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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

平成25年９月26日に提出いたしました臨時報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂

正するため臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

　
２【訂正事項】

２ 報告内容

（3）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

　
３【訂正箇所】

訂正箇所は　　　罫を付して表示しております。

　
２ 報告内容

(3) 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

　

（訂正前）

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成割合(％)

第１号議案
剰余金の配当の件

71,925 223 0 (注)１ 可決 94.8

第２号議案
取締役６名選任の件

　 　 　

(注)２

　 　

　川村 治 71,037 1,111 0 可決 93.6

　江草 康二 70,603 1,545 0 可決 93.0

　秋本 道弘 71,327 821 0 可決 94.0

　木村 元 71,273 875 0 可決 93.9

　島村 繁男 71,292 856 0 可決 93.9

 舛森 丈人 71,326 822 0 可決 94.0

第３号議案
会計監査人選任の件

71,909 239 0 (注)２ 可決 94.7

第４号議案
当社取締役に対して株式報酬型ストック
オプションとして発行する新株予約権に
関する報酬等の額の変更及び報酬等の内
容の決定の件

70,212 1,936 0 (注)１ 可決 92.5

第５号議案
当社執行役員に対して株式報酬型ストッ
クオプションとして発行する新株予約権
の募集事項の決定を当社取締役会に委任
する件

70,208 1,940 0 (注)１ 可決 92.5

第６号議案
当社子会社である株式会社ティー・
ツー・クリエイティブおよび株式会社ソ
イルの取締役に対して株式報酬型ストッ
クオプションとして発行する新株予約権
の募集事項の決定を当社取締役会に委任
する件

70,236 1,912 0 (注)１ 可決 92.5

(注) １  出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。
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　（訂正後）

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成割合(％)

第１号議案
剰余金の配当の件

71,925 223 0 (注)１ 可決 94.8

第２号議案
取締役６名選任の件

　 　 　

(注)２

　 　

　川村 治 71,037 1,111 0 可決 93.6

　江草 康二 70,603 1,545 0 可決 93.0

　秋本 道弘 71,327 821 0 可決 94.0

　木村 元 71,273 875 0 可決 93.9

　島村 繁男 71,292 856 0 可決 93.9

 舛森 丈人 71,326 822 0 可決 94.0

第３号議案
会計監査人選任の件

71,909 239 0 (注)２ 可決 94.7

第４号議案
当社取締役に対して株式報酬型ストック
オプションとして発行する新株予約権に
関する報酬等の額の変更及び報酬等の内
容の決定の件

70,212 1,936 0 (注)１ 可決 92.5

第５号議案
当社執行役員に対して株式報酬型ストッ
クオプションとして発行する新株予約権
の募集事項の決定を当社取締役会に委任
する件

70,208 1,940 0 (注)３ 可決 92.5

第６号議案
当社子会社である株式会社ティー・
ツー・クリエイティブおよび株式会社ソ
イルの取締役に対して株式報酬型ストッ
クオプションとして発行する新株予約権
の募集事項の決定を当社取締役会に委任
する件

70,236 1,912 0 (注)３ 可決 92.5

(注) １  出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

３ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。
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