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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2020年６月26日開催の第99回定時株主総会において決議された決議事項について、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、2020年６月30日に臨

時報告書を提出いたしましたが、当社の議決権行使集計業務を委託している三井住友信託銀行株式会社（当社の株主

名簿管理人）において、一部議決権の未集計が判明したため、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき、本

報告書を提出するものであります。

EDINET提出書類

小田急電鉄株式会社(E04088)

訂正臨時報告書

2/4



 

 
２【訂正事項】

２　報告内容

（３）　当該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

 
３【訂正箇所】

訂正箇所は　　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、反対および棄権の意思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

 

決議事項 賛成 反対 棄権 可決要件
決議の結果

（賛成の割合）

第１号議案 2,892,252個 3,955個 12個 (注)１ 可決 （99.78％）

第２号議案    (注)２   

　星野　晃司 2,653,437個 240,863個 1,914個  可決 （91.54％）

　小川　三木夫 2,700,763個 195,442個 12個  可決 （93.18％）

　下岡　祥彦 2,704,229個 191,975個 12個  可決 （93.30％）

　荒川　　勇 2,704,717個 191,487個 12個  可決 （93.31％）

　五十嵐　秀 2,704,756個 191,448個 12個  可決 （93.31％）

　端山　貴史 2,704,737個 191,467個 12個  可決 （93.31％）

　長野　真司 2,704,688個 191,516個 12個  可決 （93.31％）

　黒田　　聡 2,704,732個 191,472個 12個  可決 （93.31％）

　野間口　有 2,610,783個 285,369個 62個  可決 （90.07％）

　中山　弘子 2,758,904個 137,307個 12個  可決 （95.18％）

　立山　昭憲 2,703,890個 192,314個 12個  可決 （93.28％）

　大原　　透 2,705,560個 190,593個 62個  可決 （93.34％）

　糸長　丈秀 2,637,822個 258,331個 62個  可決 （91.01％）

第３号議案    (注)２   

　伊東　正孝 2,686,973個 204,179個 5,071個  可決 （92.70％）

　山本　俊郎 2,816,673個 74,479個 5,071個  可決 （97.18％）

　鬼丸　かおる 2,889,701個 6,520個 12個  可決 （99.69％）

　林　　武史 2,625,217個 265,932個 5,071個  可決 （90.57％）
 

(注) １　出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

２　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。
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（訂正後）

（３）　当該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

 

決議事項 賛成 反対 棄権 可決要件
決議の結果

（賛成の割合）

第１号議案 2,896,305個 3,960個 12個 (注)１ 可決 （99.78％）

第２号議案    (注)２   

　星野　晃司 2,657,425個 240,933個 1,914個  可決 （91.55％）

　小川　三木夫 2,704,751個 195,512個 12個  可決 （93.18％）

　下岡　祥彦 2,708,217個 192,045個 12個  可決 （93.30％）

　荒川　　勇 2,708,705個 191,557個 12個  可決 （93.32％）

　五十嵐　秀 2,708,744個 191,518個 12個  可決 （93.32％）

　端山　貴史 2,708,725個 191,537個 12個  可決 （93.32％）

　長野　真司 2,708,676個 191,586個 12個  可決 （93.32％）

　黒田　　聡 2,708,720個 191,542個 12個  可決 （93.32％）

　野間口　有 2,614,771個 285,439個 62個  可決 （90.08％）

　中山　弘子 2,762,882個 137,387個 12個  可決 （95.19％）

　立山　昭憲 2,707,878個 192,384個 12個  可決 （93.29％）

　大原　　透 2,709,548個 190,663個 62個  可決 （93.35％）

　糸長　丈秀 2,641,805個 258,406個 62個  可決 （91.02％）

第３号議案    (注)２   

　伊東　正孝 2,690,956個 204,254個 5,071個  可決 （92.71％）

　山本　俊郎 2,820,661個 74,549個 5,071個  可決 （97.18％）

　鬼丸　かおる 2,893,674個 6,605個 12個  可決 （99.69％）

　林　　武史 2,629,205個 266,002個 5,071個  可決 （90.58％）
 

(注) １　出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

２　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。

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 以　上
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