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2020年 7月 1日 

2020年 4～6月株主総会 議決権行使結果 

 

いちごアセットマネジメント・インターナショナル・ピーティーイー・リミテッドは、

いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッドとの投資一任契約に基づき、2020年 4月～

6月に開催された株主総会において議決権行使を行いました。 

私どもいちご 1は、2006年の運用開始以来、「長期厳選投資」、「エンゲージメント投資」、

「社会貢献投資」を投資理念として、責任ある投資家として、投資先企業の皆様との建設

的な対話と信頼関係の構築に努めてまいりました。すべてのステークホルダーに資する投

資先企業の企業価値創造と持続的成長を支援させていただくことが我々の存在意義です。

また、投資先企業をより深く理解し、経営者の方々の前向きな改革を一株主として全面的

にサポートさせていただくこと、そしてそのための議決権行使を行うことが、我々が果た

すべき株主責任だと考えています。 

いちごのエンゲージメントとは、「我々の不勉強を正し、投資先企業への理解を深めるこ

と」に尽きます。対話の深化に伴って、事業理解を更に深め、経営方針の共有をさせてい

ただくことで、より強くそして長期に亘る信頼関係を築くことが可能となります。投資先

企業とベクトルを合わせ、ともに価値創造を目指すことこそが、我々の責務であるスチュ

ワードシップ責任を果たすことにもつながると信じています。 

すべてのステークホルダーの中で唯一議決権行使の権利を有しているのは株主のみです。

そして我々には、そのすべてのステークホルダーへの配慮と、日本の豊かな未来創造の一

助となる議決権行使が求められていると考えています。我々は、「いちごの三方よし」の企

業理念の下、「投資先企業のために 顧客のために 日本のために」中長期的な企業価値創造

の観点から、議決権の行使を行って参ります。 

議決権行使は、事前に投資先企業の皆様に意見交換の機会を頂戴した上で確定している

「議決権行使におけるいちごの誓約」および「いちごの議決権行使重点項目」に則り、年

間を通じた対話を踏まえ、全議案を個別判断とさせていただいております。 

尚、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の社会・経済的影響を考慮し、2020年を

報告事業年度に含む株主総会の議決権行使については「いちごの議決権行使重点項目」であ

る PBR基準と ROE基準を適用外としております。  

ポイズンピルについては、少数株主の共同利益を損なう恐れがあるとともに、上場企業

に課された企業価値創造経営の実行の観点からは最善策ではないと考えるため、基本的に

反対をさせていただきます。 

https://www.ichigoasset.com/pdf/Ichigo_Voting_Policy_2020.pdf
https://www.ichigoasset.com/pdf/Ichigo_Voting_Policy_2020.pdf
https://www.ichigoasset.com/pdf/Ichigo_Voting_Policy_2020.pdf
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以下に、議決権行使の議案別集計結果と個別開示を公表いたします。集計結果について

は、すべての投資先企業の議決権行使の集計結果ですが、個別開示につきましては、大量

保有報告書や有価証券報告書などで投資の状況がすでに公表されている投資先企業のみに

限らせていただいております。 

【議案別議決権行使状況】 

1. 会社提案議案に対する賛成・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 

会社機関に関する議案 

取締役の選任 429 3 0 0 432 

監査役の選任 67 0 0 0 67 

会計監査人の選解任 0 0 0 0 0 

役員報酬に関する議案 
役員報酬(※1) 9 0 0 0 9 

退任役員の退職慰労金の支給 1 0 0 0 1 

資本政策に関する議案 

剰余金の処分 37 0 0 0 37 

組織再編関連(※2) 0 0 0 0 0 

ポイズンピルの導入・更新・廃止 0 0 0 0 0 

その他資本政策に関する議案(※3) 2 0 0 0 2 

定款に関する議案 12 0 0 0 12 

合計 557 3 0 0 560 

 

2. 株主提案議案に対する賛成・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 1 6 0 0 7 

※子議案ベース 

(※1) 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 

(※2) 合併、営業譲渡・譲受、株式交換、株式移転、会社分割等 

(※3) 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 

 
 
1 「いちご」とは、いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド（投資信託）、いちごアセットマネジメント・
インターナショナル・ピーティーイー・リミテッド（投資運用）、いちごアセットマネジメント株式会社（投資
助言）の総称。いちごアセットマネジメント・インターナショナル・ピーティーイー・リミテッドは、いちご
トラスト・ピーティーイー・リミテッドとの投資一任契約に基づき同信託の運用を行い、いちごアセットマネ
ジメント株式会社はいちごアセットマネジメント・インターナショナル・ピーティーイー・リミテッドへの投
資助言を行っています。本議決権行使結果につきましては、いちごアセットマネジメント・インターナショナ
ル・ピーティーイー・リミテッドとの投資助言契約に基づき、いちごアセットマネジメント株式会社が公表を
行うものです。 
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【議決権行使結果の個別開示：個別開示対象企業 1】 

コード 社名 総会日 提案者 議案番号 議案分類 賛否 
反対行使 

判断理由 

1808 長谷工コーポレーション 

 

 

 

 

 

 

(投資期間：3.6年) 

2020/6 会社 

1 剰余金の処分 賛成  

2-1 取締役の選解任 賛成  

2-2 取締役の選解任 賛成  

2-3 取締役の選解任 賛成  

2-4 取締役の選解任 賛成  

2-5 取締役の選解任 賛成  

2-6 取締役の選解任 賛成  

2-7 取締役の選解任 賛成  

2-8 取締役の選解任 賛成  

2-9 取締役の選解任 賛成  

2-10 取締役の選解任 賛成  

2-11 取締役の選解任 賛成  

2-12 取締役の選解任 賛成  

2-13 取締役の選解任 賛成  

3 監査役の選解任 賛成  

2337 いちご 

 

 

 

(投資期間：12.4年) 

2020/5 会社 

1-1 取締役の選解任 賛成  

1-2 取締役の選解任 賛成  

1-3 取締役の選解任 賛成  

1-4 取締役の選解任 賛成  

1-5 取締役の選解任 賛成  

1-6 取締役の選解任 賛成  

1-7 取締役の選解任 賛成  

1-8 取締役の選解任 賛成  

1-9 取締役の選解任 賛成  

2768 双日 

 

 

(投資期間：5.3年) 

2020/6 会社 

1 剰余金の処分 賛成  

2-1 取締役の選解任 賛成  

2-2 取締役の選解任 賛成  

2-3 取締役の選解任 賛成  

2-4 取締役の選解任 賛成  

2-5 取締役の選解任 賛成  

2-6 取締役の選解任 賛成  

3626 TIS 

 

 

 

 

 

 

 

(投資期間：6.3年) 

2020/6 会社 

1 剰余金の処分 賛成  

2 定款に関する議案 賛成  

3-1 取締役の選解任 賛成  

3-2 取締役の選解任 賛成  

3-3 取締役の選解任 賛成  

3-4 取締役の選解任 賛成  

3-5 取締役の選解任 賛成  

3-6 取締役の選解任 賛成  

3-7 取締役の選解任 賛成  

3-8 取締役の選解任 賛成  

3-9 取締役の選解任 賛成  

4-1 監査役の選解任 賛成  

4-2 監査役の選解任 賛成  

4-3 監査役の選解任 賛成  

4-4 監査役の選解任 賛成  

4-5 監査役の選解任 賛成  
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コード 社名 総会日 提案者 議案番号 議案分類 賛否 
反対行使 

判断理由 

3863 日本製紙 

 

 

 

 

(投資期間：6.7年) 

2020/6 会社 

1 剰余金の処分 賛成  

2-1 取締役の選解任 賛成  

2-2 取締役の選解任 賛成  

2-3 取締役の選解任 賛成  

2-4 取締役の選解任 賛成  

2-5 取締役の選解任 賛成  

2-6 取締役の選解任 賛成  

2-7 取締役の選解任 賛成  

2-8 取締役の選解任 賛成  

2-9 取締役の選解任 賛成  

3 監査役の選解任 賛成  

4 監査役の選解任 賛成  

6042 ニッキ 

 

 

 

 

(投資期間：13.6年) 

2020/6 会社 

1 剰余金の処分 賛成  

2-1 取締役の選解任 賛成  

2-2 取締役の選解任 賛成  

2-3 取締役の選解任 賛成  

2-4 取締役の選解任 賛成  

2-5 取締役の選解任 賛成  

2-6 取締役の選解任 賛成  

2-7 取締役の選解任 賛成  

2-8 取締役の選解任 賛成  

3-1 監査役の選解任 賛成  

3-2 監査役の選解任 賛成  

6702 富士通 

 

 

 

 

(投資期間：4.3年) 

2020/6 会社 

1-1 取締役の選解任 賛成  

1-2 取締役の選解任 賛成  

1-3 取締役の選解任 賛成  

1-4 取締役の選解任 賛成  

1-5 取締役の選解任 賛成  

1-6 取締役の選解任 賛成  

1-7 取締役の選解任 賛成  

1-8 取締役の選解任 賛成  

1-9 取締役の選解任 賛成  

2-1 監査役の選解任 賛成  

2-2 監査役の選解任 賛成  

3 監査役の選解任 賛成  

7472 鳥羽洋行 

 

 

 

(投資期間：13.6年) 

2020/6 会社 

1 剰余金の処分 賛成  

2-1 取締役の選解任 賛成  

2-2 取締役の選解任 賛成  

2-3 取締役の選解任 賛成  

2-4 取締役の選解任 賛成  

2-5 取締役の選解任 賛成  

2-6 取締役の選解任 賛成  

3 監査役の選解任 賛成  

4 退任役員の退職慰労金の支給 賛成  

5 役員報酬 賛成  
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コード 社名 総会日 提案者 議案番号 議案分類 賛否 
反対行使 

判断理由 

7603 マックハウス 

 

 

(投資期間：12.6年) 

2020/5 会社 

1 剰余金の処分 賛成  

2-1 取締役の選解任 賛成  

2-2 取締役の選解任 賛成  

2-3 取締役の選解任 賛成  

2-4 取締役の選解任 賛成  

2-5 取締役の選解任 賛成  

2-6 取締役の選解任 賛成  

2-7 取締役の選解任 賛成  

8185 チヨダ 

 

 

 

(投資期間：12.3年) 

2020/5 会社 

1 剰余金の処分 賛成  

2-1 取締役の選解任 賛成  

2-2 取締役の選解任 賛成  

2-3 取締役の選解任 賛成  

2-4 取締役の選解任 賛成  

2-5 取締役の選解任 賛成  

2-6 取締役の選解任 賛成  

3-1 監査役の選解任 賛成  

3-2 監査役の選解任 賛成  

3-3 監査役の選解任 賛成  

1. 大量保有報告書や有価証券報告書などで保有状況が既に開示されている企業のみを掲載 

2. コード順、投資期間は 2020年 6月 30日現在 


