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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159期定時株主総会において決議された決議事項において、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29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。

(訂正前）

(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
定款一部変更の件

37,873 17 － (注)１ 可決 99.96

第２号議案
取締役(監査等委員である取締役を
除く。)８名選任の件

(注)２

西本 麗 37,841 49 － 可決 99.87

寒川 公一朗 37,841 49 － 可決 99.87

石塚 郁夫 37,765 125 － 可決 99.67

村上 修平 37,871 19 － 可決 99.95

深堀 敬子 37,840 50 － 可決 99.87

河合 秀忠 37,839 51 － 可決 99.87

鴻上 博光 37,765 125 － 可決 99.67

佐々木 康彰 37,761 129 － 可決 99.66

第３号議案
監査等委員である取締役４名選任の
件

近藤 憲二 37,843 47 － 可決 99.88

瀧口 健 37,871 19 － 可決 99.95

東 英雄 37,869 21 － 可決 99.94

養老 信吾 37,843 47 － 可決 99.88

(注)１ 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。

(注)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。
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(訂正後）

(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
定款一部変更の件

37,878 17 － (注)１ 可決 99.96

第２号議案
取締役(監査等委員である取締役を
除く。)８名選任の件

(注)２

西本 麗 37,846 49 － 可決 99.87

寒川 公一朗 37,846 49 － 可決 99.87

石塚 郁夫 37,770 125 － 可決 99.67

村上 修平 37,876 19 － 可決 99.95

深堀 敬子 37,845 50 － 可決 99.87

河合 秀忠 37,844 51 － 可決 99.87

鴻上 博光 37,770 125 － 可決 99.67

佐々木 康彰 37,766 129 － 可決 99.66

第３号議案
監査等委員である取締役４名選任の
件

近藤 憲二 37,848 47 － 可決 99.88

瀧口 健 37,876 19 － 可決 99.95

東 英雄 37,872 23 － 可決 99.94

養老 信吾 37,848 47 － 可決 99.88

(注)１ 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。

(注)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。
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