
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 7月～2022年 9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） 783 82 0 0 865 

監査役の選解任（※１） 95 7 0 0 102 

会計監査人の選解任 8 0 0 0 8 

役員報酬（※２） 39 5 0 0 44 

退任役員の退職慰労金の支給 9 3 0 0 12 

剰余金の処分 81 0 0 0 81 

組織再編関連（※３） 5 0 0 0 5 

買収防衛策の導入・更新・廃止 0 3 0 0 3 

その他資本政策に関する議案（※４） 1 0 0 0 1 

定款に関する議案 134 3 0 0 137 

その他の議案 0 0 0 0 0 

合  計 1,155 103 0 0 1,258 

（※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 0 0 0 0 0 
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４．議決権行使結果の個別開示(2022年7月～2022年9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

3451 トーセイ・リート投資法人 臨時 20220721 会社 定款に関する議案 1 賛成  

3451 トーセイ・リート投資法人 臨時 20220721 会社 取締役の選解任 2 賛成  

3451 トーセイ・リート投資法人 臨時 20220721 会社 取締役の選解任 3 賛成  

3451 トーセイ・リート投資法人 臨時 20220721 会社 監査役の選解任 4.1 賛成  

3451 トーセイ・リート投資法人 臨時 20220721 会社 監査役の選解任 4.2 賛成  

3451 トーセイ・リート投資法人 臨時 20220721 会社 監査役の選解任 5 賛成  

3524 日東製網 定時 20220722 会社 剰余金の処分 1 賛成  

3524 日東製網 定時 20220722 会社 定款に関する議案 2 賛成  

3524 日東製網 定時 20220722 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

3524 日東製網 定時 20220722 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3524 日東製網 定時 20220722 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3524 日東製網 定時 20220722 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

3524 日東製網 定時 20220722 会社 監査役の選解任 4 賛成  

3031 ラクーンホールディングス 定時 20220723 会社 剰余金の処分 1 賛成  

3031 ラクーンホールディングス 定時 20220723 会社 定款に関する議案 2 賛成  

3031 ラクーンホールディングス 定時 20220723 会社 取締役の選解任 3.1 賛成   

3031 ラクーンホールディングス 定時 20220723 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3031 ラクーンホールディングス 定時 20220723 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3031 ラクーンホールディングス 定時 20220723 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

3031 ラクーンホールディングス 定時 20220723 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

3031 ラクーンホールディングス 定時 20220723 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

3031 ラクーンホールディングス 定時 20220723 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

3031 ラクーンホールディングス 定時 20220723 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

3031 ラクーンホールディングス 定時 20220723 会社 取締役の選解任 4.4 賛成   

2910 ロック・フィールド 定時 20220727 会社 剰余金の処分 1 賛成  

2910 ロック・フィールド 定時 20220727 会社 定款に関する議案 2 反対 一般株主の利益に反する。  

2910 ロック・フィールド 定時 20220727 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。  

2910 ロック・フィールド 定時 20220727 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。  

2910 ロック・フィールド 定時 20220727 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

2910 ロック・フィールド 定時 20220727 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

2910 ロック・フィールド 定時 20220727 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

2910 ロック・フィールド 定時 20220727 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

2910 ロック・フィールド 定時 20220727 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

2910 ロック・フィールド 定時 20220727 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

3770 ザッパラス 定時 20220727 会社 剰余金の処分 1 賛成  

3770 ザッパラス 定時 20220727 会社 定款に関する議案 2 賛成  

3770 ザッパラス 定時 20220727 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。
 

3770 ザッパラス 定時 20220727 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3770 ザッパラス 定時 20220727 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3770 ザッパラス 定時 20220727 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

3770 ザッパラス 定時 20220727 会社 会計監査人の選解任 4 賛成  

3903 gumi 定時 20220727 会社 定款に関する議案 1 賛成  

3903 gumi 定時 20220727 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

3903 gumi 定時 20220727 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

3903 gumi 定時 20220727 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

3903 gumi 定時 20220727 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。  

3903 gumi 定時 20220727 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3903 gumi 定時 20220727 会社 取締役の選解任 4 賛成  

1766 東建コーポレーション 定時 20220728 会社 剰余金の処分 1 賛成  

1766 東建コーポレーション 定時 20220728 会社 定款に関する議案 2 賛成  

1766 東建コーポレーション 定時 20220728 会社 取締役の選解任 3 賛成  

1766 東建コーポレーション 定時 20220728 会社 退任役員の退職慰労金の支給 4 賛成  

2593 伊藤園 定時 20220728 会社 剰余金の処分 1 賛成  

2593 伊藤園 定時 20220728 会社 定款に関する議案 2 賛成  

2593 伊藤園 定時 20220728 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

2593 伊藤園 定時 20220728 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

2593 伊藤園 定時 20220728 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

2593 伊藤園 定時 20220728 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

2593 伊藤園 定時 20220728 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

2593 伊藤園 定時 20220728 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

2593 伊藤園 定時 20220728 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

2593 伊藤園 定時 20220728 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

2593 伊藤園 定時 20220728 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

2593 伊藤園 定時 20220728 会社 取締役の選解任 3.10 賛成  

2593 伊藤園 定時 20220728 会社 取締役の選解任 3.11 賛成  

2593 伊藤園 定時 20220728 会社 取締役の選解任 3.12 賛成  

2593 伊藤園 定時 20220728 会社 取締役の選解任 3.13 賛成  

3134 Hamee 定時 20220728 会社 剰余金の処分 1 賛成  

3134 Hamee 定時 20220728 会社 組織再編関連 2 賛成  

3134 Hamee 定時 20220728 会社 定款に関する議案 3 賛成  

3134 Hamee 定時 20220728 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

3134 Hamee 定時 20220728 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

3134 Hamee 定時 20220728 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

3134 Hamee 定時 20220728 会社 取締役の選解任 4.4 賛成  

3134 Hamee 定時 20220728 会社 取締役の選解任 5.1 賛成  

3134 Hamee 定時 20220728 会社 取締役の選解任 5.2 賛成  

3134 Hamee 定時 20220728 会社 取締役の選解任 5.3 賛成  

3134 Hamee 定時 20220728 会社 役員報酬 6 賛成  

3134 Hamee 定時 20220728 会社 役員報酬 7 賛成  

3134 Hamee 定時 20220728 会社 役員報酬 8 賛成  

3180 ビューティガレージ 定時 20220728 会社 定款に関する議案 1 賛成  

3180 ビューティガレージ 定時 20220728 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

3180 ビューティガレージ 定時 20220728 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

3180 ビューティガレージ 定時 20220728 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

3180 ビューティガレージ 定時 20220728 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

3180 ビューティガレージ 定時 20220728 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

3180 ビューティガレージ 定時 20220728 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

3180 ビューティガレージ 定時 20220728 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3180 ビューティガレージ 定時 20220728 会社 取締役の選解任 3.3 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。
 

3180 ビューティガレージ 定時 20220728 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

3361 トーエル 定時 20220728 会社 定款に関する議案 1 賛成  

3361 トーエル 定時 20220728 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

3361 トーエル 定時 20220728 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。  

3361 トーエル 定時 20220728 会社 取締役の選解任 2.3 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。  

3361 トーエル 定時 20220728 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

3361 トーエル 定時 20220728 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

3361 トーエル 定時 20220728 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

3361 トーエル 定時 20220728 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

3361 トーエル 定時 20220728 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

3361 トーエル 定時 20220728 会社 取締役の選解任 2.9 賛成  

3361 トーエル 定時 20220728 会社 取締役の選解任 2.10 賛成  

3361 トーエル 定時 20220728 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

3361 トーエル 定時 20220728 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3361 トーエル 定時 20220728 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  
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４．議決権行使結果の個別開示(2022年7月～2022年9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

3361 トーエル 定時 20220728 会社 取締役の選解任 4 賛成  

3843 フリービット 定時 20220728 会社 定款に関する議案 1 賛成  

3843 フリービット 定時 20220728 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。3分の1以上の独立した

社外取締役の選任を求める。
 

3843 フリービット 定時 20220728 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

3843 フリービット 定時 20220728 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

3843 フリービット 定時 20220728 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

3843 フリービット 定時 20220728 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

3843 フリービット 定時 20220728 会社 監査役の選解任 3.1 賛成  

3843 フリービット 定時 20220728 会社 監査役の選解任 3.2 賛成  

4382 HEROZ 定時 20220728 会社 取締役の選解任 1.1 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。
 

4382 HEROZ 定時 20220728 会社 取締役の選解任 1.2 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。
 

4382 HEROZ 定時 20220728 会社 取締役の選解任 1.3 賛成  

4382 HEROZ 定時 20220728 会社 会計監査人の選解任 2 賛成  

4431 スマレジ 定時 20220728 会社 定款に関する議案 1 賛成  

4431 スマレジ 定時 20220728 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。
 

4431 スマレジ 定時 20220728 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

4431 スマレジ 定時 20220728 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

4431 スマレジ 定時 20220728 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

4431 スマレジ 定時 20220728 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

4431 スマレジ 定時 20220728 会社 監査役の選解任 3.1 賛成  

4431 スマレジ 定時 20220728 会社 監査役の選解任 3.2 賛成  

4431 スマレジ 定時 20220728 会社 監査役の選解任 3.3 賛成  

6630 ヤーマン 定時 20220728 会社 剰余金の処分 1 賛成   

6630 ヤーマン 定時 20220728 会社 定款に関する議案 2 賛成  

6630 ヤーマン 定時 20220728 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

6630 ヤーマン 定時 20220728 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

6630 ヤーマン 定時 20220728 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

6630 ヤーマン 定時 20220728 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

6630 ヤーマン 定時 20220728 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

6630 ヤーマン 定時 20220728 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

6630 ヤーマン 定時 20220728 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

6630 ヤーマン 定時 20220728 会社 監査役の選解任 4.1 賛成  

6630 ヤーマン 定時 20220728 会社 監査役の選解任 4.2 賛成  

6630 ヤーマン 定時 20220728 会社 監査役の選解任 5 賛成  

9627 アインホールディングス 定時 20220728 会社 剰余金の処分 1 賛成  

9627 アインホールディングス 定時 20220728 会社 定款に関する議案 2 賛成  

9627 アインホールディングス 定時 20220728 会社 取締役の選解任 3.1 賛成   

9627 アインホールディングス 定時 20220728 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

9627 アインホールディングス 定時 20220728 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

9627 アインホールディングス 定時 20220728 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

9627 アインホールディングス 定時 20220728 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

9627 アインホールディングス 定時 20220728 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

9627 アインホールディングス 定時 20220728 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

9627 アインホールディングス 定時 20220728 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

9627 アインホールディングス 定時 20220728 会社 取締役の選解任 3.9 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。
 

9627 アインホールディングス 定時 20220728 会社 取締役の選解任 3.10 賛成   

9627 アインホールディングス 定時 20220728 会社 取締役の選解任 3.11 賛成  

9627 アインホールディングス 定時 20220728 会社 取締役の選解任 3.12 賛成  

9627 アインホールディングス 定時 20220728 会社 役員報酬 4 賛成  

9627 アインホールディングス 定時 20220728 会社 役員報酬 5 賛成  

8975 いちごオフィスリート投資法人 臨時 20220730 会社 定款に関する議案 1 賛成   

8975 いちごオフィスリート投資法人 臨時 20220730 会社 取締役の選解任 2 賛成   

8975 いちごオフィスリート投資法人 臨時 20220730 会社 監査役の選解任 3.1 賛成   

8975 いちごオフィスリート投資法人 臨時 20220730 会社 監査役の選解任 3.2 賛成   

8975 いちごオフィスリート投資法人 臨時 20220730 会社 取締役の選解任 4 賛成   

8975 いちごオフィスリート投資法人 臨時 20220730 会社 監査役の選解任 5 賛成   

2678 アスクル 定時 20220804 会社 剰余金の処分 1 賛成  

2678 アスクル 定時 20220804 会社 定款に関する議案 2 賛成  

2678 アスクル 定時 20220804 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

2678 アスクル 定時 20220804 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

2678 アスクル 定時 20220804 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

2678 アスクル 定時 20220804 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

2678 アスクル 定時 20220804 会社 取締役の選解任 3.5 賛成   

2678 アスクル 定時 20220804 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

2678 アスクル 定時 20220804 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

2678 アスクル 定時 20220804 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

2678 アスクル 定時 20220804 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

2678 アスクル 定時 20220804 会社 取締役の選解任 3.10 賛成  

2678 アスクル 定時 20220804 会社 監査役の選解任 4 賛成  

2678 アスクル 定時 20220804 会社 会計監査人の選解任 5 賛成  

4653 ダイオーズ 定時 20220804 会社 定款に関する議案 1 賛成  

4653 ダイオーズ 定時 20220804 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

4653 ダイオーズ 定時 20220804 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

4653 ダイオーズ 定時 20220804 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

4653 ダイオーズ 定時 20220804 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。  

4653 ダイオーズ 定時 20220804 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

4653 ダイオーズ 定時 20220804 会社 監査役の選解任 3 賛成  

9449 GMOインターネット 臨時 20220809 会社 定款に関する議案 1 賛成  

3391 ツルハホールディングス 定時 20220810 会社 定款に関する議案 1 賛成  

3391 ツルハホールディングス 定時 20220810 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

3391 ツルハホールディングス 定時 20220810 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

3391 ツルハホールディングス 定時 20220810 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

3391 ツルハホールディングス 定時 20220810 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

3391 ツルハホールディングス 定時 20220810 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

3391 ツルハホールディングス 定時 20220810 会社 取締役の選解任 3 賛成  

3391 ツルハホールディングス 定時 20220810 会社 役員報酬 4 賛成  

3544 サツドラホールディングス 定時 20220810 会社 剰余金の処分 1 賛成  

3544 サツドラホールディングス 定時 20220810 会社 定款に関する議案 2 賛成  

3544 サツドラホールディングス 定時 20220810 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

3544 サツドラホールディングス 定時 20220810 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3544 サツドラホールディングス 定時 20220810 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3544 サツドラホールディングス 定時 20220810 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

3544 サツドラホールディングス 定時 20220810 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

3544 サツドラホールディングス 定時 20220810 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

3544 サツドラホールディングス 定時 20220810 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

3544 サツドラホールディングス 定時 20220810 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

3544 サツドラホールディングス 定時 20220810 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

3544 サツドラホールディングス 定時 20220810 会社 取締役の選解任 5 賛成  

6905 コーセル 定時 20220810 会社 定款に関する議案 1 賛成  

6905 コーセル 定時 20220810 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。3分の1以上の独立

した社外取締役の選任を求める。
 

6905 コーセル 定時 20220810 会社 取締役の選解任 2.2 賛成   
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6905 コーセル 定時 20220810 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

6905 コーセル 定時 20220810 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

6905 コーセル 定時 20220810 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

6905 コーセル 定時 20220810 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

6905 コーセル 定時 20220810 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

6905 コーセル 定時 20220810 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

6905 コーセル 定時 20220810 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。  

6905 コーセル 定時 20220810 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

6905 コーセル 定時 20220810 会社 役員報酬 4 賛成  

6905 コーセル 定時 20220810 会社 役員報酬 5 賛成  

6905 コーセル 定時 20220810 会社 役員報酬 6 賛成  

4825 ウェザーニューズ 定時 20220811 会社 剰余金の処分 1 賛成  

4825 ウェザーニューズ 定時 20220811 会社 定款に関する議案 2 賛成  

4825 ウェザーニューズ 定時 20220811 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

4825 ウェザーニューズ 定時 20220811 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

4825 ウェザーニューズ 定時 20220811 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

4825 ウェザーニューズ 定時 20220811 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

4825 ウェザーニューズ 定時 20220811 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

4825 ウェザーニューズ 定時 20220811 会社 監査役の選解任 4 賛成  

4825 ウェザーニューズ 定時 20220811 会社 会計監査人の選解任 5 賛成  

3160 大光 定時 20220817 会社 剰余金の処分 1 賛成  

3160 大光 定時 20220817 会社 定款に関する議案 2 賛成  

3160 大光 定時 20220817 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。
 

3160 大光 定時 20220817 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3160 大光 定時 20220817 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3160 大光 定時 20220817 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

3160 大光 定時 20220817 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

3160 大光 定時 20220817 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

3160 大光 定時 20220817 会社 退任役員の退職慰労金の支給 4 反対 業績不振が続く中で退職慰労金の支給は適切と認められない。  

2722 アイケイ 定時 20220818 会社 剰余金の処分 1 賛成  

2722 アイケイ 定時 20220818 会社 組織再編関連 2 賛成  

2722 アイケイ 定時 20220818 会社 定款に関する議案 3 賛成  

2722 アイケイ 定時 20220818 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

2722 アイケイ 定時 20220818 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

2722 アイケイ 定時 20220818 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

2722 アイケイ 定時 20220818 会社 取締役の選解任 5.1 賛成  

2722 アイケイ 定時 20220818 会社 取締役の選解任 5.2 賛成  

2722 アイケイ 定時 20220818 会社 取締役の選解任 5.3 賛成  

2722 アイケイ 定時 20220818 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。  

3549 クスリのアオキホールディングス 定時 20220818 会社 定款に関する議案 1 賛成  

3549 クスリのアオキホールディングス 定時 20220818 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

3549 クスリのアオキホールディングス 定時 20220818 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

3549 クスリのアオキホールディングス 定時 20220818 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

3549 クスリのアオキホールディングス 定時 20220818 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

3549 クスリのアオキホールディングス 定時 20220818 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

3549 クスリのアオキホールディングス 定時 20220818 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。独立した社外取締役の選任を求める。
 

3549 クスリのアオキホールディングス 定時 20220818 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

3549 クスリのアオキホールディングス 定時 20220818 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

3549 クスリのアオキホールディングス 定時 20220818 会社 取締役の選解任 2.9 賛成  

3549 クスリのアオキホールディングス 定時 20220818 会社 監査役の選解任 3 賛成  

2168 パソナグループ 定時 20220819 会社 定款に関する議案 1 賛成  

2168 パソナグループ 定時 20220819 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

2168 パソナグループ 定時 20220819 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

2168 パソナグループ 定時 20220819 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

2168 パソナグループ 定時 20220819 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

2168 パソナグループ 定時 20220819 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

7420 佐鳥電機 定時 20220819 会社 定款に関する議案 1 賛成  

7420 佐鳥電機 定時 20220819 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。  

7420 佐鳥電機 定時 20220819 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

7420 佐鳥電機 定時 20220819 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

7420 佐鳥電機 定時 20220819 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

7420 佐鳥電機 定時 20220819 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

7420 佐鳥電機 定時 20220819 会社 取締役の選解任 2.6 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

7420 佐鳥電機 定時 20220819 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

7420 佐鳥電機 定時 20220819 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。  

7420 佐鳥電機 定時 20220819 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

7420 佐鳥電機 定時 20220819 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

7420 佐鳥電機 定時 20220819 会社 役員報酬 4 賛成  

2792 ハニーズホールディングス 定時 20220823 会社 定款に関する議案 1 賛成  

2792 ハニーズホールディングス 定時 20220823 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。  

2792 ハニーズホールディングス 定時 20220823 会社 取締役の選解任 2.2 賛成   

2792 ハニーズホールディングス 定時 20220823 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

2792 ハニーズホールディングス 定時 20220823 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

3349 コスモス薬品 定時 20220823 会社 剰余金の処分 1 賛成  

3349 コスモス薬品 定時 20220823 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。  

3349 コスモス薬品 定時 20220823 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

3349 コスモス薬品 定時 20220823 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3349 コスモス薬品 定時 20220823 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3349 コスモス薬品 定時 20220823 会社 取締役の選解任 4 賛成  

4716 日本オラクル 定時 20220823 会社 定款に関する議案 1 賛成  

4716 日本オラクル 定時 20220823 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。  

4716 日本オラクル 定時 20220823 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

4716 日本オラクル 定時 20220823 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

4716 日本オラクル 定時 20220823 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

4716 日本オラクル 定時 20220823 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

4716 日本オラクル 定時 20220823 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

4716 日本オラクル 定時 20220823 会社 取締役の選解任 2.7 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

4716 日本オラクル 定時 20220823 会社 取締役の選解任 2.8 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。
 

4716 日本オラクル 定時 20220823 会社 取締役の選解任 2.9 賛成  

2791 大黒天物産 定時 20220824 会社 剰余金の処分 1 賛成  

2791 大黒天物産 定時 20220824 会社 定款に関する議案 2 賛成  

2791 大黒天物産 定時 20220824 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。3分の1以

上の独立した社外取締役の選任を求める。

 

2791 大黒天物産 定時 20220824 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

2791 大黒天物産 定時 20220824 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

2791 大黒天物産 定時 20220824 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

2791 大黒天物産 定時 20220824 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

2791 大黒天物産 定時 20220824 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

2791 大黒天物産 定時 20220824 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

2791 大黒天物産 定時 20220824 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。独立した社外取締役の選任を求める。
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2791 大黒天物産 定時 20220824 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

2791 大黒天物産 定時 20220824 会社 監査役の選解任 4 賛成  

4577 ダイト 定時 20220824 会社 定款に関する議案 1 賛成  

4577 ダイト 定時 20220824 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

4577 ダイト 定時 20220824 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

4577 ダイト 定時 20220824 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

4577 ダイト 定時 20220824 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

4577 ダイト 定時 20220824 会社 役員報酬 3 賛成  

6552 GameWith 定時 20220824 会社 定款に関する議案 1 賛成  

6552 GameWith 定時 20220824 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。
 

6552 GameWith 定時 20220824 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

6552 GameWith 定時 20220824 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

6552 GameWith 定時 20220824 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

6552 GameWith 定時 20220824 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。
 

7725 インターアクション 定時 20220824 会社 剰余金の処分 1 賛成  

7725 インターアクション 定時 20220824 会社 定款に関する議案 2 賛成  

1377 サカタのタネ 定時 20220825 会社 剰余金の処分 1 賛成  

1377 サカタのタネ 定時 20220825 会社 定款に関する議案 2 賛成  

1419 タマホーム 定時 20220825 会社 剰余金の処分 1 賛成  

1419 タマホーム 定時 20220825 会社 定款に関する議案 2 賛成  

1419 タマホーム 定時 20220825 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。3分の1以

上の独立した社外取締役の選任を求める。

 

1419 タマホーム 定時 20220825 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。3分の1以

上の独立した社外取締役の選任を求める。

 

1419 タマホーム 定時 20220825 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

1419 タマホーム 定時 20220825 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

1419 タマホーム 定時 20220825 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

1419 タマホーム 定時 20220825 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

1419 タマホーム 定時 20220825 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

1419 タマホーム 定時 20220825 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

1419 タマホーム 定時 20220825 会社 取締役の選解任 3.9 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。独立した社外取締役の選任を求める。
 

1419 タマホーム 定時 20220825 会社 取締役の選解任 3.10 賛成  

1419 タマホーム 定時 20220825 会社 取締役の選解任 3.11 賛成  

1887 日本国土開発 定時 20220825 会社 剰余金の処分 1 賛成  

1887 日本国土開発 定時 20220825 会社 定款に関する議案 2 賛成  

1887 日本国土開発 定時 20220825 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

1887 日本国土開発 定時 20220825 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

1887 日本国土開発 定時 20220825 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

1887 日本国土開発 定時 20220825 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

1887 日本国土開発 定時 20220825 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

1887 日本国土開発 定時 20220825 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

2796 ファーマライズホールディングス 定時 20220825 会社 剰余金の処分 1 賛成  

2796 ファーマライズホールディングス 定時 20220825 会社 定款に関する議案 2 賛成  

2796 ファーマライズホールディングス 定時 20220825 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。3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。
 

2796 ファーマライズホールディングス 定時 20220825 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

2796 ファーマライズホールディングス 定時 20220825 会社 取締役の選解任 3.3 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。3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。
 

2796 ファーマライズホールディングス 定時 20220825 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

2796 ファーマライズホールディングス 定時 20220825 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

2796 ファーマライズホールディングス 定時 20220825 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

2796 ファーマライズホールディングス 定時 20220825 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。独立した社外取締役の選任を求める。
 

2796 ファーマライズホールディングス 定時 20220825 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

2796 ファーマライズホールディングス 定時 20220825 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

2796 ファーマライズホールディングス 定時 20220825 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。独立した社外取締役の選任を求める。
 

2796 ファーマライズホールディングス 定時 20220825 会社 取締役の選解任 3.11 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。独立した社外取締役の選任を求める。
 

2796 ファーマライズホールディングス 定時 20220825 会社 監査役の選解任 4 賛成  

6505 東洋電機製造 定時 20220825 会社 剰余金の処分 1 賛成  

6505 東洋電機製造 定時 20220825 会社 定款に関する議案 2 賛成  

6505 東洋電機製造 定時 20220825 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。  

6505 東洋電機製造 定時 20220825 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。  

6505 東洋電機製造 定時 20220825 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

6505 東洋電機製造 定時 20220825 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

6505 東洋電機製造 定時 20220825 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

6505 東洋電機製造 定時 20220825 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

6505 東洋電機製造 定時 20220825 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

6505 東洋電機製造 定時 20220825 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。  

6505 東洋電機製造 定時 20220825 会社 監査役の選解任 4.2 賛成  

7888 三光合成 定時 20220825 会社 剰余金の処分 1 賛成  

7888 三光合成 定時 20220825 会社 定款に関する議案 2 賛成  

7888 三光合成 定時 20220825 会社 監査役の選解任 3 賛成  

8977 阪急阪神リート投資法人 臨時 20220825 会社 定款に関する議案 1 賛成   

8977 阪急阪神リート投資法人 臨時 20220825 会社 取締役の選解任 2 賛成   

8977 阪急阪神リート投資法人 臨時 20220825 会社 取締役の選解任 3 賛成   

8977 阪急阪神リート投資法人 臨時 20220825 会社 監査役の選解任 4.1 賛成   

8977 阪急阪神リート投資法人 臨時 20220825 会社 監査役の選解任 4.2 賛成   

8977 阪急阪神リート投資法人 臨時 20220825 会社 監査役の選解任 5 賛成   

9216 ビーウィズ 定時 20220825 会社 定款に関する議案 1 賛成  

9216 ビーウィズ 定時 20220825 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

9216 ビーウィズ 定時 20220825 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

9216 ビーウィズ 定時 20220825 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

9216 ビーウィズ 定時 20220825 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

9216 ビーウィズ 定時 20220825 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

9216 ビーウィズ 定時 20220825 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

9216 ビーウィズ 定時 20220825 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

9216 ビーウィズ 定時 20220825 会社 役員報酬 4 賛成  

9216 ビーウィズ 定時 20220825 会社 役員報酬 5 賛成  

1376 カネコ種苗 定時 20220826 会社 剰余金の処分 1 賛成  

1376 カネコ種苗 定時 20220826 会社 定款に関する議案 2 賛成  

1430 ファーストコーポレーション 定時 20220826 会社 定款に関する議案 1 賛成  

1430 ファーストコーポレーション 定時 20220826 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

1430 ファーストコーポレーション 定時 20220826 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

1430 ファーストコーポレーション 定時 20220826 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

1430 ファーストコーポレーション 定時 20220826 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

1430 ファーストコーポレーション 定時 20220826 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

1430 ファーストコーポレーション 定時 20220826 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  
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４．議決権行使結果の個別開示(2022年7月～2022年9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

2153 E・Jホールディングス 定時 20220826 会社 剰余金の処分 1 賛成  

2153 E・Jホールディングス 定時 20220826 会社 定款に関する議案 2 賛成  

3148 クリエイトSDホールディングス 定時 20220826 会社 剰余金の処分 1 賛成  

3148 クリエイトSDホールディングス 定時 20220826 会社 定款に関する議案 2 賛成  

3148 クリエイトSDホールディングス 定時 20220826 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

3148 クリエイトSDホールディングス 定時 20220826 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3148 クリエイトSDホールディングス 定時 20220826 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3148 クリエイトSDホールディングス 定時 20220826 会社 取締役の選解任 4 賛成  

3283 日本プロロジスリート投資法人 臨時 20220826 会社 定款に関する議案 1 賛成  

3283 日本プロロジスリート投資法人 臨時 20220826 会社 取締役の選解任 2 賛成  

3283 日本プロロジスリート投資法人 臨時 20220826 会社 取締役の選解任 3 賛成  

3283 日本プロロジスリート投資法人 臨時 20220826 会社 監査役の選解任 4.1 賛成  

3283 日本プロロジスリート投資法人 臨時 20220826 会社 監査役の選解任 4.2 賛成  

3283 日本プロロジスリート投資法人 臨時 20220826 会社 監査役の選解任 4.3 賛成  

3321 ミタチ産業 定時 20220826 会社 剰余金の処分 1 賛成  

3321 ミタチ産業 定時 20220826 会社 定款に関する議案 2 賛成  

3321 ミタチ産業 定時 20220826 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

3321 ミタチ産業 定時 20220826 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3321 ミタチ産業 定時 20220826 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3321 ミタチ産業 定時 20220826 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

3321 ミタチ産業 定時 20220826 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

3321 ミタチ産業 定時 20220826 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

3321 ミタチ産業 定時 20220826 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

3321 ミタチ産業 定時 20220826 会社 取締役の選解任 4.4 賛成  

3321 ミタチ産業 定時 20220826 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。  

4829 日本エンタープライズ 定時 20220826 会社 剰余金の処分 1 賛成  

4829 日本エンタープライズ 定時 20220826 会社 定款に関する議案 2 賛成  

4829 日本エンタープライズ 定時 20220826 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。
 

4829 日本エンタープライズ 定時 20220826 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

4829 日本エンタープライズ 定時 20220826 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

4829 日本エンタープライズ 定時 20220826 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

4829 日本エンタープライズ 定時 20220826 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

4829 日本エンタープライズ 定時 20220826 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。  

6044 三機サービス 定時 20220826 会社 剰余金の処分 1 賛成  

6044 三機サービス 定時 20220826 会社 定款に関する議案 2 賛成  

6044 三機サービス 定時 20220826 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

6044 三機サービス 定時 20220826 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

6044 三機サービス 定時 20220826 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

6044 三機サービス 定時 20220826 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

6044 三機サービス 定時 20220826 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

6044 三機サービス 定時 20220826 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

6044 三機サービス 定時 20220826 会社 監査役の選解任 4.1 賛成  

6044 三機サービス 定時 20220826 会社 監査役の選解任 4.2 賛成  

6044 三機サービス 定時 20220826 会社 監査役の選解任 4.3 賛成  

6044 三機サービス 定時 20220826 会社 会計監査人の選解任 5 賛成  

6047 Gunosy 定時 20220826 会社 定款に関する議案 1 賛成  

6047 Gunosy 定時 20220826 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。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。
 

6047 Gunosy 定時 20220826 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。
 

6047 Gunosy 定時 20220826 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

6047 Gunosy 定時 20220826 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

6047 Gunosy 定時 20220826 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

6047 Gunosy 定時 20220826 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

6047 Gunosy 定時 20220826 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

6047 Gunosy 定時 20220826 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

6047 Gunosy 定時 20220826 会社 取締役の選解任 2.9 賛成  

6047 Gunosy 定時 20220826 会社 監査役の選解任 3.1 賛成  

6047 Gunosy 定時 20220826 会社 監査役の選解任 3.2 賛成  

7487 小津産業 定時 20220826 会社 剰余金の処分 1 賛成  

7487 小津産業 定時 20220826 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。  

7487 小津産業 定時 20220826 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。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。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。

 

7487 小津産業 定時 20220826 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

7487 小津産業 定時 20220826 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

7487 小津産業 定時 20220826 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

7487 小津産業 定時 20220826 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。独立した社外取締役の選任を求める。
 

7487 小津産業 定時 20220826 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

7487 小津産業 定時 20220826 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

7487 小津産業 定時 20220826 会社 監査役の選解任 4.1 賛成  

7487 小津産業 定時 20220826 会社 監査役の選解任 4.2 賛成  

7921 TAKARA & COMPANY 定時 20220826 会社 定款に関する議案 1 賛成  

7921 TAKARA & COMPANY 定時 20220826 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

7921 TAKARA & COMPANY 定時 20220826 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

7921 TAKARA & COMPANY 定時 20220826 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

7921 TAKARA & COMPANY 定時 20220826 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

7921 TAKARA & COMPANY 定時 20220826 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

7921 TAKARA & COMPANY 定時 20220826 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

7921 TAKARA & COMPANY 定時 20220826 会社 買収防衛策の導入・更新・廃止 3 反対 恣意的な運用の懸念が残る。  

7921 TAKARA & COMPANY 定時 20220826 会社 退任役員の退職慰労金の支給 4 賛成  

7921 TAKARA & COMPANY 定時 20220826 会社 退任役員の退職慰労金の支給 5 賛成  

8155 三益半導体工業 定時 20220826 会社 剰余金の処分 1 賛成  

8155 三益半導体工業 定時 20220826 会社 定款に関する議案 2 賛成  

8155 三益半導体工業 定時 20220826 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。  

8155 三益半導体工業 定時 20220826 会社 監査役の選解任 3.2 賛成  

8908 毎日コムネット 定時 20220826 会社 剰余金の処分 1 賛成  

8908 毎日コムネット 定時 20220826 会社 定款に関する議案 2 賛成  

8908 毎日コムネット 定時 20220826 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。  

8976 大和証券オフィス投資法人 臨時 20220826 会社 定款に関する議案 1 賛成  

8976 大和証券オフィス投資法人 臨時 20220826 会社 取締役の選解任 2 賛成  

8976 大和証券オフィス投資法人 臨時 20220826 会社 取締役の選解任 3 賛成  

8976 大和証券オフィス投資法人 臨時 20220826 会社 監査役の選解任 4.1 賛成  

8976 大和証券オフィス投資法人 臨時 20220826 会社 監査役の選解任 4.2 賛成  

9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 定時 20220826 会社 剰余金の処分 1 賛成  

9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 定時 20220826 会社 定款に関する議案 2 賛成  

9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 定時 20220826 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 定時 20220826 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 定時 20220826 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 定時 20220826 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

9765 オオバ 定時 20220826 会社 剰余金の処分 1 賛成  
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４．議決権行使結果の個別開示(2022年7月～2022年9月総会)
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9765 オオバ 定時 20220826 会社 定款に関する議案 2 賛成  

9765 オオバ 定時 20220826 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

9765 オオバ 定時 20220826 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

9765 オオバ 定時 20220826 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

9765 オオバ 定時 20220826 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

9765 オオバ 定時 20220826 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。  

9765 オオバ 定時 20220826 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

9765 オオバ 定時 20220826 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

9765 オオバ 定時 20220826 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

9765 オオバ 定時 20220826 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

9765 オオバ 定時 20220826 会社 取締役の選解任 3.10 賛成  

9765 オオバ 定時 20220826 会社 監査役の選解任 4.1 賛成  

9765 オオバ 定時 20220826 会社 監査役の選解任 4.2 賛成  

9765 オオバ 定時 20220826 会社 役員報酬 5 賛成  

9278 ブックオフグループホールディングス 定時 20220827 会社 剰余金の処分 1 賛成  

9278 ブックオフグループホールディングス 定時 20220827 会社 定款に関する議案 2 賛成  

9278 ブックオフグループホールディングス 定時 20220827 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

9278 ブックオフグループホールディングス 定時 20220827 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

9278 ブックオフグループホールディングス 定時 20220827 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

9278 ブックオフグループホールディングス 定時 20220827 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

9278 ブックオフグループホールディングス 定時 20220827 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

9278 ブックオフグループホールディングス 定時 20220827 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

9278 ブックオフグループホールディングス 定時 20220827 会社 取締役の選解任 4 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

2462 ライク 定時 20220830 会社 剰余金の処分 1 賛成  

2462 ライク 定時 20220830 会社 定款に関する議案 2 賛成  

2462 ライク 定時 20220830 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

2462 ライク 定時 20220830 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

2462 ライク 定時 20220830 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

2462 ライク 定時 20220830 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

2462 ライク 定時 20220830 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

2462 ライク 定時 20220830 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

2462 ライク 定時 20220830 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

2462 ライク 定時 20220830 会社 取締役の選解任 5 賛成  

2462 ライク 定時 20220830 会社 会計監査人の選解任 6 賛成  

3501 住江織物 定時 20220830 会社 剰余金の処分 1 賛成  

3501 住江織物 定時 20220830 会社 定款に関する議案 2 賛成  

3501 住江織物 定時 20220830 会社 取締役の選解任 3.1 賛成   

3501 住江織物 定時 20220830 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3501 住江織物 定時 20220830 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3501 住江織物 定時 20220830 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

3501 住江織物 定時 20220830 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

3501 住江織物 定時 20220830 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

3501 住江織物 定時 20220830 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

3501 住江織物 定時 20220830 会社 取締役の選解任 3.8 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

3501 住江織物 定時 20220830 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

3501 住江織物 定時 20220830 会社 監査役の選解任 4.1 賛成  

3501 住江織物 定時 20220830 会社 監査役の選解任 4.2 賛成  

4430 東海ソフト 定時 20220830 会社 定款に関する議案 1 賛成  

4430 東海ソフト 定時 20220830 会社 取締役の選解任 2.1 賛成   

4430 東海ソフト 定時 20220830 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

4430 東海ソフト 定時 20220830 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

4430 東海ソフト 定時 20220830 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

4430 東海ソフト 定時 20220830 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

4430 東海ソフト 定時 20220830 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

4430 東海ソフト 定時 20220830 会社 役員報酬 3 賛成  

4430 東海ソフト 定時 20220830 会社 役員報酬 4 賛成  

4430 東海ソフト 定時 20220830 会社 退任役員の退職慰労金の支給 5 賛成  

4443 Sansan 定時 20220830 会社 定款に関する議案 1 賛成  

4443 Sansan 定時 20220830 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

4443 Sansan 定時 20220830 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

4443 Sansan 定時 20220830 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

4443 Sansan 定時 20220830 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

4443 Sansan 定時 20220830 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

4443 Sansan 定時 20220830 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

4443 Sansan 定時 20220830 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

4443 Sansan 定時 20220830 会社 役員報酬 4 賛成  

5932 三協立山 定時 20220830 会社 剰余金の処分 1 賛成  

5932 三協立山 定時 20220830 会社 定款に関する議案 2 賛成  

5932 三協立山 定時 20220830 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。  

5932 三協立山 定時 20220830 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

5932 三協立山 定時 20220830 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

5932 三協立山 定時 20220830 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

5932 三協立山 定時 20220830 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

5932 三協立山 定時 20220830 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

5932 三協立山 定時 20220830 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

6083 ERIホールディングス 定時 20220830 会社 定款に関する議案 1 賛成  

6083 ERIホールディングス 定時 20220830 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

6083 ERIホールディングス 定時 20220830 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

6083 ERIホールディングス 定時 20220830 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

6083 ERIホールディングス 定時 20220830 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

6083 ERIホールディングス 定時 20220830 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

6083 ERIホールディングス 定時 20220830 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

6489 前澤工業 定時 20220830 会社 剰余金の処分 1 賛成  

6489 前澤工業 定時 20220830 会社 定款に関する議案 2 賛成  

6489 前澤工業 定時 20220830 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

6489 前澤工業 定時 20220830 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

6489 前澤工業 定時 20220830 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

6489 前澤工業 定時 20220830 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

6489 前澤工業 定時 20220830 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

6489 前澤工業 定時 20220830 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

6489 前澤工業 定時 20220830 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

6489 前澤工業 定時 20220830 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

6489 前澤工業 定時 20220830 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

7673 ダイコー通産 定時 20220830 会社 剰余金の処分 1 賛成  

7673 ダイコー通産 定時 20220830 会社 定款に関する議案 2 賛成  

7673 ダイコー通産 定時 20220830 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。  

7673 ダイコー通産 定時 20220830 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

7673 ダイコー通産 定時 20220830 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

7673 ダイコー通産 定時 20220830 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

7673 ダイコー通産 定時 20220830 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

7673 ダイコー通産 定時 20220830 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

8940 インテリックス 定時 20220830 会社 定款に関する議案 1 賛成  

8940 インテリックス 定時 20220830 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

8940 インテリックス 定時 20220830 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

8940 インテリックス 定時 20220830 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

8940 インテリックス 定時 20220830 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  
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8940 インテリックス 定時 20220830 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

8940 インテリックス 定時 20220830 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

8940 インテリックス 定時 20220830 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

8940 インテリックス 定時 20220830 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

8940 インテリックス 定時 20220830 会社 取締役の選解任 2.9 賛成  

8940 インテリックス 定時 20220830 会社 監査役の選解任 3 賛成  

8940 インテリックス 定時 20220830 会社 会計監査人の選解任 4 賛成  

9842 アークランドサカモト 臨時 20220831 会社 定款に関する議案 1 賛成  

9267 Genky DrugStores 定時 20220909 会社 剰余金の処分 1 賛成  

9267 Genky DrugStores 定時 20220909 会社 定款に関する議案 2 賛成  

9267 Genky DrugStores 定時 20220909 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

9267 Genky DrugStores 定時 20220909 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

9267 Genky DrugStores 定時 20220909 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

9267 Genky DrugStores 定時 20220909 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

9267 Genky DrugStores 定時 20220909 会社 取締役の選解任 4 賛成  

9267 Genky DrugStores 定時 20220909 会社 役員報酬 5 賛成  

4826 CIJ 定時 20220915 会社 定款に関する議案 1 賛成  

4826 CIJ 定時 20220915 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。3分の1以上の独立した

社外取締役の選任を求める。
 

4826 CIJ 定時 20220915 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

4826 CIJ 定時 20220915 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

4826 CIJ 定時 20220915 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

4826 CIJ 定時 20220915 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

4826 CIJ 定時 20220915 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

4826 CIJ 定時 20220915 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

4826 CIJ 定時 20220915 会社 取締役の選解任 2.8 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

4826 CIJ 定時 20220915 会社 取締役の選解任 2.9 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

7962 キングジム 定時 20220915 会社 剰余金の処分 1 賛成  

7962 キングジム 定時 20220915 会社 定款に関する議案 2 賛成  

7962 キングジム 定時 20220915 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

7962 キングジム 定時 20220915 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

7962 キングジム 定時 20220915 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

7962 キングジム 定時 20220915 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

7962 キングジム 定時 20220915 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

7962 キングジム 定時 20220915 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

7962 キングジム 定時 20220915 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

7962 キングジム 定時 20220915 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

7962 キングジム 定時 20220915 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

7962 キングジム 定時 20220915 会社 取締役の選解任 3.10 賛成  

7962 キングジム 定時 20220915 会社 取締役の選解任 3.11 賛成  

7962 キングジム 定時 20220915 会社 監査役の選解任 4 賛成  

7962 キングジム 定時 20220915 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。 過剰防衛への懸念が強い。  

3191 ジョイフル本田 定時 20220916 会社 定款に関する議案 1 賛成  

3191 ジョイフル本田 定時 20220916 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

3191 ジョイフル本田 定時 20220916 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

3191 ジョイフル本田 定時 20220916 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

3191 ジョイフル本田 定時 20220916 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

3191 ジョイフル本田 定時 20220916 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

3191 ジョイフル本田 定時 20220916 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

3191 ジョイフル本田 定時 20220916 会社 監査役の選解任 3 賛成  

3191 ジョイフル本田 定時 20220916 会社 役員報酬 4 賛成  

3228 三栄建築設計 臨時 20220920 会社 監査役の選解任 1 賛成  

2428 ウェルネット 定時 20220921 会社 定款に関する議案 1 賛成  

2428 ウェルネット 定時 20220921 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

2428 ウェルネット 定時 20220921 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

2428 ウェルネット 定時 20220921 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

2477 手間いらず 定時 20220921 会社 剰余金の処分 1 賛成  

2477 手間いらず 定時 20220921 会社 定款に関する議案 2 賛成  

2477 手間いらず 定時 20220921 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

2477 手間いらず 定時 20220921 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

2689 オルバヘルスケアホールディングス 定時 20220921 会社 剰余金の処分 1 賛成  

2689 オルバヘルスケアホールディングス 定時 20220921 会社 定款に関する議案 2 賛成  

2689 オルバヘルスケアホールディングス 定時 20220921 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

2689 オルバヘルスケアホールディングス 定時 20220921 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

2689 オルバヘルスケアホールディングス 定時 20220921 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

2689 オルバヘルスケアホールディングス 定時 20220921 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

2689 オルバヘルスケアホールディングス 定時 20220921 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

2689 オルバヘルスケアホールディングス 定時 20220921 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

2689 オルバヘルスケアホールディングス 定時 20220921 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

2689 オルバヘルスケアホールディングス 定時 20220921 会社 監査役の選解任 4 賛成  

2689 オルバヘルスケアホールディングス 定時 20220921 会社 監査役の選解任 5.1 賛成  

2689 オルバヘルスケアホールディングス 定時 20220921 会社 監査役の選解任 5.2 賛成  

3639 ボルテージ 定時 20220922 会社 定款に関する議案 1 賛成  

3639 ボルテージ 定時 20220922 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。  

3639 ボルテージ 定時 20220922 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

3639 ボルテージ 定時 20220922 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

3639 ボルテージ 定時 20220922 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

3639 ボルテージ 定時 20220922 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

3984 ユーザーローカル 定時 20220922 会社 剰余金の処分 1 賛成   

3984 ユーザーローカル 定時 20220922 会社 定款に関する議案 2 賛成  

3984 ユーザーローカル 定時 20220922 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。3分の1以

上の独立した社外取締役の選任を求める。

 

3984 ユーザーローカル 定時 20220922 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3984 ユーザーローカル 定時 20220922 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3984 ユーザーローカル 定時 20220922 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。独立した社外取締役の選任を求める。
 

3984 ユーザーローカル 定時 20220922 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

4465 ニイタカ 定時 20220922 会社 定款に関する議案 1 賛成  

4465 ニイタカ 定時 20220922 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。  

4465 ニイタカ 定時 20220922 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

4465 ニイタカ 定時 20220922 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

4465 ニイタカ 定時 20220922 会社 取締役の選解任 2.4 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

4767 テー・オー・ダブリュー 定時 20220922 会社 剰余金の処分 1 賛成  

4767 テー・オー・ダブリュー 定時 20220922 会社 定款に関する議案 2 賛成  

4767 テー・オー・ダブリュー 定時 20220922 会社 取締役の選解任 3.1 賛成   

4767 テー・オー・ダブリュー 定時 20220922 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

4767 テー・オー・ダブリュー 定時 20220922 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

4767 テー・オー・ダブリュー 定時 20220922 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

4767 テー・オー・ダブリュー 定時 20220922 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。  

4767 テー・オー・ダブリュー 定時 20220922 会社 取締役の選解任 4 賛成  

4767 テー・オー・ダブリュー 定時 20220922 会社 取締役の選解任 5 賛成  

4767 テー・オー・ダブリュー 定時 20220922 会社 退任役員の退職慰労金の支給 6 賛成  

3660 アイスタイル 定時 20220926 会社 定款に関する議案 1 賛成  

3660 アイスタイル 定時 20220926 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。3分の1以上の独立した

社外取締役の選任を求める。
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3660 アイスタイル 定時 20220926 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

3660 アイスタイル 定時 20220926 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

3660 アイスタイル 定時 20220926 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

3660 アイスタイル 定時 20220926 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

3660 アイスタイル 定時 20220926 会社 取締役の選解任 2.6 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

4845 スカラ 定時 20220926 会社 剰余金の処分 1 賛成  

4845 スカラ 定時 20220926 会社 その他資本政策に関する議案 2 賛成  

4845 スカラ 定時 20220926 会社 定款に関する議案 3 賛成  

4845 スカラ 定時 20220926 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

4845 スカラ 定時 20220926 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

4845 スカラ 定時 20220926 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

4845 スカラ 定時 20220926 会社 取締役の選解任 4.4 賛成  

4845 スカラ 定時 20220926 会社 取締役の選解任 4.5 賛成  

4845 スカラ 定時 20220926 会社 取締役の選解任 4.6 賛成  

4845 スカラ 定時 20220926 会社 取締役の選解任 4.7 賛成  

4845 スカラ 定時 20220926 会社 取締役の選解任 4.8 賛成  

4845 スカラ 定時 20220926 会社 取締役の選解任 4.9 賛成  

4845 スカラ 定時 20220926 会社 取締役の選解任 4.10 賛成  

2154 夢真ビーネックスグループ 定時 20220927 会社 定款に関する議案 1 賛成  

2154 夢真ビーネックスグループ 定時 20220927 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

2154 夢真ビーネックスグループ 定時 20220927 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

2154 夢真ビーネックスグループ 定時 20220927 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

2154 夢真ビーネックスグループ 定時 20220927 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

2154 夢真ビーネックスグループ 定時 20220927 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

2154 夢真ビーネックスグループ 定時 20220927 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

2154 夢真ビーネックスグループ 定時 20220927 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

2154 夢真ビーネックスグループ 定時 20220927 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

2154 夢真ビーネックスグループ 定時 20220927 会社 取締役の選解任 2.9 賛成  

2154 夢真ビーネックスグループ 定時 20220927 会社 取締役の選解任 2.10 賛成  

2154 夢真ビーネックスグループ 定時 20220927 会社 監査役の選解任 3.1 賛成  

2154 夢真ビーネックスグループ 定時 20220927 会社 監査役の選解任 3.2 賛成  

2180 サニーサイドアップグループ 定時 20220927 会社 剰余金の処分 1 賛成  

2180 サニーサイドアップグループ 定時 20220927 会社 定款に関する議案 2 賛成  

2180 サニーサイドアップグループ 定時 20220927 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

2180 サニーサイドアップグループ 定時 20220927 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

2180 サニーサイドアップグループ 定時 20220927 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

2180 サニーサイドアップグループ 定時 20220927 会社 取締役の選解任 4 賛成  

3097 物語コーポレーション 定時 20220927 会社 剰余金の処分 1 賛成  

3097 物語コーポレーション 定時 20220927 会社 定款に関する議案 2 賛成  

3097 物語コーポレーション 定時 20220927 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

3097 物語コーポレーション 定時 20220927 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3097 物語コーポレーション 定時 20220927 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3097 物語コーポレーション 定時 20220927 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

3097 物語コーポレーション 定時 20220927 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

3097 物語コーポレーション 定時 20220927 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

3097 物語コーポレーション 定時 20220927 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

3097 物語コーポレーション 定時 20220927 会社 取締役の選解任 3.8 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。
 

3097 物語コーポレーション 定時 20220927 会社 監査役の選解任 4 賛成  

3271 THEグローバル社 定時 20220927 会社 定款に関する議案 1 賛成  

3271 THEグローバル社 定時 20220927 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。
 

3271 THEグローバル社 定時 20220927 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

3271 THEグローバル社 定時 20220927 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

3271 THEグローバル社 定時 20220927 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

3271 THEグローバル社 定時 20220927 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

3271 THEグローバル社 定時 20220927 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

3271 THEグローバル社 定時 20220927 会社 監査役の選解任 3.1 賛成  

3271 THEグローバル社 定時 20220927 会社 監査役の選解任 3.2 賛成  

3271 THEグローバル社 定時 20220927 会社 監査役の選解任 3.3 賛成  

3271 THEグローバル社 定時 20220927 会社 監査役の選解任 3.4 賛成  

3457 And Doホールディングス 定時 20220927 会社 剰余金の処分 1 賛成  

3457 And Doホールディングス 定時 20220927 会社 定款に関する議案 2 賛成  

3457 And Doホールディングス 定時 20220927 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

3457 And Doホールディングス 定時 20220927 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3457 And Doホールディングス 定時 20220927 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3457 And Doホールディングス 定時 20220927 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

3457 And Doホールディングス 定時 20220927 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

3457 And Doホールディングス 定時 20220927 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

3457 And Doホールディングス 定時 20220927 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

3457 And Doホールディングス 定時 20220927 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

3457 And Doホールディングス 定時 20220927 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

3632 グリー 定時 20220927 会社 定款に関する議案 1 賛成  

3632 グリー 定時 20220927 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

3632 グリー 定時 20220927 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

3632 グリー 定時 20220927 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

3632 グリー 定時 20220927 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

3632 グリー 定時 20220927 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

3632 グリー 定時 20220927 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

3632 グリー 定時 20220927 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

3632 グリー 定時 20220927 会社 取締役の選解任 2.8 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。
 

3632 グリー 定時 20220927 会社 取締役の選解任 2.9 賛成  

3632 グリー 定時 20220927 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

3632 グリー 定時 20220927 会社 取締役の選解任 3.2 賛成   

3632 グリー 定時 20220927 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3632 グリー 定時 20220927 会社 役員報酬 4 賛成  

3632 グリー 定時 20220927 会社 組織再編関連 5 賛成  

3836 アバント 定時 20220927 会社 剰余金の処分 1 賛成  

3836 アバント 定時 20220927 会社 定款に関する議案 2 賛成  

3836 アバント 定時 20220927 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

3836 アバント 定時 20220927 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3836 アバント 定時 20220927 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3836 アバント 定時 20220927 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

3836 アバント 定時 20220927 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

3836 アバント 定時 20220927 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

3836 アバント 定時 20220927 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

3836 アバント 定時 20220927 会社 役員報酬 5 賛成  

3836 アバント 定時 20220927 会社 役員報酬 6 賛成  

4396 システムサポート 定時 20220927 会社 剰余金の処分 1 賛成  

4396 システムサポート 定時 20220927 会社 定款に関する議案 2 賛成  

4396 システムサポート 定時 20220927 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

4396 システムサポート 定時 20220927 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

4396 システムサポート 定時 20220927 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

4396 システムサポート 定時 20220927 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

4396 システムサポート 定時 20220927 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  
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4396 システムサポート 定時 20220927 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

4396 システムサポート 定時 20220927 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

6036 KeePer技研 定時 20220927 会社 定款に関する議案 1 賛成  

6036 KeePer技研 定時 20220927 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

6036 KeePer技研 定時 20220927 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

6036 KeePer技研 定時 20220927 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

6036 KeePer技研 定時 20220927 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

6036 KeePer技研 定時 20220927 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

6036 KeePer技研 定時 20220927 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

6036 KeePer技研 定時 20220927 会社 取締役の選解任 2.7 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

6036 KeePer技研 定時 20220927 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

6036 KeePer技研 定時 20220927 会社 取締役の選解任 2.9 賛成  

6036 KeePer技研 定時 20220927 会社 取締役の選解任 3 賛成  

6036 KeePer技研 定時 20220927 会社 取締役の選解任 4 賛成  

7803 ブシロード 定時 20220927 会社 剰余金の処分 1 賛成   

7803 ブシロード 定時 20220927 会社 定款に関する議案 2 賛成  

7803 ブシロード 定時 20220927 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

7803 ブシロード 定時 20220927 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

7803 ブシロード 定時 20220927 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

7803 ブシロード 定時 20220927 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

7803 ブシロード 定時 20220927 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

7803 ブシロード 定時 20220927 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

7803 ブシロード 定時 20220927 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

7803 ブシロード 定時 20220927 会社 監査役の選解任 4.1 賛成  

7803 ブシロード 定時 20220927 会社 監査役の選解任 4.2 賛成  

7803 ブシロード 定時 20220927 会社 監査役の選解任 4.3 賛成  

7803 ブシロード 定時 20220927 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。  

8956 NTT都市開発リート投資法人 臨時 20220927 会社 定款に関する議案 1 賛成  

8956 NTT都市開発リート投資法人 臨時 20220927 会社 取締役の選解任 2 反対 2名以上の独立な社外取締役の選任を求める。  

8956 NTT都市開発リート投資法人 臨時 20220927 会社 取締役の選解任 3 賛成  

8956 NTT都市開発リート投資法人 臨時 20220927 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。  

8956 NTT都市開発リート投資法人 臨時 20220927 会社 監査役の選解任 4.2 賛成  

8956 NTT都市開発リート投資法人 臨時 20220927 会社 監査役の選解任 5 賛成  

9273 コーア商事ホールディングス 定時 20220927 会社 剰余金の処分 1 賛成  

9273 コーア商事ホールディングス 定時 20220927 会社 定款に関する議案 2 賛成  

9273 コーア商事ホールディングス 定時 20220927 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

9273 コーア商事ホールディングス 定時 20220927 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

9273 コーア商事ホールディングス 定時 20220927 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

9273 コーア商事ホールディングス 定時 20220927 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

9273 コーア商事ホールディングス 定時 20220927 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

9273 コーア商事ホールディングス 定時 20220927 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

9273 コーア商事ホールディングス 定時 20220927 会社 取締役の選解任 4 賛成  

9273 コーア商事ホールディングス 定時 20220927 会社 会計監査人の選解任 5 賛成  

9514 エフオン 定時 20220927 会社 定款に関する議案 1 賛成  

9514 エフオン 定時 20220927 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

9514 エフオン 定時 20220927 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

9514 エフオン 定時 20220927 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

9514 エフオン 定時 20220927 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

9514 エフオン 定時 20220927 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

9514 エフオン 定時 20220927 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

9514 エフオン 定時 20220927 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

9514 エフオン 定時 20220927 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

9514 エフオン 定時 20220927 会社 取締役の選解任 2.9 賛成  

9514 エフオン 定時 20220927 会社 監査役の選解任 3 賛成  

1414 ショーボンドホールディングス 定時 20220928 会社 剰余金の処分 1 賛成  

1414 ショーボンドホールディングス 定時 20220928 会社 定款に関する議案 2 賛成  

1414 ショーボンドホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

1414 ショーボンドホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

1414 ショーボンドホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

1414 ショーボンドホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

1414 ショーボンドホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 4 賛成  

1716 第一カッター興業 定時 20220928 会社 剰余金の処分 1 賛成  

1716 第一カッター興業 定時 20220928 会社 定款に関する議案 2 賛成  

1716 第一カッター興業 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

1716 第一カッター興業 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

1716 第一カッター興業 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

1716 第一カッター興業 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

1716 第一カッター興業 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

1716 第一カッター興業 定時 20220928 会社 監査役の選解任 4.1 賛成  

1716 第一カッター興業 定時 20220928 会社 監査役の選解任 4.2 賛成  

1716 第一カッター興業 定時 20220928 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。在任年

数が十分と認められない。
 

1716 第一カッター興業 定時 20220928 会社 退任役員の退職慰労金の支給 6 賛成  

1716 第一カッター興業 定時 20220928 会社 役員報酬 7 賛成  

2820 やまみ 定時 20220928 会社 剰余金の処分 1 賛成  

2820 やまみ 定時 20220928 会社 定款に関する議案 2 賛成  

2904 一正蒲鉾 定時 20220928 会社 剰余金の処分 1 賛成  

2904 一正蒲鉾 定時 20220928 会社 定款に関する議案 2 賛成  

2904 一正蒲鉾 定時 20220928 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。  

2904 一正蒲鉾 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

2904 一正蒲鉾 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

2904 一正蒲鉾 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

2904 一正蒲鉾 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

2904 一正蒲鉾 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

3082 きちりホールディングス 定時 20220928 会社 定款に関する議案 1 賛成  

3082 きちりホールディングス 定時 20220928 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。
 

3082 きちりホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

3082 きちりホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

3082 きちりホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

3082 きちりホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

3082 きちりホールディングス 定時 20220928 会社 監査役の選解任 3.1 賛成  

3082 きちりホールディングス 定時 20220928 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。  

3082 きちりホールディングス 定時 20220928 会社 役員報酬 4 賛成  

3487 CREロジスティクスファンド投資法人 臨時 20220928 会社 定款に関する議案 1 賛成  

3487 CREロジスティクスファンド投資法人 臨時 20220928 会社 取締役の選解任 2 賛成  

3487 CREロジスティクスファンド投資法人 臨時 20220928 会社 取締役の選解任 3 賛成  

3487 CREロジスティクスファンド投資法人 臨時 20220928 会社 監査役の選解任 4.1 賛成  

3487 CREロジスティクスファンド投資法人 臨時 20220928 会社 監査役の選解任 4.2 賛成  

3487 CREロジスティクスファンド投資法人 臨時 20220928 会社 監査役の選解任 5 賛成  

3538 ウイルプラスホールディングス 定時 20220928 会社 定款に関する議案 1 賛成  

3538 ウイルプラスホールディングス 定時 20220928 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。  

3538 ウイルプラスホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

3538 ウイルプラスホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

3538 ウイルプラスホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

3538 ウイルプラスホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  
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４．議決権行使結果の個別開示(2022年7月～2022年9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

3538 ウイルプラスホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

3538 ウイルプラスホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3538 ウイルプラスホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3538 ウイルプラスホールディングス 定時 20220928 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。  

3538 ウイルプラスホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

3538 ウイルプラスホールディングス 定時 20220928 会社 役員報酬 4 賛成  

3538 ウイルプラスホールディングス 定時 20220928 会社 役員報酬 5 賛成  

3538 ウイルプラスホールディングス 定時 20220928 会社 役員報酬 6 賛成  

3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 定時 20220928 会社 剰余金の処分 1 賛成  

3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 定時 20220928 会社 定款に関する議案 2 賛成  

3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.1 賛成   

3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.10 賛成   

3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.11 賛成  

3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 定時 20220928 会社 監査役の選解任 4.1 賛成  

3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 定時 20220928 会社 監査役の選解任 4.2 賛成  

3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 定時 20220928 会社 監査役の選解任 4.3 賛成  

3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 定時 20220928 会社 監査役の選解任 5 賛成  

3978 マクロミル 定時 20220928 会社 取締役の選解任 1.1 賛成  

3978 マクロミル 定時 20220928 会社 取締役の選解任 1.2 賛成  

3978 マクロミル 定時 20220928 会社 取締役の選解任 1.3 賛成  

3978 マクロミル 定時 20220928 会社 取締役の選解任 1.4 賛成  

3978 マクロミル 定時 20220928 会社 取締役の選解任 1.5 賛成  

3978 マクロミル 定時 20220928 会社 取締役の選解任 1.6 賛成  

3978 マクロミル 定時 20220928 会社 定款に関する議案 2 賛成  

4326 インテージホールディングス 定時 20220928 会社 剰余金の処分 1 賛成  

4326 インテージホールディングス 定時 20220928 会社 定款に関する議案 2 賛成  

4326 インテージホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

4326 インテージホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

4326 インテージホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

4326 インテージホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

4326 インテージホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

4326 インテージホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

4326 インテージホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

4326 インテージホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

4326 インテージホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

4326 インテージホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

4326 インテージホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

4326 インテージホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 4.4 賛成  

4326 インテージホールディングス 定時 20220928 会社 役員報酬 5 賛成  

4385 メルカリ 定時 20220928 会社 定款に関する議案 1 賛成  

4385 メルカリ 定時 20220928 会社 取締役の選解任 2.1 賛成   

4385 メルカリ 定時 20220928 会社 取締役の選解任 2.2 賛成   

4385 メルカリ 定時 20220928 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

4385 メルカリ 定時 20220928 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

4385 メルカリ 定時 20220928 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

4847 インテリジェントウェイブ 定時 20220928 会社 剰余金の処分 1 賛成  

4847 インテリジェントウェイブ 定時 20220928 会社 定款に関する議案 2 賛成  

4847 インテリジェントウェイブ 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.1 賛成   

4847 インテリジェントウェイブ 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

4847 インテリジェントウェイブ 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

4847 インテリジェントウェイブ 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

4847 インテリジェントウェイブ 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.5 賛成   

4847 インテリジェントウェイブ 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

4847 インテリジェントウェイブ 定時 20220928 会社 監査役の選解任 4.1 賛成  

4847 インテリジェントウェイブ 定時 20220928 会社 監査役の選解任 4.2 賛成  

4847 インテリジェントウェイブ 定時 20220928 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。  

5698 エンビプロ・ホールディングス 定時 20220928 会社 剰余金の処分 1 賛成  

5698 エンビプロ・ホールディングス 定時 20220928 会社 定款に関する議案 2 賛成  

5698 エンビプロ・ホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

5698 エンビプロ・ホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

5698 エンビプロ・ホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

5698 エンビプロ・ホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

5698 エンビプロ・ホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

5698 エンビプロ・ホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

5698 エンビプロ・ホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

5698 エンビプロ・ホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

5698 エンビプロ・ホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 4 賛成  

6062 チャーム・ケア・コーポレーション 定時 20220928 会社 剰余金の処分 1 賛成  

6062 チャーム・ケア・コーポレーション 定時 20220928 会社 定款に関する議案 2 賛成  

6062 チャーム・ケア・コーポレーション 定時 20220928 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。3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。
 

6062 チャーム・ケア・コーポレーション 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

6062 チャーム・ケア・コーポレーション 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

6062 チャーム・ケア・コーポレーション 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

6062 チャーム・ケア・コーポレーション 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

6062 チャーム・ケア・コーポレーション 定時 20220928 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。独立した社外取締役の選任を求める。
 

6062 チャーム・ケア・コーポレーション 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

6340 澁谷工業 定時 20220928 会社 剰余金の処分 1 賛成  

6340 澁谷工業 定時 20220928 会社 定款に関する議案 2 賛成  

6340 澁谷工業 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3 賛成  

6340 澁谷工業 定時 20220928 会社 監査役の選解任 4.1 賛成  

6340 澁谷工業 定時 20220928 会社 監査役の選解任 4.2 賛成  

6340 澁谷工業 定時 20220928 会社 退任役員の退職慰労金の支給 5 賛成  

6340 澁谷工業 定時 20220928 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。過剰防衛への懸念が強い。  

6571 キュービーネットホールディングス 定時 20220928 会社 剰余金の処分 1 賛成  

6571 キュービーネットホールディングス 定時 20220928 会社 定款に関する議案 2 賛成  

6571 キュービーネットホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

6571 キュービーネットホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

6571 キュービーネットホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

6571 キュービーネットホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

6920 レーザーテック 定時 20220928 会社 剰余金の処分 1 賛成  

6920 レーザーテック 定時 20220928 会社 定款に関する議案 2 賛成  

6920 レーザーテック 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

6920 レーザーテック 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

6920 レーザーテック 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

6920 レーザーテック 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  
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6920 レーザーテック 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

6920 レーザーテック 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

6920 レーザーテック 定時 20220928 会社 監査役の選解任 4 賛成  

6920 レーザーテック 定時 20220928 会社 役員報酬 5 賛成  

7135 藤久ホールディングス 定時 20220928 会社 定款に関する議案 1 賛成  

7135 藤久ホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

7135 藤久ホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

7135 藤久ホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

7135 藤久ホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

7135 藤久ホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

7135 藤久ホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

7135 藤久ホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

7135 藤久ホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 2.8 賛成  

7135 藤久ホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3 賛成  

7135 藤久ホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 4 賛成  

7135 藤久ホールディングス 定時 20220928 会社 役員報酬 5 賛成  

7135 藤久ホールディングス 定時 20220928 会社 役員報酬 6 賛成  

7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 定時 20220928 会社 剰余金の処分 1 賛成  

7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 定時 20220928 会社 定款に関する議案 2 賛成  

7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 定時 20220928 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

7821 前田工繊 定時 20220928 会社 定款に関する議案 1 賛成  

7821 前田工繊 定時 20220928 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

7821 前田工繊 定時 20220928 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

7821 前田工繊 定時 20220928 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

7821 前田工繊 定時 20220928 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

7821 前田工繊 定時 20220928 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

7821 前田工繊 定時 20220928 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

7821 前田工繊 定時 20220928 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

7821 前田工繊 定時 20220928 会社 監査役の選解任 3.1 賛成  

7821 前田工繊 定時 20220928 会社 監査役の選解任 3.2 賛成  

7821 前田工繊 定時 20220928 会社 監査役の選解任 3.3 賛成  

8928 穴吹興産 定時 20220928 会社 剰余金の処分 1 賛成  

8928 穴吹興産 定時 20220928 会社 定款に関する議案 2 賛成  

8928 穴吹興産 定時 20220928 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。
 

8928 穴吹興産 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

8928 穴吹興産 定時 20220928 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。
 

8928 穴吹興産 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

8928 穴吹興産 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

8928 穴吹興産 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

8928 穴吹興産 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

8928 穴吹興産 定時 20220928 会社 監査役の選解任 4 賛成  

8928 穴吹興産 定時 20220928 会社 退任役員の退職慰労金の支給 5 賛成  

8945 サンネクスタグループ 定時 20220928 会社 剰余金の処分 1 賛成   

8945 サンネクスタグループ 定時 20220928 会社 定款に関する議案 2 賛成  

8945 サンネクスタグループ 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

8945 サンネクスタグループ 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

8945 サンネクスタグループ 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

8945 サンネクスタグループ 定時 20220928 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

8945 サンネクスタグループ 定時 20220928 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

8945 サンネクスタグループ 定時 20220928 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

8945 サンネクスタグループ 定時 20220928 会社 取締役の選解任 5 賛成  

8945 サンネクスタグループ 定時 20220928 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。  

8945 サンネクスタグループ 定時 20220928 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。  

9450 ファイバーゲート 定時 20220928 会社 剰余金の処分 1 賛成  

9450 ファイバーゲート 定時 20220928 会社 定款に関する議案 2 賛成  

9450 ファイバーゲート 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

9450 ファイバーゲート 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

9450 ファイバーゲート 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

9450 ファイバーゲート 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

9450 ファイバーゲート 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

9450 ファイバーゲート 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

9450 ファイバーゲート 定時 20220928 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

1954 日本工営 定時 20220929 会社 組織再編関連 1 賛成  

1954 日本工営 定時 20220929 会社 定款に関する議案 2 賛成  

1954 日本工営 定時 20220929 会社 役員報酬 3 賛成  

1954 日本工営 定時 20220929 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。  

1954 日本工営 定時 20220929 会社 取締役の選解任 4.2 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。  

1954 日本工営 定時 20220929 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

1954 日本工営 定時 20220929 会社 取締役の選解任 4.4 賛成  

1954 日本工営 定時 20220929 会社 取締役の選解任 4.5 賛成  

1954 日本工営 定時 20220929 会社 取締役の選解任 4.6 賛成  

1954 日本工営 定時 20220929 会社 取締役の選解任 4.7 賛成  

1954 日本工営 定時 20220929 会社 取締役の選解任 4.8 賛成  

1954 日本工営 定時 20220929 会社 取締役の選解任 4.9 賛成  

1954 日本工営 定時 20220929 会社 取締役の選解任 4.10 賛成  

1954 日本工営 定時 20220929 会社 取締役の選解任 4.11 賛成  

1954 日本工営 定時 20220929 会社 監査役の選解任 5.1 賛成  

1954 日本工営 定時 20220929 会社 監査役の選解任 5.2 賛成  

1954 日本工営 定時 20220929 会社 監査役の選解任 6 賛成  

3028 アルペン 定時 20220929 会社 定款に関する議案 1 賛成  

3028 アルペン 定時 20220929 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。  

3028 アルペン 定時 20220929 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。  

3028 アルペン 定時 20220929 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

3028 アルペン 定時 20220929 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

3028 アルペン 定時 20220929 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

3028 アルペン 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3 賛成  

3076 あいホールディングス 定時 20220929 会社 剰余金の処分 1 賛成  

3076 あいホールディングス 定時 20220929 会社 定款に関する議案 2 賛成  

3076 あいホールディングス 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

3076 あいホールディングス 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3076 あいホールディングス 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3076 あいホールディングス 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

3076 あいホールディングス 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

3076 あいホールディングス 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  
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3076 あいホールディングス 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

3076 あいホールディングス 定時 20220929 会社 監査役の選解任 4.1 賛成  

3076 あいホールディングス 定時 20220929 会社 監査役の選解任 4.2 賛成  

3076 あいホールディングス 定時 20220929 会社 監査役の選解任 4.3 賛成  

3076 あいホールディングス 定時 20220929 会社 監査役の選解任 4.4 賛成  

3076 あいホールディングス 定時 20220929 会社 監査役の選解任 4.5 賛成  

3076 あいホールディングス 定時 20220929 会社 監査役の選解任 4.6 賛成  

3135 マーケットエンタープライズ 定時 20220929 会社 定款に関する議案 1 賛成  

3135 マーケットエンタープライズ 定時 20220929 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

3135 マーケットエンタープライズ 定時 20220929 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

3135 マーケットエンタープライズ 定時 20220929 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

3135 マーケットエンタープライズ 定時 20220929 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

3135 マーケットエンタープライズ 定時 20220929 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

3135 マーケットエンタープライズ 定時 20220929 会社 監査役の選解任 3.1 賛成  

3135 マーケットエンタープライズ 定時 20220929 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。  

3135 マーケットエンタープライズ 定時 20220929 会社 監査役の選解任 3.3 賛成  

3154 メディアスホールディングス 定時 20220929 会社 剰余金の処分 1 賛成  

3154 メディアスホールディングス 定時 20220929 会社 定款に関する議案 2 賛成  

3154 メディアスホールディングス 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

3154 メディアスホールディングス 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3154 メディアスホールディングス 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

3154 メディアスホールディングス 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

3154 メディアスホールディングス 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

3154 メディアスホールディングス 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

3154 メディアスホールディングス 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

3154 メディアスホールディングス 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

3154 メディアスホールディングス 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

3154 メディアスホールディングス 定時 20220929 会社 役員報酬 4 賛成  

3446 ジェイテックコーポレーション 定時 20220929 会社 定款に関する議案 1 賛成  

3446 ジェイテックコーポレーション 定時 20220929 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。 3分の1以上の独立した社外取締役の選任を求める。
 

3446 ジェイテックコーポレーション 定時 20220929 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

3446 ジェイテックコーポレーション 定時 20220929 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

3446 ジェイテックコーポレーション 定時 20220929 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

3446 ジェイテックコーポレーション 定時 20220929 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。独立した社外取締役の選任を求める。
 

3446 ジェイテックコーポレーション 定時 20220929 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

3446 ジェイテックコーポレーション 定時 20220929 会社 取締役の選解任 2.7 賛成  

3446 ジェイテックコーポレーション 定時 20220929 会社 役員報酬 3 賛成  

3655 ブレインパッド 定時 20220929 会社 定款に関する議案 1 賛成  

3655 ブレインパッド 定時 20220929 会社 取締役の選解任 2.1 賛成  

3655 ブレインパッド 定時 20220929 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

3655 ブレインパッド 定時 20220929 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

3655 ブレインパッド 定時 20220929 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

3655 ブレインパッド 定時 20220929 会社 取締役の選解任 2.5 賛成  

3655 ブレインパッド 定時 20220929 会社 取締役の選解任 2.6 賛成  

3675 クロス・マーケティンググループ 定時 20220929 会社 剰余金の処分 1 賛成  

3675 クロス・マーケティンググループ 定時 20220929 会社 定款に関する議案 2 賛成  

3675 クロス・マーケティンググループ 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

3675 クロス・マーケティンググループ 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

3675 クロス・マーケティンググループ 定時 20220929 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

3675 クロス・マーケティンググループ 定時 20220929 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

3675 クロス・マーケティンググループ 定時 20220929 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

3675 クロス・マーケティンググループ 定時 20220929 会社 退任役員の退職慰労金の支給 5 賛成  

4004 昭和電工 臨時 20220929 会社 組織再編関連 1 賛成   

4004 昭和電工 臨時 20220929 会社 定款に関する議案 2 賛成   

4478 フリー 定時 20220929 会社 定款に関する議案 1 賛成  

4478 フリー 定時 20220929 会社 取締役の選解任 2.1 賛成   

4478 フリー 定時 20220929 会社 取締役の選解任 2.2 賛成  

4478 フリー 定時 20220929 会社 取締役の選解任 2.3 賛成  

4478 フリー 定時 20220929 会社 取締役の選解任 2.4 賛成  

5074 テスホールディングス 定時 20220929 会社 剰余金の処分 1 賛成  

5074 テスホールディングス 定時 20220929 会社 定款に関する議案 2 賛成  

5074 テスホールディングス 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

5074 テスホールディングス 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

5074 テスホールディングス 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

5074 テスホールディングス 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

5074 テスホールディングス 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

6028 テクノプロ・ホールディングス 定時 20220929 会社 剰余金の処分 1 賛成  

6028 テクノプロ・ホールディングス 定時 20220929 会社 定款に関する議案 2 賛成  

6028 テクノプロ・ホールディングス 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

6028 テクノプロ・ホールディングス 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

6028 テクノプロ・ホールディングス 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

6028 テクノプロ・ホールディングス 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

6028 テクノプロ・ホールディングス 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

6028 テクノプロ・ホールディングス 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

6028 テクノプロ・ホールディングス 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

6028 テクノプロ・ホールディングス 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

6028 テクノプロ・ホールディングス 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

6028 テクノプロ・ホールディングス 定時 20220929 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

6028 テクノプロ・ホールディングス 定時 20220929 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

6028 テクノプロ・ホールディングス 定時 20220929 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

6028 テクノプロ・ホールディングス 定時 20220929 会社 取締役の選解任 5 賛成  

6028 テクノプロ・ホールディングス 定時 20220929 会社 役員報酬 6 賛成  

6028 テクノプロ・ホールディングス 定時 20220929 会社 役員報酬 7 賛成  

6028 テクノプロ・ホールディングス 定時 20220929 会社 役員報酬 8 賛成  

6175 ネットマーケティング 定時 20220929 会社 剰余金の処分 1 賛成  

6175 ネットマーケティング 定時 20220929 会社 定款に関する議案 2 賛成  

6175 ネットマーケティング 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

6175 ネットマーケティング 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

6175 ネットマーケティング 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

6175 ネットマーケティング 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

6175 ネットマーケティング 定時 20220929 会社 役員報酬 4 賛成  

6175 ネットマーケティング 定時 20220929 会社 役員報酬 5 賛成  

6547 グリーンズ 定時 20220929 会社 剰余金の処分 1 賛成  

6547 グリーンズ 定時 20220929 会社 定款に関する議案 2 賛成  

6547 グリーンズ 定時 20220929 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。
 

6547 グリーンズ 定時 20220929 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。
 

6547 グリーンズ 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

6547 グリーンズ 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

6547 グリーンズ 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

6547 グリーンズ 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

6547 グリーンズ 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

6547 グリーンズ 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  
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6547 グリーンズ 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.9 反対 独立した社外取締役の選任を求める。  

6728 アルバック 定時 20220929 会社 剰余金の処分 1 賛成  

6728 アルバック 定時 20220929 会社 定款に関する議案 2 賛成  

6728 アルバック 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

6728 アルバック 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

6728 アルバック 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

6728 アルバック 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

6728 アルバック 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

6728 アルバック 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

6728 アルバック 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

6728 アルバック 定時 20220929 会社 監査役の選解任 4 賛成  

6728 アルバック 定時 20220929 会社 監査役の選解任 5 賛成  

6785 鈴木 定時 20220929 会社 剰余金の処分 1 賛成  

6785 鈴木 定時 20220929 会社 定款に関する議案 2 賛成  

6785 鈴木 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

6785 鈴木 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

6785 鈴木 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

6785 鈴木 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

7747 朝日インテック 定時 20220929 会社 剰余金の処分 1 賛成  

7747 朝日インテック 定時 20220929 会社 定款に関する議案 2 賛成  

7747 朝日インテック 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.1 賛成  

7747 朝日インテック 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

7747 朝日インテック 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

7747 朝日インテック 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

7747 朝日インテック 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

7747 朝日インテック 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

7747 朝日インテック 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  

7747 朝日インテック 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.8 賛成  

7747 朝日インテック 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.9 賛成  

7747 朝日インテック 定時 20220929 会社 取締役の選解任 4.1 賛成  

7747 朝日インテック 定時 20220929 会社 取締役の選解任 4.2 賛成  

7747 朝日インテック 定時 20220929 会社 取締役の選解任 4.3 賛成  

7747 朝日インテック 定時 20220929 会社 取締役の選解任 5 賛成  

9417 スマートバリュー 定時 20220929 会社 剰余金の処分 1 賛成  

9417 スマートバリュー 定時 20220929 会社 定款に関する議案 2 賛成  

9417 スマートバリュー 定時 20220929 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。  

9417 スマートバリュー 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.2 賛成  

9417 スマートバリュー 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.3 賛成  

9417 スマートバリュー 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.4 賛成  

9417 スマートバリュー 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.5 賛成  

9417 スマートバリュー 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.6 賛成  

9417 スマートバリュー 定時 20220929 会社 取締役の選解任 3.7 賛成  
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