
ヤフー株式会社 臨時株主総会会場ご案内図
東京国際フォーラム ホールB7
東京都千代田区丸の内三丁目５番１号　電話：03-5221-9000

JR ● 山手線 ● 京浜東北線 有楽町駅
国際フォーラム口より徒歩3分

東京メトロ ● 有楽町線 有楽町駅
Ｄ5出口より地下1階にて連絡 徒歩3分

※ 駐車場の用意はいたしておりま
せんので、お車でのご来場はご
遠慮くださいますようお願い申
し上げます。

交通のご案内
〈 ご参考 〉
JR 東京駅 丸の内南口より徒歩５分（京葉線・東京駅４番出口より地下１階にて連絡）

東京メトロ 日比谷線 日比谷駅  徒歩５分　銀座駅  徒歩６分
銀座線 銀座駅  徒歩７分　京橋駅  徒歩７分
千代田線 日比谷駅  徒歩７分
丸ノ内線 銀座駅  徒歩５分

都営地下鉄 三田線 日比谷駅  徒歩５分

会 場

2016年12月14日（水曜日）午前10時

開催日時

開催会場

東京国際フォーラム　ホールＢ７

臨時株主総会招集ご通知

証券コード 4689

今回の臨時株主総会につきましては、
お土産のご用意はございません。

●臨時株主総会招集ご通知
●株主総会参考書類
【議　案】�取締役（監査等委員である取締役を除く。）�

1名選任の件
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株 主 各 位

臨時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申
し上げます。
　株主様におかれましては、以下のいずれかの方法により、議決権を行使していただきますよう
お願い申し上げます。

証券コード　4689
2016年11月15日

代表取締役社長 宮 坂 　  学

東京都千代田区紀尾井町１番３号

ヤ フ ー 株 式 会 社

敬　具

議決権行使のご案内

同封の議決権行使書用紙を株主総会当日に会場受付にご提出ください。

①郵送（書面）による議決権の行使の場合
同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示の上、ご返送ください。
行使期限　2016年12月13日（火曜日）午後６時到着分まで

②電磁的方法（インターネット等）による議決権の行使の場合
お手元のパソコンまたはスマートフォンから議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）にアクセ
スしていただき、画面の案内に従って、賛否をご入力ください。
行使期限　2016年12月13日（火曜日）午後６時まで

議決権行使書

決議事項 議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件
以　上

記

1. 日　時
2016年12月14日（水曜日）午前10時（受付開始　午前９時）

2. 場　所
東京都千代田区丸の内三丁目５番１号　
東京国際フォーラム　ホールB7（末尾記載の会場ご案内図をご参照ください。）

3. 株主総会の目的事項

インターネット等による議決権の行使に際しては、４頁を必ずご確認ください。

当日ご出席の場合

当日ご欠席の場合

● 株主総会参考書類の記載事項を修正する必要が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブ
サイト（http://ir.yahoo.co.jp/）に掲載いたします。

● 当日ご出席の際は、資源節約のため、この「招集ご通知」をご持参ください。
● 本総会は、軽装にて開催させていただきますのでご了承ください。株主の皆様におかれましても軽装にて

ご出席ください。
● 定時株主総会とは会場（ホール）が異なります。ご留意ください。
● 株主総会当日のお土産ならびに会場での飲料のご用意はございません。

ご案内
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議案および参考事項

インターネット企業としての当社の企業価値を向上させるため、監査等委員ではない取締役１名の選任をお願

いするものです。

取締役候補者は、次のとおりです。

1997年 ９ 月 Gemini Consulting, Managing 
Consultant

2001年 ６ 月 Reuters , Head of News & 
Data Strategy

2006年 ４ 月 Curzon Ltd, Interim Marketing 
Manager BSkyB

2007年 ６ 月 Google Inc., Head of EMEA 
Business Strategy

2009年 10月 同社 Director Global Business 
Strategy & Chief of Staff GBO

■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況等

生年月日
1974年12月19日生
所有する当社の株式数
― 株

ジョナサン・ブロック
新任

2014年 10月 SB Internet and Media, Inc. （現
SB Group US, Inc.), Managing 
Director（現任）

2015年 ７ 月 SB Energy Holdings Ltd . , 
Director（現任）

2016年 １ 月 Brightstar Corp. , Director 
（現任）

（重要な兼職の状況）
SB Group US, Inc., Managing Director
SB Energy Holdings Ltd., Director 
Brightstar Corp., Director

■ 他の会社における業務執行者としての地位および担当
ジョナサン・ブロック氏は当社の親会社であるソフトバンクグループ株式会社の子会社であるSB 
Group US, Inc.のManaging Directorを兼務しています。

■ 選任の理由
ジョナサン・ブロック氏はグローバルな知見、インターネット事業への深い知識ならびに事業の構築
および拡大において豊富な経験を有しています。当社は、同氏を当社の取締役として迎えることが、
インターネット企業としての当社の企業価値の向上に資すると判断し、当社取締役としての選任をお
願いするものです。

議　案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）１名選任の件

（注）1. ジョナサン・ブロック氏が原案どおり選任された場合には、当社は同氏との間で、会社法第427条第１項に基づき、同法第423条第１項に関す
る責任について、損害賠償責任の限度額を100万円または法令に規定された最低責任限度額のいずれか高い額とする責任限定契約を締結する
予定であります。

2. ジョナサン・ブロック氏の有する当社株式数は、2016年９月30日現在のものです。
3. ジョナサン・ブロック氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以上

2. お手元の議決権行使書用紙の
右下に記載された「ログインID」
および「仮パスワード」を入力

1. 議決権行使サイトにアクセスする

以降画面の案内に沿って
賛否をご入力ください。

管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を
含みます｡）につきましては、㈱IＣＪが運営する議
決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申
し込まれた場合には、当社株主総会における電磁
的方法による議決権行使の方法として、インター
ネットによる議決権行使以外に、当該プラットフ
ォームをご利用いただくことができます。

議決権電子行使プラットフォームについて
◦ インターネットによる議決権行使は、株主総会前日
（2016年12月13日(火曜日)）の午後６時まで受付い
たします。

◦ 郵送とインターネットにより、二重に議決権行使をさ
れた場合は、インターネットによる議決権行使の内容
を有効として取り扱わせていただきます。

◦ インターネットにより、複数回数にわたり議決権行使
をされた場合は、最終に行われた議決権行使の内容
を有効として取り扱わせていただきます。

ご注意事項

インターネットにより議決権を行使される場合のお手続きについて

3.「新しいパスワード」と
「新しいパスワード（確認用）」
の両方に入力

「次の画面へ」をクリック
「ログイン」をクリック

「送信」をクリック

議決権行使サイトのご利用方法

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 証券代行部

ふ 0120-173-027（通話料無料）   受付時間：午前９時から午後９時まで
システム等に関する

お問い合わせ（ヘルプデスク）

インターネットによる議決権行使は､ パソコンまたはスマートフォンから当社の指定する議決権行使サイト
（ http://www.evote.jp/ ）にアクセスしていただくことによってのみ実施可能です｡
(インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に記載のログインＩＤおよび仮
パスワードを入力することが必要となりますので、ご確認ください｡）

※今後、招集ご通知の受領を電子メールにてご希望される株主様は、議決権行使サイトでお手続きください。
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決 算 期 毎年3月31日

定 時 株 主 総 会 毎年6月

株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行㈱

同 連 絡 先 三菱UFJ信託銀行㈱　証券代行部
〒137－8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号
ふ0120－232－711（通話料無料）

▲

 住所・姓名のご変更について
お取引の証券会社にてお手続きください。

▲

 未払配当金のお受け取りについて
株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行にお問い合わせください。
なお、お手続きに関する詳細は、三菱UFJ信託銀行のホームページでもご確認いただけます。

 三菱UFJ信託銀行ホームページ http://www.tr.mufg.jp/daikou/（外部サイト）

※当社は期末配当による年1回の配当を基本としておりますため、中間配当はございません。

株式事務のご案内
メモ
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