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１【提出理由】

平成28年６月28日の当社第53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、本報告書を提出するもの

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28年６月28日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金20円 総額255,851,280円

ロ 剰余金の効力が生じる日

平成28年６月29日

 

第２号議案 定款一部変更の件

取締役会の監査・監督機能とコーポレート・ガバナンスを一層強化することで、より透明性の高い経営の実現

と機動性の向上を図るため、監査等委員会設置会社へ移行いたしたいと存じます。これに伴い、監査等委員及び

監査等委員会に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除、取締役（監査等委員である取締役

を除く）の任期を現行の２年から１年に短縮すること、並びに取締役及び取締役会に関する規定の変更等を行う

ものであります。

　また、業務執行体制の見直しに伴い、株主総会及び取締役会の招集者と議長を代表取締役に変更するほか、取

締役全体の員数を適正規模にすべく、取締役（監査等委員である取締役を除く）の定員を20名以内から15名以内

に減員するものであります。

　なお、会社法上、常勤の監査等委員の選定は要求されておりませんが、当社は常勤の監査等委員を選定するこ

とができることを、確認的に規定するものであります。

　その他、字句の一部修正を行い、表現方法を統一するものであります。

　なお、本定款変更は本総会終結の時に効力が発生するものといたします。

 

第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件

第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたします。

つきましては、取締役全員（８名）は、会社法第332条第７項第１号の定めに従い、本定時株主総会終結の時を

もって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ）６名の

選任をお願いいたしたいと存じます。

　なお、本議案の決議の効力は、第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されることを条件とし

て生じるものとします。

　本総会において選任いただく取締役の任期は、平成29年６月開催予定の当社定時株主総会終結の時までとなり

ます。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

中江康人、譲原理、潮田一、小形浩隆、田中優策、三橋友紀子

 

第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件

第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたします。

つきましては、監査等委員である取締役４名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　なお、本議案の決議の効力は、第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されることを条件とし

て生じるものとします。

　本総会において選任いただく監査等委員である取締役の任期は、平成30年６月開催予定の当社定時株主総会終

結の時までとなります。

　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

EDINET提出書類

株式会社ＡＯＩ　Ｐｒｏ．(E04586)

臨時報告書

2/4



　八重樫悟、髙田一毅、渡辺久、花房幸範

 

第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額決定の件

当社の取締役の報酬額は、平成24年６月27日開催の第49回定時株主総会において年額500百万円以内とご決議い

ただき今日に至っておりますが、第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置

会社へ移行することに伴い、会社法第361条第１項及び第２項の定めに従い、現在の取締役の報酬枠を廃止し、取

締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を、経済情勢等諸般の事情も考慮して、年額500百万円以内（う

ち社外取締役分50百万円以内）と定めることとさせていただきたいと存じます。

　現在の取締役は８名（うち社外取締役２名）ですが、第２号議案及び第３号議案が原案どおり承認可決されま

すと、取締役（監査等委員である取締役を除く）は６名（うち社外取締役１名）となります。

　なお、本議案の決議の効力は、第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されることを条件とし

て生じるものとします。

 

第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたします。

つきましては、会社法第361条第１項及び第２項の定めに従い、監査等委員である取締役の報酬額を、経済情勢等

諸般の事情も考慮して、年額50百万円以内と定めることとさせていただきたいと存じます。

　第２号議案及び第４号議案が原案どおり承認可決されますと、監査等委員である取締役は４名となります。

　なお、本議案の決議の効力は、第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されることを条件とし

て生じるものとします。

 

第７号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する業績連動型株式報酬の額決定の件

当社は、平成27年６月25日開催の第52回定時株主総会において取締役（社外取締役を除く）を対象とした業績

連動型株式報酬制度（以下、「本制度」という）の導入についてご承認いただき今日に至っておりますが、第２

号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、現在の取締

役に対する本制度に係る報酬枠を廃止し、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する業

績連動型株式報酬の報酬枠を改めて設定する旨のご承認をお願いするものであります。

　本議案は、監査等委員会設置会社への移行に伴う手続上のものであり、実質的な報酬枠の内容は平成27年６月

25日開催の第52回定時株主総会においてご承認いただきました内容と同一であることから、相当であると考えて

おります。

　具体的には、第５号議案としてご承認をお願いしております取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬

限度額とは別枠で、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する本制度に係る報酬

等の額についてご承認をお願いするものであります。なお、本制度の詳細につきましては、下記2. の枠内で、取

締役会にご一任いただきたいと存じます。

　現時点において、本制度の対象となる取締役の員数は６名ですが、第２号議案、第３号議案が原案通り承認可

決されますと、本制度の対象となる取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）は５名となりま

す。

　なお、本議案の決議の効力は、第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されることを条件とし

て生じるものとします。　

 

(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、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び

賛成割合
(％)

第１号議案
剰余金の処分の件

99,256 39 0 (注)１ 可決 98.15

第２号議案
定款一部変更の件

99,090 205 0 (注)２ 可決 97.98

第３号議案
取締役（監査等委員
で あ る 取 締 役 を 除
く）６名選任の件
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中江康人 99,238 57 0 (注)３ 可決 98.13

譲原理 99,248 47 0 可決 98.14

潮田一 99,238 57 0 可決 98.13

小形浩隆 99,248 47 0 可決 98.14

田中優策 99,248 47 0 可決 98.14

三橋友紀子 99,132 163 0 可決 98.02

第４号議案
監査等委員である取
締役４名選任の件

   

(注)３

  

八重樫悟 99,034 261 0 可決 97.93

髙田一毅 99,242 53 0 可決 98.13

渡辺久 98,152 1,143 0 可決 97.05

花房幸範 99,238 57 0 可決 98.13

第５号議案
取締役（監査等委員
で あ る 取 締 役 を 除
く）の報酬額決定の
件

99,184 111 0 (注)１ 可決 98.07

第６号議案
監査等委員である取
締役の報酬額決定の
件

99,190 105 0 (注)１ 可決 98.08

第７号議案
取締役（監査等委員
で あ る 取 締 役 を 除
く）に対する業績連
動型株式報酬の額決
定の件

83,914 15,381 0 (注)１ 可決 82.97

 

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．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、出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

３．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、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

 

(4) 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及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ

り、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認

ができていない議決権数は加算しておりません。
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