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１【提出理由】 

 平成22年６月29日開催の当社第86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）当該株主総会が開催された年月日 

    平成22年６月29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 剰余金の処分について 

期末配当に関する事項 

当社普通株式１株につき金30円 

   第２号議案 取締役全員任期満了につき17名選任について 

取締役として、松尾新吾、眞部利應、日名子泰通、段上守、貫正義、深堀慶憲、平野敏彦、 

山元春義、藤永憲一、溝辺哲、諸岡雅俊、梶原正博、瓜生道明、津上賢治、梨田一海、鎮西正直 

及び渡辺顯好の17氏を選任する。 

第３号議案 監査役１名選任について 

監査役として、安元伸司氏を選任する。 

   第４号議案 補欠監査役１名選任について 

補欠監査役として、山出和幸氏を選任する。 

 

＜株主提案（第５号議案から第８号議案まで）＞ 

   第５号議案 定款の一部変更について（１） 

事業目的へ「スマートグリッド事業」を追加する。 

   第６号議案 定款の一部変更について（２） 

「原子力発電所と健康」問題委員会を設置する旨の条文を新設する。 

   第７号議案 定款の一部変更について（３） 

    「川内原子力発電所に関する宣言」に関する条文を新設する。 

   第８号議案 定款の一部変更について（４） 

    「使用済燃料中間貯蔵施設に係る宣言」に関する条文を新設する。 

 

 

 

 



 
 

（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（議決権行使書、電磁的方法 

による議決権行使及び委任状による代理出席を含む。）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 反対 
棄権 

（注） 
賛成率 決議結果 

第１号議案 3,176,070個 7,442個 12個 97.19％ 可決 

第２号議案  

松尾新吾 氏 3,083,709個 100,069個 91個 94.35％ 可決 

眞部利應 氏 3,096,096個 87,682個 91個 94.73％ 可決 

日名子泰通 氏 3,095,490個 88,288個 91個 94.71％ 可決 

段上 守 氏 3,101,561個 82,217個 91個 94.90％ 可決 

貫 正義 氏 3,101,782個 81,996個 91個 94.91％ 可決 

深堀慶憲 氏 3,102,021個 81,757個 91個 94.91％ 可決 

平野敏彦 氏 3,101,965個 81,813個 91個 94.91％ 可決 

山元春義 氏 3,101,885個 81,893個 91個 94.91％ 可決 

藤永憲一 氏 3,101,802個 81,976個 91個 94.91％ 可決 

溝辺 哲 氏 3,102,043個 81,735個 91個 94.91％ 可決 

諸岡雅俊 氏 3,101,591個 82,187個 91個 94.90％ 可決 

梶原正博 氏 3,101,805個 81,973個 91個 94.91％ 可決 

瓜生道明 氏 3,102,052個 81,726個 91個 94.91％ 可決 

津上賢治 氏 3,101,379個 82,399個 91個 94.89％ 可決 

梨田一海 氏 3,112,735個 71,043個 91個 95.24％ 可決 

鎮西正直 氏 3,112,982個 70,796個 91個 95.25％ 可決 

渡辺顯好 氏 3,117,525個 66,253個 91個 95.39％ 可決 

第３号議案  

安元伸司 氏 3,143,551個 40,181個 91個 96.19％ 可決 

第４号議案  

山出和幸 氏 3,174,204個 9,677個 91個 97.12％ 可決 

  （注） 棄権は「棄権の意思表示のあるもの」に限ります。 

    

 

 

 

 

 



 
 

＜株主提案（第５号議案から第８号議案まで）＞ 

議案 賛成 反対 
棄権 

（注） 
反対率 決議結果 

 第５号議案 176,135個 2,959,282個 48,706個 90.54％ 否決 

第６号議案 176,533個 2,957,264個 50,384個 90.48％ 否決 
第７号議案 170.386個 2,965,037個 48,774個 90.71％ 否決 
第８号議案 180,580個 2,954,415個 49,234個 90.39％ 否決 

   （注） 棄権は「棄権の意思表示のあるもの」に限ります。 

   

（４）当該決議事項が可決されるための要件 

 ＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞ 

・ 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、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三分の一 

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。 

    

  ＜株主提案（第５号議案から第８号議案まで）＞ 

・ 第５号議案、第６号議案、第７号議案及び第８号議案は、議決権を行使することができる株主の議決 

権の三分の一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三分の二以上の賛成です。 

 

（５）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 

本総会前日までの議決権行使書、電磁的方法による議決権行使及び当日出席（委任状による代理出席を 

含む。）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、反対及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。 


