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１【提出理由】

平成29年６月27日開催の当行第203期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) 当該株主総会が開催された年月日

平成29年６月27日

　

(2) 当該決議事項の内容

＜会社提案(第１号議案から第５号議案まで)＞

第１号議案 剰余金の処分の件

　　　 ①　期末配当に関する事項

　　　　 イ　配当財産の種類

　　　　　　 金銭

　　　 　ロ　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

　　　　　　 当行普通株式１株につき金３円　　　総額642,869,232円

　　　　 ハ　剰余金の配当が効力を生じる日

　　　　　　 平成29年６月28日

　　　　　　 ②　その他の剰余金の処分に関する事項

　　　　 イ　増加する剰余金の項目およびその額

　　　　　　 別途積立金　　　　　5,000,000,000円

　　　　 ロ　減少する剰余金の項目およびその額

　　　　　　 繰越利益剰余金　　　5,000,000,000円

　

第２号議案 株式併合の件

効力発生日を平成29年10月１日として、当行普通株式について、５株を１株の割合で併合するもの

であります。

　

第３号議案 定款一部変更の件

効力発生日を平成29年10月１日として、株式併合の割合に合わせて発行可能株式総数を減少させる

とともに、単元株式数を現在の1,000株から100株に変更するものであります。

　

第４号議案 取締役４名選任の件

取締役として、西川昭寛、五百蔵誠一、尾﨑嘉則および稲田知江子の４氏を選任するものでありま

す。

　

第５号議案 監査役２名選任の件

監査役として、熊沢慎一郎および田中章夫の両氏を選任するものであります。

　

＜株主提案(第６号議案から第８号議案まで)＞

第６号議案 定款一部変更の件

顧問・相談役の役職をすべて廃止するものであります。

　

第７号議案 取締役６名解任の件

取締役 熊沢慎一郎、五百蔵誠一、黒下則之、小林達司、溝渕悦子および尾﨑嘉則の６氏の解任を

求めるものであります。

　

第８号議案 監査役４名解任の件

監査役 北村裕、田中章夫、川添博および濵田正博の４氏の解任を求めるものであります。　
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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

＜会社提案(第１号議案から第５号議案まで)＞　

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 172,417 4,638 10 (注) 可決 91.0

第２号議案 176,735 320 10 (注) 可決 93.3

第３号議案 176,702 353 10 (注) 可決 93.3

第４号議案    

(注)

  

　西川 　昭寛 175,739 1,316 10 可決 92.7

　五百蔵 誠一 175,277 1,778 10 可決  92.5

　尾﨑　 嘉則 174,457 2,598 10 可決 92.1

　稲田 知江子 176,554 501 10 可決 93.2

第５号議案    

(注)

  

　熊沢 慎一郎 176,532 480 10 可決 93.2

　田中　 章夫 176,626 436 10 可決 93.2
 

＜株主提案(第６号議案から第８号議案まで)＞

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６号議案 39,026 137,977 10 (注) 否決 20.6

第７号議案    

(注)

  

　熊沢 慎一郎 3,707 173,297 10 否決 1.9

　五百蔵 誠一 4,631 172,373 10 否決 2.4

　黒下　 則之 3,725 173,279 10 否決 1.9

　小林　 達司 3,725 173,279 10 否決 1.9

　溝渕 　悦子 3,727 173,277 10 否決 1.9

　尾﨑　 嘉則 4,631 172,373 10 否決 2.4

第８号議案    

(注)

  

　北村　 裕 3,706 173,298 10 否決 1.9

　田中　 章夫 3,687 173,317 10 否決 1.9

　川添　 博 3,705 173,299 10 否決 1.9

　濵田　 正博 3,711 173,293 10 否決 1.9
 

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

①　第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

②　第２号議案、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、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。
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③　第４号議案、第５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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

④　第６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、出席し

た当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。

⑤　第７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過半数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ります。

⑥　第８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、出席し

た当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。
　

(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

本株主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

の集計により、第１号議案から第５号議案については、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則っ

て決議が成立し、第６号議案から第８号議案については、会社法に則って決議が否決されることが明らかとなった

ため、本株主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の数は加算しており

ません。
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