
　

【表紙】  

【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年10月９日

【会社名】 神奈川中央交通株式会社

【英訳名】 Kanagawa Chuo Kotsu Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長　　堀　康紀

【本店の所在の場所】 神奈川県平塚市八重咲町６番18号

【電話番号】 0463（22）8800

【事務連絡者氏名】 総務部長　　福原　賢浩

【最寄りの連絡場所】 神奈川県平塚市八重咲町６番18号

【電話番号】 0463（22）8800

【事務連絡者氏名】 総務部長　　福原　賢浩

【縦覧に供する場所】 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）

  
 
 

EDINET提出書類

神奈川中央交通株式会社(E04158)

訂正臨時報告書

1/4



１ 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

2020年６月26日付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の規定に基づき、当社第146期定時株主総会における議決権行使の結果に関する臨時報告書を提出いたしました

が、当社株主名簿管理人より議決権行使結果の一部修正の報告があり、一部に訂正すべき事項がありましたので臨時

報告書の訂正報告書を提出するものであります。

　

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　
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３ 【訂正内容】

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
(賛成割合)

 
第１号議案

101,534個 46個 ― (注)１ 可決 （99.95％）

第２号議案    (注)２   

三澤憲一 98,875個 2,705個 ―  可決 （97.34％）

堀　康紀 99,040個 2,540個 ―  可決 （97.50％）

金子茂浩 101,350個 230個 ―  可決 （99.77％）

大木芳幸 101,354個 226個 ―  可決 （99.78％）

武　静雄 101,356個 224個 ―  可決 （99.78％）

今井雅之 101,358個 222個 ―  可決 （99.78％）

齋藤謙司 101,358個 222個 ―  可決 （99.78％）

星野晃司 94,996個 6,584個 ―  可決 （93.52％）

小川三木夫 94,878個 6,702個 ―  可決 （93.40％）

山石昌孝 100,592個 988個 ―  可決 （99.03％）

金子裕子 100,518個 1,062個 ―  可決 （98.95％）

第３号議案    (注)２
 
 
 
 

  

今坂　正 101,111個 469個 ― 可決 （99.54％）

渋谷道夫 101,472個 108個 ― 可決 （99.89％）

第４号議案    (注)２
 
 

  

網本重之 92,920個 8,660個 ― 可決 （91.47％）

第５号議案 94,629個 6,901個 50 (注)１ 可決 （93.16％）
 

(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３分の１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
(賛成割合)

 
第１号議案

102,965個 46個 ― (注)１ 可決 （99.96％）

第２号議案    (注)２   

三澤憲一 100,306個 2,705個 ―  可決 （97.37％）

堀　康紀 100,471個 2,540個 ―  可決 （97.53％）

金子茂浩 102,781個 230個 ―  可決 （99.78％）

大木芳幸 102,785個 226個 ―  可決 （99.78％）

武　静雄 102,787個 224個 ―  可決 （99.78％）

今井雅之 102,789個 222個 ―  可決 （99.78％）

齋藤謙司 102,789個 222個 ―  可決 （99.78％）

星野晃司 96,427個 6,584個 ―  可決 （93.61％）

小川三木夫 96,309個 6,702個 ―  可決 （93.49％）

山石昌孝 102,023個 988個 ―  可決 （99.04％）

金子裕子 101,949個 1,062個 ―  可決 （98.97％）

第３号議案    (注)２
 
 
 
 

  

今坂　正 102,542個 469個 ― 可決 （99.54％）

渋谷道夫 102,903個 108個 ― 可決 （99.90％）

第４号議案    (注)２
 
 

  

網本重之 94,351個 8,660個 ― 可決 （91.59％）

第５号議案 96,060個 6,901個 50 (注)１ 可決 （93.25％）
 

(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３分の１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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