソーシング 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

2427 アウトソーシング 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

2427 アウトソーシング 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

2427 アウトソーシング 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

2427 アウトソーシング 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

2427 アウトソーシング 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

2427 アウトソーシング 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.10 賛成  

2427 アウトソーシング 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.11 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

2427 アウトソーシング 定時 20220329 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

2427 アウトソーシング 定時 20220329 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

2427 アウトソーシング 定時 20220329 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

2427 アウトソーシング 定時 20220329 会社 取締役の選解任 4.4 賛成  

2461 ファンコミュニケーションズ 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

2461 ファンコミュニケーションズ 定時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  

2461 ファンコミュニケーションズ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

2461 ファンコミュニケーションズ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

2461 ファンコミュニケーションズ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

2461 ファンコミュニケーションズ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

2461 ファンコミュニケーションズ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

2461 ファンコミュニケーションズ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

2461 ファンコミュニケーションズ 定時 20220329 会社 監査役の選解任 4 賛成  

2461 ファンコミュニケーションズ 定時 20220329 会社 役員報酬 5 賛成  

2702 日本マクドナルドホールディングス 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

2702 日本マクドナルドホールディングス 定時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  

2702 日本マクドナルドホールディングス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.1 反対
株主構成に鑑み、経営監視の独立性を高めようとしない経営責任者を

支持できない。
*

2702 日本マクドナルドホールディングス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

2702 日本マクドナルドホールディングス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.3 反対
株主構成に鑑み、経営監視強化の観点から独立な社外取締役の選任

を求める。
 

2702 日本マクドナルドホールディングス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

2702 日本マクドナルドホールディングス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

2702 日本マクドナルドホールディングス 定時 20220329 会社 退任役員の退職慰労金の支給 4 賛成  

3053 ペッパーフードサービス 定時 20220329 会社 定款に関する議案 1 賛成  

3053 ペッパーフードサービス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

3053 ペッパーフードサービス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

3053 ペッパーフードサービス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

3053 ペッパーフードサービス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

3053 ペッパーフードサービス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

3053 ペッパーフードサービス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

3053 ペッパーフードサービス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

3053 ペッパーフードサービス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

3053 ペッパーフードサービス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.9 賛成  

3053 ペッパーフードサービス 定時 20220329 会社 監査役の選解任 3.1 反対 社外監査役が独立と認められない。  

3053 ペッパーフードサービス 定時 20220329 会社 監査役の選解任 3.2 賛成  

3064 MonotaRO 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

3064 MonotaRO 定時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  

3064 MonotaRO 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

3064 MonotaRO 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3064 MonotaRO 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3064 MonotaRO 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

3064 MonotaRO 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

3064 MonotaRO 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

3064 MonotaRO 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

3277 サンセイランディック 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

3277 サンセイランディック 定時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  

3277 サンセイランディック 定時 20220329 会社 監査役の選解任 3 賛成  

3277 サンセイランディック 定時 20220329 会社 役員報酬 4 反対 既存株主価値を過度に希薄化する懸念がある。  

3436 SUMCO 定時 20220329 会社 定款に関する議案 1 賛成  

3436 SUMCO 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

3436 SUMCO 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

3436 SUMCO 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

3436 SUMCO 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

3436 SUMCO 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

3436 SUMCO 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

3436 SUMCO 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.2 反対 独立した社外取締役の選任を求める。 *

3436 SUMCO 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3436 SUMCO 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

3436 SUMCO 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

3486 グローバル・リンク・マネジメント 定時 20220329 会社 定款に関する議案 1 賛成  

3486 グローバル・リンク・マネジメント 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

3486 グローバル・リンク・マネジメント 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

3486 グローバル・リンク・マネジメント 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

3486 グローバル・リンク・マネジメント 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

3486 グローバル・リンク・マネジメント 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

3486 グローバル・リンク・マネジメント 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3486 グローバル・リンク・マネジメント 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3486 グローバル・リンク・マネジメント 定時 20220329 会社 取締役の選解任 4 賛成  

3486 グローバル・リンク・マネジメント 定時 20220329 会社 役員報酬 5 賛成  

3486 グローバル・リンク・マネジメント 定時 20220329 会社 退任役員の退職慰労金の支給 6 賛成  

3649 ファインデックス 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

3649 ファインデックス 定時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  

3649 ファインデックス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.1 反対 3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。  

3649 ファインデックス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3649 ファインデックス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3649 ファインデックス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

3649 ファインデックス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

3649 ファインデックス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

3649 ファインデックス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

3649 ファインデックス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 4.2 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

3649 ファインデックス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

3649 ファインデックス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 5 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

3681 ブイキューブ 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

3681 ブイキューブ 定時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  

3681 ブイキューブ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

3681 ブイキューブ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3681 ブイキューブ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3681 ブイキューブ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

3681 ブイキューブ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

3681 ブイキューブ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

3681 ブイキューブ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

3681 ブイキューブ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

3681 ブイキューブ 定時 20220329 会社 監査役の選解任 4 賛成  

3681 ブイキューブ 定時 20220329 会社 会計監査人の選解任 5 賛成  

3681 ブイキューブ 定時 20220329 会社 役員報酬 6 賛成  
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3683 サイバーリンクス 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

3683 サイバーリンクス 定時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  

3683 サイバーリンクス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

3683 サイバーリンクス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3683 サイバーリンクス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3683 サイバーリンクス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

3683 サイバーリンクス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

3683 サイバーリンクス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

3683 サイバーリンクス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

3683 サイバーリンクス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

3683 サイバーリンクス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 4 賛成  

3683 サイバーリンクス 定時 20220329 会社 役員報酬 5 賛成  

3902 メディカル・データ・ビジョン 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

3902 メディカル・データ・ビジョン 定時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  

3902 メディカル・データ・ビジョン 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

3902 メディカル・データ・ビジョン 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3902 メディカル・データ・ビジョン 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3902 メディカル・データ・ビジョン 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

3902 メディカル・データ・ビジョン 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

3902 メディカル・データ・ビジョン 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

3902 メディカル・データ・ビジョン 定時 20220329 会社 監査役の選解任 4.1 賛成   

3902 メディカル・データ・ビジョン 定時 20220329 会社 監査役の選解任 4.2 反対 社外監査役が独立と認められない。  

3902 メディカル・データ・ビジョン 定時 20220329 会社 監査役の選解任 4.3 賛成  

3902 メディカル・データ・ビジョン 定時 20220329 会社 監査役の選解任 4.4 賛成  

3928 マイネット 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

3928 マイネット 定時 20220329 会社 その他資本政策に関する議案 2 賛成  

3928 マイネット 定時 20220329 会社 定款に関する議案 3 賛成  

3928 マイネット 定時 20220329 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

3928 マイネット 定時 20220329 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

3928 マイネット 定時 20220329 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

3928 マイネット 定時 20220329 会社 取締役の選解任 4.4 賛成  

3928 マイネット 定時 20220329 会社 取締役の選解任 5.1 賛成  

3928 マイネット 定時 20220329 会社 取締役の選解任 5.2 賛成  

3964 オークネット 定時 20220329 会社 定款に関する議案 1 賛成  

3964 オークネット 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

3964 オークネット 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

3964 オークネット 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

3964 オークネット 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

3964 オークネット 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

3964 オークネット 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

3964 オークネット 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

3964 オークネット 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

3964 オークネット 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3981 ビーグリー 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

3981 ビーグリー 定時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  

3981 ビーグリー 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

3981 ビーグリー 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3981 ビーグリー 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3981 ビーグリー 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

3981 ビーグリー 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.5 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

3981 ビーグリー 定時 20220329 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

3981 ビーグリー 定時 20220329 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

3981 ビーグリー 定時 20220329 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

4025 多木化学 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

4025 多木化学 定時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  

4025 多木化学 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.1 反対 3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。  

4025 多木化学 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

4025 多木化学 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

4025 多木化学 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

4025 多木化学 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

4025 多木化学 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

4025 多木化学 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

4168 ヤプリ 定時 20220329 会社 定款に関する議案 1 賛成  

4168 ヤプリ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.1 反対 2名以上の独立な社外取締役の選任を求める。  

4168 ヤプリ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

4168 ヤプリ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

4168 ヤプリ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.4 反対
上場会社の役員兼任数が過多であり、経営監視の実効性に懸念があ

る。
 

4168 ヤプリ 定時 20220329 会社 監査役の選解任 3.1 賛成  

4168 ヤプリ 定時 20220329 会社 監査役の選解任 3.2 賛成  

4180 Appier Group 定時 20220329 会社 定款に関する議案 1 賛成  

4180 Appier Group 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.1 賛成   

4180 Appier Group 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

4180 Appier Group 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

4180 Appier Group 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

4180 Appier Group 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

4180 Appier Group 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

4192 スパイダープラス 定時 20220329 会社 定款に関する議案 1 賛成  

4192 スパイダープラス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.1 反対
2名以上の独立な社外取締役の選任を求める。 株主構成に鑑み、経

営監視の独立性を高めようとしない経営責任者を支持できない。
 

4192 スパイダープラス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

4192 スパイダープラス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

4192 スパイダープラス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

4192 スパイダープラス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

4192 スパイダープラス 定時 20220329 会社 監査役の選解任 3 賛成  

4248 竹本容器 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

4248 竹本容器 定時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  

4248 竹本容器 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

4248 竹本容器 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

4248 竹本容器 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

4248 竹本容器 定時 20220329 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

4248 竹本容器 定時 20220329 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

4248 竹本容器 定時 20220329 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

4248 竹本容器 定時 20220329 会社 取締役の選解任 4.4 賛成  

4251 恵和 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

4251 恵和 定時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  

4251 恵和 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

4251 恵和 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

4251 恵和 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

4251 恵和 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

4251 恵和 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

4251 恵和 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

4251 恵和 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

4251 恵和 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

4251 恵和 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

4251 恵和 定時 20220329 会社 監査役の選解任 4 賛成  
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証券コード 社名 総会種類 総会日 提案者 議案分類 議案番号 賛否 行使理由 他の賛否

4284 ソルクシーズ 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

4284 ソルクシーズ 定時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  

4284 ソルクシーズ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.1 反対 3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。  

4284 ソルクシーズ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

4284 ソルクシーズ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

4284 ソルクシーズ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

4284 ソルクシーズ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

4284 ソルクシーズ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

4284 ソルクシーズ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

4284 ソルクシーズ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

4284 ソルクシーズ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

4284 ソルクシーズ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.10 賛成  

4284 ソルクシーズ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.11 賛成  

4284 ソルクシーズ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

4284 ソルクシーズ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

4284 ソルクシーズ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

4284 ソルクシーズ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 4.4 賛成  

4284 ソルクシーズ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 4.5 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

4284 ソルクシーズ 定時 20220329 株主 取締役の選解任 5 反対
取締役の選任を求める当該提案は株主価値向上に資するとは考えられ

ない。
 

4284 ソルクシーズ 定時 20220329 株主 その他資本政策に関する議案 6 反対 株主提案が一般の株主価値へ貢献しないと考える。  

4392 FIG 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

4392 FIG 定時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  

4392 FIG 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

4392 FIG 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

4392 FIG 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

4392 FIG 定時 20220329 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

4392 FIG 定時 20220329 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

4392 FIG 定時 20220329 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

4392 FIG 定時 20220329 会社 取締役の選解任 4.4 賛成  

4404 ミヨシ油脂 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

4404 ミヨシ油脂 定時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  

4404 ミヨシ油脂 定時 20220329 会社 監査役の選解任 3 賛成  

4404 ミヨシ油脂 定時 20220329 会社 監査役の選解任 4 賛成  

4427 EduLab 臨時 20220329 会社 取締役の選解任 1.1 賛成   

4427 EduLab 臨時 20220329 会社 取締役の選解任 1.2 賛成  

4427 EduLab 臨時 20220329 会社 取締役の選解任 1.3 反対 不祥事に鑑み、取締役として不適と認める。  

4427 EduLab 臨時 20220329 会社 取締役の選解任 1.4 反対 不祥事に鑑み、取締役として不適と認める。  

4427 EduLab 臨時 20220329 会社 取締役の選解任 1.5 賛成  

4427 EduLab 臨時 20220329 会社 取締役の選解任 1.6 賛成  

4427 EduLab 臨時 20220329 会社 取締役の選解任 1.7 賛成  

4427 EduLab 臨時 20220329 会社 取締役の選解任 1.8 賛成  

4427 EduLab 臨時 20220329 会社 役員報酬 2 賛成  

4519 中外製薬 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

4519 中外製薬 定時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  

4519 中外製薬 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

4519 中外製薬 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

4519 中外製薬 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

4519 中外製薬 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

4551 鳥居薬品 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

4551 鳥居薬品 定時 20220329 株主 定款に関する議案 10 反対 株主提案が一般の株主価値へ貢献しないと考える。  

4551 鳥居薬品 定時 20220329 株主 剰余金の処分 11 賛成 積極的な株主還元が株主価値に寄与する。  

4551 鳥居薬品 定時 20220329 株主 その他資本政策に関する議案 12 賛成 積極的な株主還元が株主価値に寄与する。  

4551 鳥居薬品 定時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  

4551 鳥居薬品 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3 賛成  

4551 鳥居薬品 定時 20220329 会社 監査役の選解任 4 賛成  

4551 鳥居薬品 定時 20220329 会社 取締役の選解任 5 賛成  

4551 鳥居薬品 定時 20220329 会社 監査役の選解任 6 賛成  

4551 鳥居薬品 定時 20220329 株主 定款に関する議案 7 反対 株主提案が一般の株主価値へ貢献しないと考える。  

4551 鳥居薬品 定時 20220329 株主 定款に関する議案 8 反対 株主提案が一般の株主価値へ貢献しないと考える。  

4551 鳥居薬品 定時 20220329 株主 定款に関する議案 9 反対 株主提案が一般の株主価値へ貢献しないと考える。  

4582 シンバイオ製薬 定時 20220329 会社 定款に関する議案 1 賛成  

4582 シンバイオ製薬 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

4582 シンバイオ製薬 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

4582 シンバイオ製薬 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

4582 シンバイオ製薬 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

4582 シンバイオ製薬 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

4582 シンバイオ製薬 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

4582 シンバイオ製薬 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

4582 シンバイオ製薬 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

4582 シンバイオ製薬 定時 20220329 会社 取締役の選解任 4 賛成  

4582 シンバイオ製薬 定時 20220329 会社 役員報酬 5 賛成  

4582 シンバイオ製薬 定時 20220329 会社 役員報酬 6 賛成  

4582 シンバイオ製薬 定時 20220329 会社 役員報酬 7 反対 株主価値向上の観点から制度設計に懸念がある。  

4612 日本ペイントホールディングス 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

4612 日本ペイントホールディングス 定時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  

4612 日本ペイントホールディングス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

4612 日本ペイントホールディングス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

4612 日本ペイントホールディングス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

4612 日本ペイントホールディングス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

4612 日本ペイントホールディングス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

4612 日本ペイントホールディングス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

4612 日本ペイントホールディングス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

4612 日本ペイントホールディングス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.8 賛成 *

4612 日本ペイントホールディングス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.9 賛成 *

4612 日本ペイントホールディングス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.10 賛成  

4612 日本ペイントホールディングス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.11 賛成  

4631 DIC 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

4631 DIC 定時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  

4631 DIC 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

4631 DIC 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

4631 DIC 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

4631 DIC 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

4631 DIC 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

4631 DIC 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

4631 DIC 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

4631 DIC 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

4631 DIC 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

4631 DIC 定時 20220329 会社 監査役の選解任 4 賛成  

4633 サカタインクス 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

4633 サカタインクス 定時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  

4633 サカタインクス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

4633 サカタインクス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

4633 サカタインクス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

4633 サカタインクス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

4633 サカタインクス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

4633 サカタインクス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  
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4633 サカタインクス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

4633 サカタインクス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

4633 サカタインクス 定時 20220329 会社 監査役の選解任 4.1 賛成  

4633 サカタインクス 定時 20220329 会社 監査役の選解任 4.2 賛成  

4633 サカタインクス 定時 20220329 会社 監査役の選解任 5 賛成  

4704 トレンドマイクロ 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

4704 トレンドマイクロ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

4704 トレンドマイクロ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

4704 トレンドマイクロ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

4704 トレンドマイクロ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

4704 トレンドマイクロ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

4704 トレンドマイクロ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

4704 トレンドマイクロ 定時 20220329 会社 定款に関する議案 3 賛成  

4704 トレンドマイクロ 定時 20220329 会社 定款に関する議案 4 賛成  

4704 トレンドマイクロ 定時 20220329 会社 役員報酬 5 賛成  

4725 CAC Holdings 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

4725 CAC Holdings 定時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  

4725 CAC Holdings 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

4725 CAC Holdings 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

4725 CAC Holdings 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

4725 CAC Holdings 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

4725 CAC Holdings 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

4725 CAC Holdings 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

4725 CAC Holdings 定時 20220329 会社 役員報酬 4 賛成  

4768 大塚商会 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

4768 大塚商会 定時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  

4768 大塚商会 定時 20220329 会社 退任役員の退職慰労金の支給 3 賛成 *

4919 ミルボン 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

4919 ミルボン 定時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  

4919 ミルボン 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

4919 ミルボン 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

4919 ミルボン 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

4919 ミルボン 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

4919 ミルボン 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

4919 ミルボン 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

4919 ミルボン 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

4919 ミルボン 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

4919 ミルボン 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

4919 ミルボン 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.10 賛成  

4919 ミルボン 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.11 賛成  

4919 ミルボン 定時 20220329 会社 役員報酬 4 賛成  

5302 日本カーボン 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

5302 日本カーボン 定時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  

5302 日本カーボン 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

5302 日本カーボン 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

5302 日本カーボン 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

5302 日本カーボン 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

5302 日本カーボン 定時 20220329 会社 監査役の選解任 4 賛成  

5302 日本カーボン 定時 20220329 会社 監査役の選解任 5 賛成  

5302 日本カーボン 定時 20220329 会社 買収防衛策の導入・更新・廃止 6 反対 恣意的な運用の懸念が残る。  

5310 東洋炭素 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

5310 東洋炭素 定時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  

5310 東洋炭素 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

5310 東洋炭素 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

5310 東洋炭素 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

5310 東洋炭素 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

5310 東洋炭素 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

5310 東洋炭素 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

5310 東洋炭素 定時 20220329 会社 監査役の選解任 4.1 賛成  

5310 東洋炭素 定時 20220329 会社 監査役の選解任 4.2 賛成  

5310 東洋炭素 定時 20220329 会社 監査役の選解任 4.3 賛成  

5310 東洋炭素 定時 20220329 会社 監査役の選解任 5 賛成  

5337 ダントーホールディングス 定時 20220329 会社 定款に関する議案 1 賛成  

5337 ダントーホールディングス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.1 反対

業績不振が続く中で取締役の続任を支持できない。2名以上の独立な

社外取締役の選任を求める。株主構成に鑑み、経営監視の独立性を

高めようとしない経営責任者を支持できない。資本政策に関する説明が

十分でないため、経営責任者を支持できない。

 

5337 ダントーホールディングス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

5337 ダントーホールディングス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

5337 ダントーホールディングス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

5337 ダントーホールディングス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

5337 ダントーホールディングス 定時 20220329 会社 監査役の選解任 3 賛成  

5851 リョービ 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

5851 リョービ 定時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  

5851 リョービ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

5851 リョービ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

5851 リョービ 定時 20220329 会社 監査役の選解任 4 賛成  

6029 アトラグループ 定時 20220329 会社 定款に関する議案 1 賛成  

6029 アトラグループ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.1 反対 業績不振が続く中で取締役の続任を支持できない。  

6029 アトラグループ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

6029 アトラグループ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

6029 アトラグループ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

6029 アトラグループ 定時 20220329 会社 会計監査人の選解任 3 賛成  

6078 バリューHR 定時 20220329 会社 定款に関する議案 1 賛成  

6078 バリューHR 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

6078 バリューHR 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

6078 バリューHR 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

6078 バリューHR 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

6078 バリューHR 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

6078 バリューHR 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

6235 オプトラン 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

6235 オプトラン 定時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  

6235 オプトラン 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

6235 オプトラン 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

6235 オプトラン 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

6235 オプトラン 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

6235 オプトラン 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

6235 オプトラン 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

6235 オプトラン 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

6269 三井海洋開発 定時 20220329 会社 定款に関する議案 1 賛成  

6269 三井海洋開発 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.1 反対 業績不振が続く中で取締役の続任を支持できない。  

6269 三井海洋開発 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

6269 三井海洋開発 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

6269 三井海洋開発 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.4 反対
株主構成に鑑み、経営監視強化の観点から独立な社外取締役の選任

を求める。
 

6269 三井海洋開発 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.5 反対
株主構成に鑑み、経営監視強化の観点から独立な社外取締役の選任

を求める。
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6269 三井海洋開発 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.6 反対
株主構成に鑑み、経営監視強化の観点から独立な社外取締役の選任

を求める。
 

6269 三井海洋開発 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

6269 三井海洋開発 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

6269 三井海洋開発 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.9 賛成  

6269 三井海洋開発 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.10 賛成  

6269 三井海洋開発 定時 20220329 会社 監査役の選解任 3 賛成  

6291 日本エアーテック 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

6291 日本エアーテック 定時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  

6291 日本エアーテック 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

6291 日本エアーテック 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

6291 日本エアーテック 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

6291 日本エアーテック 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

6291 日本エアーテック 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

6291 日本エアーテック 定時 20220329 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

6291 日本エアーテック 定時 20220329 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

6291 日本エアーテック 定時 20220329 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

6291 日本エアーテック 定時 20220329 会社 取締役の選解任 5 賛成  

6361 荏原製作所 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

6361 荏原製作所 定時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  

6361 荏原製作所 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

6361 荏原製作所 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

6361 荏原製作所 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

6361 荏原製作所 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

6361 荏原製作所 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

6361 荏原製作所 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

6361 荏原製作所 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

6361 荏原製作所 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

6361 荏原製作所 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

6361 荏原製作所 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.10 賛成  

6498 キッツ 定時 20220329 会社 定款に関する議案 1 賛成  

6498 キッツ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

6498 キッツ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

6498 キッツ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

6498 キッツ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

6498 キッツ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

6498 キッツ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

6498 キッツ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

6498 キッツ 定時 20220329 会社 役員報酬 3 賛成  

6533 Orchestra Holdings 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成   

6533 Orchestra Holdings 定時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  

6533 Orchestra Holdings 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

6533 Orchestra Holdings 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

6533 Orchestra Holdings 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

6533 Orchestra Holdings 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

6533 Orchestra Holdings 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

6533 Orchestra Holdings 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

6533 Orchestra Holdings 定時 20220329 会社 役員報酬 4 賛成  

6640 I-PEX 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

6640 I-PEX 定時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  

6640 I-PEX 定時 20220329 会社 役員報酬 3 賛成  

6640 I-PEX 定時 20220329 会社 取締役の選解任 4.1 反対 3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。  

6640 I-PEX 定時 20220329 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

6640 I-PEX 定時 20220329 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

6640 I-PEX 定時 20220329 会社 取締役の選解任 4.4 賛成  

6653 正興電機製作所 定時 20220329 会社 定款に関する議案 1 賛成  

6653 正興電機製作所 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

6653 正興電機製作所 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

6653 正興電機製作所 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

6653 正興電機製作所 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

6653 正興電機製作所 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

6653 正興電機製作所 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

6653 正興電機製作所 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

6653 正興電機製作所 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

6653 正興電機製作所 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.9 賛成  

6748 星和電機 定時 20220329 会社 定款に関する議案 1 賛成  

6748 星和電機 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.1 反対 3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。  

6748 星和電機 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

6748 星和電機 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

6748 星和電機 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

6748 星和電機 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

6748 星和電機 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

6748 星和電機 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

6748 星和電機 定時 20220329 会社 役員報酬 3 賛成  

6748 星和電機 定時 20220329 会社 役員報酬 4 賛成  

7044 ピアラ 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

7044 ピアラ 定時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  

7044 ピアラ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.1 賛成   

7044 ピアラ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

7044 ピアラ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

7044 ピアラ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

7044 ピアラ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

7044 ピアラ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

7044 ピアラ 定時 20220329 会社 監査役の選解任 4.1 賛成  

7044 ピアラ 定時 20220329 会社 監査役の選解任 4.2 賛成  

7044 ピアラ 定時 20220329 会社 監査役の選解任 4.3 賛成  

7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 定時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  

7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 定時 20220329 会社 監査役の選解任 4.1 賛成  

7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 定時 20220329 会社 監査役の選解任 4.2 賛成  

7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 定時 20220329 会社 監査役の選解任 4.3 反対 社外監査役が独立と認められない。  

7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 定時 20220329 会社 監査役の選解任 5 賛成  

7347 マーキュリアHD 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

7347 マーキュリアHD 定時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  

7347 マーキュリアHD 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.1 反対
株主構成に鑑み、経営監視の独立性を高めようとしない経営責任者を

支持できない。
 

7347 マーキュリアHD 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

7347 マーキュリアHD 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  
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7347 マーキュリアHD 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.4 反対
株主構成に鑑み、経営監視強化の観点から独立な社外取締役の選任

を求める。
 

7347 マーキュリアHD 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.5 反対
株主構成に鑑み、経営監視強化の観点から独立な社外取締役の選任

を求める。
 

7347 マーキュリアHD 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

7347 マーキュリアHD 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

7347 マーキュリアHD 定時 20220329 会社 役員報酬 4 賛成  

7347 マーキュリアHD 定時 20220329 会社 役員報酬 5 賛成  

7347 マーキュリアHD 定時 20220329 会社 役員報酬 6 賛成  

7739 キヤノン電子 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

7739 キヤノン電子 定時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  

7739 キヤノン電子 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

7739 キヤノン電子 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

7739 キヤノン電子 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

7739 キヤノン電子 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

7739 キヤノン電子 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

7739 キヤノン電子 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

7739 キヤノン電子 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

7739 キヤノン電子 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

7739 キヤノン電子 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

7739 キヤノン電子 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.10 賛成  

7739 キヤノン電子 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.11 賛成  

7739 キヤノン電子 定時 20220329 会社 監査役の選解任 4 賛成  

7739 キヤノン電子 定時 20220329 会社 役員報酬 5 賛成  

7740 タムロン 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

7740 タムロン 定時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  

7740 タムロン 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

7740 タムロン 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

7740 タムロン 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

7740 タムロン 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

7740 タムロン 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

7740 タムロン 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

7740 タムロン 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

7740 タムロン 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

7740 タムロン 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

7740 タムロン 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.10 賛成  

7740 タムロン 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.11 賛成  

7740 タムロン 定時 20220329 会社 役員報酬 4 賛成  

8060 キヤノンマーケティングジャパン 定時 20220329 会社 定款に関する議案 1 賛成  

8060 キヤノンマーケティングジャパン 定時 20220329 会社 剰余金の処分 2 賛成  

8060 キヤノンマーケティングジャパン 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

8060 キヤノンマーケティングジャパン 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

8060 キヤノンマーケティングジャパン 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

8060 キヤノンマーケティングジャパン 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

8060 キヤノンマーケティングジャパン 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

8060 キヤノンマーケティングジャパン 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

8060 キヤノンマーケティングジャパン 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

8060 キヤノンマーケティングジャパン 定時 20220329 会社 監査役の選解任 4.1 賛成  

8060 キヤノンマーケティングジャパン 定時 20220329 会社 監査役の選解任 4.2 反対 社外監査役が独立と認められない。  

8060 キヤノンマーケティングジャパン 定時 20220329 会社 役員報酬 5 賛成  

8060 キヤノンマーケティングジャパン 定時 20220329 会社 役員報酬 6 賛成  

8179 ロイヤルホールディングス 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

8179 ロイヤルホールディングス 定時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  

8179 ロイヤルホールディングス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

8179 ロイヤルホールディングス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

8179 ロイヤルホールディングス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

8179 ロイヤルホールディングス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.4 賛成   

8179 ロイヤルホールディングス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.5 賛成   

8179 ロイヤルホールディングス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

8179 ロイヤルホールディングス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

8179 ロイヤルホールディングス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

8179 ロイヤルホールディングス 定時 20220329 会社 取締役の選解任 4.4 賛成  

8804 東京建物 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

8804 東京建物 定時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  

8806 ダイビル 臨時 20220329 会社 その他資本政策に関する議案 1 賛成  

8806 ダイビル 臨時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  

9539 京葉瓦斯 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

9539 京葉瓦斯 定時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  

9539 京葉瓦斯 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.1 反対
2名以上の独立な社外取締役の選任を求める。株主構成に鑑み、経営

監視の独立性を高めようとしない経営責任者を支持できない。
 

9539 京葉瓦斯 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.2 反対
2名以上の独立な社外取締役の選任を求める。株主構成に鑑み、経営

監視の独立性を高めようとしない経営責任者を支持できない。
 

9539 京葉瓦斯 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

9539 京葉瓦斯 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

9539 京葉瓦斯 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

9539 京葉瓦斯 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.6 反対
株主構成に鑑み、経営監視強化の観点から独立な社外取締役の選任

を求める。
 

9539 京葉瓦斯 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

9539 京葉瓦斯 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

9539 京葉瓦斯 定時 20220329 会社 監査役の選解任 4 反対 社外監査役が独立と認められない。  

9622 スペース 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

9622 スペース 定時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  

9622 スペース 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.1 反対 3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。  

9622 スペース 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.2 反対 3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。  

9622 スペース 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

9622 スペース 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

9622 スペース 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

9622 スペース 定時 20220329 会社 取締役の選解任 4.1 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

9622 スペース 定時 20220329 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

9622 スペース 定時 20220329 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

9672 東京都競馬 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

9672 東京都競馬 定時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  

9672 東京都競馬 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

9672 東京都競馬 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.2 反対
株主構成に鑑み、経営監視強化の観点から独立な社外取締役の選任

を求める。
 

9672 東京都競馬 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

9672 東京都競馬 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

9672 東京都競馬 定時 20220329 会社 監査役の選解任 4 賛成  

9704 アゴーラホスピタリティーグループ 定時 20220329 会社 定款に関する議案 1 賛成  

9704 アゴーラホスピタリティーグループ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.1 反対
業績不振が続く中で取締役の続任を支持できない。株主構成に鑑み、

経営監視の独立性を高めようとしない経営責任者を支持できない。
 

9704 アゴーラホスピタリティーグループ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

9704 アゴーラホスピタリティーグループ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

9704 アゴーラホスピタリティーグループ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

9704 アゴーラホスピタリティーグループ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.5 反対 取締役会や監査役会などへの出席率が十分と認められない。  
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9704 アゴーラホスピタリティーグループ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.6 反対
株主構成に鑑み、経営監視強化の観点から独立な社外取締役の選任

を求める。
 

9704 アゴーラホスピタリティーグループ 定時 20220329 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

9704 アゴーラホスピタリティーグループ 定時 20220329 会社 監査役の選解任 3 反対 社外監査役が独立と認められない。  

9722 藤田観光 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

9722 藤田観光 定時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  

9722 藤田観光 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

9722 藤田観光 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

9722 藤田観光 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

9722 藤田観光 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

9722 藤田観光 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

9722 藤田観光 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

9722 藤田観光 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

9722 藤田観光 定時 20220329 会社 取締役の選解任 3.8 反対
株主構成に鑑み、経営監視強化の観点から独立な社外取締役の選任

を求める。
 

9722 藤田観光 定時 20220329 会社 監査役の選解任 4.1 反対 社外監査役が独立と認められない。  

9722 藤田観光 定時 20220329 会社 監査役の選解任 4.2 賛成  

9722 藤田観光 定時 20220329 会社 監査役の選解任 5 賛成  

9768 いであ 定時 20220329 会社 剰余金の処分 1 賛成  

9768 いであ 定時 20220329 会社 定款に関する議案 2 賛成  

9768 いであ 定時 20220329 会社 監査役の選解任 3 賛成  

9768 いであ 定時 20220329 会社 退任役員の退職慰労金の支給 4 賛成  

1663 K&Oエナジーグループ 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成  

1663 K&Oエナジーグループ 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成  

1663 K&Oエナジーグループ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 反対
業績不振が続く中で取締役の続任を支持できない。 2名以上の独立な

社外取締役の選任を求める。
 

1663 K&Oエナジーグループ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

1663 K&Oエナジーグループ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

1663 K&Oエナジーグループ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

1663 K&Oエナジーグループ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

1663 K&Oエナジーグループ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

1663 K&Oエナジーグループ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

1663 K&Oエナジーグループ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

1663 K&Oエナジーグループ 定時 20220330 会社 監査役の選解任 4.1 賛成  

1663 K&Oエナジーグループ 定時 20220330 会社 監査役の選解任 4.2 反対 社外監査役が独立と認められない。  

1663 K&Oエナジーグループ 定時 20220330 会社 監査役の選解任 4.3 反対 社外監査役が独立と認められない。  

1663 K&Oエナジーグループ 定時 20220330 会社 役員報酬 5 賛成  

2009 鳥越製粉 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成  

2009 鳥越製粉 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成  

2009 鳥越製粉 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 反対
業績不振が続く中で取締役の続任を支持できない。資本政策に関する

説明が十分でないため、経営責任者を支持できない。
 

2009 鳥越製粉 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

2009 鳥越製粉 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

2009 鳥越製粉 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

2009 鳥越製粉 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

2009 鳥越製粉 定時 20220330 会社 監査役の選解任 4 賛成  

2009 鳥越製粉 定時 20220330 会社 役員報酬 5 賛成  

2170 リンクアンドモチベーション 定時 20220330 会社 定款に関する議案 1 賛成  

2170 リンクアンドモチベーション 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

2170 リンクアンドモチベーション 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

2170 リンクアンドモチベーション 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

2170 リンクアンドモチベーション 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

2170 リンクアンドモチベーション 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

2170 リンクアンドモチベーション 定時 20220330 会社 監査役の選解任 3 賛成  

2212 山崎製パン 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成  

2212 山崎製パン 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成  

2212 山崎製パン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 反対 業績不振が続く中で取締役の続任を支持できない。  

2212 山崎製パン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

2212 山崎製パン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

2212 山崎製パン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

2212 山崎製パン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

2212 山崎製パン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

2212 山崎製パン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

2212 山崎製パン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

2212 山崎製パン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

2212 山崎製パン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.10 賛成  

2212 山崎製パン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.11 賛成  

2212 山崎製パン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

2212 山崎製パン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

2212 山崎製パン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

2212 山崎製パン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4.4 賛成  

2212 山崎製パン 定時 20220330 会社 役員報酬 5 賛成  

2212 山崎製パン 定時 20220330 会社 役員報酬 6 賛成  

2212 山崎製パン 定時 20220330 会社 退任役員の退職慰労金の支給 7 反対 社内取締役以外は退職慰労金の贈呈を適切と認められない。  

2215 第一屋製パン 定時 20220330 会社 定款に関する議案 1 賛成  

2215 第一屋製パン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2 反対
株主構成に鑑み、経営監視強化の観点から独立な社外取締役の選任

を求める。
 

2215 第一屋製パン 定時 20220330 会社 監査役の選解任 3.1 反対 社外監査役が独立と認められない。  

2215 第一屋製パン 定時 20220330 会社 監査役の選解任 3.2 賛成  

2215 第一屋製パン 定時 20220330 会社 会計監査人の選解任 4 賛成  

2418 ツカダ・グローバルホールディング 定時 20220330 会社 定款に関する議案 1 賛成  

2418 ツカダ・グローバルホールディング 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

2418 ツカダ・グローバルホールディング 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

2418 ツカダ・グローバルホールディング 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

2418 ツカダ・グローバルホールディング 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.4 反対
株主構成に鑑み、経営監視強化の観点から独立な社外取締役の選任

を求める。
 

2418 ツカダ・グローバルホールディング 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

2418 ツカダ・グローバルホールディング 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

2418 ツカダ・グローバルホールディング 定時 20220330 会社 退任役員の退職慰労金の支給 3 賛成  

2492 インフォマート 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成  

2492 インフォマート 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成  

2492 インフォマート 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

2492 インフォマート 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

2501 サッポロホールディングス 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成  

2501 サッポロホールディングス 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成  

2501 サッポロホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

2501 サッポロホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

2501 サッポロホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

2501 サッポロホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

2501 サッポロホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.5 賛成   

2501 サッポロホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

2501 サッポロホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

2501 サッポロホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

2501 サッポロホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

2501 サッポロホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

2501 サッポロホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 5 賛成  

2503 キリンホールディングス 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成  
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2503 キリンホールディングス 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成  

2503 キリンホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

2503 キリンホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

2503 キリンホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

2503 キリンホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

2503 キリンホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

2503 キリンホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

2503 キリンホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

2503 キリンホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

2503 キリンホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

2503 キリンホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.10 賛成 *

2503 キリンホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.11 賛成  

2503 キリンホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.12 賛成  

2503 キリンホールディングス 定時 20220330 会社 監査役の選解任 4.1 賛成  

2503 キリンホールディングス 定時 20220330 会社 監査役の選解任 4.2 賛成  

2503 キリンホールディングス 定時 20220330 会社 役員報酬 5 賛成  

2503 キリンホールディングス 定時 20220330 会社 役員報酬 6 賛成  

2503 キリンホールディングス 定時 20220330 会社 役員報酬 7 賛成  

2752 フジオフードグループ本社 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成  

2752 フジオフードグループ本社 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成  

2752 フジオフードグループ本社 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 賛成   

2752 フジオフードグループ本社 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

2752 フジオフードグループ本社 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

2752 フジオフードグループ本社 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.4 反対
株主構成に鑑み、経営監視強化の観点から独立な社外取締役の選任

を求める。
 

2752 フジオフードグループ本社 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

2752 フジオフードグループ本社 定時 20220330 会社 監査役の選解任 4.1 賛成  

2752 フジオフードグループ本社 定時 20220330 会社 監査役の選解任 4.2 反対 社外監査役が独立と認められない。  

2752 フジオフードグループ本社 定時 20220330 会社 監査役の選解任 5 賛成  

2811 カゴメ 定時 20220330 会社 定款に関する議案 1 賛成  

2811 カゴメ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

2811 カゴメ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

2811 カゴメ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

2811 カゴメ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

2811 カゴメ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

2811 カゴメ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

2811 カゴメ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

2811 カゴメ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

2811 カゴメ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

2811 カゴメ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

2811 カゴメ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4 賛成  

3001 片倉工業 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成  

3001 片倉工業 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成  

3001 片倉工業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

3001 片倉工業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3001 片倉工業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3001 片倉工業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

3001 片倉工業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

3001 片倉工業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

3001 片倉工業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

3001 片倉工業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

3001 片倉工業 定時 20220330 会社 監査役の選解任 4 賛成  

3105 日清紡ホールディングス 定時 20220330 会社 定款に関する議案 1 賛成  

3105 日清紡ホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

3105 日清紡ホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

3105 日清紡ホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

3105 日清紡ホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

3105 日清紡ホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

3105 日清紡ホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

3105 日清紡ホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

3105 日清紡ホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

3105 日清紡ホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.9 賛成  

3105 日清紡ホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.10 賛成  

3105 日清紡ホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.11 賛成  

3105 日清紡ホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.12 賛成  

3105 日清紡ホールディングス 定時 20220330 会社 監査役の選解任 3 賛成  

3196 ホットランド 定時 20220330 会社 定款に関する議案 1 賛成  

3196 ホットランド 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

3196 ホットランド 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

3196 ホットランド 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

3197 すかいらーくホールディングス 定時 20220330 会社 定款に関する議案 1 賛成  

3197 すかいらーくホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

3197 すかいらーくホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

3197 すかいらーくホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

3197 すかいらーくホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

3197 すかいらーくホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

3197 すかいらーくホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

3197 すかいらーくホールディングス 定時 20220330 会社 監査役の選解任 3.1 賛成  

3197 すかいらーくホールディングス 定時 20220330 会社 監査役の選解任 3.2 賛成  

3204 トーア紡コーポレーション 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成  

3204 トーア紡コーポレーション 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成  

3204 トーア紡コーポレーション 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 反対 業績不振が続く中で取締役の続任を支持できない。  

3204 トーア紡コーポレーション 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3204 トーア紡コーポレーション 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3204 トーア紡コーポレーション 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

3204 トーア紡コーポレーション 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

3204 トーア紡コーポレーション 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

3204 トーア紡コーポレーション 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

3204 トーア紡コーポレーション 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4 賛成  

3302 帝国繊維 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成  

3302 帝国繊維 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成  

3302 帝国繊維 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

3302 帝国繊維 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3302 帝国繊維 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3302 帝国繊維 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

3302 帝国繊維 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

3302 帝国繊維 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

3302 帝国繊維 定時 20220330 会社 監査役の選解任 4 賛成  

3302 帝国繊維 定時 20220330 会社 役員報酬 5 賛成  

3302 帝国繊維 定時 20220330 会社 役員報酬 6 反対 既存株主価値を過度に希薄化する懸念がある。  

3445 RS Technologies 定時 20220330 会社 定款に関する議案 1 賛成  

3445 RS Technologies 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

3445 RS Technologies 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

3445 RS Technologies 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

3445 RS Technologies 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3445 RS Technologies 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3445 RS Technologies 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4 賛成  
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3445 RS Technologies 定時 20220330 会社 役員報酬 5 賛成  

3445 RS Technologies 定時 20220330 会社 役員報酬 6 賛成  

3445 RS Technologies 定時 20220330 会社 退任役員の退職慰労金の支給 7 賛成  

3445 RS Technologies 定時 20220330 会社 会計監査人の選解任 8 賛成  

3663 アートスパークホールディングス 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成   

3663 アートスパークホールディングス 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成  

3663 アートスパークホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 反対 2名以上の独立な社外取締役の選任を求める。  

3663 アートスパークホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 反対 2名以上の独立な社外取締役の選任を求める。  

3663 アートスパークホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3663 アートスパークホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

3663 アートスパークホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

3663 アートスパークホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

3663 アートスパークホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

3663 アートスパークホールディングス 定時 20220330 会社 退任役員の退職慰労金の支給 4 賛成  

3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 定時 20220330 会社 定款に関する議案 1 賛成  

3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.9 賛成  

3914 JIG-SAW 定時 20220330 会社 定款に関する議案 1 賛成  

3914 JIG-SAW 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成  

3914 JIG-SAW 定時 20220330 会社 定款に関する議案 3 賛成  

3914 JIG-SAW 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

3914 JIG-SAW 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

3914 JIG-SAW 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

3914 JIG-SAW 定時 20220330 会社 取締役の選解任 5.1 賛成  

3914 JIG-SAW 定時 20220330 会社 取締役の選解任 5.2 賛成  

3914 JIG-SAW 定時 20220330 会社 取締役の選解任 5.3 賛成  

3950 ザ・パック 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成  

3950 ザ・パック 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成  

3950 ザ・パック 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

3950 ザ・パック 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3950 ザ・パック 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3950 ザ・パック 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

3950 ザ・パック 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

3950 ザ・パック 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

3950 ザ・パック 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

3950 ザ・パック 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

3950 ザ・パック 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

3950 ザ・パック 定時 20220330 会社 監査役の選解任 4.1 賛成  

3950 ザ・パック 定時 20220330 会社 監査役の選解任 4.2 賛成  

3950 ザ・パック 定時 20220330 会社 監査役の選解任 4.3 賛成  

4004 昭和電工 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成   

4004 昭和電工 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成   

4004 昭和電工 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 賛成   

4004 昭和電工 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成   

4004 昭和電工 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成   

4004 昭和電工 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.4 賛成   

4004 昭和電工 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.5 賛成   

4004 昭和電工 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.6 賛成   

4004 昭和電工 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.7 賛成   

4004 昭和電工 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.8 賛成   

4004 昭和電工 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.9 賛成   

4004 昭和電工 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.10 賛成   

4004 昭和電工 定時 20220330 会社 監査役の選解任 4 賛成   

4004 昭和電工 定時 20220330 会社 役員報酬 5 賛成   

4004 昭和電工 定時 20220330 会社 役員報酬 6 賛成   

4004 昭和電工 定時 20220330 会社 役員報酬 7 賛成   

4045 東亞合成 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成  

4045 東亞合成 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成  

4045 東亞合成 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

4045 東亞合成 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

4045 東亞合成 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

4045 東亞合成 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

4045 東亞合成 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

4045 東亞合成 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

4045 東亞合成 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

4045 東亞合成 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

4045 東亞合成 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

4045 東亞合成 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

4045 東亞合成 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

4169 ENECHANGE 定時 20220330 会社 定款に関する議案 1 賛成  

4169 ENECHANGE 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.1 賛成   

4169 ENECHANGE 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

4169 ENECHANGE 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

4169 ENECHANGE 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

4169 ENECHANGE 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.5 賛成   

4169 ENECHANGE 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

4169 ENECHANGE 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

4169 ENECHANGE 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

4186 東京応化工業 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成  

4186 東京応化工業 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成  

4186 東京応化工業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

4186 東京応化工業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

4186 東京応化工業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

4186 東京応化工業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

4186 東京応化工業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

4186 東京応化工業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

4186 東京応化工業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

4186 東京応化工業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

4186 東京応化工業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

4186 東京応化工業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.10 賛成  

4186 東京応化工業 定時 20220330 会社 役員報酬 4 賛成  

4324 電通グループ 定時 20220330 会社 定款に関する議案 1 賛成  

4324 電通グループ 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成 *

4324 電通グループ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

4324 電通グループ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成   

4324 電通グループ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

4324 電通グループ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

4324 電通グループ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

4324 電通グループ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  
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4324 電通グループ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

4324 電通グループ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

4324 電通グループ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4.2 賛成   

4324 電通グループ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

4324 電通グループ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4.4 賛成  

4324 電通グループ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4.5 賛成 *

4324 電通グループ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4.6 賛成  *

4420 イーソル 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成  

4420 イーソル 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成  

4420 イーソル 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 反対 3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。  

4420 イーソル 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

4420 イーソル 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

4420 イーソル 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

4420 イーソル 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

4420 イーソル 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

4420 イーソル 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.7 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

4420 イーソル 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

4420 イーソル 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

4420 イーソル 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

4481 ベース 定時 20220330 会社 定款に関する議案 1 賛成  

4481 ベース 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

4481 ベース 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

4481 ベース 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

4481 ベース 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

4481 ベース 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

4481 ベース 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

4563 アンジェス 定時 20220330 会社 定款に関する議案 1 賛成  

4563 アンジェス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.1 賛成   

4563 アンジェス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.2 反対
上場会社の役員兼任数が過多であり、経営監視の実効性に懸念があ

る。
 

4563 アンジェス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

4563 アンジェス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

4563 アンジェス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

4563 アンジェス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

4563 アンジェス 定時 20220330 会社 監査役の選解任 3 反対 社外監査役が独立と認められない。  

4574 大幸薬品 定時 20220330 会社 定款に関する議案 1 賛成  

4574 大幸薬品 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

4574 大幸薬品 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

4574 大幸薬品 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

4574 大幸薬品 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

4574 大幸薬品 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

4574 大幸薬品 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4 賛成  

4578 大塚ホールディングス 定時 20220330 会社 定款に関する議案 1 賛成  

4578 大塚ホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

4578 大塚ホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

4578 大塚ホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

4578 大塚ホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

4578 大塚ホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

4578 大塚ホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

4578 大塚ホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

4578 大塚ホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.9 賛成  

4578 大塚ホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.10 賛成  

4578 大塚ホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.11 賛成 *

4578 大塚ホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.12 賛成 *

4578 大塚ホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.13 賛成  

4578 大塚ホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.14 賛成  

4578 大塚ホールディングス 定時 20220330 会社 監査役の選解任 3.1 賛成  

4578 大塚ホールディングス 定時 20220330 会社 監査役の選解任 3.2 賛成  

4578 大塚ホールディングス 定時 20220330 会社 監査役の選解任 3.3 賛成  

4578 大塚ホールディングス 定時 20220330 会社 監査役の選解任 3.4 賛成  

4588 オンコリスバイオファーマ 定時 20220330 会社 定款に関する議案 1 賛成  

4588 オンコリスバイオファーマ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.1 反対 2名以上の独立な社外取締役の選任を求める。  

4588 オンコリスバイオファーマ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

4588 オンコリスバイオファーマ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

4588 オンコリスバイオファーマ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

4588 オンコリスバイオファーマ 定時 20220330 会社 剰余金の処分 3 賛成  

4755 楽天グループ 定時 20220330 会社 定款に関する議案 1 賛成  

4755 楽天グループ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.1 賛成   

4755 楽天グループ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

4755 楽天グループ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

4755 楽天グループ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

4755 楽天グループ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

4755 楽天グループ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

4755 楽天グループ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

4755 楽天グループ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

4755 楽天グループ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.9 賛成  

4755 楽天グループ 定時 20220330 会社 監査役の選解任 3 賛成  

4755 楽天グループ 定時 20220330 会社 役員報酬 4 賛成 *

4912 ライオン 定時 20220330 会社 定款に関する議案 1 賛成  

4912 ライオン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

4912 ライオン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

4912 ライオン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

4912 ライオン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

4912 ライオン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

4912 ライオン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

4912 ライオン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

4912 ライオン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

4912 ライオン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.9 賛成  

4912 ライオン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.10 賛成  

4912 ライオン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.11 賛成  

4922 コーセー 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成  

4922 コーセー 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成  

4922 コーセー 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 反対
株主構成に鑑み、経営監視の独立性を高めようとしない経営責任者を

支持できない。
*

4922 コーセー 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

4922 コーセー 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

4922 コーセー 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

4922 コーセー 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

4922 コーセー 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

4922 コーセー 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

4922 コーセー 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

4922 コーセー 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

4922 コーセー 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.10 賛成  

4967 小林製薬 定時 20220330 会社 定款に関する議案 1 賛成  

4967 小林製薬 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

4967 小林製薬 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

4967 小林製薬 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  
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4967 小林製薬 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

4967 小林製薬 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

4967 小林製薬 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

4967 小林製薬 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

4967 小林製薬 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

4967 小林製薬 定時 20220330 会社 監査役の選解任 3 賛成  

4979 OATアグリオ 定時 20220330 会社 定款に関する議案 1 賛成  

4979 OATアグリオ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

4979 OATアグリオ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

4979 OATアグリオ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

4979 OATアグリオ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

4979 OATアグリオ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

4979 OATアグリオ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

4979 OATアグリオ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

4979 OATアグリオ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

4979 OATアグリオ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

4979 OATアグリオ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4 賛成  

5101 横浜ゴム 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成  

5101 横浜ゴム 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成  

5101 横浜ゴム 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

5101 横浜ゴム 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

5101 横浜ゴム 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

5101 横浜ゴム 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

5101 横浜ゴム 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

5101 横浜ゴム 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

5101 横浜ゴム 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

5101 横浜ゴム 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

5101 横浜ゴム 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

5101 横浜ゴム 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.10 賛成  

5101 横浜ゴム 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.11 賛成  

5101 横浜ゴム 定時 20220330 会社 監査役の選解任 4 賛成  

5187 クリエートメディック 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成  

5187 クリエートメディック 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成  

5187 クリエートメディック 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 反対 3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。  

5187 クリエートメディック 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

5187 クリエートメディック 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 反対 3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。  

5187 クリエートメディック 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

5187 クリエートメディック 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

5187 クリエートメディック 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

5187 クリエートメディック 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

5187 クリエートメディック 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

5187 クリエートメディック 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4.3 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

5187 クリエートメディック 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4.4 賛成  

5187 クリエートメディック 定時 20220330 会社 役員報酬 5 反対 既存株主価値を過度に希薄化する懸念がある。  

5201 AGC 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成   

5201 AGC 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成   

5201 AGC 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 賛成   

5201 AGC 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成   

5201 AGC 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成   

5201 AGC 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.4 賛成   

5201 AGC 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.5 賛成   

5201 AGC 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.6 賛成   

5201 AGC 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.7 賛成   

5201 AGC 定時 20220330 会社 監査役の選解任 4 賛成   

5201 AGC 定時 20220330 会社 役員報酬 5 賛成   

5201 AGC 定時 20220330 会社 役員報酬 6 賛成  *

5214 日本電気硝子 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成   

5214 日本電気硝子 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成   

5214 日本電気硝子 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 賛成   

5214 日本電気硝子 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 反対
気候変動やサステナビリティ関連のリスクと機会についての情報開示が不

十分であることの責任を有すると考える。
 

5214 日本電気硝子 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成   

5214 日本電気硝子 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.4 賛成   

5214 日本電気硝子 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.5 賛成   

5214 日本電気硝子 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.6 賛成   

5214 日本電気硝子 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.7 賛成   

5214 日本電気硝子 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.8 賛成   

5214 日本電気硝子 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.9 賛成   

5214 日本電気硝子 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.10 賛成   

5214 日本電気硝子 定時 20220330 会社 監査役の選解任 4 賛成   

5214 日本電気硝子 定時 20220330 会社 監査役の選解任 5 賛成   

5214 日本電気硝子 定時 20220330 会社 役員報酬 6 賛成   

5214 日本電気硝子 定時 20220330 会社 役員報酬 7 賛成   

5301 東海カーボン 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成  

5301 東海カーボン 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成  

5301 東海カーボン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

5301 東海カーボン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

5301 東海カーボン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

5301 東海カーボン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

5301 東海カーボン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

5301 東海カーボン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

5301 東海カーボン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

5301 東海カーボン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

5301 東海カーボン 定時 20220330 会社 監査役の選解任 4 賛成  

5301 東海カーボン 定時 20220330 会社 監査役の選解任 5 賛成  

5563 新日本電工 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成  

5563 新日本電工 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成  

5563 新日本電工 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

5563 新日本電工 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

5563 新日本電工 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

5563 新日本電工 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

5563 新日本電工 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

5563 新日本電工 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

5563 新日本電工 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

5563 新日本電工 定時 20220330 会社 監査役の選解任 4 賛成  

5943 ノーリツ 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成  

5943 ノーリツ 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成  

5943 ノーリツ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

5943 ノーリツ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

5943 ノーリツ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

5943 ノーリツ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

5943 ノーリツ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

5943 ノーリツ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

5943 ノーリツ 定時 20220330 会社 買収防衛策の導入・更新・廃止 4 反対 過剰防衛への懸念が強い。 恣意的な運用の懸念が残る。  

5943 ノーリツ 定時 20220330 会社 その他の議案 5 反対 一般株主の利益に反する。  

5957 日東精工 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成  

5957 日東精工 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成  
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5957 日東精工 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

5957 日東精工 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

5957 日東精工 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

5957 日東精工 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

5957 日東精工 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

5957 日東精工 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

5957 日東精工 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

5957 日東精工 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

5957 日東精工 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

5957 日東精工 定時 20220330 会社 監査役の選解任 4 賛成  

5959 岡部 定時 20220330 会社 定款に関する議案 1 賛成  

5959 岡部 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

5959 岡部 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

5959 岡部 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

5959 岡部 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

5959 岡部 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

5959 岡部 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

5959 岡部 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

6054 リブセンス 定時 20220330 会社 定款に関する議案 1 賛成  

6054 リブセンス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.1 反対
資本政策に関する説明が十分でないため、経営責任者を支持できな

い。
 

6054 リブセンス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

6054 リブセンス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

6054 リブセンス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

6143 ソディック 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成  

6143 ソディック 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成  

6143 ソディック 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

6143 ソディック 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

6143 ソディック 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

6143 ソディック 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

6143 ソディック 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

6143 ソディック 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

6143 ソディック 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

6143 ソディック 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

6143 ソディック 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

6143 ソディック 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.10 賛成  

6143 ソディック 定時 20220330 会社 監査役の選解任 4 賛成  

6250 やまびこ 定時 20220330 会社 定款に関する議案 1 賛成  

6250 やまびこ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

6250 やまびこ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

6250 やまびこ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

6250 やまびこ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

6250 やまびこ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

6250 やまびこ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

6250 やまびこ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

6250 やまびこ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

6250 やまびこ 定時 20220330 会社 監査役の選解任 3.1 賛成  

6250 やまびこ 定時 20220330 会社 監査役の選解任 3.2 賛成  

6250 やまびこ 定時 20220330 会社 監査役の選解任 4 賛成  

6278 ユニオンツール 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成  

6278 ユニオンツール 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成  

6278 ユニオンツール 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

6278 ユニオンツール 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

6278 ユニオンツール 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

6278 ユニオンツール 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

6278 ユニオンツール 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

6278 ユニオンツール 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

6278 ユニオンツール 定時 20220330 会社 監査役の選解任 4 賛成  

6310 井関農機 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成  

6310 井関農機 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成  

6310 井関農機 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

6310 井関農機 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

6310 井関農機 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

6310 井関農機 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

6310 井関農機 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

6310 井関農機 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

6310 井関農機 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

6310 井関農機 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

6310 井関農機 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

6310 井関農機 定時 20220330 会社 役員報酬 4 賛成  

6310 井関農機 定時 20220330 会社 役員報酬 5 賛成  

6376 日機装 定時 20220330 会社 定款に関する議案 1 賛成  

6376 日機装 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

6376 日機装 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

6376 日機装 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

6376 日機装 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

6376 日機装 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

6376 日機装 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

6376 日機装 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

6376 日機装 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

6376 日機装 定時 20220330 会社 監査役の選解任 3.1 賛成  

6376 日機装 定時 20220330 会社 監査役の選解任 3.2 賛成  

6376 日機装 定時 20220330 会社 監査役の選解任 4 賛成  

6376 日機装 定時 20220330 会社 役員報酬 5 賛成  

6425 ユニバーサルエンターテインメント 定時 20220330 会社 定款に関する議案 1 賛成  

6425 ユニバーサルエンターテインメント 定時 20220330 会社 監査役の選解任 2.1 賛成  

6425 ユニバーサルエンターテインメント 定時 20220330 会社 監査役の選解任 2.2 賛成  

6425 ユニバーサルエンターテインメント 定時 20220330 会社 監査役の選解任 2.3 賛成  

6444 サンデン 定時 20220330 会社 定款に関する議案 1 賛成  

6444 サンデン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

6444 サンデン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

6444 サンデン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

6444 サンデン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

6444 サンデン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

6444 サンデン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.6 反対 取締役会や監査役会などへの出席率が十分と認められない。  

6444 サンデン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

6444 サンデン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

6444 サンデン 定時 20220330 会社 会計監査人の選解任 3 賛成  

6459 大和冷機工業 定時 20220330 会社 定款に関する議案 1 賛成  

6459 大和冷機工業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

6459 大和冷機工業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

6459 大和冷機工業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

6459 大和冷機工業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

6459 大和冷機工業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

6459 大和冷機工業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

6459 大和冷機工業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  
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6459 大和冷機工業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

6459 大和冷機工業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.9 賛成  

6459 大和冷機工業 定時 20220330 会社 退任役員の退職慰労金の支給 3 反対
社内取締役以外は退職慰労金の贈呈を適切と認められない。在任年

数が十分と認められない。
 

6524 湖北工業 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成  

6524 湖北工業 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成  

6524 湖北工業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 反対
株主構成に鑑み、経営監視の独立性を高めようとしない経営責任者を

支持できない。
 

6524 湖北工業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

6524 湖北工業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

6524 湖北工業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

6524 湖北工業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

6524 湖北工業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

6524 湖北工業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

6524 湖北工業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

6524 湖北工業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

6546 フルテック 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成  

6546 フルテック 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成  

6546 フルテック 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

6546 フルテック 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

6546 フルテック 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

6546 フルテック 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

6546 フルテック 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

6546 フルテック 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

6553 ソウルドアウト 定時 20220330 会社 定款に関する議案 1 賛成  

6553 ソウルドアウト 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

6553 ソウルドアウト 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

6553 ソウルドアウト 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

6553 ソウルドアウト 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

6553 ソウルドアウト 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

6553 ソウルドアウト 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.6 賛成   

6592 マブチモーター 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成  

6592 マブチモーター 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成  

6592 マブチモーター 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

6592 マブチモーター 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

6592 マブチモーター 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

6592 マブチモーター 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

6592 マブチモーター 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

6592 マブチモーター 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

6592 マブチモーター 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

6592 マブチモーター 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

6592 マブチモーター 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

6619 ダブル・スコープ 定時 20220330 会社 定款に関する議案 1 賛成  

6619 ダブル・スコープ 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成  

6619 ダブル・スコープ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 反対 業績不振が続く中で取締役の続任を支持できない。  

6619 ダブル・スコープ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

6619 ダブル・スコープ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

6619 ダブル・スコープ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

6619 ダブル・スコープ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

6619 ダブル・スコープ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

6619 ダブル・スコープ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

6619 ダブル・スコープ 定時 20220330 会社 役員報酬 5 賛成  

6619 ダブル・スコープ 定時 20220330 会社 役員報酬 6 賛成  

6619 ダブル・スコープ 定時 20220330 会社 会計監査人の選解任 7 賛成  

6619 ダブル・スコープ 定時 20220330 会社 役員報酬 8 賛成  

6723 ルネサスエレクトロニクス 定時 20220330 会社 定款に関する議案 1 賛成  

6723 ルネサスエレクトロニクス 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成  

6723 ルネサスエレクトロニクス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

6723 ルネサスエレクトロニクス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

6723 ルネサスエレクトロニクス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

6723 ルネサスエレクトロニクス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

6723 ルネサスエレクトロニクス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

6723 ルネサスエレクトロニクス 定時 20220330 会社 監査役の選解任 4.1 賛成  

6723 ルネサスエレクトロニクス 定時 20220330 会社 監査役の選解任 4.2 賛成  

6853 共和電業 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成  

6853 共和電業 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成  

6853 共和電業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

6853 共和電業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

6853 共和電業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

6853 共和電業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

6853 共和電業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

6853 共和電業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

6853 共和電業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

6853 共和電業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

6853 共和電業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

6853 共和電業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

6853 共和電業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

6853 共和電業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4.4 賛成  

6915 千代田インテグレ 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成  

6915 千代田インテグレ 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成  

6915 千代田インテグレ 定時 20220330 株主 役員報酬 3 反対 株主価値向上へのインセンティブが適切に働くと認められない。  

6915 千代田インテグレ 定時 20220330 株主 その他資本政策に関する議案 4 反対 会社のこれまでの対応に鑑み提案が適切と認められない。  

7128 フルサト・マルカHD 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成  

7128 フルサト・マルカHD 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成  

7128 フルサト・マルカHD 定時 20220330 会社 監査役の選解任 3.1 賛成  

7128 フルサト・マルカHD 定時 20220330 会社 監査役の選解任 3.2 賛成  

7128 フルサト・マルカHD 定時 20220330 会社 役員報酬 4 賛成  

7128 フルサト・マルカHD 定時 20220330 会社 役員報酬 5 賛成  

7128 フルサト・マルカHD 定時 20220330 会社 役員報酬 6 賛成  

7309 シマノ 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成   

7309 シマノ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.1 賛成   

7309 シマノ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.2 賛成   

7309 シマノ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

7309 シマノ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

7309 シマノ 定時 20220330 会社 監査役の選解任 3.1 賛成  

7309 シマノ 定時 20220330 会社 監査役の選解任 3.2 賛成  

7309 シマノ 定時 20220330 会社 監査役の選解任 3.3 賛成  

7358 ポピンズホールディングス 定時 20220330 会社 定款に関する議案 1 賛成  

7358 ポピンズホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

7358 ポピンズホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

7358 ポピンズホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

7358 ポピンズホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

7358 ポピンズホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

7358 ポピンズホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

7358 ポピンズホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

7358 ポピンズホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  
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7358 ポピンズホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

7358 ポピンズホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

7358 ポピンズホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

7358 ポピンズホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4 賛成  

7609 ダイトロン 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成  

7609 ダイトロン 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成  

7609 ダイトロン 定時 20220330 会社 監査役の選解任 3.1 賛成  

7609 ダイトロン 定時 20220330 会社 監査役の選解任 3.2 反対 社外監査役が独立と認められない。  

7613 シークス 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成  

7613 シークス 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成  

7613 シークス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

7613 シークス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

7613 シークス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

7613 シークス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

7613 シークス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

7613 シークス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

7613 シークス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

7613 シークス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

7613 シークス 定時 20220330 会社 監査役の選解任 4 賛成  

7613 シークス 定時 20220330 会社 役員報酬 5 賛成  

7716 ナカニシ 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成  

7716 ナカニシ 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成  

7716 ナカニシ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

7716 ナカニシ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

7716 ナカニシ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

7716 ナカニシ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

7716 ナカニシ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

7716 ナカニシ 定時 20220330 会社 監査役の選解任 4 賛成  

7751 キヤノン 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成  

7751 キヤノン 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成  

7751 キヤノン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 反対 取締役会や監査役会における更なる多様性の向上を求める。 *

7751 キヤノン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

7751 キヤノン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

7751 キヤノン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.4 賛成 *

7751 キヤノン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

7751 キヤノン 定時 20220330 会社 監査役の選解任 4.1 賛成  

7751 キヤノン 定時 20220330 会社 監査役の選解任 4.2 賛成 *

7751 キヤノン 定時 20220330 会社 役員報酬 5 賛成  

7782 シンシア 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成  

7782 シンシア 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 反対 経営の裁量余地の拡大が一般株主の利益に反する。  

7782 シンシア 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

7782 シンシア 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

7782 シンシア 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

7782 シンシア 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

7782 シンシア 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

7782 シンシア 定時 20220330 会社 取締役の選解任 5 賛成  

7782 シンシア 定時 20220330 会社 役員報酬 6 賛成  

7782 シンシア 定時 20220330 会社 役員報酬 7 賛成  

7782 シンシア 定時 20220330 会社 役員報酬 8 賛成  

7782 シンシア 定時 20220330 会社 会計監査人の選解任 9 賛成  

7846 パイロットコーポレーション 定時 20220330 会社 定款に関する議案 1 賛成  

7846 パイロットコーポレーション 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

7846 パイロットコーポレーション 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

7846 パイロットコーポレーション 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

7846 パイロットコーポレーション 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

7846 パイロットコーポレーション 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

7846 パイロットコーポレーション 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

7846 パイロットコーポレーション 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

7846 パイロットコーポレーション 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

7846 パイロットコーポレーション 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.9 賛成  

7846 パイロットコーポレーション 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

7846 パイロットコーポレーション 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

7846 パイロットコーポレーション 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

7846 パイロットコーポレーション 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

7846 パイロットコーポレーション 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

7846 パイロットコーポレーション 定時 20220330 会社 役員報酬 4 賛成  

7846 パイロットコーポレーション 定時 20220330 会社 役員報酬 5 賛成  

7846 パイロットコーポレーション 定時 20220330 会社 役員報酬 6 賛成  

7944 ローランド 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成  

7944 ローランド 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成  

7944 ローランド 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

7944 ローランド 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

7944 ローランド 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

7944 ローランド 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

7944 ローランド 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

7944 ローランド 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

7944 ローランド 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.7 反対
株主構成に鑑み、経営監視強化の観点から独立な社外取締役の選任

を求める。
 

7944 ローランド 定時 20220330 会社 役員報酬 4 賛成  

7956 ピジョン 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成  

7956 ピジョン 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成  

7956 ピジョン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

7956 ピジョン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

7956 ピジョン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

7956 ピジョン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

7956 ピジョン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

7956 ピジョン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

7956 ピジョン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

7956 ピジョン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

7956 ピジョン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

7956 ピジョン 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.10 賛成  

7956 ピジョン 定時 20220330 会社 監査役の選解任 4 賛成  

7976 三菱鉛筆 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成  

7976 三菱鉛筆 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成  

7976 三菱鉛筆 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

7976 三菱鉛筆 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

7976 三菱鉛筆 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

7976 三菱鉛筆 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

7976 三菱鉛筆 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

7976 三菱鉛筆 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

7976 三菱鉛筆 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

7976 三菱鉛筆 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

7976 三菱鉛筆 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

7976 三菱鉛筆 定時 20220330 会社 監査役の選解任 4.1 賛成  

7976 三菱鉛筆 定時 20220330 会社 監査役の選解任 4.2 賛成  

7976 三菱鉛筆 定時 20220330 会社 監査役の選解任 5 賛成  
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7976 三菱鉛筆 定時 20220330 会社 買収防衛策の導入・更新・廃止 6 反対 恣意的な運用の懸念が残る。  

7984 コクヨ 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成  

7984 コクヨ 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成  

7984 コクヨ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

7984 コクヨ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

7984 コクヨ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

7984 コクヨ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

7984 コクヨ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

7984 コクヨ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

7984 コクヨ 定時 20220330 会社 監査役の選解任 4 賛成  

7989 立川ブラインド工業 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成  

7989 立川ブラインド工業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

7989 立川ブラインド工業 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

7989 立川ブラインド工業 定時 20220330 会社 監査役の選解任 3 賛成  

7989 立川ブラインド工業 定時 20220330 会社 退任役員の退職慰労金の支給 4 反対
社内取締役以外は退職慰労金の贈呈を適切と認められない。在任年

数が十分と認められない。
 

8029 ルックホールディングス 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成  

8029 ルックホールディングス 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成  

8029 ルックホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

8029 ルックホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

8029 ルックホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

8029 ルックホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

8029 ルックホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

8029 ルックホールディングス 定時 20220330 会社 役員報酬 4 賛成  

8165 千趣会 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成  

8165 千趣会 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成  

8165 千趣会 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

8165 千趣会 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

8165 千趣会 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

8165 千趣会 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

8165 千趣会 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

8165 千趣会 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

8165 千趣会 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

8165 千趣会 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

8165 千趣会 定時 20220330 会社 監査役の選解任 4.1 反対 社外監査役が独立と認められない。  

8165 千趣会 定時 20220330 会社 監査役の選解任 4.2 賛成  

8165 千趣会 定時 20220330 会社 監査役の選解任 5 反対 社外監査役が独立と認められない。  

8508 Jトラスト 定時 20220330 会社 定款に関する議案 1 賛成  

8508 Jトラスト 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.1 反対

業績不振が続く中で取締役の続任を支持できない。2名以上の独立な

社外取締役の選任を求める。株主構成に鑑み、経営監視の独立性を

高めようとしない経営責任者を支持できない。

 

8508 Jトラスト 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

8508 Jトラスト 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

8508 Jトラスト 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

8508 Jトラスト 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

8508 Jトラスト 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.6 反対
株主構成に鑑み、経営監視強化の観点から独立な社外取締役の選任

を求める。
 

8508 Jトラスト 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.7 反対
株主構成に鑑み、経営監視強化の観点から独立な社外取締役の選任

を求める。
 

8508 Jトラスト 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

8508 Jトラスト 定時 20220330 会社 監査役の選解任 3.1 賛成  

8508 Jトラスト 定時 20220330 会社 監査役の選解任 3.2 賛成  

8508 Jトラスト 定時 20220330 会社 役員報酬 4 賛成  

8909 シノケングループ 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成  

8909 シノケングループ 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成  

8909 シノケングループ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

8909 シノケングループ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

8909 シノケングループ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

8909 シノケングループ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

8909 シノケングループ 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

8929 青山財産ネットワークス 定時 20220330 会社 定款に関する議案 1 賛成  

8929 青山財産ネットワークス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

8929 青山財産ネットワークス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

8929 青山財産ネットワークス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

8929 青山財産ネットワークス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

8929 青山財産ネットワークス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

8929 青山財産ネットワークス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

8929 青山財産ネットワークス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

8929 青山財産ネットワークス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

8929 青山財産ネットワークス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.9 賛成  

8929 青山財産ネットワークス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.10 反対
上場会社の役員兼任数が過多であり、経営監視の実効性に懸念があ

る。
 

8929 青山財産ネットワークス 定時 20220330 会社 監査役の選解任 3 賛成  

8929 青山財産ネットワークス 定時 20220330 会社 役員報酬 4 賛成  

9260 西本Wismettacホールディングス 定時 20220330 会社 定款に関する議案 1 賛成  

9260 西本Wismettacホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.1 反対 3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。  

9260 西本Wismettacホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

9260 西本Wismettacホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

9260 西本Wismettacホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

9260 西本Wismettacホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

9260 西本Wismettacホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

9260 西本Wismettacホールディングス 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

9386 日本コンセプト 定時 20220330 会社 剰余金の処分 1 賛成  

9386 日本コンセプト 定時 20220330 会社 定款に関する議案 2 賛成  

9386 日本コンセプト 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 反対 3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。  

9386 日本コンセプト 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

9386 日本コンセプト 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

9386 日本コンセプト 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

9386 日本コンセプト 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

9386 日本コンセプト 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.6 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

9386 日本コンセプト 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

9386 日本コンセプト 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

9386 日本コンセプト 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

9386 日本コンセプト 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4.4 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

9386 日本コンセプト 定時 20220330 会社 会計監査人の選解任 5 賛成  

9416 ビジョン 定時 20220330 会社 定款に関する議案 1 賛成  

9612 ラックランド 定時 20220330 会社 定款に関する議案 1 賛成  

9612 ラックランド 定時 20220330 会社 剰余金の処分 2 賛成  

9612 ラックランド 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.1 反対 3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。  

9612 ラックランド 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

9612 ラックランド 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

9612 ラックランド 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

9612 ラックランド 定時 20220330 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

9612 ラックランド 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

9612 ラックランド 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4.2 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

9612 ラックランド 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

9612 ラックランド 定時 20220330 会社 取締役の選解任 4.4 賛成   
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４．議決権行使結果の個別開示(2022年1月～2022年3月総会)
・賛否は当社基準ベース。顧客基準によって賛否が異なる議案は右端に＊を記載。
証券コード 社名 総会種類 総会日 提案者 議案分類 議案番号 賛否 行使理由 他の賛否

4382 HEROZ 臨時 20220331 会社 定款に関する議案 1 賛成  

4382 HEROZ 臨時 20220331 会社 その他資本政策に関する議案 2 賛成  
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