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  西日本電信電話株式会社大阪東支店 
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  西日本電信電話株式会社三重支店 

（津市桜橋二丁目149番地） 

  西日本電信電話株式会社金沢支店 

（金沢市出羽町４番１号） 

  西日本電信電話株式会社富山支店 

（富山市東田地方町一丁目１番30号） 

  西日本電信電話株式会社福井支店 

（福井市日之出二丁目12番５号） 
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  西日本電信電話株式会社島根支店 
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（岡山市北区中山下二丁目１番90号） 

  西日本電信電話株式会社鳥取支店 
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  西日本電信電話株式会社山口支店 

（山口市熊野町４番５号） 

  西日本電信電話株式会社愛媛支店 
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（注）東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の支店は、金融商品取引法による備付場所ではありません

が、投資者の便宜のため備え付けました。 

  西日本電信電話株式会社北九州支店 

（北九州市小倉北区古船場町５番12号） 

  西日本電信電話株式会社佐賀支店 

（佐賀市駅前中央一丁目８番32号） 

  西日本電信電話株式会社長崎支店 

（長崎市出島町11番13号） 

  西日本電信電話株式会社熊本支店 

（熊本市桜町３番１号） 

  西日本電信電話株式会社大分支店 

（大分市長浜町三丁目15番７号） 

  西日本電信電話株式会社鹿児島支店 

（鹿児島市松原町４番26号） 

  西日本電信電話株式会社宮崎支店 

（宮崎市広島一丁目５番３号） 

  西日本電信電話株式会社沖縄支店 

（浦添市城間四丁目35番１号） 

  株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

  株式会社大阪証券取引所 

（大阪市中央区北浜一丁目８番16号） 

  株式会社名古屋証券取引所 

（名古屋市中区栄三丁目８番20号） 

  証券会員制法人福岡証券取引所 

（福岡市中央区天神二丁目14番２号） 

  証券会員制法人札幌証券取引所 

（札幌市中央区南一条西五丁目14番地の１） 



平成22年６月24日開催の当社第25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に基づき提出するものであります。 

  

（１）株主総会が開催された年月日 

平成22年６月24日 

  

（２）決議事項の内容 

第１号議案 剰余金の配当の件   

①配当財産の種類 金銭 

②配当財産の割当てに関する事項およびその総額 

当社普通株式１株につき 金60円  配当総額 79,391,834,100円 

③剰余金の配当が効力を生じる日 

平成22年６月25日  

  

第２号議案 取締役12名選任の件  

取締役として和田紀夫、三浦 惺、宇治則孝、鵜浦博夫、金澤 薫、片山泰祥、小林敏雄、渡邊大樹、 

篠原弘道、庄司哲也、今井 敬および小林陽太郎の12氏が選任されました。 

なお、今井敬および小林陽太郎の両氏は社外取締役であります。  

  

（３）議決権の状況 

議決権を有する株主数      999,834人 

総議決権数        13,212,814個 

  

（４）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権数、決議事項が可決されるための要件ならびに

決議の結果 

（注）１．各議案の可決要件は次のとおりです。 

・第１号議案が可決されるための要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。 

・第２号議案が可決されるための要件は、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

る株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。  

１【提出理由】

２【報告内容】

議案 ①賛成 反対 棄権 
②行使された 

総議決権数 

賛成率 

(①/②) 

決議 

結果 

第１号議案 10,121,192個 141,279個 10,546個 10,477,579個 96.60％ 可決 

第２号議案      

和田 紀夫氏 9,845,739個 425,161個 2,115個 10,477,577個 93.97％ 可決 

三浦  惺氏 9,741,257個 529,303個 2,454個 10,477,576個 92.97％ 可決 

宇治 則孝氏 9,817,603個 440,874個 14,536個 10,477,575個 93.70％ 可決 

鵜浦 博夫氏 9,817,603個 440,874個 14,536個 10,477,575個 93.70％ 可決 

金澤  薫氏 10,027,619個 230,858個 14,536個 10,477,575個 95.71％ 可決 

片山 泰祥氏 9,803,078個 455,398個 14,536個 10,477,574個 93.56％ 可決 

小林 敏雄氏 10,046,694個 211,783個 14,536個 10,477,575個 95.89％ 可決 

渡邊 大樹氏 9,810,633個 447,844個 14,536個 10,477,575個 93.63％ 可決 

篠原 弘道氏 9,837,931個 420,545個 14,536個 10,477,574個 93.90％ 可決 

庄司 哲也氏 9,838,029個 420,448個 14,536個 10,477,575個 93.90％ 可決 

今井  敬氏 9,958,084個 312,748個 2,182個 10,477,576個 95.04％ 可決 

小林陽太郎氏 10,003,677個 267,224個 2,114個 10,477,577個 95.48％ 可決 



２．「行使された総議決権数」とは、本総会前日までの事前行使による議決権数と本総会当日に出席した株主の

議決権数の合計です。 

  

（５）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権数に株主総会に出席した株主の議決権数の一部

を加算しなかった理由  

本総会前日までの事前行使による議決権数と本総会当日に賛否の確認のとれた大株主の議決権数を合計したこ

とにより、すべての議案の可決要件を満たしたことから、確認のとれた大株主を除く本総会当日に出席した株主

の賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権数は加算しておりません。 

  

以 上


