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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

　当社は、2020年６月25日開催の第96回定時株主総会において決議された決議事項について、金融商品取引法第24条の

５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、2020年７月３日に臨時報

告書を提出いたしましたが、当社の議決権行使集計業務を委託している三井住友信託銀行株式会社（当社の株主名簿管

理人）において、一部議決権の未集計が判明したため、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき、本報告書を

提出するものであります。

 

２【訂正事項】

２　報告内容

　　(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための

　　　要件ならびに当該決議の結果

 

３【訂正内容】

訂正箇所には、＿（下線）を付して表示しております。

 

　２　報告内容

　　(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための

　　　要件ならびに当該決議の結果

 

（訂正前）

＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞

 

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果

（賛成の割合）

　第１号議案 1,503,767 29,637 0 （注）１ 可決 （97.9％）

　第２号議案 1,515,315 18,088 0 （注）２ 可決 （98.7％）

　第３号議案    （注）３  

　　安宅　建樹 1,319,163 214,239 0  可決 （85.9％）

　　石黒　伸彦 1,345,214 188,191 0  可決 （87.6％）

　　大西　賢治 1,454,398 79,007 0  可決 （94.7％）

　　金井　　豊 1,307,441 225,963 0  可決 （85.2％）

　　川田　達男 1,285,299 248,103 0  可決 （83.7％）

　　久和　　進 1,268,078 265,323 0  可決 （82.6％）

　　塩谷　誓勝 1,455,719 77,686 0  可決 （94.8％）

　　髙木　繁雄 1,337,063 196,341 0  可決 （87.1％）

　　平田　　亙 1,457,265 76,140 0  可決 （94.9％）

　　松田　光司 1,455,739 77,666 0  可決 （94.8％）

　　水谷　和久 1,455,511 77,894 0  可決 （94.8％）

　第４号議案    （注）３  

　　秋庭　悦子 1,511,474 21,885 0  可決 （98.4％）

　　伊東　忠昭 1,414,832 118,522 0  可決 （92.1％）

　　江田　明孝 1,489,981 43,377 0  可決 （97.0％）

　　細川　俊彦 1,511,585 21,774 0  可決 （98.4％）

　　水上　靖仁 1,488,393 44,965 0  可決 （96.9％）

 



 

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果

（反対の割合）

　第１号議案の （注）４ （注）５ （注）５ （注）１  

　修正動議 － 1,503,767 29,637  否決（97.9％）

　第２号議案の （注）４ （注）５ （注）５ （注）２  

　修正動議 － 1,515,315 18,088  否決（98.7％）

　第３号議案の （注）４ （注）５ （注）５ （注）３  

　修正動議      

　　水口　裕子 － 1,268,078 265,323  否決（82.6％）

　　川原登喜の － 1,268,078 265,323  否決（82.6％）

　第４号議案の （注）４ （注）５ （注）５ （注）３  

　修正動議      

　　中垣たか子 － 1,511,474 21,885  否決（98.4％）

 

 

＜株主提案（第５号議案から第10号議案まで）＞

 

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果

（賛成の割合）

　第５号議案 69,501 1,463,897 7 （注）２ 否決 （4.5％）

　第６号議案 57,294 1,476,133 7 （注）２ 否決 （3.7％）

　第７号議案 57,661 1,475,765 7 （注）２ 否決 （3.8％）

　第８号議案 57,649 1,475,719 7 （注）２ 否決 （3.8％）

　第９号議案 317,897 1,102,419 113,093 （注）２ 否決（20.7％）

　第10号議案 58,543 1,474,852 7 （注）２ 否決 （3.8％）

 

 

　（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

　　　２．議決権を行使することができる株主の議決権のうち３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分

の２以上の賛成であります。

３．議決権を行使することができる株主の議決権のうち３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半

数の賛成であります。

４．会社法上否決されることが明らかになったため、賛成の議決権数は集計しておりません。

５．修正動議に反対の議決権数は原案に賛成の議決権数を、修正動議に棄権の議決権数は原案に反対の議決権数

を記載しております。なお、第３号議案の修正動議は、候補者２名について一括して決議しており、選任を

否と提案された候補者３名のうち、原案における賛成の割合が最少の候補者の議決権数を記載しておりま

す。

 

 



 

（訂正後）

＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞

 

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果

（賛成の割合）

　第１号議案 1,507,115 29,697 0 （注）１ 可決 （97.9％）

　第２号議案 1,518,682 18,129 0 （注）２ 可決 （98.7％）

　第３号議案    （注）３  

　　安宅　建樹 1,322,530 214,280 0  可決 （85.9％）

　　石黒　伸彦 1,348,372 188,441 0  可決 （87.6％）

　　大西　賢治 1,457,765 79,048 0  可決 （94.7％）

　　金井　　豊 1,310,808 226,004 0  可決 （85.2％）

　　川田　達男 1,288,663 248,147 0  可決 （83.7％）

　　久和　　進 1,271,236 265,573 0  可決 （82.6％）

　　塩谷　誓勝 1,459,092 77,721 0  可決 （94.8％）

　　髙木　繁雄 1,340,430 196,382 0  可決 （87.1％）

　　平田　　亙 1,460,638 76,175 0  可決 （94.9％）

　　松田　光司 1,459,106 77,707 0  可決 （94.8％）

　　水谷　和久 1,458,884 77,929 0  可決 （94.8％）

　第４号議案    （注）３  

　　秋庭　悦子 1,514,821 21,946 0  可決 （98.4％）

　　伊東　忠昭 1,418,179 118,583 0  可決 （92.2％）

　　江田　明孝 1,493,328 43,438 0  可決 （97.0％）

　　細川　俊彦 1,514,938 21,829 0  可決 （98.4％）

　　水上　靖仁 1,491,740 45,026 0  可決 （96.9％）

 



 

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果

（反対の割合）

　第１号議案の （注）４ （注）５ （注）５ （注）１  

　修正動議 － 1,507,115 29,697  否決（97.9％）

　第２号議案の （注）４ （注）５ （注）５ （注）２  

　修正動議 － 1,518,682 18,129  否決（98.7％）

　第３号議案の （注）４ （注）５ （注）５ （注）３  

　修正動議      

　　水口　裕子 － 1,271,236 265,573  否決（82.6％）

　　川原登喜の － 1,271,236 265,573  否決（82.6％）

　第４号議案の （注）４ （注）５ （注）５ （注）３  

　修正動議      

　　中垣たか子 － 1,514,821 21,946  否決（98.4％）

 

 

＜株主提案（第５号議案から第10号議案まで）＞

 

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果

（賛成の割合）

　第５号議案 69,817 1,466,989 7 （注）２ 否決 （4.5％）

　第６号議案 57,596 1,479,239 7 （注）２ 否決 （3.7％）

　第７号議案 57,971 1,478,863 7 （注）２ 否決 （3.8％）

　第８号議案 58,176 1,478,600 7 （注）２ 否決 （3.8％）

　第９号議案 318,420 1,105,304 113,093 （注）２ 否決（20.7％）

　第10号議案 58,852 1,477,951 7 （注）２ 否決 （3.8％）

 

 

　（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

　　　２．議決権を行使することができる株主の議決権のうち３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分

の２以上の賛成であります。

３．議決権を行使することができる株主の議決権のうち３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半

数の賛成であります。

４．会社法上否決されることが明らかになったため、賛成の議決権数は集計しておりません。

５．修正動議に反対の議決権数は原案に賛成の議決権数を、修正動議に棄権の議決権数は原案に反対の議決権数

を記載しております。なお、第３号議案の修正動議は、候補者２名について一括して決議しており、選任を

否と提案された候補者３名のうち、原案における賛成の割合が最少の候補者の議決権数を記載しておりま

す。

 

以　上


