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１【提出理由】

当社は、平成28年６月22日の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

平成28年６月22日

　

(2) 決議事項の内容

第１号議案 第31期剰余金処分の件

① 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額

１株につき金56円 　 総額2,303,694,008円

② 効力発生日

平成28年６月23日

第２号議案 定款一部変更の件

① 事業活動の多様化および今後の事業展開に備えるため、現行定款規定第２条（目的）の事業目的

の文言を追加するものであります。

②　取締役会の監督機能を高めることによりコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、企業価

値を向上させることを目的として、「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）に

より創設された監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員および監査等委員会に関する

規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。

第３号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）16名選任の件

奥田 耕己、船津 康次、奥田 昌孝、石見 浩一、向井 宏之、森山 雅勝、永倉 辰一、牟田 正明、髙

野 雅年、本田 仁志、白石 清、ラルフ・ブンシュ、佐藤 俊介、オーウェン・マホニー、鳩山 玲

人、島田 亨の16氏を取締役として選任するものであります。

第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

夏野 剛、吉田 望、宇陀 栄次の３氏を監査等委員である取締役として選任するものであります。

第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

鶴森 美和氏を補欠の監査等委員である取締役として選任するものであります。

第６号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額決定の件

当社は監査等委員会設置会社へ移行することから、昨今の経済情勢等諸般の事情を勘案し、改めて監

査等委員会設置会社へ移行した後の取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案にお

いて同じ）の報酬等の額を年額８億円以内（うち、社外取締役分は１億円以内）とすることをお願い

するものであります。なお、この報酬等には、使用人兼務取締役に対する使用人分給与は含まないも

のといたします。

第７号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

当社は監査等委員会設置会社へ移行することから、昨今の経済情勢等諸般の事情を勘案し、監査等委

員会設置会社へ移行した後の監査等委員である取締役の報酬等の額を年額6,000万円以内とするこ

と、および各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員であ

る取締役の協議によるものとすることにつきご承認をお願いするものであります。

第８号議案 会計監査人選任の件

PwCあらた監査法人を会計監査人として選任するものであります。

　

(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

議決権を有する株主数 11,484名

総議決権個数 410,058個
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決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果および

賛成割合
(％)

第１号議案
第31期剰余金処分の件 334,085 878 10 (注)１ 可決 (97.05％)

第２号議案
定款一部変更の件 333,726 1,237 10 (注)２ 可決 (96.95％)

第３号議案
取締役（監査等委員であるも
のを除く。）16名選任の件

      

奥田 耕己 327,295 7,666 10

(注)３

可決 (95.08％)

船津 康次 324,253 10,706 10 可決 (94.20％)

奥田 昌孝 327,295 7,666 10 可決 (95.08％)

石見 浩一 327,330 7,631 10 可決 (95.09％)

向井 宏之 327,313 7,648 10 可決 (95.08％)

森山 雅勝 327,328 7,633 10 可決 (95.09％)

永倉 辰一 327,313 7,648 10 可決 (95.08％)

牟田 正明 327,315 7,646 10 可決 (95.09％)

髙野 雅年 327,331 7,630 10 可決 (95.09％)

本田 仁志 327,293 7,668 10 可決 (95.08％)

白石 清 327,293 7,668 10 可決 (95.08％)

ラルフ・ブンシュ 327,273 7,688 10 可決 (95.07％)

佐藤 俊介 327,223 7,738 10 可決 (95.06％)

オーウェン・マホニー 328,452 6,507 10 可決 (95.42％)

鳩山 玲人 332,564 2,397 10 可決 (96.61％)

島田 亨 332,576 2,385 10 可決 (96.61％)

第４号議案
監査等委員である取締役３名
選任の件

      

夏野 剛 275,540 59,415 10

(注)３

可決 (80.05％)

吉田 望 326,503 8,452 10 可決 (94.85％)

宇陀 栄次 326,496 8,459 10 可決 (94.85％)

第５号議案
補欠の監査等委員である取締
役１名選任の件

      

鶴森 美和 306,121 28,842 10 (注)３ 可決 (88.93％)

第６号議案
取締役（監査等委員であるも
のを除く。）の報酬額決定の
件

333,637 1,326 10 (注)１ 可決 (96.92％)

第７号議案
監査等委員である取締役の報
酬額決定の件

333,776 1,187 10 (注)１ 可決 (96.96％)

第８号議案
会計監査人選任の件 333,876 1,087 10 (注)１ 可決 (96.99％)

 

(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３分の２以上の賛成による。

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

決権の過半数の賛成による。
　

(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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに

より、決議事項の可決が明らかになったため、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。
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