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【縦覧に供する場所】 東日本電信電話株式会社東京支店

（東京都港区港南一丁目９番１号）

東日本電信電話株式会社神奈川支店

（横浜市中区山下町198番地）

東日本電信電話株式会社千葉支店

（千葉市美浜区中瀬一丁目３番地幕張テクノガーデンビルＤ棟13階）

東日本電信電話株式会社埼玉支店

（さいたま市浦和区常盤五丁目８番17号）

東日本電信電話株式会社茨城支店

（水戸市北見町８番８号）

東日本電信電話株式会社栃木支店

（宇都宮市東宿郷四丁目３番27号）

東日本電信電話株式会社群馬支店

（高崎市高松町３番地）

東日本電信電話株式会社山梨支店

（甲府市青沼一丁目12番13号）

東日本電信電話株式会社長野支店

（長野市大字南長野新田町1137番地５）

東日本電信電話株式会社新潟支店

（新潟市中央区東堀通七番町1017番地１）

東日本電信電話株式会社宮城支店

（仙台市若林区五橋三丁目２番１号）

東日本電信電話株式会社福島支店

（福島市山下町５番10号）

東日本電信電話株式会社岩手支店

（盛岡市中央通一丁目２番２号）

東日本電信電話株式会社青森支店

（青森市橋本二丁目１番６号）

東日本電信電話株式会社山形支店

（山形市本町一丁目７番54号）

東日本電信電話株式会社秋田支店

（秋田市中通四丁目４番４号）

東日本電信電話株式会社北海道支店

（札幌市中央区大通西十四丁目７番地）

西日本電信電話株式会社大阪支店

（大阪市中央区博労町二丁目５番15号）

西日本電信電話株式会社和歌山支店

（和歌山市一番丁５番地）

西日本電信電話株式会社京都支店

（京都市中京区烏丸三条上ル場之町604）

西日本電信電話株式会社奈良支店

（奈良市下三条町１番地１）

西日本電信電話株式会社滋賀支店

（大津市浜大津一丁目１番26号）

西日本電信電話株式会社兵庫支店

（神戸市中央区海岸通11番）

西日本電信電話株式会社名古屋支店

（名古屋市中区大須四丁目９番60号）

西日本電信電話株式会社静岡支店

（静岡市葵区城東町５番１号）

西日本電信電話株式会社岐阜支店

（岐阜市梅ヶ枝町二丁目31番地）
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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）

西日本電信電話株式会社広島支店

（広島市中区基町６番77号）

西日本電信電話株式会社島根支店

（松江市東朝日町102番地）

西日本電信電話株式会社岡山支店

（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

（鳥取市湯所町二丁目258番地）

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

（松山市一番町四丁目３番地）

西日本電信電話株式会社香川支店

（高松市観光通一丁目８番地２）

西日本電信電話株式会社徳島支店

（徳島市西大工町二丁目５番地１）

西日本電信電話株式会社高知支店

（高知市帯屋町二丁目５番11号）

西日本電信電話株式会社福岡支店

（福岡市博多区博多駅東三丁目２番28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

（熊本市中央区桜町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）

 （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。
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１【提出理由】

　平成26年６月26日開催の当社第29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。

 

２【報告内容】

(1）株主総会が開催された年月日

平成26年６月26日

 
(2）決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

　　　　１．期末配当に関する事項

　　　　　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90円　　配当総額　99,904,178,520円

　　　　　③剰余金の配当が効力を生じる日

　　　　　　平成26年６月27日

 

　　　　２．その他の剰余金の処分に関する事項

　　　　　①増加する剰余金の項目およびその額

　　　　　　繰越利益剰余金　531,000,000,000円

　　　　　②減少する剰余金の項目およびその額

　　　　　　別途積立金　　　531,000,000,000円

 

第２号議案　取締役11名選任の件

　　　　取締役として三浦　惺、鵜浦博夫、篠原弘道、澤田　純、小林充佳、島田　明、辻上広志、奥野恒久、

　　　　栗山浩樹、白井克彦および榊原定征の11氏が選任されました。

　　　　なお、白井克彦および榊原定征の両氏は社外取締役であります。

 

第３号議案　監査役２名選任の件

　　　　監査役として井手明子および飯田　隆の両氏が選任されました。

　　　　なお、飯田　隆氏は社外監査役であります。

 

(3）議決権の状況

　　議決権を有する株主数　　　　　812,302人

　　総議決権数　　　　　　　　 11,083,622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
 

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 8,732,868個 9,565個 18,075個 8,818,089個 99.03％ 可決

第２号議案       

三浦　惺氏 8,332,459個 392,451個 35,591個 8,818,082個 94.49％ 可決

鵜浦博夫氏 8,586,891個 138,015個 35,599個 8,818,086個 97.38％ 可決

篠原弘道氏 8,535,258個 142,139個 83,105個 8,818,083個 96.79％ 可決

澤田　純氏 8,554,595個 122,792個 83,114個 8,818,082個 97.01％ 可決

小林充佳氏 8,535,220個 142,190個 83,092個 8,818,083個 96.79％ 可決

島田　明氏 8,535,189個 142,222個 83,091個 8,818,083個 96.79％ 可決

辻上広志氏 8,535,185個 142,222個 83,095個 8,818,083個 96.79％ 可決

奥野恒久氏 8,534,899個 142,471個 83,133個 8,818,084個 96.79％ 可決

栗山浩樹氏 8,553,241個 124,155個 83,105個 8,818,082個 97.00％ 可決

白井克彦氏 8,560,535個 172,772個 27,198個 8,818,086個 97.08％ 可決

榊原定征氏 8,594,221個 139,057個 27,226個 8,818,085個 97.46％
  

可決

第３号議案       

井手明子氏 8,314,791個 418,345個 27,365個 8,818,082個 94.29％ 可決

飯田　隆氏 8,551,945個 190,515個 18,042個 8,818,083個 96.98％ 可決
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（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号議案および第３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。

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
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