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１【提出理由】 
 平成24年６月27日開催の当社第88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24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20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、貫正義、瓜生道明、深堀慶憲、山元春義、鎮西正直、津上賢治、荒牧智
之、平田宗充、大島洋、山﨑正幸、内藤富夫、坂口盛一、佐藤尚文、伊﨑数博、吉迫徹、
薬真寺偉臣及び渡辺顯好の17氏を選任する。 

第３号議案 監査役２名任期満了につき２名選任について 
監査役として、小野丈夫、内海善雄の２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12号議案まで）＞ 
第５号議案 定款の一部変更について(1) 
「新規投資に関する宣言」に関する条文を新設する。 

第６号議案 定款の一部変更について(2) 
「料金値上げ検討委員会」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) 
原子力発電の終了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) 
「廃炉を進める検討委員会」を設置する旨の条文を新設する。 

第９号議案 定款の一部変更について(5)
ガス・コンバインドサイクル発電をベース電源として推進する旨の条文を新設する。 

第10号議案 定款の一部変更について(6) 
「発電・送電分離対策委員会」を設置する旨の条文を新設する。 

第11号議案 取締役１名選任について 
取締役として、菊地洋一氏を選任する。 

第12号議案 退任慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給停止について         
  



  

＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞ 

（注） 棄権は「棄権の意思表示のあるもの」に限ります。 
  
  

（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 

  

議案 賛成 反対
棄権
（注） 賛成率 決議結果

第１号議案 3,123,870個 68,210個 593個 95.87％ 可決

第２号議案   
貫 正義 氏 2,917,633個 274,741個 406個 89.54％ 可決

瓜生道明 氏 2,981,030個 211,344個 406個 91.48％ 可決

深堀慶憲 氏 2,984,096個 208,278個 406個 91.58％ 可決

山元春義 氏 2,983,814個 208,560個 406個 91.57％ 可決

鎮西正直 氏 3,000,224個 192,150個 406個 92.07％ 可決

津上賢治 氏 2,990,131個 202,246個 406個 91.76％ 可決

荒牧智之 氏 3,019,462個 172,915個 406個 92.66％ 可決

平田宗充 氏 3,019,209個 173,168個 406個 92.65％ 可決

大島 洋 氏 3,019,279個 173,098個 406個 92.65％ 可決

山﨑正幸 氏 3,019,258個 173,119個 406個 92.65％ 可決

内藤富夫 氏 3,019,185個 173,192個 406個 92.65％ 可決

坂口盛一 氏 3,019,071個 173,306個 406個 92.65％ 可決

佐藤尚文 氏 3,019,558個 172,819個 406個 92.66％ 可決

伊﨑数博 氏 3,019,231個 173,146個 406個 92.65％ 可決

吉迫 徹 氏 3,019,347個 173,030個 406個 92.66％ 可決

薬真寺偉臣 氏 3,005,652個 186,725個 406個 92.24％ 可決

渡辺顯好 氏 3,000,794個 191,584個 406個 92.09％ 可決

第３号議案   
小野丈夫 氏 3,156,387個 35,955個 334個 96.87％ 可決

内海善雄 氏 3,158,675個 33,668個 334個 96.94％ 可決

第４号議案  

山出和幸 氏 3,165,355個 26,680個 334個 97.15％ 可決



＜株主提案（第５号議案から第12号議案まで）＞

   （注） 棄権は「棄権の意思表示のあるもの」に限ります。 
   
  

  

議案 賛成 反対
棄権
（注） 反対率 決議結果

第５号議案 133,801個 3,052,778個 6,292個 93.68％ 否決

第６号議案 142,933個 3,044,085個 5,758個 93.42％ 否決

第７号議案 135,779個 3,050,632個 6,351個 93.62％ 否決

第８号議案 146,646個 3,039,742個 6,292個 93.29％ 否決

第９号議案 140,794個 3,045,911個 6,019個 93.47％ 否決

第10号議案 140,601個 3,046,135個 6,090個 93.48％ 否決

第11号議案 141,767個 3,050,263個 750個 93.61％ 否決

第12号議案 182,740個 3,009,231個 460個 92.36％ 否決

（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12号議案まで）＞
・ 第５号議案、第６号議案、第７号議案、第８号議案、第９号議案及び第10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。 
・ 第11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。 
・ 第12号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。 
  

 

  
（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。 

 


