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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26日開催の第85期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の規定に基づき、2020年６月30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) 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

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

 

(3) 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

 
（訂正前）

＜会社提案　第１号議案から第３号議案まで＞

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び

賛成割合
(％)

第１号議案 61,321 1,989 0 (注)１ 可決 95.6

第２号議案    

(注)２

  

浅沼　　誠 54,134 9,178 0 可決 84.4

山腰　守夫 54,126 9,186 0 可決 84.3

植芝　幸擴 54,155 9,157 0 可決 84.4

森山　起宏 54,169 9,143 0 可決 84.4

豊田　彰啓 61,406 1,906 0 可決 95.7

藤沢　正宏 61,408 1,904 0 可決 95.7

福田　昌史 54,118 9,194 0 可決 84.3

船本美和子 54,175 9,137 0 可決 84.4

森川　卓也 61,449 1,863 0 可決 95.8

第３号議案    
(注)２

  

中川　能亨 61,554 1,757 0 可決 95.9

       

 ＜株主提案　第４号議案及び第５号議案＞     

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び

反対割合
(％)

第４号議案 12,610 50,658 0 (注)３ 否決 79.0

第５号議案 15,812 47,450 38 (注)１ 否決 73.9
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(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による。

２．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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

３．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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

４．賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日

出席の全ての株主分）に対する、事前行使及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否が確認できた議決権の

数の割合であります。

５．本株主総会において議決権を行使できる総議決権数は、80,219個であります。

 
 

（訂正後）

＜会社提案　第１号議案から第３号議案まで＞

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び

賛成割合
(％)

第１号議案 61,396 1,989 0 (注)１ 可決 95.6

第２号議案    

(注)２

  

浅沼　　誠 54,209 9,178 0 可決 84.4

山腰　守夫 54,201 9,186 0 可決 84.4

植芝　幸擴 54,230 9,157 0 可決 84.4

森山　起宏 54,244 9,143 0 可決 84.4

豊田　彰啓 61,481 1,906 0 可決 95.7

藤沢　正宏 61,483 1,904 0 可決 95.7

福田　昌史 54,193 9,194 0 可決 84.3

船本美和子 54,250 9,137 0 可決 84.4

森川　卓也 61,524 1,863 0 可決 95.8

第３号議案    
(注)２

  

中川　能亨 61,629 1,757 0 可決 95.9

       

 ＜株主提案　第４号議案及び第５号議案＞     

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び

反対割合
(％)

第４号議案 12,611 50,732 0 (注)３ 否決 79.0

第５号議案 15,813 47,524 38 (注)１ 否決 74.0
 

(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による。

２．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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

３．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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

４．賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日

出席の全ての株主分）に対する、事前行使及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否が確認できた議決権の

数の割合であります。

５．本株主総会において議決権を行使できる総議決権数は、80,219個であります。
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