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１【提出理由】

平成29年６月29日に開催された当社第44回定時株主総会（以下「本株主総会」という。）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の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成29年6月29日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金処分の件

１.期末配当に関する事項

  ① 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　　　当社普通株式１株につき金23円

　　　総額　2,492,432,651円

  ② 剰余金の配当が効力を生じる日

　　　平成29年６月30日

２.剰余金の処分に関する事項

  ① 減少する剰余金の項目及びその額

　　　繰越利益剰余金　2,700,000,000円

  ② 増加する剰余金の項目及びその額

　　　別途積立金　　　2,700,000,000円

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）13名選任の件

　　　　　　　　 取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、伊藤與朗、伊藤勝康、河﨑信彦、

                伏見有貴、伊藤正昭、新谷敦之、内山敏彦、井内克之、髙木直、川口眞弘、荻野重利、

                古川哲也、野中ともよの13名を選任するものであります。

第３号議案 監査等委員である取締役５名選任の件

　　　　　　　　 監査等委員である取締役として、谷口嘉孝、相羽洋一、赤堀聰、中谷敏久、岡田好生

                の５名を選任するものであります。

第４号議案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する退職慰労金贈呈の件

第５号議案 ストックオプションとしての新株予約権発行の件
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(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

 

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
剰余金処分の件

864,855 1,941 ― （注）１ 可決 98.59

第２号議案
取締役（監査等委員である取締役を除
く）13名選任の件

      

 伊 藤　與 朗 835,798 30,998 ― （注）２ 可決 95.28

 伊 藤　勝 康 842,747 24,049 ― （注）２ 可決 96.07

 河 﨑　信 彦 852,050 14,746 ― （注）２ 可決 97.13

 伏 見　有 貴 852,117 14,679 ― （注）２ 可決 97.14

 伊 藤　正 昭 851,888 14,908 ― （注）２ 可決 97.12

 新 谷　敦 之 851,913 14,883 ― （注）２ 可決 97.12

 内 山　敏 彦 851,876 14,920 ― （注）２ 可決 97.11

 井 内　克 之 851,913 14,883 ― （注）２ 可決 97.12

 髙 木　　 直 851,958 14,838 ― （注）２ 可決 97.12

 川 口　眞 弘 851,934 14,862 ― （注）２ 可決 97.12

 荻 野　重 利 851,901 14,895 ― （注）２ 可決 97.12

 古 川　哲 也 851,934 14,862 ― （注）２ 可決 97.12

 野 中　ともよ 855,785 11,011 ― （注）２ 可決 97.56

第３号議案
監査等委員である取締役５名選任の件

      

谷 口　嘉 孝 838,394 28,402 ― （注）２ 可決 95.58

相 羽　洋 一 766,864 99,932 ― （注）２ 可決 87.42

赤 堀　　聰 763,493 103,303 ― （注）２ 可決 87.04

中 谷　敏 久 702,696 164,100 ― （注）２ 可決 80.11

岡 田　好 生 848,045 18,751 ― （注）２ 可決 96.68

第４号議案
退任取締役（監査等委員である取締役を
除く。）に対する退職慰労金贈呈の件

695,632 170,854 300 （注）１ 可決 79.30

第５号議案
ストックオプションとしての新株予約権
発行の件

792,834 73,952 ― （注）３ 可決 90.38

 

(注) １．出席した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) 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

本株主総会前日までの事前行使された議決権の数、及び本株主総会当日に出席した株主のうち各決議事項に対す

る意思の表示の内容が確認できた一部の株主（当社役員等）が行使した議決権の数の集計により、各決議事項の可

決要件を満たし、会社法上適切に決議が成立したため、本株主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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