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１【提出理由】

2020年６月25日開催の当社第96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

　2020年６月25日

 
(2) 当該決議事項の内容

＜会社提案（第１号議案から第３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15円

　　　　 当社Ａ種優先株式１株につき金1,052,877円

　　 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任について

　　　　 取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、瓜生道明、池辺和弘、薬真寺偉臣、藤井一郎、

　　豊馬誠、長宣也、豊嶋直幸、小倉良夫、穐山泰治、渡辺顯好及び橘・フクシマ・咲江の11氏を選任する。

　　 第３号議案　監査等委員である取締役３名選任について

   　　 監査等委員である取締役として、古賀和孝、藤田和子及び谷宏子の３氏を選任する。

 
　＜株主提案（第４号議案から第９号議案まで）＞

　　第４号議案　定款の一部変更について（１）

　　　　　顧問、相談役等の廃止に関する条文新設

　　　第５号議案　定款の一部変更について（２）

　　　　　原発及び関連事業に関する不正資金調査委員会を設置する旨の条文新設

　　　第６号議案　定款の一部変更について（３）

　　　　　トリチウム汚染調査委員会の設置に関する条文新設

　　　第７号議案　定款の一部変更について（４）

　　　　　原子力施設現場作業員を直接雇用とする旨の条文新設

　　　第８号議案　定款の一部変更について（５）

　　　　　原発の運転期間は40年とし、運転期限の20年延長は行わない旨の条文新設

　　　第９号議案　定款の一部変更について（６）

　　　　　玄海・川内原発の運転を停止する旨の条文新設
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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（議決権行使書、インターネットに

　　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３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 3,450,363個 46,573個 136個 98.51％ 　　 可決

第２号議案      

瓜生 道明 氏 3,451,488個 44,827個 800個 98.54％ 可決

池辺 和弘 氏 3,457,490個 38,822個 800個 98.71％ 可決

薬真寺 偉臣 氏 3,459,039個 37,276個 800個 98.75％ 可決

藤井 一郎 氏 3,460,168個 36,147個 800個 98.78％ 可決

豊馬 　誠 氏 3,460,291個 36,024個 800個 98.79％ 可決

長　 宣也 氏 3,460,270個 36,045個 800個 98.79％ 可決

豊嶋 直幸 氏 3,459,477個 36,838個 800個 98.76％ 可決

小倉 良夫 氏 3,461,002個 35,977個 136個 98.81％ 可決

穐山 泰治 氏 3,461,161個 35,818個 136個 98.81％ 可決

渡辺 顯好 氏 3,463,158個 33,156個 800個 98.87％ 可決

橘・フクシマ・咲江 氏 3,470,828個 26,152個 136個 99.09％ 可決

第３号議案      

古賀 和孝 氏 3,466,747個 29,425個 800個 98.98％ 可決

藤田 和子 氏 3,474,418個 22,418個 136個 99.19％ 可決

谷　 宏子 氏  3,478,203個 18,633個 136個 99.30％ 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４号議案から第９号議案まで）＞

議案 賛成 反対
棄権

(注)
反対率 決議結果

第４号議案 753,627個 2,743,151個 190個 78.32％ 否決

第５号議案 120,279個 3,375,845個 843個 96.38％ 否決

第６号議案 113,094個 3,344,273個 39,604個 95.48％ 否決

第７号議案 111,170個 3,384,232個 1,545個 96.62％ 否決

第８号議案 118,325個 3,339,075個 39,604個 95.33％ 否決

第９号議案 112,682個 3,382,989個 1,337個 96.58％ 否決
 

(注)　棄権は「棄権の意思表示のあるもの」に限ります。
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(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３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号議案及び第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４号議案から第９号議案まで）＞

  ・　第４号議案から第９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、インターネット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。

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 以　上
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