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１【提出理由】

　平成29年６月28日開催の当社第93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28日

 

(2）当該決議事項の内容

　　＜会社提案（第１号議案から第６号議案まで）＞

第１号議案　剰余金の配当の件

　当社普通株式１株につき金20円

第２号議案　定款一部変更の件

　監査等委員会設置会社への移行に伴い、定款を以下のとおり変更する。

　・監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設

　・監査役および監査役会に関する規定の削除

　・重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる旨の規定の新設

　・上記の変更に伴う条数の繰下げ等

　　　第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件

　　　　取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、佐伯勇人、白井久司、玉川宏一、千葉　昭、長井啓介、

　　　原田雅仁、真鍋信彦、宮内義憲、守家祥司、山田研二および横井郁夫を選任する。

第４号議案　監査等委員である取締役６名選任の件

　　　　監査等委員である取締役として、新井裕史、井原理代、竹内克之、松本真治、森田浩治および渡邊智樹を

　　　選任する。

　　　第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額設定の件

　　　　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額を、月額3,800万円以内とする。

　　　第６号議案　監査等委員である取締役の報酬限度額設定の件

　　　　監査等委員である取締役の報酬限度額を、月額1,000万円以内とする。

 

　　　＜株主提案（第７号議案から第10号議案まで）＞

第７号議案　定款一部変更の件(1)

　　　　第１章の総則（目的）第２条(1)の一部を以下のとおり変更する。

　(１) 電気事業（但し核反応を伴うあらゆる発電を除外する）

　　　第８号議案　定款一部変更の件(2)

　　　　以下の章を新設し、以下の条文を追加する。

　　　　第７章　原子力安全協定の締結

　　　　第43条　本会社は、伊方発電所より半径250km圏内の全自治体と同一の原子力安全協定を結び、原子力発電所の

　　　　運転には、同協定を締結している全自治体の承認を得るものとする。

　　　第９号議案　定款一部変更の件(3)

　　　　第１章の総則（目的）第２条と第３条の間に、第２条の２を以下のとおり追加する。

　　　　第２条の２

　　　　(１) 本会社が行う発電事業において甚大な事故が起こった場合、その事故処理費用は電気料金に上乗せ

　　　　　　 しない。

　　　　(２) 現行の福島事故「一般負担金」の電気料金上乗せを中止する。

　　　第10号議案　定款一部変更の件(4)

　　　　以下の章を新設し、以下の条文を追加する。

　　　　第８章　伊方原子力発電所の廃炉及び、現存する放射性廃棄物の適切な処理

　　　　第44条　本会社は、伊方原子力発電所を廃炉にする。

　　　　(２) 現存する放射性廃棄物は適切に処理する。

　　　　(３) 放射性廃棄物処理の技術開発を行う。
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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６号議案まで）＞

決議事項 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果

第１号議案 1,421,311個  9,114個  0個 98.4% 可決

第２号議案 1,368,569個  61,840個  0個 94.7% 可決

第３号議案      

　　佐伯　勇人 1,162,707個 267,676個  0個 80.5% 可決

　　白井　久司 1,342,235個  88,150個  0個 92.9% 可決

　　玉川　宏一 1,283,159個 147,226個  0個 88.8% 可決

　　千葉　　昭 1,151,583個 278,800個  0個 79.7% 可決

　　長井　啓介 1,341,710個  88,675個  0個 92.9% 可決

　　原田　雅仁 1,341,696個  88,689個  0個 92.9% 可決

　　真鍋　信彦 1,337,537個  92,848個  0個 92.6% 可決

　　宮内　義憲 1,283,549個 146,836個  0個 88.8% 可決

　　守家　祥司 1,341,726個  88,659個  0個 92.9% 可決

　　山田　研二 1,341,419個  88,966個  0個 92.8% 可決

　　横井　郁夫 1,341,777個  88,608個  0個 92.9% 可決

第４号議案  

　　新井　裕史 1,334,054個  96,342個  0個 92.3% 可決

　　井原　理代 1,104,343個 326,054個  0個 76.4% 可決

　　竹内　克之 1,346,179個  84,219個  0個 93.2% 可決

　　松本　真治 1,334,447個  95,949個  0個 92.4% 可決

　　森田　浩治 1,192,491個 237,906個  0個 82.5% 可決

　　渡邊　智樹 1,191,973個 238,424個  0個 82.5% 可決

第５号議案 1,419,734個  10,686個  0個 98.3% 可決

第６号議案 1,419,562個  10,889個  0個 98.2% 可決

（注）各議案の可決要件は、次のとおりです。

　　　・第１号議案、第５号議案および第６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有する議決権の３分の１以上の出席と、出席した株主の

　　　　議決権の３分の２以上の賛成です。

　　　・第３号議案および第４号議案は、議決権を行使することができる株主の有する議決権の３分の１以上の出席と、

　　　　出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

 

　＜株主提案（第７号議案から第10号議案まで）＞

決議事項 賛成 反対 棄権 反対率 決議結果

第７号議案 48,725個 1,380,668個 968個 95.6% 否決

第８号議案 49,182個 1,381,206個  39個 95.6% 否決

第９号議案 50,138個 1,380,181個 108個 95.5% 否決

第10号議案 49,180個 1,380,316個 968個 95.5% 否決

（注）各議案の可決要件は、次のとおりです。

　　　・第７号議案、第８号議案、第９号議案および第10号議案は、議決権を行使することができる株主の有する

　　　　議決権の３分の１以上の出席と、出席した株主の議決権の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ものを合計したこ

　　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（株主提案については会社法上否決されることが明らか

　　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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