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【表紙】 
 

【提出書類】 臨時報告書 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成22年７月２日 

【会社名】 東京電力株式会社 

【英訳名】 The Tokyo Electric Power Company,Incorporated 

【代表者の役職氏名】 取締役社長  清水 正孝 

【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町１丁目１番３号 

【電話番号】 03（6373）1111（大代表） 

【事務連絡者氏名】 財務グループマネージャー  矢島 達史 

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内幸町１丁目１番３号 

【電話番号】 03（6373）1111（大代表） 

【事務連絡者氏名】 財務グループマネージャー  矢島 達史 

【縦覧に供する場所】 東京電力株式会社 神奈川支店 

（横浜市中区弁天通１丁目１番地） 

東京電力株式会社 埼玉支店 

（さいたま市浦和区北浦和５丁目14番２号） 

東京電力株式会社 千葉支店 

（千葉市中央区富士見２丁目９番５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１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３丁目８番20号） 
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１【提出理由】 

 平成22年６月25日開催の当社第86回定時株主総会において決議事項が決議されたため，金融商品取引法第24条の

５第４項及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

るものである。 

 

２【報告内容】 

(1）株主総会が開催された年月日 

平成22年６月25日 

 

(2）決議事項の内容 

＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞ 

第１号議案 剰余金の処分の件 

 

第２号議案 取締役20名選任の件 

取締役として，相澤善吾氏，青山やすし氏，荒井隆男氏，勝俣恒久氏，木村滋氏，小森明生氏，

清水正孝氏，高津浩明氏，武井優氏，皷紀男氏，内藤義博氏，西澤俊夫氏，廣瀬直己氏，藤本孝

氏，藤原万喜夫氏，宮本史昭氏，武藤栄氏，森田富治郎氏，山口博氏及び山崎雅男氏を選任する

こと 

 

第３号議案 監査役２名選任の件 

監査役として，大矢和子氏及び唐﨑隆史氏を選任すること 

 

＜株主（273名）からのご提案（第４号議案から第８号議案まで）＞ 

第４号議案 剰余金の処分の件 

 

第５号議案 定款一部変更の件(1） 

 

第６号議案 定款一部変更の件(2） 

 

第７号議案 定款一部変更の件(3） 

 

第８号議案 定款一部変更の件(4） 
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(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，決議事項が可決されるための要件並び

に決議の結果 

決議事項 賛成 （割合） 反対 （割合） 棄権 
決議
結果

 第１号議案  8,413,817個（93.81％） 57,725個 （0.64％） 2,243個 可決

 第２号議案 相澤 善吾 8,660,586個（96.56％） 249,567個 （2.78％） 2,442個 可決

  青山 やすし 8,331,873個（92.89％） 578,281個 （6.45％） 2,442個 可決

  荒井 隆男 8,673,067個（96.70％） 225,087個 （2.51％） 14,442個 可決

  勝俣 恒久 8,479,341個（94.54％） 430,811個 （4.80％） 2,442個 可決

  木村 滋 8,650,285個（96.44％） 259,869個 （2.90％） 2,442個 可決

  小森 明生 8,704,334個（97.05％） 205,820個 （2.29％） 2,442個 可決

  清水 正孝 8,651,005個（96.45％） 259,149個 （2.89％） 2,442個 可決

  高津 浩明 8,692,763個（96.92％） 217,391個 （2.42％） 2,442個 可決

  武井 優 8,669,401個（96.66％） 240,753個 （2.68％） 2,442個 可決

  皷 紀男 8,649,442個（96.43％） 260,712個 （2.91％） 2,442個 可決

会社 
提案 

 内藤 義博 8,661,556個（96.57％） 248,597個 （2.77％） 2,442個 可決

  西澤 俊夫 8,685,430個（96.84％） 224,724個 （2.51％） 2,442個 可決

  廣瀬 直己 8,692,627個（96.92％） 217,527個 （2.43％） 2,442個 可決

  藤本 孝 8,649,899個（96.44％） 260,255個 （2.90％） 2,442個 可決

  藤原 万喜夫 8,672,064個（96.69％） 238,090個 （2.65％） 2,442個 可決

  宮本 史昭 8,692,231個（96.91％） 217,923個 （2.43％） 2,442個 可決

  武藤 栄 8,685,187個（96.83％） 224,967個 （2.51％） 2,442個 可決

  森田 富治郎 8,295,250個（92.48％） 614,904個 （6.86％） 2,442個 可決

  山口 博 8,669,382個（96.66％） 240,772個 （2.68％） 2,442個 可決

  山崎 雅男 8,649,965個（96.44％） 259,826個 （2.90％） 2,805個 可決

 第３号議案 大矢 和子 8,860,295個（98.78％） 48,966個 （0.55％） 2,807個 可決

  唐﨑 隆史 8,725,883個（97.29％） 183,373個 （2.04％） 2,807個 可決

 第４号議案  53,393個 （0.60％） 8,406,512個（93.73％） 13,538個 否決

 第５号議案  446,639個 （4.98％） 8,234,976個（91.81％） 230,958個 否決

株主 
提案 

第６号議案  476,800個 （5.32％） 8,199,259個（91.41％） 236,843個 否決

 第７号議案  440,034個 （4.91％） 8,236,684個（91.83％） 236,373個 否決

 第８号議案  1,780,131個 (19.85％） 7,115,592個（79.33％） 17,164個 否決

 （注）① 決議事項が可決されるための要件 

イ．第１号議案及び第４号議案 

賛成の議決権の数が，出席した株主の議決権の数の過半数であること 

ロ．第２号議案及び第３号議案 

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，賛成の議決権の
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数が出席した株主の議決権の数の過半数であること 

ハ．第５号議案から第８号議案 

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，賛成の議決権の

数が出席した株主の議決権の数の３分の２以上であること 

② 本総会において，議決権を行使することができる株主の数及びその議決権の数は，それぞれ610,135名

及び13,398,214個であり，出席した株主の数及びその議決権の数は，それぞれ166,855名及び8,969,291

個である。 

※出席した株主の議決権の数には，無効となった議決権の数を含む。 

③ 本総会前日までに行使された株主の議決権の数及び当日に出席した株主のうち決議事項についての賛成

及び反対を確認することができた株主の議決権の数の合計により，決議事項の可決又は否決が明らかに

なっているため，賛成，反対及び棄権の議決権の数には，本総会当日に出席した株主の一部の議決権の

数を加算していない。 

④ 賛成及び反対の割合は出席した株主の議決権の数に対する割合である。 

⑤ 棄権の議決権の数には，無効の議決権の数を含まない。 

 

以上

 




