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１ 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

金融商品取引法第24条の５第４項及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に基づき、2020

年７月１日付で臨時報告書を提出しましたが、当社株主名簿管理人から議決権行使結果の一部修正の報告があり、一

部訂正すべき事項が生じましたので、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を

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、反対及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

要件並びに当該決議の結果
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３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

 
(訂正前)

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及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

件並びに当該決議の結果

＜会社提案(第１号議案から第３号議案まで)＞

議案 賛成 （割合） 反対 （割合） 棄権
決議
結果

第１号議案 2,662,784個 （99.24%） 14,712個 （0.54%） 21個 可決

第２号議案

　　苅田知英 2,091,755個 （77.96%） 585,103個 （21.80%） 604個 可決

　　清水希茂 2,149,021個 （80.09%） 527,951個 （19.67%） 491個 可決

　　芦谷　茂 2,433,935個 （90.71%） 243,330個 （9.06%） 204個 可決

　　重藤隆文 2,434,150個 （90.72%） 243,115個 （9.06%） 204個 可決

　　瀧本夏彦 2,434,073個 （90.71%） 243,192個 （9.06%） 204個 可決

　　山下正洋 2,433,879個 （90.71%） 243,386個 （9.07%） 204個 可決

　　北野立夫 2,432,812個 （90.67%） 244,453個 （9.11%） 204個 可決

　　高場敏雄 2,433,106個 （90.68%） 244,159個 （9.09%） 204個 可決

　　古瀬　誠 2,361,548個 （88.01%） 315,602個 （11.76%） 317個 可決

第３号議案

　　田村典正 2,343,105個 （87.32%） 334,149個 （12.45%） 204個 可決

　　内山田邦夫 2,473,473個 （92.18%） 203,501個 （7.58%） 491個 可決

　　野曽原悦子 2,474,934個 （92.24%） 202,040個 （7.53%） 491個 可決

　　小谷典子 2,496,700個 （93.05%） 180,744個 （6.73%） 21個 可決
 

（注）各議案の可決要件は次のとおりである。

１　第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成である。

２　第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成である。

 

＜株主提案(第４号議案から第８号議案まで)＞

議案 賛成 （割合） 反対 （割合） 棄権
決議
結果

第４号議案 634,536個 （23.64%） 2,043,746個 （76.14%） 27個 否決

第５号議案 102,166個 （3.80%） 2,575,200個 （95.94%） 977個 否決

第６号議案 101,371個 （3.77%） 2,575,906個 （95.97%） 1,120個 否決

第７号議案 102,747個 （3.82%） 2,574,510個 （95.92%） 1,120個 否決

第８号議案 103,003個 （3.83%） 2,565,806個 （95.59%） 9,550個 否決
 

（注）各議案の可決要件は次のとおりである。

第４号議案から第８号議案までは、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成である。
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(訂正後)

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及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

件並びに当該決議の結果

＜会社提案(第１号議案から第３号議案まで)＞

議案 賛成 （割合） 反対 （割合） 棄権
決議
結果

第１号議案 2,664,972個 （99.23%） 14,792個 （0.55%） 21個 可決

第２号議案

　　苅田知英 2,093,933個 （77.97%） 585,193個 （21.79%） 604個 可決

　　清水希茂 2,151,199個 （80.10%） 528,041個 （19.66%） 491個 可決

　　芦谷　茂 2,436,113個 （90.71%） 243,420個 （9.06%） 204個 可決

　　重藤隆文 2,436,328個 （90.72%） 243,205個 （9.05%） 204個 可決

　　瀧本夏彦 2,436,251個 （90.72%） 243,282個 （9.05%） 204個 可決

　　山下正洋 2,436,057個 （90.71%） 243,476個 （9.06%） 204個 可決

　　北野立夫 2,434,990個 （90.67%） 244,543個 （9.10%） 204個 可決

　　高場敏雄 2,435,284個 （90.68%） 244,249個 （9.09%） 204個 可決

　　古瀬　誠 2,363,726個 （88.02%） 315,692個 （11.75%） 317個 可決

第３号議案

　　田村典正 2,345,344個 （87.33%） 334,228個 （12.44%） 204個 可決

　　内山田邦夫 2,475,712個 （92.19%） 203,580個 （7.58%） 491個 可決

　　野曽原悦子 2,477,173個 （92.24%） 202,119個 （7.52%） 491個 可決

　　小谷典子 2,498,939個 （93.05%） 180,823個 （6.73%） 21個 可決
 

（注）各議案の可決要件は次のとおりである。

１　第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成である。

２　第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成である。

 

＜株主提案(第４号議案から第８号議案まで)＞

議案 賛成 （割合） 反対 （割合） 棄権
決議
結果

第４号議案 635,072個 （23.64%） 2,045,528個 （76.14%） 27個 否決

第５号議案 102,598個 （3.81%） 2,577,086個 （95.93%） 977個 否決

第６号議案 101,797個 （3.78%） 2,577,798個 （95.95%） 1,120個 否決

第７号議案 103,200個 （3.84%） 2,576,375個 （95.90%） 1,120個 否決

第８号議案 103,415個 （3.84%） 2,567,712個 （95.58%） 9,550個 否決
 

（注）各議案の可決要件は次のとおりである。

第４号議案から第８号議案までは、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成である。
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