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１【提出理由】

2015年６月17日開催の当社第91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項およ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

るものであります。

	 
２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2015年６月17日

	 

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金の配当の件

　　　　　　株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

　　　　　　　当社普通株式１株につき金22円（総額 39,650,312,372円）

　　　　　　剰余金の配当が効力を生じる日

　　　　　　　2015年６月18日

	 

第２号議案 取締役14名選任の件

　　　　　　　　　取締役として、池 史彦、伊東 孝紳、岩村 哲夫、福尾 幸一、松本 宜之、山根 庸史、

　　　　　　　　　八郷 隆弘、吉田 正弘、竹内 弘平、畔柳 信雄、國井 秀子、青山 真二、貝原 典也および

　　　　　　　　　五十嵐 雅行を選任する。

	 

　　　第３号議案 監査役2名選任の件

　　　　　　　　　監査役として、髙浦 英夫および田村 真由美を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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

ならびに当該決議の結果

	 

議案 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果

	 第１号議案 14,382,549 個 4,309 個 30,667 個 95.37% 可決

	 第２号議案

　池 史彦 13,277,491 個 1,101,428 個 39,013 個 88.04% 可決

　伊東 孝紳 13,619,958 個 758,965 個 39,013 個 90.31% 可決

　岩村 哲夫 12,654,607 個 1,724,316 個 39,013 個 83.91% 可決

　福尾 幸一 13,959,937 個 418,984 個 39,013 個 92.56% 可決

　松本 宜之 13,955,399 個 423,523 個 39,013 個 92.53% 可決

　山根 庸史 13,959,958 個 418,964 個 39,013 個 92.56% 可決

　八郷 隆弘 14,022,996 個 355,928 個 39,013 個 92.98% 可決

　吉田 正弘 13,678,644 個 700,278 個 39,013 個 90.70% 可決

　竹内 弘平 13,928,902 個 450,020 個 39,013 個 92.36% 可決

　畔柳 信雄 12,119,726 個 2,271,969 個 26,240 個 80.36% 可決

　國井 秀子 14,176,525 個 216,964 個 24,452 個 94.00% 可決

　青山 真二 13,928,848 個 450,075 個 39,013 個 92.36% 可決

　貝原 典也 13,928,863 個 450,059 個 39,013 個 92.36% 可決

　五十嵐 雅行 13,956,921 個 422,001 個 39,013 個 92.54% 可決

第３号議案

　髙浦 英夫 14,380,187 個 6,482 個 31,208 個 95.35% 可決

　田村 真由美 14,379,981 個 6,643 個 31,253 個 95.35% 可決
	 

	 (注)　各議案の可決要件は次のとおりです。

	 	 	 第１号議案は、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です。

	 	 	 第２号議案および第３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３分の１以上を有する株主が

　　出席し、その議決権の過半数の賛成です。　

	 

	 (注)　賛成率は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分および当日出

　　席の全ての株主分）に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が

　　確認できた議決権の数の割合であります。

	 
(4) 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

　本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の

数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ため、本総会当日出席の株主の

うち、賛成、反対およ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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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