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 スパークス・アセット・マネジメント株式会社 

 
 
 
 
 
 

2021年1～3月株主総会に係わる議決権行使指図結果 
 

スパークス・アセット・マネジメントが、2021年1月から3月に開催された株主総会において議決権
行使指図を行った結果は以下のとおりです。 
なお、議決権行使結果の個別開示に関しては、2ページ以降をご参照ください。 

 

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 

賛成 反対 棄権 白紙委任 合計

取締役の選解任 61 3 0 0 64

監査役の選解任 27 0 0 0 27

会計監査人の選解任 3 0 0 0 3

役員報酬（※１） 29 0 0 0 29

退任役員の退職慰労金の支給 1 3 0 0 4

剰余金の処分 40 0 0 0 40

組織再編関連（※２） 1 0 0 0 1

買収防衛策の導入・更新・廃止 0 1 0 0 1

その他資本政策に関する議案（※３） 4 0 0 0 4

15 1 0 0 16
0 0 0 0 0

181 8 0 0 189

その他の合計

合計

会社機関に関する議案

役員報酬に関する議案

資本政策に関する議案
（定款に関する議案を除く）

定款に関する議案

 

 

 

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

2 0 0 0 2合計  
 



3. 議決権行使結果の概況（個別開示1） 

会社提案

コード 企業名 総会種類 総会日 議案番号 議案分類 行使結果

2384 ＳＢＳホールディングス 定時総会 20210325 2 取締役の選任 一部反対

2427 アウトソーシング 定時総会 20210325 2
定款変更:事業目的の追加 / 定款変更:形式的な変更 / 定款変更:
取締役会の定員枠の変更

反対

4768 大塚商会 定時総会 20210326 4 退任取締役への退職慰労金の贈呈 反対

4768 大塚商会 定時総会 20210326 5 退任監査役への退職慰労金の贈呈 反対

7587 ＰＡＬＴＥＫ 定時総会 20210327 2 取締役の選任 反対

7936 アシックス 定時総会 20210326 2 取締役の選任 反対

8923 トーセイ 定時総会 20210225 3 買収防衛策の修正または継続 反対

9260 西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 定時総会 20210330 2
取締役に対する慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給 / 取締役（監
査等委員）に対する退職慰労金廃止に伴う打ち切り支給

反対

 

 
 

株主提案

コード 企業名 総会種類 総会日 議案番号 議案分類 行使結果

6328 荏原実業 定時総会 20210325 4 株主提案:利益処分案 賛成

6328 荏原実業 定時総会 20210325 5 株主提案:利益処分案 賛成  

 

以上 

                                             
1 個別開示については、会社議案については反対議案のみ、株主提案については賛成議案のみ開示を行なうこととする。

ファンド別、戦略別の開示は行なわず、議案ごとに一部でも反対(株主提案に賛成)があれば、反対(賛成)と表記し、議案

の反対、賛成の理由については、当面は開示しない。 
また、取締役選任議案については、反対状況に応じて、一部反対、または全員反対、のいずれかで開示し、取締役候補

者の個人名が特定されない形で開示する。 



2021 年 1〜3 ⽉株主総会に係わる議決権⾏使指図結果（参考資料） 

2021 年 5 ⽉ 18 ⽇ 
スパークス・アセット・マネジメント株式会社 

 
2021 年 1 ⽉から 3 ⽉に開催された株主総会において、スパークス・アセット・マネジメントのサステナブル投資戦略が議決権⾏使指図を⾏
った結果の個別開⽰は以下のとおりです。  
なお、本資料に記載されている内容は別途開⽰している全社ベースの結果に含まれています。 
 

 

コード 銘柄 総会種類 総会⽇  議案番号 議案種類 議案分類 判断 コメント

4452 花王 定時総会 2021/3/26 1 会社提案 利益処分案(剰余⾦配当) 賛成

4452 花王 定時総会 2021/3/26 2-1 会社提案 取締役の選任 賛成

4452 花王 定時総会 2021/3/26 2-2 会社提案 取締役の選任 賛成

4452 花王 定時総会 2021/3/26 2-3 会社提案 取締役の選任 賛成

4452 花王 定時総会 2021/3/26 2-4 会社提案 取締役の選任 賛成

4452 花王 定時総会 2021/3/26 2-5 会社提案 取締役の選任 賛成

4452 花王 定時総会 2021/3/26 2-6 会社提案 取締役の選任 賛成

4452 花王 定時総会 2021/3/26 2-7 会社提案 取締役の選任 賛成

4452 花王 定時総会 2021/3/26 2-8 会社提案 取締役の選任 賛成

4452 花王 定時総会 2021/3/26 3-1 会社提案 監査役の選任 賛成

4452 花王 定時総会 2021/3/26 3-2 会社提案 監査役の選任 賛成

4452 花王 定時総会 2021/3/26 4 会社提案 業績連動型株式報酬制度の導⼊・改定 賛成

4578 ⼤塚ホールディングス 定時総会 2021/3/30 1-1 会社提案 取締役の選任 賛成

4578 ⼤塚ホールディングス 定時総会 2021/3/30 1-2 会社提案 取締役の選任 賛成



 

コード 銘柄 総会種類 総会⽇  議案番号 議案種類 議案分類 判断 コメント

4578 ⼤塚ホールディングス 定時総会 2021/3/30 1-3 会社提案 取締役の選任 賛成

4578 ⼤塚ホールディングス 定時総会 2021/3/30 1-4 会社提案 取締役の選任 賛成

4578 ⼤塚ホールディングス 定時総会 2021/3/30 1-5 会社提案 取締役の選任 賛成

4578 ⼤塚ホールディングス 定時総会 2021/3/30 1-6 会社提案 取締役の選任 賛成

4578 ⼤塚ホールディングス 定時総会 2021/3/30 1-7 会社提案 取締役の選任 賛成

4578 ⼤塚ホールディングス 定時総会 2021/3/30 1-8 会社提案 取締役の選任 賛成

4578 ⼤塚ホールディングス 定時総会 2021/3/30 1-9 会社提案 取締役の選任 賛成

4578 ⼤塚ホールディングス 定時総会 2021/3/30 1-10 会社提案 取締役の選任 賛成

4578 ⼤塚ホールディングス 定時総会 2021/3/30 1-11 会社提案 取締役の選任 賛成

4578 ⼤塚ホールディングス 定時総会 2021/3/30 1-12 会社提案 取締役の選任 賛成

4578 ⼤塚ホールディングス 定時総会 2021/3/30 1-13 会社提案 取締役の選任 賛成

4578 ⼤塚ホールディングス 定時総会 2021/3/30 2-1 会社提案 会計監査⼈の選任と報酬承認 賛成

4768 ⼤塚商会 定時総会 2021/3/26 1 会社提案 利益処分案(剰余⾦配当) 賛成

4768 ⼤塚商会 定時総会 2021/3/26 2-1 会社提案 取締役の選任 賛成

4768 ⼤塚商会 定時総会 2021/3/26 2-2 会社提案 取締役の選任 賛成

4768 ⼤塚商会 定時総会 2021/3/26 2-3 会社提案 取締役の選任 賛成

4768 ⼤塚商会 定時総会 2021/3/26 2-4 会社提案 取締役の選任 賛成

4768 ⼤塚商会 定時総会 2021/3/26 2-5 会社提案 取締役の選任 賛成

4768 ⼤塚商会 定時総会 2021/3/26 2-6 会社提案 取締役の選任 賛成

4768 ⼤塚商会 定時総会 2021/3/26 2-7 会社提案 取締役の選任 賛成

4768 ⼤塚商会 定時総会 2021/3/26 2-8 会社提案 取締役の選任 賛成

4768 ⼤塚商会 定時総会 2021/3/26 2-9 会社提案 取締役の選任 賛成

4768 ⼤塚商会 定時総会 2021/3/26 2-10 会社提案 取締役の選任 賛成

4768 ⼤塚商会 定時総会 2021/3/26 3-1 会社提案 監査役の選任 賛成

4768 ⼤塚商会 定時総会 2021/3/26 4 会社提案 退任取締役への退職慰労⾦の贈呈 反対 株主利益に貢献する判断ができないため



 

コード 銘柄 総会種類 総会⽇  議案番号 議案種類 議案分類 判断 コメント

4768 ⼤塚商会 定時総会 2021/3/26 5 会社提案 退任監査役への退職慰労⾦の贈呈 反対 株主利益に貢献する判断ができないため

5108 ブリヂストン 定時総会 2021/3/26 1 会社提案 利益処分案(剰余⾦配当) 賛成

5108 ブリヂストン 定時総会 2021/3/26 2 会社提案 定款変更:形式的な変更 賛成

5108 ブリヂストン 定時総会 2021/3/26 3-1 会社提案 取締役の選任 賛成

5108 ブリヂストン 定時総会 2021/3/26 3-2 会社提案 取締役の選任 賛成

5108 ブリヂストン 定時総会 2021/3/26 3-3 会社提案 取締役の選任 賛成

5108 ブリヂストン 定時総会 2021/3/26 3-4 会社提案 取締役の選任 賛成

5108 ブリヂストン 定時総会 2021/3/26 3-5 会社提案 取締役の選任 賛成

5108 ブリヂストン 定時総会 2021/3/26 3-6 会社提案 取締役の選任 賛成

5108 ブリヂストン 定時総会 2021/3/26 3-7 会社提案 取締役の選任 賛成

5108 ブリヂストン 定時総会 2021/3/26 3-8 会社提案 取締役の選任 賛成

5108 ブリヂストン 定時総会 2021/3/26 3-9 会社提案 取締役の選任 賛成

5108 ブリヂストン 定時総会 2021/3/26 3-10 会社提案 取締役の選任 賛成

5108 ブリヂストン 定時総会 2021/3/26 3-11 会社提案 取締役の選任 賛成

5108 ブリヂストン 定時総会 2021/3/26 3-12 会社提案 取締役の選任 賛成

7956 ピジョン 定時総会 2021/3/30 1 会社提案 利益処分案(剰余⾦配当) 賛成

7956 ピジョン 定時総会 2021/3/30 2-1 会社提案 監査役の選任 賛成

7956 ピジョン 定時総会 2021/3/30 3-1 会社提案 補⽋監査役の選任 賛成

7984 コクヨ 定時総会 2021/3/30 1 会社提案 利益処分案(剰余⾦配当) 賛成

7984 コクヨ 定時総会 2021/3/30 2-1 会社提案 取締役の選任 賛成

7984 コクヨ 定時総会 2021/3/30 2-2 会社提案 取締役の選任 賛成

7984 コクヨ 定時総会 2021/3/30 2-3 会社提案 取締役の選任 賛成

7984 コクヨ 定時総会 2021/3/30 2-4 会社提案 取締役の選任 賛成

7984 コクヨ 定時総会 2021/3/30 2-5 会社提案 取締役の選任 賛成

7984 コクヨ 定時総会 2021/3/30 2-6 会社提案 取締役の選任 賛成



 
 

以上 
 
 

コード 銘柄 総会種類 総会⽇  議案番号 議案種類 議案分類 判断 コメント

7984 コクヨ 定時総会 2021/3/30 2-7 会社提案 取締役の選任 賛成

7984 コクヨ 定時総会 2021/3/30 3-1 会社提案 監査役の選任 賛成

7984 コクヨ 定時総会 2021/3/30 3-2 会社提案 監査役の選任 賛成

7984 コクヨ 定時総会 2021/3/30 4-1 会社提案 補⽋監査役の選任 賛成


