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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18日開催の第96回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19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) 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

　

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

 

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
(賛成の割合)

第１号議案 61,720 208 ― (注)１ 可決 (99.3%)

第２号議案    (注)２   

杉山　美邦 58,693 3,235 ―

 

可決 (94.4%)

中村　　博 60,428 1,500 ― 可決 (97.2%)

小林　道高 60,430 1,498 ― 可決 (97.2%)

越村　好晃 60,407 1,521 ― 可決 (97.2%)

菊池　剛太 60,417 1,511 ― 可決 (97.2%)

斎藤　孝光 60,416 1,512 ― 可決 (97.2%)

加藤　　奐 58,516 3,412 ― 可決 (94.1%)

山口　寿一 55,399 6,529 ― 可決 (89.1%)

村岡　彰敏 55,436 6,492 ― 可決 (89.2%)

溝口　　烈 60,182 1,746 ― 可決 (96.8%)

町田　茂樹 60,425 1,503 ― 可決 (97.2%)

第３号議案    (注)２   

児玉　幸治 59,483 2,445 ―

 

可決 (95.7%)

岡田　明重 59,331 2,597 ― 可決 (95.5%)

塚田信由紀 55,215 6,713 ― 可決 (88.8%)

第４号議案    (注)２   

小林　利光 60,627 1,301 ―  可決 (97.5%)
 

(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以上を有する株主の出席及び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) 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

 

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
(賛成の割合)

第１号議案 61,840 815 ― (注)１ 可決 (98.3%)

第２号議案    (注)２   

杉山　美邦 58,812 3,843 ―

 

可決 (93.5%)

中村　　博 60,547 2,108 ― 可決 (96.3%)

小林　道高 60,549 2,106 ― 可決 (96.3%)

越村　好晃 60,526 2,129 ― 可決 (96.3%)

菊池　剛太 60,536 2,119 ― 可決 (96.3%)

斎藤　孝光 60,535 2,120 ― 可決 (96.3%)

加藤　　奐 58,635 4,020 ― 可決 (93.2%)

山口　寿一 55,518 7,137 ― 可決 (88.3%)

村岡　彰敏 55,555 7,100 ― 可決 (88.3%)

溝口　　烈 60,301 2,354 ― 可決 (95.9%)

町田　茂樹 60,544 2,111 ― 可決 (96.3%)

第３号議案    (注)２   

児玉　幸治 59,603 3,052 ―

 

可決 (94.8%)

岡田　明重 59,451 3,204 ― 可決 (94.5%)

塚田信由紀 55,335 7,320 ― 可決 (88.0%)

第４号議案    (注)２   

小林　利光 60,747 1,908 ―  可決 (96.6%)
 

(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以上を有する株主の出席及び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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