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　　　苫小牧、函館の各支店は金融商品取引法の規定による備置場所では

　　　ありませんが、投資者の便宜を図るため備え置きます。
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１【提出理由】

平成28年６月28日開催の当社第92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)　当該株主総会開催年月日

 平成28年６月28日

 

(２)　当該決議事項の内容

　　　＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

　当社普通株式１株につき金５円、当社Ａ種優先株式１株につき金7,781,358円

 
第２号議案　定款一部変更の件

第13条（株主総会の招集）、第14条（株主総会の議長）、第18条の２（種類株主総会）及び第29条（会長）

について所要の変更を行う。

 
第３号議案　取締役14名選任の件

取締役として、石黒　基、市川茂樹、魚住　元、氏家和彦、大井範明、阪井一郎、酒井　修、佐々木亮子、

佐藤佳孝、相馬道広、藤井　裕、古郡宏章、真弓明彦、森　昌弘の14氏を選任する。

 

第４号議案　監査役３名選任の件

　　　　　監査役として、阿部幹司、瀬尾英生、成田教子の３氏を選任する。

　

＜株主提案（第５号議案から第10号議案まで）＞

第５号議案　定款一部変更の件（１）

　　　　　第１章（総則）に「原子力発電事業を放射性物質の安全保管及び廃炉部門に移行する」との項を追加する。

 

第６号議案　定款一部変更の件（２）

　　　　　第１章（総則）に「原子力事業者としての社会的責任」に関する条文を追加する。

 

第７号議案　定款一部変更の件（３）

　　　　　第５章（監査役及び監査役会）に「監査役の実効性確保」に関する条文を追加する。

 

第８号議案　定款一部変更の件（４）

第８章として「使用済核燃料再処理事業者との契約の破棄と高レベル放射性廃液の安全管理技術の開発」に

関する章を設ける。

 

第９号議案　定款一部変更の件（５）

　　　　　第９章として「役員報酬の個別開示」に関する章を設ける。

 

第10号議案　定款一部変更の件（６）

　　　　　第10章として「株主総会におけるプレゼンテーションツールの使用について」に関する章を設ける。
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（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

＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞

議案 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成率 決議結果

　第１号議案 1,246,930 8,437 393 97.35％ 可決

　第２号議案 1,246,379 8,997 393 97.31％ 可決

　第３号議案      

石黒　　基 1,230,251 25,145 393 96.05％ 可決

市川　茂樹 1,234,937 20,459 393 96.42％ 可決

魚住　　元 1,229,931 25,465 393 96.03％ 可決

氏家　和彦 1,230,306 25,090 393 96.05％ 可決

大井　範明 1,230,011 25,385 393 96.03％ 可決

阪井　一郎 1,229,482 25,914 393 95.99％ 可決

酒井　　修 1,218,167 37,229 393 95.11％ 可決

佐々木亮子 1,231,292 24,104 393 96.13％ 可決

佐藤　佳孝 1,204,396 51,000 393 94.03％ 可決

相馬　道広 1,229,724 25,672 393 96.01％ 可決

藤井　　裕 1,230,438 24,958 393 96.06％ 可決

古郡　宏章 1,230,461 24,935 393 96.07％ 可決

真弓　明彦 1,218,474 36,922 393 95.13％ 可決

森　　昌弘 1,229,847 25,549 393 96.02％ 可決

　第４号議案      

阿部　幹司 1,233,961 21,423 393 96.34％ 可決

瀬尾　英生 1,225,733 29,651 393 95.70％ 可決

成田　教子 1,246,268 9,116 393 97.30％ 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、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

　　　・第２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以上を有する株主の出席及び出席した

当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。

　　　・第３号議案及び第４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す。
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＜株主提案（第５号議案から第10号議案まで）＞

議案 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成率 決議結果

 第５号議案 50,296 1,204,021 1,421 3.95％ 否決

 第６号議案 50,337 1,204,972 453 3.96％ 否決

 第７号議案 51,259 1,204,015 400 4.03％ 否決

 第８号議案 48,955 1,206,356 453 3.85％ 否決

 第９号議案 129,462 1,125,748 399 10.18％ 否決

 第10号議案 53,257 1,202,031 400 4.19％ 否決
 

（注）各議案の可決要件は次のとおりです。

　　　・第５号議案から第10号議案までは、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

の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。

 
（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

本総会前日までに行使された株主の議決権の数及び当日に出席した株主のうち決議事項についての賛成または反

対を確認することができた株主の議決権の数の合計により、決議事項の可決または否決が明らかになっているた

め、賛成、反対及び棄権の議決権の数には、本総会当日に出席した株主の一部の議決権の数を加算しておりませ

ん。

以　上
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