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平成 18 年 4 月 24 日 
各 位 

会 社 名 理研計器株式会社 
代表者名 代表取締役社長 
     中 島  義 男 

（コード番号 7734 東証第一部） 
問合せ先 取締役総務部長 
     牧 水  浩 海 

（℡ 03-3966-1121） 
 

信託型ライツプラン（買収防衛策）導入のための新株予約権の発行に関するお知らせ 
 

当社は、本日開催の取締役会において、平成 18 年 6 月 29 日開催予定の当社定時株主総会（以

下「本定時株主総会」といいます。）における株主の皆様のご承認を条件に、当社株券等の保有割

合が 20％を超える結果となる当社株券等の取得行為その他の当社取締役会の事前の賛同を得な

い買収提案等への対応方針として、新株予約権と信託の仕組みを利用したライツプラン（以下「信

託型ライツプラン」といいます。）を導入することとし、その一環として新株予約権を無償で発行

することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 
１．信託型ライツプラン導入の目的 
（1）当社の企業価値向上の取り組みについて 

当社は、「安全を科学」し、“人々が安心して働ける環境づくり”を企業理念として掲げ、オイ

ルタンカーの爆発事故防止、炭鉱内の爆発事故防止から排気ガス規制、CO2 測定など環境保全ニ

ーズにも対応し、ガスセンサー技術のパイオニアとして社会に貢献してまいりました。その結果、

現在、当社の主力製品である産業用ガス検知警報機器は、半導体･液晶、石油化学、建設、電力･

ガス、鉄鋼、造船等の幅広い業種にてご利用いただいております。当社は、「安全」を供給する企

業の責務を果たすべく、これらの幅広い業種を対象として、機器の販売のみならず、販売後の保

守･点検およびガスを検知するセンサーの交換など定期的なメンテナンスにも積極的に取り組み、

国内のトップメーカーから世界のトップメーカーへの飛躍を目標として日々邁進しております。 

当社といたしましては、このような目標を達成するため、①競争力（価格・技術・品質）の強

化、②販売サービス体制の拡充という２つの観点から次の具体的施策を推進しております。まず、

①競争力強化の具体策としては、自社独自の技術による新製品の開発により「多機能化」、「小型

化」、「高信頼性」を実現する製品差別化戦略を推進しており、これにより、価格・技術・品質面

での競争力のさらなる強化を目指しております。次に、②販売サービス体制の拡充については、

全国各地に営業所およびサービス会社を配置し、運用面での技術指導から保守点検に至るまでの

万全なサービスネットの構築を推進しており、ユーザーニーズを素早くキャッチアップする体制

のさらなる強化を目指しております。 
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また、当社は、企業競争力の強化のためのこれらの施策とともに、環境マネジメントシステム

の国際標準規格である「ＩＳＯ 14001」の認証を平成 9 年にいち早く取得するなど、環境にも配

慮した企業経営を行なうことで、企業価値を安定的かつ持続的に向上させていく方針であります。 
 
（2）信託型ライツプラン導入の必要性について 
 以上のように、当社といたしましては、「安全」を供給する企業の責務を果たすべく引き続き上

記の諸施策を推進することにより、当社の企業価値の安定的かつ持続的な向上を図る方針であり

ます。そして、かかる方針に従い諸施策を実施するにあたっては、昭和14年の会社設立以来蓄積

してきた安全に関する技術･経験･ノウハウの継承を前提として、これらを基礎とした中長期に亘

っての地道な研究・調査活動、さらにこれらの活動を確保するための中長期的視点に立った安定

的な経営の維持・継続が不可欠であり、一時においてもこれを停滞させてはならないものと考え

ております。 
他方で、今日の我が国の資本市場においては、金融機関を中心とした株式持合いの解消が進む

とともに、投資ファンドや外国人株主が急増し、安定株主による株式の保有比率が急速に低下し

ております。これに加え、企業活動に関する新たな基本法である会社法においては、いわゆる三

角合併や金銭を対価とした企業買収が可能とされていることからも、市場での買付けや公開買付

けを通じて対象となる企業経営者の同意を得ずに行われる企業買収、いわゆる敵対的買収が行わ

れやすい状況になりつつあるといえます。 

このような状況の中、当社の株式は東証一部という市場において取引されている上場株式であ

ることから、当社を対象とした買収行為が実施される可能性も否定できません。当社といたしま

しては、仮に当該買収行為が敵対的買収であってもそれが当社の企業価値の向上に繋がるもので

あればなんらこれを否定いたしませんが、しかし、買収後に資産を切り売りする企業解体的な買

収や、短期的な利益取得目的の株式買占め等、企業の将来的な価値を毀損する敵対的買収も現に

存在する以上は、仮にこれが短期的な視点からは株主に利益をもたらすものであるとしても、中

長期的な視点からの株主の利益を損なうものであるならば、当社の企業価値を損なう買収行為で

あるとしてこれを合理的な手段をもって排除することが必要であると考えております。このよう

な観点からは、当社の既存の株主の皆様が当該買収の是非、すなわちその買収が当社の企業価値

の向上に資するか否かについての分析・検討を行うための情報や時間が必ずしも十分に提供され

ていないような買収などについても、合理的な範囲で抑止することが必要であると考えておりま

す。 
以上の考え方に基づき、当社といたしましては、当社の企業価値を毀損するおそれのある敵対

的買収者による買収（具体的には、下記２.（２）①に記載した＜信託型ライツプランを発動する

ことができる場合＞が該当いたします。）を排除するために必要な仕組みを導入することを通じ

て、当社の買収を試みる買収者の適格性を判断するための必要な情報提供を受ける機会を確保す

ることを目的として、この度、信託型ライツプランを導入することにいたしました。 
 なお、買収提案が行われた場合に実際に信託型ライツプランを発動するか否かの判断は客観的

かつ合理的な判断を要するため、信託型ライツプランにおいては、独立社外者のみから構成され

る特別委員会を設置し、この特別委員会が必要性の有無の分析・検討を行い、 終的な判断を行
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う取締役会に対する勧告を行うこととしました。また、信託型ライツプランの設計に当たっては、

以上の特別委員会の設置を含めて、当社による当該プランの恣意的な利用が行なわれることがな

いということを客観的・合理的に確保することを目的として、後記４．「信託型ライツプランの合

理性について」において記載するような、①導入に際しての株主総会決議による承認、②有効期

間の限定（サンセット条項）、③新株予約権の取得、およびその消却が可能であること、④独立社

外者のみからなる特別委員会の設置、⑤合理的な客観的要件の設定などの工夫を行っております。 
このように、当社といたしましては、株主の皆様のご承認を受けた上で、そのご承認の範囲内

において、かつ合理的な方法によってのみ利用されるものとなるように信託型ライツプランを設

計しております。 
 
２．信託型ライツプランの概要 

当社が導入する信託型ライツプランの仕組みの概要は、次のとおりです。 
(１) 信託型ライツプランの導入 
 本定時株主総会のご承認を条件に発行される新株予約権は、買収者が出現した際にこれを当社

が取得し、または株主の皆様が行使することにより、新株予約権１個当たり当社の普通株式を原

則として１株取得することができるものであります。 
本定時株主総会後に当社は、将来買収者が出現した場合に一定の手続に従って特定される株主

の皆様を受益者とする信託契約を、みずほ信託銀行株式会社（以下「信託銀行」といいます。）

と締結いたします。（信託契約の主な内容につきましては、別紙２をご参照下さい。） 
信託契約締結後に、当社は新株予約権（新株予約権の内容の詳細につきましては、別紙１をご

参照下さい。）を発行し、信託銀行が、信託契約において定められた信託事務の履行として新株

予約権を引受け、その後当該新株予約権を信託財産として受益者のために管理いたします。 
 
(２) 信託型ライツプランの発動 
① 新株予約権の行使条件 
 新株予約権は、所定の者を除く一ないし複数の者が、発行日の前後を問わず、(ｱ)当社株券等に

ついての株券等保有割合が 20％を超える者に該当すると当社取締役会が認め、その旨を公表した

日から 10 日間が経過したとき、または、(ｲ)当社株券等についての株券等所有割合が特別関係者

のそれと併せて20％を超えるような公開買付開始公告を行った日から10日間が経過したとき（以

下、上記(ｱ)に定める事由と併せて「権利発動要件」と総称し、権利発動要件を充足した時点を「権

利発動要件充足時点」といいます。）に限り、権利発動要件に定める株券等の保有者（以下「特定

株式保有者」といいます。詳細については別紙１をご参照下さい。）およびその者と一定の関係に

ある者のいずれにも該当しない者のみがこれを行使することができます。 
なお、形式的に特定株式保有者に該当する場合であっても、下記②にて後述の新株予約権細則

に従い、当該特定株式保有者が当社の株券等の取得または保有をしても当社の利益を害さない者

（以下「敵対的性質が類型的に存しない者」といいます。）に該当すると当社取締役会が判断した

場合には、権利発動要件は充足されないこととしております。したがって、形式的に特定株式保

有者に該当する者が出現した場合であっても、これにより直ちに信託型ライツプランが発動され
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ることにはなりません。実際に信託型ライツプランを発動するか否かの判断においては、以下の

各事項に該当するか否かを検討いたします。 
 
＜信託型ライツプランを発動することができる場合＞ 

以下の(a)ないし(k)の類型に該当し発動することが相当と認められる場合には、原則として、

特定株式保有者による買収が当社の企業価値 大化に反するものとして、信託型ライツプラン

を発動いたします。 

(a)真に当社の経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価を吊り上げて高値で株式を

当社関係者に引き取らせる目的で当社株式の買収を行っていると判断される場合（いわゆる

グリーンメーラー） 

(b)当社の経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情

報、主要取引先や顧客等を特定株式保有者やそのグループ会社等に移譲させる目的で当社の

株式の買収を行っていると判断される場合 

(c)当社の経営を支配した後に、当社の資産を特定株式保有者やそのグループ会社等の債務の担

保や弁済原資として流用する予定で当社の株式の買収を行っていると判断される場合 

(d)当社の経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券等の高額

資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時的

高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社株式の高価売り抜けをする目的で当社の株

式の買収を行っていると判断される場合 

(e)特定株式保有者の提案する当社株式の買付条件（買取対価の金額、種類、内容、時期、方法、

違法性の有無、実現可能性を含むがこれらに限らない）が、当社の企業価値に照らして著し

く不十分または不適切なものであると合理的な根拠をもって判断される場合 

(f)特定株式保有者の提案する当社株式の買付方法が、強圧的二段階買収（ 初の買付で全株式

の買付を勧誘することなく、二段目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、

公開買付け等の株式買付を行うことをいう）など、株主の判断の機会または自由を制約し、

事実上、株主に当社株式の売却を強要するおそれがあると判断される場合 

(g)特定株式保有者による買収提案において、当社取締役会が株主利益の観点から当該買収提案

の是非を検討するために必要かつ十分な情報や合理的な期間が提供されない場合 

(h)特定株式保有者による支配権取得により、当社株主はもとより、顧客、従業員その他の利害

関係者の利益を含む当社の企業価値の毀損が予想され、または、当社の企業価値の維持およ

び向上を妨げるおそれがあると合理的な根拠をもって判断される場合 

(i)特定株式保有者が支配権を獲得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企業価値と

の比較において、当該特定株式保有者が支配権を取得しない場合の当社の企業価値と比べて

明らかに劣後すると判断される場合 

(j)特定株式保有者が公序良俗の観点から当社の支配株主として不適切であると合理的な根拠

をもって判断される場合 

(k)その他(a)ないし(j)に準じる場合で、当社株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合 
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＜信託型ライツプランを発動させない場合＞ 

上記の＜信託型ライツプランを発動することができる場合＞の(a)ないし(k)の類型のいずれに

も該当しない場合には、原則として、信託型ライツプランを発動いたしません。 

 

＜信託型ライツプラン発動の停止等について＞ 

上記の手続きに基づき、特定株式保有者が出現したと当社取締役会が認識・公表し、信託型ラ

イツプランが発動することとなった後に特定株式保有者による当社取締役会に対する買収提案

の変更または代替案の提示がなされた場合で､その内容が当社の企業価値または当社株主全体

の利益を損なうものであるか否かについて、当社取締役会が特別委員会の助言、意見または勧

告を尊重し、十分に検討した結果、信託型ライツプランの発動が適切でないとの判断に至った

ときには、信託銀行に対して発行した新株予約権が受益者たる株主に対して交付される前であ

り、かつ株主の皆様の利益を損なわない場合に限り、当社取締役会は、新株予約権を取得し、

同プランの発動を中止いたします。なお、同プランの発動を中止した場合には一株あたりの株

式の価値の希釈化は生じませんので、当社株式の株価は希釈化が生じることを前提とした価格

から変動する可能性があります。 

 

また、特定株式保有者が「敵対的性質が類型的に存しない者」に該当するか否かという判断は

終的に信託型ライツプランを発動するか否かを意味するものであるため、その判断は当該特定

株式保有者に関する情報収集を十分に行った上で慎重に行うことが必要であることから、上記の

10 日という期間につきましては、当社の取締役会にて延長することができるものとしております。 
 
②特別委員会 
 信託型ライツプランにおいては、当該プランが当社や株主等のステークホルダーの皆様の利益

のために合理的に運用されることを担保するため、新株予約権細則（新株予約権細則の概要につ

きましては別紙３をご参照下さい。）を制定するとともに、特別委員会を設置することとしており

ます。 
 特別委員会は、３名以上の委員で構成され、その委員は当社の業務執行を行う経営陣から独立

している当社社外取締役、社外監査役または有識者の中から、当社取締役会により選任されるこ

とといたします。なお、有識者とは、実績ある会社経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、

公認会計士もしくは会社法等を主たる研究対象とする研究者またはこれらに準ずる者で、当社に

対する善管注意義務条項等を含む契約書を当社との間で締結した者をいいます。 
 設置当初における特別委員会の委員は、社外監査役である髙月英五 氏、小谷誠 氏、有識者と

して武井洋一 氏が就任する予定です（略歴につきましては、別紙４をご参照下さい。）。 
 特別委員会は、信託型ライツプランに関し、権利発動要件充足時点の延長に関する決定、買収

を提案する者を敵対的性質が類型的に存しない者として権利を発動させない旨の決定、新株予約

権の取得およびその消却等について、新株予約権細則に定められた手続に従い分析・検討し、当

社取締役会に対する勧告を行います。当社取締役会は、この特別委員会の勧告を 大限尊重して

終的に決定を行うものといたします。 
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 特別委員会は、当社に対する買収提案がなされた場合、買収提案の内容について分析・検討等

を行います。特別委員会による勧告内容の決定は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって

これを行うものとしています。また、特別委員会の判断が適切になされることを確保するため、

特別委員会は、当社の費用負担により、外部の専門家（投資銀行、証券会社、弁護士その他の専

門家を含みます。）の助言を得ることができるものとしています。 
 
③ 新株予約権の交付・行使 
 上記①記載の検討の結果として、特定株式保有者が「敵対的性質が類型的に存しない者」に該

当せず、新株予約権の権利発動要件が充足したときには、その後一定の手続に従い 初に特定さ

れる当社の全株主の皆様（買収者を含み、自己株式の保有者としての当社を除きます。）が新株予

約権の交付を受けるべき受益者として特定され、信託契約の規定に従い、信託銀行からその保有

する当社株式１株当たり１個の新株予約権の交付が行われます。 
 新株予約権を交付した後の手続といたしましては、詳細は後記３．(２)①「発動に伴って必要と

なる株主の皆様の手続」に記載のとおりでありますが、（ⅰ）新株予約権発行要項に定める取得条

項に基づき、当社が、株主の皆様（買収者およびその一定の関係者を除きます。）から新株予約権

を取得するのと引き換えに当社普通株式を交付し、または、（ⅱ）新株予約権の行使条件に則り株

主の皆様（買収者およびその一定の関係者を除きます。）のご判断により新株予約権を行使してい

ただいた場合に、当社が新株予約権を行使された株主の皆様に対して普通株式を交付いたします。 
なお、以上の新株予約権の交付および普通株式の交付は、原則として保有株式１株に対して新

株予約権１個を交付し、新株予約権 1 個に対して普通株式 1 株を交付することとなりますが、株

式について分割・併合等が実施された場合にはその比率に合わせて変動することがあります（以

下の説明においてはこの点については省略させていただきます）。 
 このように、買収者およびその一定の関係者を除く当社の株主の皆様は、無償または極めて低

い価額で当社株式を取得することができますが、その一方で、買収者およびその一定の関係者は、

他の株主による普通株式の取得の結果、保有している株式の議決権割合が希釈化されるという影

響を受けることとなります。 
 
(３) 信託型ライツプランの終了・消却 
① 行使期間の終了 
 新株予約権の行使期間は、原則として平成２１年７月２０日までに限られています。かかる行

使期間内に信託型ライツプランが発動しない場合には、行使期間の終了と同時に、新株予約権は

消滅いたします。 
 
② 新株予約権の取得およびその消却 
信託型ライツプランは、権利発動要件充足時点までの間はいつでも、当社取締役会において新

株予約権を消却することが適切であると判断する場合には、その決議に基づき全ての新株予約権

を無償で取得し消却できるものとしております。 
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＜新株予約権を無償で取得し消却する場合＞ 

当社は、以下の(a)～(d)の場合に新株予約権を無償で取得し消却いたします。 

(a)取締役会が当社の企業価値を 大化するために必要であると認めた場合 

(b)株主提案により選任される取締役の数が在任取締役の過半数となった場合 

(c)取締役会が本新株予約権を発行する目的を達成するための新たな制度の導入に際して必要

があると認めた場合 

(d)上記(a)ないし(c)のほか、取締役会が本新株予約権の全部を無償で取得することが適切で

あると判断した場合 

なお、当社取締役会は、上記(a)に係る決議に際しては、当社が別途定める新株予約権細則に

基づいて設置される特別委員会の勧告を 大限尊重するものといたします。 
 
３．信託型ライツプランが株主の皆様に与える影響および必要な手続 
(１) 信託型ライツプラン導入時 
 信託型ライツプランの導入に伴って株主の皆様に必要となる手続等は特にありません。また、

株主、投資者の皆様に直接具体的な影響が生じることはありません。 
 
(２) 信託型ライツプラン発動時 
① 発動に伴って必要となる株主の皆様の手続 
 権利発動要件が充足した場合には、株式分割等を行うことにより、新株予約権の交付を受けら

れる株主の皆様を特定する基準日を設定いたします。なお、株式会社証券保管振替機構名義とさ

れている株式につきましては、当該基準日時点の実質株主名簿に記載された株主の皆様に対して

新株予約権が交付されることとなりますが、その他の株式につきましては基準日時点の株主名簿

上の記載に基づいて新株予約権が交付されることとなりますので、名義書換が未了の場合には名

義書換手続が必要となります。 
以上の手続により株主の皆様に対して新株予約権が交付された場合には、（ⅰ）新株予約権発行

要項に定める取得条項に基づき、当社が、株主の皆様から新株予約権を取得するのと引き換えに、

株主の皆様に対して当社普通株式を交付するか、（ⅱ）新株予約権の行使条件に則り株主の皆様の

ご判断により新株予約権を行使していただくことにより、当社が、新株予約権を行使された株主

の皆様に対して普通株式を交付いたします。具体的には、以下のとおりとなります。 
 
（ⅰ）新株予約権の取得の引換えに普通株式を交付する場合 
当社が新株予約権の取得条項に基づき新株予約権を取得する際の手続としては、当社は、当社

取締役会の決議に基づき、新株予約権が株主の皆様に対して交付された後の一定の日をもって、

株主の皆様（買収者およびその一定の関係者を除きます）が保有される新株予約権を取得し、当

該新株予約権 1 個と引換えに当社の普通株式 1 株を交付いたします。 
この手続による場合には、株主の皆様からの書面の送付等の手続は特に必要ありません。 

 
（ⅱ）新株予約権の行使に対して普通株式を交付する場合 
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 新株予約権の交付を受けられた株主の皆様（買収者およびその一定の関係者を除きます。）にお

かれまして新株予約権を行使していただくことができます。 
その行使の際には、新株予約権の交付と同時に信託銀行より送付する当社所定の新株予約権行

使請求書等の必要書類を提出いただくとともに、行使する新株予約権の数に応じて新株予約権１

個当たり１円の払込みをお願いいたします。株主の皆様からの払込みを確認させていただいた後

に、払込金額１円あたり 1 株の普通株式を交付いたします。 
 

 
② 発動時に株主・投資家の皆様に与える影響 
権利発動要件が充足した後に定める基準日時点の株主の皆様（買収者およびその一定の関係者

を除きます。）におかれましては、保有株式の議決権割合の希釈化などの影響は一切生じません。

但し、株主の皆様において上記（ⅱ）の方法による新株予約権の行使をされず、かつ、その後当

社が上記（ⅰ）の方法によって新株予約権を取得しない場合には、新株予約権を行使されない株

主様においては保有している株式の議決権割合が希釈化されることになります。 
 なお、買収者およびその一定の関係者においては、新株予約権を行使することができず、また、

当社が新株予約権を取得することもなく、他方で、他の株主の皆様に対してのみ普通株式が交付

されることとなる結果、その保有する株式の議決権割合は希釈化されることとなります。 
 
４．信託型ライツプランの合理性について 
信託型ライツプランにおいては、以下のような仕組みによりその合理的な運用を確保しており

ます。 
① 導入に際しての株主総会決議による承認 
 信託型ライツプランの導入は、本定時株主総会において新株予約権を「特に有利な条件」によ

り発行するとの議案についてのご承認（特別決議）をいただくことを条件としております。 
このように、当該議案についてご承認いただくことを通じて、新株予約権を敵対的買収に対す

る防衛策として採用することの是非を株主の皆様にご判断いただくものとしております。 
 
② 有効期間の限定（サンセット条項） 
 新株予約権の行使期間は原則として平成１８年７月２１日から平成２１年７月２０日までの３

年間としております。 
したがって、当該期間経過後において更に信託型ライツプランの導入を継続する場合には、再

度株主の皆様にご承認いただくことが必要となります。 
 
③ 新株予約権の取得、およびその消却が可能であること 
 取締役会は、権利発動要件が充足するまでの間、いつでも新株予約権を無償で取得しこれを消

却することができるものとしております。 
また、いわゆる委任状合戦の結果、買収者により選任された取締役が過半数を超えた場合には、

その時点で当然に当社は新株予約権を取得することとなります。すなわち、委任状合戦の結果と
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して、株主の皆様において買収者による当社の経営が当社の企業価値をより高めることとなると

ご判断された場合には、信託型ライツプランは当然に消滅し、当社の経営は買収者に委ねられる

こととなります。このように、信託型ライツプランを導入した後も、株主の皆様の意思表示に従

い信託型ライツプランを機能させないことができるように設計しております。 
 
④ 独立社外者のみからなる特別委員会の設置 
 社外取締役、社外監査役または有識者により構成される特別委員会が、買収提案の内容につい

て分析・検討を行い、買収者が「敵対的性質が類型的に存しない者」に該当するか否かその他買

収提案が当社の企業価値を毀損するものであるか否かという判断を通じて、信託型ライツプラン

発動の必要性の有無について取締役会に勧告を行います。 

 なお、かかる分析・検討、判断を行うに当たって、特別委員会は、当社の費用負担により、外

部の専門家（投資銀行、証券会社、弁護士その他の専門家を含みます。）の助言を得ることができ

るものとしています。 
 
⑤ 合理的な客観的要件の設定 
  信託型ライツプランは、上記２.（２）①および②にて記載したとおり、合理的かつ詳細な客観

的要件が充足されなければ発動されないように設計されており、当社取締役会による恣意的な発

動を防止するための仕組みを確保しております。 

  

以上のように、信託型ライツプランは、平時における株主の皆様の利益に影響が及ぶことを避

けつつ、当社の企業価値を毀損するおそれのある買収者による買収を排除するために必要な仕組

みを導入することを通じて、敵対的な買収を行おうとする者に対して当社に対する買収条件、経

営計画等の提示を促すことを可能とするものであります。また、信託型ライツプランの策定にあ

たっては、上記４．のような方法により合理性を担保するだけでなく、個々の条件において合理

性を確保すべく、公的機関の意見・提言等を勘案し、外部の専門家の助言をも得ております。 
当社といたしましては、以上のとおりの理由から、信託型ライツプランは、株主の皆様のご承

認を受けた範囲内において、かつ、合理的な方法よってのみ利用されるものであり、当社の企業

価値を毀損する敵対的買収を防止することができる合理的な手段であると判断しております。 
 

以  上 



（別紙 1） 

新株予約権の概要 
 
(a) 新株予約権発行要項 
  
1. 新株予約権の名称 
 理研計器株式会社 第１回信託型ライツプラン新株予約権 
  
2. 新株予約権の目的となる株式の種類 
 本新株予約権の目的となる株式の種類は、当社普通株式とする。  
  
3. 新株予約権の目的となる株式の数 
本新株予約権の目的となる株式の総数は、25,000,000 株とする。 

各新株予約権の目的となる株式の数（以下、「目的株式数」という。）は、 1 株とする。 

なお、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合には、目的株式数を

次の算式により調整し、 1 株未満の端数は切り捨てる。新株予約権の目的となる株式の

総数は、調整後目的株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数を

乗じた数とする。 

調整後目的株式数 ＝ 調整前目的株式数 × 分割・併合の比率 

また、当社が合併または会社分割を行う場合等、目的株式数の調整を必要とするやむを得

ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与

株式数を調整し、新株予約権の目的となる株式の総数は、調整後目的株式数に当該時点で

行使または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。 

  
4. 発行する新株予約権の総数  

25,000,000 個とする。  
  
5. 新株予約権の行使に際して払込をなすべき額 
各新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、各新株予約権の行使により発行または

移転する株式 1 株当たりの払込金額に目的株式数を乗じた価額とし、1 株当たりの払込

金額は当初1 円とする。 
  
6. 権利行使期間  
本新株予約権の発行日から平成 21 年 7 月 20 日までとする。ただし、平成 21 年 7 月 20
日以前に権利発動要件（下記 9.(1)h.に定義される。）が発生した場合には、当該権利発動

要件が発生した日から 6 か月間経過する日までとする。  
  
7. 新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金  
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合には、行使に際して出資される財
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産の価額の総額を資本金として計上する。  
  
8. 譲渡制限 
 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。  
  
9. 行使条件  

(1) 本要項において、次の語句は、別段の定めのない限り以下に定める意味を有するもの

とする。 
a.「特定株式保有者」とは、当社の株券等の保有者、公開買付者又は当該保有者かつ公開

買付者であるものであって、(i)当該保有者が保有する当社の株券等及び当該保有者の共

同保有者が保有する当社の株券等にかかる株券等保有割合（9.(1)a.において、証券取引

法 第 27 条の 23 第 4 項に規定する株券等保有割合をいう。）の合計、(ii)当該公開買

付者が所有し若しくは所有することとなった当社の株券等及び当該公開買付者の特別

関係者が保有する当社の株券等にかかる株券等所有割合の合計（証券取引法第 27 条の

2 第 8 項に規定する株券等所有割合をいう。）のいずれかが、20％を超える者又は超え

ると当社取締役会が認める者をいう。 
b.「保有」とは、証券取引法第 27 条の 23 第 4 項に規定する保有をいう。 
c.「保有者」とは、証券取引法第 27 条の 23 第 1 項に規定する保有者をいい、同条第 3 項
に基づき保有者とみなされる者を含むものとする。 

d.「公開買付者」とは、証券取引法第 27 条の 3 第 2 項に規定する公開買付者をいう。 
e.「保有者かつ公開買付者」とは、保有者が同時に公開買付者である場合の当該保有者を

いう。 
f.「共同保有者」とは、証券取引法第 27 条の 23 第 5 項に規定する共同保有者をいい、

同条第 6 項に基づき共同保有者とみなされる者を含むものとする。 
g.「特別関係者」とは、証券取引法第 27 条の 2 第 7 項に規定する特別関係者をいう。 
h.「権利発動要件」とは、敵対的性質が類型的に存しない者以外の者が、①特定株式保有

者に該当したことを当社取締役会が認識して公表した日から 10 日が経過したこと、又

は②当社が発行者である株券等（9.(1)h.②において、証券取引法第 27 条の 2 第 1 項
に規定する株券等をいう。）について、買付け等の後にその者が特定株式保有者となる

ような公開買付けの公告を行った場合には、当該公告の日から 10 日が経過したことを

いう。ただし、9.(1)h.①及び②に定める 10 日の期間は、いずれも当社取締役会が、当

社取締役会の定める新株予約権細則（以下「細則」という。）に従い、必要であると認

めたときは、これを延長することができる。なお、9(1)i.に定める「敵対的性質が類型

的に存しない者」に該当することが当該期間中に判明した場合には、9.(1)h.①及び②

に該当しなかったものとする。 
i.「敵対的性質が類型的に存しない者」とは、①当社又は当社の子会社、②当社を支配す

る意図がないのに特定株式保有者となった者と当社が認めた者で、かつ特定株式保有者

となった後 10 日以内にその保有する株券等を処分等することにより特定株式保有者で
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はなくなった者、③自己株式の取得等当社側の事情により、その意思によることなく特

定株式保有者となった者（ただし、その後当社の株券等を新たに取得してなお特定株式

保有者に該当する場合を除く。）、④当社からの信託に基づき、本新株予約権を保有する

者（ただし、その受託者としての地位に基づくものに限る。）、⑤その者が当社の株券等

を取得又は保有することが当社の企業価値の最大化に反するおそれがないと当社取締

役会が細則に従い認めた者、のいずれかに該当する者をいう。 
j.「買付け等」とは、証券取引法第 27 条の 2 第 1 項に規定する買付け等をいう。 
k.「株券等」とは、証券取引法第 27 条の 23 第 1 項に規定する株券等をいう。ただし、

9.(1)h.②において規定する株券等を除く。 
 
(2) 本新株予約権は、本新株予約権の発行日から平成 21 年 7 月 20 日までの間に権利発動

要件が満たされた場合に限りこれを行使することができる。 
 
(3) 以下に定める者は、本新株予約権を行使することができない。 
a. 特定株式保有者、その共同保有者、その特別関係者若しくはこれらの者から本新株予

約権を承継した者（ただし、承継につき当社取締役会の承認を得た者を除く。）又はこ

れらの者が実質的に支配し、これらの者に実質的に支配され若しくはこれらの者が共同

して支配し、これらの者と共同して行動する者として当社取締役会が認めた者 
b. 当社からの信託に基づき、本新株予約権を保有する者（ただし、その受託者としての

地位に基づくものに限る。） 
 
(4) 上記のほか、適用のある外国法令に照らし、当該法令の管轄地域に所在する者が本新

株予約権を行使するために、当該法令に基づく手続の履践若しくは所定の条件の充足又

はその双方（以下「準拠法行使手続・条件」という。）が必要とされる場合には、当該

管轄地域に所在する者は、当該準拠法行使手続・条件が全て履践又は充足された場合に

のみ、本新株予約権を行使することができる。ただし、当該管轄地域に所在する者が本

新株予約権を行使するために当社が履践又は充足することが必要とされる準拠法行使

手続・条件については、当社としてはこれを履践又は充足する義務は負わないものとす

る。なお、当該管轄地域に所在する者が本新株予約権を行使することが当該外国法令に

照らし認められない場合には、その者は、本新株予約権を行使することができないもの

とする。 
 
(5) 本新株予約権を有する者が、上記 9.(1)から(4)までの規定に従い本新株予約権を行使

することができない場合であっても、当社は、かかる本新株予約権を有する者に対して

損害賠償責任及びその他の責任を一切負わないものとする。 
  
10. 取得条項  

(1) 当社は、上記 9.(1)h.に定める権利発動要件に該当することとなった場合には、取締役
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会決議により定めた日において、本新株予約権のうち上記 9.(3).の規定にて本新株予約

権を行使できない者の新株予約権を除いた本新株予約権を取得することができる。この

場合には、当社は、本新株予約権を取得するのと引換えに、当該新株予約権の新株予約

権者に対して、新株予約権 1個当たり当社普通株式 1株を交付する。この場合において、

当社がかかる交付に先立ち効力が発生する株式分割または株式併合を行うときは、3.に
定める目的株式数の調整の規定を準用する。 

 
(2) 上記 10.(1)に基づき当社により、取得されなかった本新株予約権のうち、上記 9.(3).
の規定により本新株予約権を行使できない者以外の者へ譲渡された新株予約権につい

ては、当社は、取締役会決議により定めた日において、当該新株予約権を取得すること

ができる。この場合には、当社は、本新株予約権を取得するのと引換えに、当該新株予

約権の新株予約権者に対して、新株予約権 1 個当たり当社普通株式 1 株を交付する。こ

の場合において、当社がかかる交付に先立ち効力が発生する株式分割または株式併合を

行うときは、3.に定める目的株式数の調整の規定を準用する。 
 
(3) 上記 10.(1)および(2)にかかわらず、当社は、上記 9.(1)h.に定める権利発動要件に該当

するまでの間において、次の事由に該当する場合には、取締役会決議により定めた日に

おいて、本新株予約権の全部を無償で取得する。 
a.取締役会が当社の企業価値を最大化するために必要であると認めた場合 
b.株主提案により選任される取締役の数が在任取締役の過半数となった場合 
c.取締役会が本新株予約権を発行する目的を達成するための新たな制度の導入に際して

必要があると認めた場合 
d.上記 a.ないし c.のほか、取締役会が本新株予約権の全部を無償で取得することが適切で

あると判断した場合 
 取締役会は、上記 a.に係る決議に際しては、当社が別途定める新株予約権細則に基づい

て設置される特別委員会の勧告を最大限尊重するものとする。 
  
11. 合併・吸収分割・新設分割・株式交換・株式移転時の新株予約権の承継に関する事項 
 当社が次の(i)から(v)までに掲げる行為(以下｢合併等｣という。)を行う場合は、当該時点

において行使または取得されていない新株予約権に係る義務を、当該(i)から(v)までに定

める株式会社(以下｢存続株式会社等｣という。)に、下記①ないし⑤の各号の定めに従い、

承継させることができる。ただし、新株予約権に係る義務の承継に関し、下記①ないし

⑤の各号の決定方針に沿う記載のある当該(i)から(v)までに定める契約または計画（以下

「合併契約等」という。）につき当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。 
(i) 合併（合併により当社が消滅する場合に限る。） 合併後存続する株式会社または合併

により設立する株式会社 合併契約または新設合併契約 
(ii) 吸収分割 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部また

は一部を承継する株式会社 吸収分割契約 
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(iii)新設分割 新設分割により設立する株式会社 新設分割計画 
(iv)株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社 株式交

換契約 
(v) 株式移転 株式移転により設立する株式会社 株式移転計画 
① 新株予約権の目的となる存続株式会社等の株式の種類 
 存続株式会社等の普通株式とする。 
② 各新株予約権の目的となる存続株式会社等の株式の数 
 合併等の条件等を勘案のうえ目的株式数につき合理的な調整がなされた数とする。 
③ 各新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額 
 合併等の条件等を勘案のうえ、行使価額につき合理的な調整がなされた金額とする。 
④ 権利行使期間、行使条件、取得条項等 
 上記 6.、9.および 10.等に準じて、合併等に際して当社取締役会が決定する。 
⑤ 取締役会による譲渡承認について 
 新株予約権の譲渡については、存続株式会社等の取締役会の承認を要する。  

  
12. 新株予約権証券の発行等 
 当社は本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。 
  
13. 新株予約権の発行価額  
 無償とする。  
  
14. 割当日  
 平成 18 年 7 月 21 日  
  
15. 新株予約権の割当先  
 東京都中央区八重洲一丁目 2 番 1 号 
みずほ信託銀行株式会社  

  
16. 新株予約権の行使に際して金銭の払込みをすべき額の払込取扱場所  
 東京都中央区八重洲一丁目 2 番 1 号 
みずほ信託銀行株式会社 本店 

 
17. 新株予約権の行使の方法及び行使の請求場所 

本新株予約権者が本新株予約権を行使しようとするときは、所定の行使請求書（当該本新

株予約権者が上記9.(3)a.記載のいずれにも該当せず、かかるいずれかの者のために行使

しようとしているものではないこと等の表明・保証条項及び補償条項を含む。）に必要事

項を記載してこれに記名捺印したうえ、必要に応じて別に定める本新株予約権行使に要す

る書類並びに会社法、証券取引法及びその関連法規（日本証券業協会及び本邦証券取引所



 

の定める規則等を含む。）上その時々において要求されるその他の書類（以下「添付書類」

という。）を添えて、上記6.に定める期間中に16.に定める払込取扱場所に提出し、かつ、

当該行使に係る本新株予約権の目的たる株式の行使価額全額に相当する金銭を払込取扱

場所に払込むことにより行われるものとする。 

 
18.本新株予約権行使請求の効力発生時期  
本新株予約権の行使請求の効力は、本新株予約権の行使請求に必要な関連書類及び当該行

使請求に係る新株予約権の払込価額全額に相当する金銭が上記 16.に定める払込取扱場所

に到達したときに生じる。 
 

 

 

(b) 割当先の概要 
 

 割当先の名称  みずほ信託銀行株式会社

 本店所在地  東京都中央区八重洲一丁目2番1号

 代表者の役職・氏名  取締役社長　池田　輝彦

 資本金  247,231,913千円（平成17年9月30日現在）

 発行済株式総数
 普通株式 5,024,755,829株
 優先株式　1,100,000,000株
　　　　　　　　　　　　　（平成17年9月30日現在）

 大株主および持株比率

 株式会社みずほフィナンシャルグループ 　　　　　　69.66％
 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）　　 1.32％
 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 0.99％
 明治安田生命保険相互会社　　　　　　　　　　　　　 0.99％
 大成建設株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.56％
　　　　　　　　　　　　　（平成17年9月30日現在）

 主な事業内容  信託業務・銀行業務

 出資関係
 割当予定先が保有している当社の株式の数： 345,000株
 当社が保有している割当予定先の株式の数：  54,600株
　　　　　　　　　　　　　（平成17年9月30日現在）

当社と
の関係

 取引関係等

 預金および借入金取引を行い、また株式事務代行を委託している。
 さらに、本新株予約権を用いた信託型ライツプラン導入のため、新
 株予約権を信託財産として管理する信託契約を締結する予定であ
 る。

 人的関係等  なし

 
 
(c) 過去 3 年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等 
  該当ありません。 
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(d) 過去 3 年決算期間および直前の株価の推移 

 

平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期
 始値 420円 545円 741円
 高値 560円 760円 1,400円
 安値 400円 472円 711円
 終値 549円 745円 1,275円
 株価収益率 11.5倍 11.9倍 19.1倍  

  （注）株価収益率は、決算期末の株価（終値）を一株当たり連結当期純利益 
     （平成 18 年 3 月期は平成 17 年 11 月 16 日公表の業績予想値による） 

で除したものです。 
以 上 
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（別紙２）  

信託契約の概要 
 
委託者        当社 
 
受託者        みずほ信託銀行株式会社 
 
受益者        第一受益者：将来買収者が出現した後に、一定の手続により特定される

当社の全株主 
           第二受益者：委託者 
 
信託管理人      信託管理人を置く 
 
信託の種類      金銭信託以外の金銭の信託 
 
信託契約日      平成 18 年７月 20 日（予定） 
 
信託の期間      信託契約日から本新株予約権消却時または本新株予約権行使期間終了時 
 
信託の目的      本新株予約権を管理し、新株予約権発行要項に定める権利発動要件が充

足した場合には、信託契約に従い本新株予約権を第一受益者に交付する

ことを主たる目的とする 
 
信託財産       新株予約権 25,000,000 個および金銭 
 
本新株予約権交付事由 本新株予約権発行要項に定める権利発動要件が充足し、かつ、本新株予

約権の第一受益者への交付につき委託者の取締役会による承認決議が行

われたこと 
 
本新株予約権交付手続 受託者は委託者の指図に基づき所定の手続を経た上で本新株予約権を交

付する。ただし第一受益者に対する交付が未了の間に委託者の取締役会

において本新株予約権の全てを受託者から取得する旨の決議がされた場

合は、受託者は、委託者に対して本新株予約権の全てを交付する。 
 
信託報酬       信託財産内の金銭から支弁（不足する場合には委託者が負担） 
 
信託の計算      計算期日は所定の日および信託終了日 
 
報告         委託者および信託管理人宛 
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最終計算承認     信託管理人および第二受益者 
 

以 上 



（別紙３） 

新株予約権細則の概要 
 
・特別委員会は当社取締役会の決議により設置される。 
・特別委員会の委員は３名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社

社外取締役、社外監査役または有識者の中から、当社取締役会が選任する。 
・特別委員会は、以下の各号に記載される事項について決定し、その決定の内容を、その

理由および根拠を付して当社取締役会に対して勧告する。当社取締役会は、この特別委員

会の勧告を最大限尊重して、最終的な決定を行う。なお、特別委員会の各委員および当社

各取締役は、こうした決定にあたっては、当社の利益に資するか否かの観点からこれを行

うことを要し、専ら自己または当社取締役の個人的利益を図ることを目的としてはならな

い。 
(a) 別紙１ 新株予約権の要項第 9(1)ｈ.に定められる権利発動要件充足時点の延長に関す

る決定 
(b) 買収を提案する者が新株予約権の要項第９(1)i.⑤に該当する者である旨の決定 
(c) 新株予約権の要項第 10 に従った本新株予約権の取得の決定 
(d) 新株予約権の要項における当社取締役会の判断すべき事項のうち、当社取締役会が特

別委員会に判断を委ねた事項 
・特別委員会は、上記決定に際しては、買収提案者や買収提案の内容等についての情報及

び資料をもとに、中立公平な観点から慎重に検討を行う。また、権利発動要件充足の判断

においては、以下の(a)ないし(k)の類型へ該当するかを基準とする。 
(a)真に当社の経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価を吊り上げて高値で

株式を当社関係者に引き取らせる目的で当社株式の買収を行っていると判断される

場合（いわゆるグリーンメーラー） 

(b)当社の経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業

秘密情報、主要取引先や顧客等を特定株式保有者やそのグループ会社等に移譲させる

目的で当社の株式の買収を行っていると判断される場合 

(c)当社の経営を支配した後に、当社の資産を特定株式保有者やそのグループ会社等の債

務の担保や弁済原資として流用する予定で当社の株式の買収を行っていると判断さ

れる場合 

(d)当社の経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券等

の高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあ

るいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社株式の高価売り抜けを

する目的で当社の株式の買収を行っていると判断される場合 

(e)特定株式保有者の提案する当社株式の買付条件（買取対価の金額、種類、内容、時期、

方法、違法性の有無、実現可能性を含むがこれらに限らない）が、当社の企業価値に

照らして著しく不十分または不適切なものであると合理的な根拠をもって判断され

る場合 

(f)特定株式保有者の提案する当社株式の買付方法が、強圧的二段階買収（最初の買付で
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全株式の買付を勧誘することなく、二段目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確

にしないで、公開買付け等の株式買付を行うことをいう）など、株主の判断の機会ま

たは自由を制約し、事実上、株主に当社株式の売却を強要するおそれがあると判断さ

れる場合 

(g)特定株式保有者による買収提案において、当社取締役会が株主利益の観点から当該買

収提案の是非を検討するために必要かつ十分な情報や合理的な期間が提供されない

場合 

(h)特定株式保有者による支配権取得により、当社株主はもとより、顧客、従業員その他

の利害関係者の利益を含む当社の企業価値の毀損が予想され、または、当社の企業価

値の維持および向上を妨げるおそれがあると合理的な根拠をもって判断される場合 

(i)特定株式保有者が支配権を獲得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企業

価値との比較において、当該特定株式保有者が支配権を取得しない場合の当社の企業

価値と比べて明らかに劣後すると判断される場合 

(j)特定株式保有者が公序良俗の観点から当社の支配株主として不適切であると合理的

な根拠をもって判断される場合 

(k)その他(a)ないし(j)に準じる場合で、当社株主共同の利益を著しく損なうと判断され

る場合 
・特別委員会は、買収提案者や買収提案の内容等についての情報及び資料を収集するに当

たり、当社代表取締役等に対し、必要な情報及び資料を収集して委員会に報告する（委員

会の場における代表取締役その他の取締役による説明を含む。）よう求めることができる。

当社代表取締役等は、できる限り、特別委員会の情報・資料の収集に協力するよう努める

ものとする。 
・特別委員会は、当社の費用負担により投資銀行、証券会社、弁護士その他外部の専門家

から助言を得ること等ができる。 
・取締役会は、特別委員会に対して、取締役会議長またはその指名する取締役 1 名が議決

権を有しないオブザーバーとして当該委員会に出席し、必要な事項に関する説明を行う機

会を与えるよう求めることができる。 
・特別委員会決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行う。 
 
 

以 上 



 
（別紙４）

特別委員会委員略歴 
 
 
氏 名  
略 歴  
 
 
 
 
 
氏 名  
略 歴  
 
 
 
 
 
氏 名  
略 歴  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

武 井  洋一 
平成 ５年 ４月  弁護士登録（東京第一弁護士会） 

岩田合同法律事務所入所 
平成１２年 ４月  明哲総合法律事務所入所（現） 
平成１５年 ６月  日本トムソン㈱社外監査役（現） 
 
 
髙 月  英五 
昭和５８年 ３月  株式会社三陽商会代表取締役社長 
平成 ７年 ７月  市田株式会社代表取締役副社長 
平成１０年 ６月  オフィスタカツキ代表（現） 
平成１５年 ６月  当社社外監査役（現） 
 
 
小 谷  誠 
昭和５２年１０月  東京電機大学工学部電子工学科教授（現） 
平成 ７年 ４月  同大学理事 
平成１０年 ４月  同大学学長 
平成１７年 ６月  当社社外監査役（現） 
 

以 上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 21


	060413 リリース文書案（本文）.pdf
	060328 （別紙1）新株予約権の概要（修正後）.pdf
	060410 （別紙2）信託契約の概要.pdf
	060410 （別紙3）新株予約権細則の概要.pdf
	060328 （別紙4）特別委員会委員略歴.pdf

