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１【提出理由】

当社は、2018年６月25日開催の当社第82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項およ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の規定に基づき、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

2018年６月25日

 

（２）当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

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 定款一部変更の件

　　　　　以下の通り、定款の一部を変更する。

 （下線は変更部分を示します。）

現行定款 変　更　後

第２条 （目的） 第２条 （目的）

当会社は、次の事業を営む会社の株式を所有するこ

とにより、当該会社の事業活動を支配・管理するこ

とを目的とする。

当会社は、次の事業を営む会社の株式を所有するこ

とにより、当該会社の事業活動を支配・管理するこ

とを目的とする。

(1)～(9)      （記載省略） (1)～(9)      （現行どおり）

(10) 損害保険の代理業及び生命保険の募集業 (10) 損害保険の代理業及び生命保険の募集業並び

に少額短期保険業

(11) 割賦販売業、割賦販売斡旋業、割賦債権買取

業、集金代行業、信用調査業及び計算事務代

行業

(11) 割賦販売業、信用購入あっせん業、賃料保

証、割賦債権買取業、集金代行業、信用調査

業及び計算事務代行業

（新設） (12) 金融商品取引業、金融商品仲介業及びその他

金融に関連する業務

(12)～(19)      （記載省略） (13)～(20)      （現行どおり）

  
第25条　（社外取締役との責任限定契約） 第25条　（社外取締役との責任限定契約）

当会社は、会社法第427条第１項の規定により、社

外取締役との間に、同法第423条第１項の損害賠償

責任を限定する契約を締結することができる。但

し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定め

る最低責任限度額とする。

当会社は、会社法第427条第１項の規定により、社

外取締役との間に、同法第423条第１項の損害賠償

責任を限定する契約を締結することができる。但

し、当該契約に基づく責任の限度額は、1,000万円

以上であらかじめ定めた金額または法令の定める金

額のいずれか高い額とする。

第32条　（社外監査役との責任限定契約） 第32条　（社外監査役との責任限定契約）

当会社は、会社法第427条第１項の規定により、社

外監査役との間に、同法第423条第１項の損害賠償

責任を限定する契約を締結することができる。但

し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定め

る最低責任限度額とする。

当会社は、会社法第427条第１項の規定により、社

外監査役との間に、同法第423条第１項の損害賠償

責任を限定する契約を締結することができる。但

し、当該契約に基づく責任の限度額は、1,000万円

以上であらかじめ定めた金額または法令の定める金

額のいずれか高い額とする。

  
第36条　（転換社債の転換の時期） （削除）

転換社債の転換請求により発行された株式に対する

最初の期末配当金又は中間配当金の支払について

は、転換の請求が４月１日から９月30日迄になされ

たときは４月１日に、10月１日から翌年３月31日迄

になされたときは10月１日に、それぞれ転換があっ

たものとみなす。

 

  
第37条　　　　 （記載省略） 第36条　　　　 （現行どおり）
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第３号議案 取締役７名選任の件

取締役として、青井　浩、岡島悦子、田口義隆、室井雅博、石井友夫、中村正雄、加藤浩嗣を選任する。

 

第４号議案 監査役１名選任の件

　監査役として、布施成章を選任する。

　

第５号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠の社外監査役として、野崎　晃を選任する。

　

（３）当該決議事項に対する賛成、反対およ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

要件ならびに当該決議の結果等　

　

①基準日(2018年３月31日)現在における議決権の状況

議決権を有する株主数          22,684 名

総議決権数                 2,207,924 個

　

②議決権行使の状況

 
本総会前日までに
行使された議決権

本総会当日に
出席した株主の議決権

合計

株主数 7,445 名 182 名 7,627 名

議決権の数 1,518,471 個 414,654 個 1,933,125 個
 

EDINET提出書類

株式会社　丸井グループ(E03040)

臨時報告書

3/4



 

③当該決議の結果等

決議事項　 賛成 反対 棄権
決議の結果

賛成比率 可否

第１号議案 1,930,569 個 199 個 18 個 99.86 ％ 可決

第２号議案 1,930,522 個 247 個 18 個 99.86 ％ 可決

第３号議案  

青井   浩 1,875,988 個 54,773 個 18 個 97.04 ％ 可決

岡島　悦子 1,885,044 個 45,720 個 18 個 97.51 ％ 可決

田口　義隆 1,930,263 個 505 個 18 個 99.85 ％ 可決

室井　雅博 1,930,214 個 554 個 18 個 99.84 ％ 可決

石井 友夫 1,925,570 個 5,161 個 55 個 99.60 ％ 可決

中村 正雄 1,925,533 個 5,198 個 55 個 99.60 ％ 可決

加藤　浩嗣 1,925,613 個 5,118 個 55 個 99.61 ％ 可決

第４号議案 1,879,051 個 51,715 個 18 個 97.20 ％ 可決

第５号議案 1,930,465 個 304 個 18 個 99.86 ％ 可決

 

（注）各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

・第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成

・第２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３分の１以上を有する株主の出席および

　出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成

・第３号議案、第４号議案、第５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３分の１以上

を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成

 

（４）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

本総会前日までの事前行使分および当日出席した多数の議決権を有する株主から各議案の賛否に関して確認できた

ものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出

席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以　上
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