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※訂正　



１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

 2020年６月25日付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、当社第98期定時株主総会における議決権行使の結果に関する臨時報告書を提出いたしましたが、当

社株主名簿管理人より議決権行使結果の一部修正の報告があり、一部訂正すべき事項が生じましたので、金融商品取引

法第24条の５第５項の規定に基づき、臨時報告書の訂正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【訂正内容】

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（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件 
決議の結果及び賛
成割合（％） 
（注）３ 

第１号議案 1,309,019 82 23 （注）１ 可決 99.9 

第２号議案       （注）２  

曽禰 寛純 1,293,000 16,303 23   可決 98.6 

山本 清博 1,291,983 17,323 23   可決 98.6 

横田 隆幸 1,293,033 16,273 23   可決 98.7 

岩崎 雅人 1,292,991 16,315 23   可決 98.6 

北條 良光 1,292,938 16,368 23   可決 98.6 

濱田 和康 1,293,015 16,291 23   可決 98.6 

田辺 克彦 1,265,212 44,091 23   可決 96.5 

伊藤 武 1,309,066 237 23   可決 99.9 

藤宗 和香 1,308,960 343 23   可決 99.9 

永濱 光弘 1,270,871 38,432 23   可決 97.0 

アン カー ツェー ハン 

（婚姻後の氏名：アン ハン デーヴィス） 
1,309,075 231 23   可決 99.9 

（注）１．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あります。 

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であります。 

３．賛成割合の計算方法は次のとおりであります。 

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及び当日出席のすべての株主

分）に対する、事前行使分及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。 
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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（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件 
決議の結果及び賛
成割合（％） 
（注）３ 

第１号議案 1,310,370 82 23 （注）１ 可決 99.9 

第２号議案       （注）２  

曽禰 寛純 1,294,351 16,303 23   可決 98.6 

山本 清博 1,293,334 17,323 23   可決 98.6 

横田 隆幸 1,294,384 16,273 23   可決 98.7 

岩崎 雅人 1,294,342 16,315 23   可決 98.6 

北條 良光 1,294,289 16,368 23   可決 98.6 

濱田 和康 1,294,366 16,291 23   可決 98.7 

田辺 克彦 1,266,563 44,091 23   可決 96.5 

伊藤 武 1,310,417 237 23   可決 99.9 

藤宗 和香 1,310,311 343 23   可決 99.9 

永濱 光弘 1,272,222 38,432 23   可決 97.0 

アン カー ツェー ハン 

（婚姻後の氏名：アン ハン デーヴィス） 
1,310,426 231 23   可決 99.9 

（注）１．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あります。 

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であります。 

３．賛成割合の計算方法は次のとおりであります。 

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及び当日出席のすべての株主

分）に対する、事前行使分及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。 
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