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   平成22年６月28日付で、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に基づき提出いたしました臨時報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、金融商品取引

法第24条の５第５項に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出いたします。 

  

 訂正箇所は下線を付して表示しております。 

  

  （訂正前） 

  

(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、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果 

  <後略>  

１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

２【訂正内容】

決議事項 賛 成（個） 反 対（個） 棄 権（個） 可決要件 賛成の割合（％） 決議の結果

第１号議案 1,126,174  21,556 96 （注）１ 94.15 可決 

第２号議案 1,146,854  860 117 （注）２ 95.88 可決 

第３号議案    （注）３     

小林 栄三 1,110,336 35,556  1,935   92.83 可決 

渡邉 康平  1,134,655  11,239 1,935   94.86  可決 

岡藤 正広  1,136,152 9,742 1,935   94.98  可決 

丹波 俊人  1,134,261 11,633 1,935   94.83  可決 

小林 洋一  1,134,260 11,634 1,935   94.83 可決 

赤松 良夫  1,137,912 7,982 1,935   95.13 可決 

青木 芳久  1,134,270 11,624 1,935   94.83 可決 

関  忠行  1,134,263 11,631  1,935   94.83  可決 

井上 裕雄  1,134,289 11,605 1,935   94.83 可決 

岡田 賢二  1,134,269 11,625 1,935   94.83  可決 

髙柳 浩二  1,134,280 11,614 1,935   94.83 可決 

菊地  哲  1,134,301 11,593 1,935   94.83  可決 

松島  泰  1,137,934 7,960 1,935   95.13  可決 

岡本  均  1,137,949 7,945 1,935   95.13 可決 



  （訂正後） 

  

(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、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果 

  <後略>  

決議事項 賛 成（個） 反 対（個） 棄 権（個） 可決要件 賛成の割合（％） 決議の結果

第１号議案 1,126,086  21,556 96 （注）１ 94.15 可決 

第２号議案 1,146,766  860 117 （注）２ 95.88 可決 

第３号議案    （注）３     

小林 栄三 1,110,248 35,556  1,935   92.82 可決 

渡邉 康平  1,134,567  11,239 1,935   94.86  可決 

岡藤 正広  1,136,064 9,742 1,935   94.98  可決 

丹波 俊人  1,134,173 11,633 1,935   94.82  可決 

小林 洋一  1,134,172 11,634 1,935   94.82 可決 

赤松 良夫  1,137,824 7,982 1,935   95.13 可決 

青木 芳久  1,134,182 11,624 1,935   94.83 可決 

関  忠行  1,134,175 11,631  1,935   94.82  可決 

井上 裕雄  1,134,201 11,605 1,935   94.83 可決 

岡田 賢二  1,134,181 11,625 1,935   94.83  可決 

髙柳 浩二  1,134,192 11,614 1,935   94.83 可決 

菊地  哲  1,134,213 11,593 1,935   94.83  可決 

松島  泰  1,137,846 7,960 1,935   95.13  可決 

岡本  均  1,137,861 7,945 1,935   95.13 可決 


