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１【提出理由】

平成28年６月28日開催の当社第92回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、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、本臨時報告書を提出するもの

であります。

 

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成28年６月28日

 

(2) 当該決議事項の内容

＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞

　第１号議案　剰余金の処分について

　　　期末配当に関する事項

　　　当社普通株式１株につき金５円

　　　　当社Ａ種優先株式１株につき金7,153,763円

第２号議案　取締役全員任期満了につき14名選任について

　　取締役として、貫正義、瓜生道明、佐藤尚文、荒牧智之、伊﨑数博、佐々木有三、山元春義、薬真寺偉臣、

　　　中村明、渡辺義朗、長尾成美、山﨑尚、渡辺顯好及び菊川律子の14氏を選任する。

第３号議案　監査役３名選任について

監査役として、亀井英次、井上雄介、古賀和孝の３氏を選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任について

補欠監査役として、塩次喜代明氏を選任する。

 

　＜株主提案（第５号議案から第11号議案まで）＞

第５号議案　定款の一部変更について（１）

避難対策事業部署の設置

第６号議案　定款の一部変更について（２）

福島第一原発の事故原因に沿った十分な新基準に合格するまで、原発を動かさない

第７号議案　定款の一部変更について（３）

地震、火山についての学術的検討部門の設置

第８号議案　定款の一部変更について（４）

廃炉研究部門の設置

第９号議案　定款の一部変更について（５）

社員研修委員会の設置

第10号議案　定款の一部変更について（６）

放射性核廃棄物処理企画検討部門の設置

　　　第11号議案　定款の一部変更について（７）

　　　　　核燃料サイクル事業からの撤退
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(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（議決権行使書、電磁的方法による議

決権行使及び委任状による代理出席を含む。）並びに当該決議の結果

 

＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞

議案 賛成 反対
棄権

(注)
賛成率 決議結果

第１号議案 3,129,699個 39,625個 206個 97.96％ 可決

第２号議案      

貫　正義 氏 3,107,521個 61,990個 206個 97.26％ 可決

瓜生道明 氏 3,132,900個 36,612個 206個 98.05％ 可決

佐藤尚文 氏 3,133,994個 35,517個 206個 98.09％ 可決

荒牧智之 氏 3,134,259個 35,252個 206個 98.10％ 可決

伊﨑数博 氏 3,134,346個 35,165個 206個 98.10％ 可決

佐々木有三氏 3,135,057個 34,454個 206個 98.12％ 可決

山元春義 氏 3,133,309個 36,202個 206個 98.07％ 可決

薬真寺偉臣氏 3,133,809個 35,702個 206個 98.08％ 可決

中村　明 氏 3,134,639個 34,872個 206個 98.11％ 可決

渡辺義朗 氏 3,134,816個 34,695個 206個 98.11％ 可決

長尾成美 氏 3,134,013個 35,498個 206個 98.09％ 可決

山崎　尚 氏 3,137,587個 31,924個 206個 98.20％ 可決

渡辺顯好 氏 3,136,069個 33,444個 206個 98.15％ 可決

菊川律子 氏 3,138,027個 31,486個 206個 98.21％ 可決

第３号議案      

亀井英次 氏 3,099,132個 70,412個 206個 97.00％ 可決

井上雄介 氏 3,141,711個 27,836個 206個 98.33％ 可決

古賀和孝 氏 3,150,508個 19,039個 206個 98.60％ 可決

第４号議案      

塩次喜代明 氏 3,149,831個 19,640個 206個 98.59％ 可決
 

(注)　棄権は「棄権の意思表示のあるもの」に限ります。

 
 

＜株主提案（第５号議案から第11号議案まで）＞

議案 賛成 反対
棄権

(注)
反対率 決議結果

第５号議案 113,406個 2,953,379個 102,878個 92.44％ 否決

第６号議案 106,989個 2,956,925個 105,769個 92.55％ 否決

第７号議案 106,651個 2,960,150個 102,878個 92.65％ 否決

第８号議案 107,116個 2,959,757個 102,878個 92.63％ 否決

第９号議案 109,166個 2,957,950個 102,547個 92.58％ 否決

第10号議案 105,805個 2,961,002個 102,878個 92.67％ 否決

第11号議案 112,633個 2,954,177個 102,878個 92.46％ 否決
 

(注)　棄権は「棄権の意思表示のあるもの」に限ります。
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(4) 当該決議事項が可決されるための要件

＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞

・　第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

・　第２号議案から第４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三分の一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す。

 
　

＜株主提案（第５号議案から第11号議案まで）＞

・　第５号議案から第11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三分の一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三分の二以上の賛成です。

 
(5) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの議決権行使書、電磁的方法による議決権行使及び当日出席（委任状による代理出席を含む。）

の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に

決議が成立した（株主提案については会社法上否決されることが明らかになった）ため、本総会当日出席の株主の

うち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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