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当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の導入について 

 

当社は、本日開催の取締役会において、平成 18 年６月 23 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、当社の

企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として導入する、当社

株式の大量取得行為に関する対応策（以下「本プラン」といいます。）の具体的な内容を決

定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

以下は対応策につき概要を記載したものです。詳細は正式文書「本文」をご覧ください。 

当社は、継続的な企業価値の向上のため、コーポレート・ガバナンス（企業統治）の確

立が不可欠と考えており、「透明性の向上」「公正性の確保」「独立性の確保」「意思決定の

迅速化」を基本原則とした経営を行ってきました。 

株式会社の支配権の移転を伴う提案に応じるか否かの判断も、 終的には株主全体の意

思に基づき行われるべきだと考えています。しかし、当社株式の大量取得行為や買付提案

の中には、当社に対し高値で買取を要求する場合や、従業員や顧客を含む取引先、債権者

などの利害関係者との関係を破壊するものなど、株主共同の利益に反するおそれがあるも

のがあることも否めません。これらの行為に対し、従来進めてきたコーポレート・ガバナ

ンスを更に進め、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目

的として、今回この決定をしました。 

本プランを策定するにあたり、企業価値を高める買収や効率的な経営を阻害し、経営者

の保身に利用されることがないよう留意した点は以下の諸点です。 

１．本プランの導入が長期的な企業価値の向上に資するものであること 

２．本プランの導入の決定は株主総会が行うこと 

３．防衛策の発動にあたっては、当社が自主的に設定した、米国の証券取引所で規則化さ

れている独立性要件と同等の基準に基づく社外取締役・社外監査役のうちの５名から

なる独立委員会による評価・判断が行われ、取締役会は、独立委員会の勧告を尊重し
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これに従い決議すること 

４．有効期間を平成 18 年６月 23 日開催予定の定時株主総会の終結の時から平成 21 年３月

期の事業年度に関する定時株主総会終了の時までの３年間と期間を限定したこと 

以下、買収防衛策のポイントにつき、ご説明します。 

１．本プランの対象となる買付は、株式の保有割合が 20％以上となる買付け等です。 

２．買付者には、事前に買付説明書の提供を求め、当社が、情報収集や検討を行う期間を

確保した上で、株主の皆様に当社経営陣の計画や代替案を提示したり、買付者との交

渉を行っていくための手続きを定めています。 

３．しかし、この手続きを買付者が守らなかった場合などには、独立委員会の勧告に従い、

取締役会は、その時点の全ての株主に対し、保有株式１株につき１個の割合で「取得

条項付新株予約権」を無償で割当てることを決議します。 

４．新株予約権に付された取得条項により、当社は買付者以外の株主の皆様から本新株予

約権を取得しこれと引換えに、新株予約権１個につき、当社株式１株を交付します。 

５．買付者以外の株主の皆様全員に平等に当社株式を交付しますので、株主の皆様の保有

する株式の価値の総額は、理論的には当社株式交付前と交付後では変化はありません。

買付者には当社株式は交付されませんので、この交付により、買付者の保有する当社

株式の議決権割合を 大 50％まで希釈化させる可能性があります。 

６．発動までのプロセスは、別添の「当社株式の大量取得行為に関する対応策」に記載の

通りですが、基本的な流れは、 

・ 独立委員会は、買付者から買付説明書が提出された場合、取締役会に対し、回答期

限を 長 30 日以内として、買付の内容に対する取締役会の意見等を求めることが

あります。その後、原則、 長 60 日間、情報収集・比較検討等を行います。従っ

て、買付者から買付説明書の提供があった後、原則として 大 90 日間の検討期間

となります。 

・ 独立委員会はこれらの情報をもとに、取締役会に対し、本新株予約権の無償割当を

するか、無償割当を行わないかの勧告を行います。 

・ 取締役会は、独立委員会の勧告を尊重しこれに従い、 終的に本新株予約権の無償

割当の実施又は不実施の決議を行い、決議後速やかに情報開示を行います。 

７．新株予約権の無償割当は以下のような場合に行われます。 

・ 本プランの手続きを守らない場合、 

・ 株式を買占め、当社に対し高値で買取を要求する場合や、当社の経営を一時的に支

配して、資産処分により一時的な高配当をさせ株価を吊り上げ売り抜ける行為のよ

うな当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそ

れがある場合、 

・ 当社の従業員、顧客を含む取引先等との関係を破壊し、企業価値ひいては株主共同

の利益に反する場合、 
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等です。 

８．株主の皆様への影響につきご説明します。 

・ 本プラン導入時は、新株予約権の無償割当は行いませんので影響はありません。 

・ また、買付者が現れ、本プランを発動し、株式が交付された場合でも、買付者以外

の株主の皆様の保有する当社株式の希釈化は生じません。 

・ しかし、無償割当実施後に、例えば買付者が買付を撤回した場合は、当社が当社株

式を交付することなく無償で当該新株予約権を取得することになっています。この

場合、これに伴って、当社株式の価格が少なからず変動することがあります。 

添付資料：当社株式の大量取得行為に関する対応策 
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１．対応策の流れ 

当 社 株 式 の 大 量 取 得 行 為 

 

買付説明書提出あり    買付説明書の提出なし

 

独立委員会の評価・判断            取締役会から意見等提出 

・ （必要に応じ）取締役会に意見等要請     （買付説明書の提出から 

     ＋                  長 30 日間） 

・ 新株予約権無償割当の可否検討   

（原則、取締役会の意見書受領後 60 日間）                 

 

独立委員会から取締役会への勧告 

 

 

取締役会での新株予約権無償割当の    取締役会での新株予約権無償割当の 

「不実施」決定             「実施」決定 

 

無償割当不実施             無償割当実施 

 

 

                   当社株式交付     当社株式交付せず＊ 

＊無償割当後に、例えば買付者が買付を撤回した場合は、当社が無償で当該新株予約権

を取得し、当社株式の交付は行わない。 

２．買付者保有株式の希釈化のイメージ 

20％買付時         買付者以外への当社株式交付後 

（総発行株数：9.3 億株）      （総発行株数：16.7 億株） 

     

既存株主 

7.4 億株 

（80％） 

           

既存株主 

14.8 億株 

（89％） 

         

買収者 

1.9 億株 

（20％） 

  買収者 

1.9 億株

（11％）
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 本文 
平成 18 年５月８日 

各位 

 帝人株式会社 

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の導入について 

当社は、本日開催の取締役会において、平成 18 年６月 23 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、当社の

企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として導入する、当社

株式の大量取得行為に関する対応策（以下「本プラン」といいます。）の具体的な内容を決

定いたしましたので、お知らせいたします。 

記 

 

１．当社の株主の在り方に関する基本方針 

（会社法施行規則第 127 条（平成 18 年法務省令第 12 号）にいう、当社の財務及び事業

の方針を支配するものの在り方に関する基本方針） 

当社の株主の在り方について、当社は、株主は市場での自由な取引を通じて決まるもの

と考えています。したがって、株式会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるかどうか

の判断も、 終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えています。 

しかし、当社株式の大量取得行為や買付提案の中には、①買収の目的や買収後の経営方

針等に鑑み、企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのあ

るもの、②株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、③当社に、当該買付に

対する代替案を提示するために合理的に必要な期間を与えることなく行われるもの、④当

社株主に対して、買付内容を判断するために合理的に必要とされる情報を十分に提供する

ことなく行われるもの、⑤買付の条件等（対価の価額・種類、買付の時期、買付の方法の

適法性、買付の実行の蓋然性等）が当社の本源的価値に鑑み不十分又は不適当なもの、⑥

当社の持続的な企業価値増大のために必要不可欠な従業員、顧客を含む取引先、債権者な

どの利害関係者との関係を破壊し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する重大

なおそれをもたらすものも想定されます。このような大量取得行為や買付提案を行う者は、

例外的に、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えていま

す。 

２. 基本方針の実現に資する取組み 

当社では、多数の投資家の皆様に長期的に当社に投資を継続して頂くために、当社の企

業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための取組みとして、次の施策を既に実施し

ています。これらの取組は、今般決定しました上記１．の基本方針の実現にも資するもの
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と考えています。 

(1) 「中期経営計画」による企業価値の向上への取組み 

当社は、1918 年の設立以来、レーヨン事業、ポリエステル繊維事業等繊維事業を

展開して来ましたが、1960 年から 70 年代以降、当社の持つ高分子化学技術を基本と

して、積極的に事業の多角化を進めてきました。ポリカーボネート樹脂事業、ポリ

エステルフィルム事業といった化成品事業を 1960 年から 1970 年代にかけて、また

1970 年代には医薬医療事業、1980 年代にはＩＴ事業を開始し、現在では、各種事業

を当社の強みを活かしつつ展開しています。 

1990 年代後半から 2000 年代前半にかけて、更なる飛躍のために、Ｍ＆Ａ手法も活

用し、事業ポートフォリオの転換を図ってきました。その結果、それまで 6,000 億

円台だった売上高は、9,000 億円台に拡大しました。しかし、ポートフォリオの転換

が直ぐには業績に反映されることはありませんでした。 

そこで、2003 年から 2005 年までの３年間の中期経営計画“WING 2003”では、「全

社収益力の再構築・強化」をテーマとして、「集中と選択」に基づく事業展開を行い、

アラミド繊維事業、炭素繊維事業、ポリカーボネート樹脂事業、医薬医療事業とい

った重点戦略事業には経営資源の重点配分を行うとともに、機械・エンジニアリン

グ事業、ビルディングリース事業、ファイナンス事業といったノンコア事業は売却

等を行い、また、ナイロン事業、メキシコのポリエステル繊維事業等の不採算事業

からは撤退しました。また、 近の原燃料価格の高騰に対しても、付加価値品シフ

トやコストダウン等で対応し、結果として、2002 年には 353 億円であった連結営業

利益は、2005 年には 768 億円、資本効率を示す営業利益ＲＯＡ（営業利益/総資本）

は、2005 年度の目標であった 7.6％を大きく上回る 8.5％を確保しました。財務の健

全性を表すＤ/Ｅ比率（有利子負債/株主資本）についても、2005 年で目標としてい

た 0.9 を達成しました。これにより、収益力の再構築と強化による経営の安定化を

実現できたと考えています。 

平成 18 年２月７日に公表した平成 18 年度から平成 20 年度までの３年間の中期経

営計画“STEP UP 2006”では、更に一歩進めて、「安定経営」から「創造経営」を目

指します。 

今回、中期経営計画を策定するにあたり、帝人グループが５～10 年後に目指す「長

期経営ビジョン」と、長期的に軸足の定まった経営を行うために、「中長期経営方針」

を定めました。 

帝人グループの目指す「長期経営ビジョン」は、 

１．「グローバルエクセレンスを獲得する」、 

２．「化学・バイオ技術とビジネスソリューションで持続的成長をとげる」 

３．「新事業創出により成長を加速する」の３つです。 
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また、理想とする姿に向かう過程で、常に立ち返って確認すべき価値観・行動原

理としての「中長期経営方針」は、 

１．「企業価値の増大を追求する」、 

２．「持続的発展を志向する」、 

３．「革新性を重視する」の３つです。 

帝人グループは、新中期経営計画を、このビジョンを達成するための期間、つま

り、「飛躍に向けた事業変革」と位置づけ、その具体化を図りました。 

新中期経営計画では、２つの重点課題をあげています。 

一つ目は、「帝人グループの技術・展開力」があり、かつ「高い成長性・収益性の

見込める４市場（自動車・航空機、情報・エレクトロニクス、ヘルスケア、環境・

エネルギー）」に重点を置いて、「選択と集中」という考え方に基づき、中期経営計

画の期間中に投入資源の傾斜配分を行います。 

二つ目は、研究開発を通じた新事業創出のための、「研究・開発戦略の推進」です。

具体的には、平成 15 年度から平成 17 年度までの３年間に比べ、今後３年間での持

株会社の帝人㈱で行う研究費の投入比率を、帝人グループ全体の 10％から 20％に引

き上げ新規事業の創出・育成に取組みます。 

これらにより、“STEP UP 2006”の 終年度である 2008 年には、営業利益ＲＯＡ

（営業利益/総資本）10％以上、ＲＯＥ（当期純利益/株主資本）12％以上、Ｄ/Ｅ比

率（有利子負債/株主資本）0.6～0.7 の実現を目指します。 

帝人グループは、「人と地球環境に配慮した化学技術の向上と、社会と顧客が期待

している解決策を提供することにより、本当の価値を実現することに挑戦し続ける

こと」で、企業理念である「人間への深い理解と豊かな想像力でクォリティ・オブ・

ライフの向上に努める」企業となることを目指しています。 

この企業理念のもと、「持続的な企業価値の増大」を図るために帝人グループは、

「事業戦略」、「コーポレート・ガバナンス」、「ＣＳＲ＊１」の三位一体の事業運営

を行います。また、これを通じ各ステークホルダー＊２との信頼関係の構築に努め

ます。 

＊１ ＣＳＲ: 環境・安全・健康、コンプライアンス（社会規範・倫理・法令等の

遵守）、社会貢献等の社会的責任 

＊２ ステークホルダー： 株主、従業員、債権者、顧客を含む取引先、消費者、

地域社会等の利害関係者 

また、株主還元については、従来、連結業績をベースとして、今後の事業展開や

業績動向などを総合的に勘案した、「長期的に安定した配当」を行う方針としていま

したが、経営の安定化は既に実現できたという認識のもと、今後、「連結業績に連動

した配当」を行うこととしました。配当性向は、“STEP UP 2006”期間中は長期ビジ
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ョン実現に向けて戦略的投資に重点を置くこととしているため、当面 20～30％を目

標とします。 

 (2) 「コーポレート・ガバナンス（企業統治）の強化」による企業価値向上への取組 

当社は、企業価値ひいては株主共同の利益の向上のために不可欠な仕組みとして、

従来より「コーポレート・ガバナンス（企業統治）の強化」を重要な課題に掲げ取

組んでいます。 

具体的な取組みとしては、次のような施策を実施しています。 

(a) 意思決定、業務執行、監視・監査の３機能の分離と強化 

当社は、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を目的に、定款で取締役を

10 名以内と定め、また、取締役のうち３名は社外取締役とし、さらに、米国の証

券取引所で規則化されている独立性要件と同等の要件を自主的に設定して社外取

締役の独立性を確保しています。 

なお、取締役会の監視・監督機能を強化するため、取締役会の議長は、内部業

務執行を担当しない会長が務めることになっています。 

監査役会は５名で構成され、社外監査役を過半数の３名とするとともに、社外

取締役と同様に、当社が自主的に設定する独立性要件を充足することを求め、こ

れにより監査役監査の透明性を確保しています。 

(b) アドバイザリー・ボード 

国内外の有識者による経営全般への助言・提言を通じた「より良い経営、透明

性の高い経営」の遂行と経営トップの評価を目的に「アドバイザリー・ボード」

を設置し、取締役会の諮問機関と位置づけて運営しています。アドバイザリー・

ボードは、５～６名の社外アドバイザー（日本人３名、外国人２～３名）と会長、

社長（ＣＥＯ）で構成され、定例会合は年２回実施しています。 

アドバイザリー・ボードの役割のひとつとして指名・報酬委員会があり、社長

（ＣＥＯ）の交代および後継者の推薦、帝人グループの役員報酬制度・水準の審

議、社長（ＣＥＯ）・代表取締役の業績評価等を行なっています。会長または社長

（ＣＥＯ）にかかる案件を審議する場合は、本人が退席の上で行なうなど公正な

運営に努めています。 

(c) コーポレート・ガバナンスガイドの制定 

当社では、上記のコーポレート・ガバナンスに関する各種取組を含む、具体的

な指針をコーポレート・ガバナンスガイドと位置づけ、取締役会がこれを定めて

開示しています。この開示を通じて、株主の皆様に対してコーポレート・ガバナ

ンスガイドの遵守を宣言し、同ガイドに沿った経営をより確固たるものとしてい
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ます。 

 

３．本プランの内容 

(1) 本プラン導入の目的 

本プランは、上記１．に述べた基本方針に照らして不適切な者によって当社の財

務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして導入する

ものです。当社の株券等に対する買付その他これに類似する行為又はその提案（以

下、併せて「買付」といいます。）が行なわれた際に、株主の皆様が適切な判断をす

るために必要な情報や時間を確保したり、買付者と交渉を行うこと等により、当社

の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的としています。 

(2) 本プランの概要 

(a) 買付者に遵守を求める買付のための手続 

本プランは、まず、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させ

ることを目的として、買付が行われる場合に、買付を行う者又はその提案者（以

下、併せて「買付者」といいます。）に対し、事前に当該買付に関する情報の提供

を求め、当社が、当該買付についての情報収集・検討等を行う期間を確保した上

で、株主の皆様に当社経営陣の計画や代替案等を提示したり、買付者との交渉等

を行っていくための手続を定めています。 

(b) 買付のための手続を買付者が遵守しない場合等の措置 

買付者が本プランにおいて定められた手続に従うことなく買付を行う場合等に

は、当社は、当該買付者による権利行使が認められない旨、及び当該買付者以外

の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得することができる旨の条件が付さ

れた取得条項付新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）を、その時点の

全ての株主に対して無償にて割り当てます。 

なお、本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施等の判断は、社外取締役又

は社外監査役のいずれかに該当する者の中から取締役会が選任した者により構成

される独立委員会の判断を経るものとします。本プランに従って本新株予約権の

無償割当てがなされた場合には、原則として、別紙１「新株予約権の要項」のⅡ

(7)「当社による新株予約権の取得」の記載に従い、当社が買付者以外の株主の皆

様から本新株予約権を取得しこれと引き換えに当社株式の交付がなされる結果、

当該買付者の有する当社株式の議決権割合を 大 50％まで希釈化させる可能性が

あります。 

(3) 独立委員会の設置 
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本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施等の判断は、当社取締役会の恣意的

判断を排するため、独立委員会規程（別紙２「独立委員会規程の概要」）に従い、社

外取締役又は社外監査役のいずれかに該当する者の中から取締役会が選任した者に

より構成される独立委員会の判断を経るものとします。 

独立委員会の委員の数は、原則５名とし、任期は、原則選任後１年内に終了する

事業年度のうち 終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。 

本プランの導入当初において予定される独立委員会の委員の氏名および略歴は、

別紙３のとおりです。 

(4) 本プランの発動及び廃止に係る手続 

(a) 対象となる買付 

以下①又は②に該当する買付がなされたときに、本プランに定められる手続に

従い本新株予約権の無償割当てをすることが検討されることとなります。 

①当社が発行者である株券等1について、保有者2の株券等保有割合3が 20％以上と

なる買付 

②当社が発行者である株券等について、公開買付け4に係る株券等5の株券等所有割

合6及びその特別関係者7の株券等所有割合の合計が 20％以上となる公開買付 

(b) 買付者に対する情報提供の要求 

上記(a)に定める買付を行う買付者は、当社取締役会が次に定める買付説明書の

提出が不要と判断した場合を除き、買付の実行に先立ち、当社に対して、以下の

各号に定める、買付者の買付内容の検討に必要な情報（以下「本必要情報」とい

います。）及び当該買付者が買付に際して本プランに定める手続を遵守する旨の誓

約文言等を記載した書面（以下「買付説明書」と総称します。）を、当社の定める

書式により提出していただきます。 

①買付者及びそのグループ（共同保有者8、特別関係者及び（ファンドの場合は）

組合員その他の構成員を含みます。）の詳細（具体的名称、事業内容、経歴また

は沿革、企業統治（ガバナンス）システム、社会的責任（ＣＳＲ）への取組状

                                                  
1 証券取引法第 27 条の 23 第１項に定義されます。以下別段の定めがない限り同じとします。 
2 証券取引法第 27 条の 23 第３項に基づき保有者に含まれる者を含みます。 
3 証券取引法第 27 条の 23 第４項に定義されます。 
4 証券取引法第 27 条の２第６項に定義されます。 
5 証券取引法第 27 条の２第１項に定義されます。 
6 証券取引法第 27 条の２第８項に定義されます。以下同じとします。 
7 証券取引法第 27 条の２第７項に定義されます。但し、同項第１号に掲げる者については、発行者以外の

者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第３条第１項で定める者を除きます。 
8 証券取引法第 27 条の 23 第５項に規定され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

される者を含みます。以下同じとします。 

6 



況、資本構成、財務内容等を含みます。） 

②買付の目的、方法及び内容（買付の対価の価額・種類、買付の時期、関連する

取引の仕組み、買付の方法の適法性、買付の実行の蓋然性等を含みます。） 

③買付の価格の算定根拠（算定の前提となる事実・仮定、算定方法、算定に用い

た数値情報並びに買付に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジ

ー効果の内容及びその算定根拠等を含みます。） 

④買付の資金の裏付け（買付の資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体

的名称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。） 

⑤買付の後の当社グループの経営方針、事業計画、資本政策、配当政策並びに、

買付の後における当社の従業員、顧客を含む取引先、債権者などの当社に係る

利害関係者の処遇方針 

⑥その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報 

 (c) 買付の内容の検討・買付者との交渉・代替案の提示 

独立委員会は、買付者から買付説明書及び独立委員会が追加提出を求めた本必

要情報（もしあれば）が提出された場合、当社取締役会に対しても、買付者の買

付の内容に対する意見及びその根拠資料、代替案（もしあれば）その他独立委員

会が適宜必要と認める情報・資料等を、その作成に合理的に必要と独立委員会が

認める期間内（原則として 30 日を上限とします。）に提示するよう要求すること

があります。 

独立委員会は、買付者及び（当社取締役会に対して上記のとおり情報・資料等

の提示を要求した場合には）当社取締役会から情報・資料等を受領した後、比較

検討等を通じてより客観的な判断を行うために、原則として 長 60 日間（但し、

下記(d)③に記載するところに従い、独立委員会は当該期間を延長することができ

るものとします。以下「独立委員会検討期間」といいます。）、買付者の買付の内

容の検討、当社取締役会の提示した代替案の検討、買付者と当社取締役会の事業

計画等に関する情報収集・比較検討等を行います。また、独立委員会は、当社の

企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上という観点から当該買付の内容を

改善させるために、必要であれば、直接又は取締役会に委任した上で、当該買付

者と協議・交渉を行います。 

独立委員会の判断が、企業価値ひいては株主共同の利益に資するようになされ

ることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファ

イナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専

門家を含みます。）の助言を得ることができるものとします。 

また、独立委員会は、買付者から買付説明書が提出された事実、及び、本必要
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情報その他の情報のうち独立委員会が適切と判断する事項について、独立委員会

が適切と判断する時点で株主の皆様に対する情報開示を行います。 

(d) 独立委員会における判断方法 

独立委員会は、買付者が出現した場合において、以下の手続を行うものとしま

す。 

また、独立委員会は、判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、そのため

に異なる判断が相当な場合には、改めて別個の判断を行い、これを当社取締役会

に勧告等することができるものとします。 

なお、独立委員会は、以下のいずれの場合も、その勧告の内容その他の判断事

項について、決定後速やかに情報開示を行います。 

①独立委員会は、買付者の買付の内容の検討・買付者との交渉の結果、買付者に

よる買付が下記(5)「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める要件のいずれ

にも該当しない場合、もしくは、該当しても本新株予約権の無償割当てをする

ことが相当ではないと判断した場合、又は、当社取締役会が独立委員会の要求

にかかわらず上記(c)に規定する意見及び独立委員会が要求する情報・資料等を

所定期間内に提示しなかった場合には、独立委員会検討期間の終了の有無を問

わず、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当てをしないことを勧告

します。 

②独立委員会は、買付者が上記(b)に規定する手続を遵守しなかった場合、又は買

付者の買付の内容の検討・買付者との交渉の結果、買付者による買付が下記(5)

「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める要件のいずれかに該当し、かつ、

本新株予約権の無償割当てをすることが相当と判断した場合には、独立委員会

検討期間の開始又は終了の有無を問わず、当社取締役会に対して、本新株予約

権の無償割当てを勧告します。 

③独立委員会が、当初の独立委員会検討期間終了時までに、本新株予約権の無償

割当ての実施又は不実施の勧告を行うに至らない場合には、独立委員会は、買

付者の買付の内容の検討・買付者との交渉・代替案の作成等に合理的に必要と

される範囲内で、独立委員会検討期間を延長する旨の決議を行うことができま

す。 

(e) 取締役会の決議 

当社取締役会は、独立委員会の上記勧告を尊重しこれに従い 終的に本新株予

約権の無償割当ての実施又は不実施の決議を行うものとします。当社取締役会は、

上記決議を行った場合速やかに、当該決議の内容その他の事項について、情報開

示を行います。 
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(5) 本新株予約権の無償割当ての要件 

当社は、買付者による買付が下記のいずれかに該当し本新株予約権の無償割当て

をすることが相当と認められる場合、上記(4)「本プランの発動及び廃止に係る手続」

(e)に記載される当社取締役会の決議により、本新株予約権の無償割当てをすること

を予定しております。なお、上記(4)「本プランの発動及び廃止に係る手続」(d)の

とおり、下記の要件に該当し本新株予約権の無償割当てをすることが相当かどうか

については、必ず独立委員会の判断を経ることになります。 

(a) 本プランに定める手続を遵守しない買付である場合 

(b) 買収の目的や買収後の経営方針等に鑑み、当社の企業価値ひいては株主共同の利

益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付（例えば、下記に掲げる行為）

である場合 

① 株式を買い占め、その株式につき当社に対して高値で買取りを要求する行為 

② 当社の経営を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取得する等、当

社の犠牲の下に買付者の利益を実現する経営を行うような行為 

③ 当社の資産を買付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

する行為 

④ 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高額資産等

を処分させ、その処分利益をもって、一時的な高配当をさせるか、一時的高配

当による株価の急上昇の機会を狙って高値で売り抜ける行為 

(c)強圧的二段階買付（ 初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目の

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

行うことをいいます。）等株主に株式の売却を事実上強要するおそれのある買付

である場合 

(d) 当社に、当該買付に対する代替案を提示するために合理的に必要な期間を与える

ことなく行われる買付である場合 

(e) 当社株主に対して、本必要情報その他買付内容を判断するために合理的に必要と

される情報を十分に提供することなく行われる買付である場合 

(f) 買付の条件等（対価の価額・種類、買付の時期、買付の方法の適法性、買付の実

行の蓋然性等を含みます。）が当社の本源的価値に鑑み不十分又は不適当な買付

である場合 

(g) 当社の持続的な企業価値増大の実現のために必要不可欠な、従業員、顧客を含む

取引先、債権者などの当社に係る利害関係者との関係を破壊し、当社の企業価値
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ひいては株主共同の利益に反する重大なおそれをもたらす買付である場合 

(6) 本新株予約権の概要 

本プランに基づき無償割当てをする本新株予約権の概要は、以下のとおりです（本

新株予約権の詳細については、別紙 1「新株予約権の要項」をご参照下さい。）。 

(a) 割当対象株主 

本新株予約権の無償割当ての決議（以下「本新株予約権無償割当て決議」とい

います。）を行う時に当社取締役会が定める一定の日（以下「割当期日」といいま

す。）における 終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、

その有する株式（但し、同時点において当社の有する当社株式の数を除く。）１株

につき本新株予約権１個の割合で、本新株予約権の無償割当てをします。 

(b) 本新株予約権無償割当ての効力発生日 

本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が定めます。 

(c) 本新株予約権の目的である株式の数 

本新株予約権の目的である株式の数は、１株とします。 

(d) 本新株予約権の譲渡制限 

本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要します。 

(e) 当社による本新株予約権の取得 

① 当社は、行使期間開始日前日までの間いつでも、当社が本新株予約権を取得す

ることが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が定める

日が到来することをもって、全ての本新株予約権を無償で取得します。 

② 当社は、当社取締役会の決定により、当社取締役会が定める日が到来すること

をもって、(i)特定大量保有者、(ii)特定大量保有者の共同保有者、(iii)特定

大量買付者、(iv)特定大量買付者の特別関係者、もしくは(v)上記(i)ないし(iv)

に該当する者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲受けも

しくは承継した者、又は、(vi)上記(i)ないし(v)に該当する者の関連者（上記

に用いられる用語の定義及び詳細については、別紙１「新株予約権の要項」を

ご参照下さい。）以外の者が有する本新株予約権のうち未行使のもの全てを取得

することができるものとし、これと引換えに、本新株予約権１個につき１株の

当社株式を交付することができます。 

(7) 本プランの有効期間 

本プランの有効期間は、平成 18 年３月期（2005 年度）の事業年度に関する定時株
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主総会の終結の時から平成 21 年３月期（2008 年度）の事業年度に関する定時株主総

会の終結の時までとします。 

(8) 本プランの廃止及び変更 

本プランの導入後、有効期間の満了前であっても、①当社の株主総会において本

プランを廃止する旨の議案が承認された場合、又は②独立委員会の勧告により取締

役会で本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃

止されるものとします。したがって、本プランについては、株主の皆様のご意向に

従ってこれを廃止させることが可能です。また、本プランの有効期間中であっても、

取締役会は、独立委員会の勧告に従い、本プランを見直し、もしくは変更し、又は

基本方針に照らして不適切なものによって当社の財務及び事業の方針の決定が支配

されることを防止するための別の取組みを行う場合があります。 

当社は、本プランが廃止又は変更された場合には、当該廃止又は変更の事実及び

（変更の場合には）変更内容その他の事項について、情報開示を速やかに行います。 

 

４．本プランが基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社

の会社役員の地位の維持を目的とするものでないことについて 

当社では、本プランの設計に際して、以下の諸点を考慮し織り込むことにより、本プラ

ンが、上記１．の基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致するも

のであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものとはならないと考えております。 

(1) 株主意思の反映 

本プランは、平成 18 年６月 23 日予定の定時株主総会における株主の皆様からの

ご承認を条件として発効し、その有効期間は、平成 21 年３月期の事業年度に関する

定時株主総会の終結の時まで、つまり中期経営計画“STEP UP 2006”に合わせた３

年といたします。また、当社取締役の任期は１年となっていますので、たとえ中期

経営計画の期間中であっても、取締役の選任を通じて株主の皆様の意思を反映させ

ることが可能です。さらに、上記３．(8)「本プランの廃止及び変更」に記載したと

おり、本プランの有効期限の満了前であっても、株主総会において本プランを廃止

する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、

その意味で、本プランの消長には、株主の皆様のご意向が反映されます。 

(2) 独立性の高い社外者の判断の重視 

当社は、本プランの導入にあたり、本プランの発動等の運用に際して、当社取締

役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために実質的な判断を客観的に行う機関

として、独立委員会を設置しました。独立委員会は社外取締役又は社外監査役のい
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ずれかに該当する者の中から取締役会が選任した者から構成されるものとします。

社外取締役及び社外監査役については、米国の証券取引所で規則化されている独立

性要件と同等の要件を自主的に設定することにより、その独立性を十分確保してお

ります。また、同委員会の判断の概要については株主の皆様に情報開示をすること

とされており、本プランの運営は透明性をもって行われます。 

(3) 本プラン発動のための合理的な客観的要件の設定 

本プランは、上記３．(5)「本新株予約権の無償割当ての要件」にて記載したとお

り、予め定められた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

ように設定されており、しかも、これらの客観的要件は、上記１．記載の基本方針

において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないとされ

る場合と一致させています。これにより、当社の会社役員による恣意的な発動を防

止します。 

(4) コーポレート・ガバナンスの強化の継続 

当社では、①取締役の員数を 10 名以内と定め、そのうち３名については独立性を

確保した社外取締役とし、また、監査役の過半数である３名を社外監査役とするこ

と等により、意思決定、業務執行、監視・監査の３機能の分離と強化を図り、②５

～６名の社外アドバイザー（日本人３名、外国人２～３名）と会長、社長（ＣＥＯ）

で構成されるアドバイザリー・ボードを取締役会の諮問機関として設置し、社長（Ｃ

ＥＯ）の交代および後継者の推薦、帝人グループの役員報酬制度・水準の審議、社

長（ＣＥＯ）・代表取締役の業績評価等を行い、さらには③上記の取組みを含むコー

ポレート・ガバナンスの指針については、コーポレート・ガバナンスガイドとして

開示しています。 

以上の施策は、経営者の行動を規律する仕組み、つまりコーポレート・ガバナン

スとして、監査役会を設置した我が国の上場会社において、先駆的な取組みと評価

されているものです。この仕組みは、経営者の保身的な行動を強く抑制する役割を

果たすものであり、本プランの実施にあっても、その恣意的な行使を抑止する重要

な機能を果たすことが期待されます。 

したがいまして、本プランの有効期間中は、上記のコーポレート・ガバナンスを

維持することを予定しています。 

 

５．株主の皆様への影響 

(1) 本プランの導入時に株主の皆様に与える影響 

本プランの導入時点においては、本新株予約権の無償割当て自体は行われません

ので、株主及び投資家の皆様の権利・利益に直接具体的な影響が生じることはあり

12 



ません。 

(2) 本新株予約権の無償割当て時に株主の皆様に与える影響 

当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途設定する割当期日にお

ける株主の皆様に対し、その保有する株式１株につき１個の割合で、本新株予約権

が無償にて割り当てられます。そして、当社が、当社取締役会が定める日をもって

本新株予約権を取得し、これと引換えに当社株式を本新株予約権者に交付する場合

には、株主の皆様は、行使価額相当の金銭を払い込むことなく、当社による本新株

予約権の取得の対価として当社株式を受領するため、株主の皆様の保有する当社株

式の希釈化は生じません。 

なお、当社は、本プランの発動に係る手続きの過程において、株主の皆様に必要

な情報を開示しますが、本新株予約権無償割当て決議がなされた場合、及び本新株

予約権無償割当てを実施したにもかかわらず、例えば、買付者が買付を撤回した等

の事情により、本新株予約権の行使期間開始日前日までに、当社が本新株予約権者

に当社株式を交付することなく無償で本新株予約権を取得する場合には、当社株式

の価格が少なからず変動することもありますので、株主の皆様におかれましては十

分ご注意下さい。 

(3) 本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続 

(a) 名義書換の手続 

当社取締役会において、本新株予約権無償割当て決議をした場合には、当社は、

本新株予約権の割当てを受けられる株主を特定する日を公告いたします。割当期

日における 終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主に本新株

予約権が無償にて割り当てられますので、株主の皆様におかれては、速やかに株

式の名義書換手続を行っていただく必要があります（なお、証券保管振替機構に

対する預託を行っている株券については、名義書換手続は不要です。）。 

(b) 本新株予約権の割当ての手続 

割当期日における 終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主

の皆様は、当該新株予約権無償割当ての効力発生日において、当然に新株予約権

者となるため、申込の手続は不要です。 

(c) 本新株予約権の取得の手続 

当社は、当社取締役会の決定により、かかる本新株予約権を保有する本新株予

約権者に通知し又はこれに代えて公告を行った上で、当社取締役会が定める日を

もって本新株予約権を取得し、これと引換えに当社株式を本新株予約権者に交付

することがあります。この場合には、取得の対象となる本新株予約権を保有する

13 



株主の皆様は、行使価額相当の金銭を払い込むことなく、本新株予約権 1 個当た

り原則として当社株式 1 株の交付を受けることになります（なお、この場合、か

かる株主の皆様には、別途、ご自身が特定大量保有者でないこと等を誓約する当

社所定の書式による書面をご提出いただくことがあります。）。 

上記のほか、割当方法、名義書換方法及び当社による本新株予約権の取得手続等

の詳細につきましては、本新株予約権無償割当て決議が行われた後、株主の皆様に

対して公表又は通知いたしますので、当該内容をご確認下さい。 

 

以 上 
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別紙１ 

 

新株予約権の要項 

 

Ⅰ.新株予約権無償割当てに関する事項の決定 

(1) 新株予約権の内容及び数 

下記Ⅱ．記載の事項を含む内容の新株予約権（以下個別に又は総称して「新株予約権」

という。）の無償割当て決議（以下「新株予約権無償割当て決議」という。）において

当社取締役会が定める一定の日（以下「割当期日」という。）における当社の 終の発

行済株式数（但し、同時点において当社の有する当社株式の数を除く。）を上限とする。 

(2) 割当対象株主 

割当期日における 終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、

その有する株式１株につき新株予約権１個の割合で、新株予約権を割り当てる。 

(3) 新株予約権無償割当ての効力発生日 

新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が定める。 

 

Ⅱ.新株予約権の内容 

(1) 新株予約権の目的である株式の数 

(i)  新株予約権の目的である株式の数（以下「対象株式数」という。）は、１株と

する。但し、当社が株式分割・株式併合を行う場合は、対象株式数は次の算

式により調整される。 

調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割・併合の比率 

(ii) 調整後対象株式数は、株式分割の場合は株式分割に係る割当期日以降、株式

併合の場合は、会社法第 180 条第２項第２号に規定する株式併合の効力発生

日以降、これを適用する。 

(iii) 上記(i)に定めるほか、当社が時価を下回る価額で株式を発行又は交付する場

合（時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使に伴う株式の発行又は

交付を除く）等で、対象株式数の調整を必要とするときには、諸条件等を勘

案の上、対象株式数につき合理的な調整を行うものとする。 

(iv) 上記の調整の結果各株主が保有することとなる１株未満の端数は切り捨てる

ものとし、現金による調整は行わない。 

(2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
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1)新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、行使価額（下記

2）に定義される。）に対象株式数を乗じた価額とする。 

2)新株予約権の行使に際して出資される財産の当社株式１株当たりの価額（以下「行使

価額」という。）は金１円以上で時価の 50％相当額以下の範囲内において、当社取締

役会が決定する額とする。「時価」とは、新株予約権無償割当て決議の前日から遡っ

て 90 日間（取引が成立しない日を除く。）の東京証券取引所における当社普通株式

の普通取引の終値の平均値とし、１円未満の端数は切り上げるものとする。 

(3) 新株予約権の行使期間 

新株予約権の無償割当ての効力発生日（但し、当社取締役会が別途これに代わる日を定

めたときは当該日）を初日とし、１ヶ月間から３ヶ月間までの範囲で新株予約権無償割

当て決議において当社取締役会が定める期間とする。但し、下記(7)項の規定に基づき

当社により新株予約権の取得がなされる場合、当社取得に係る新株予約権については当

該取得日の前日までとする。また、行使期間の 終日が行使に際して払い込まれる金銭

の払込取扱場所の休業日にあたるときは、その前営業日を 終日とする。 

(4) 新株予約権の行使条件 

1) (i)特定大量保有者、(ii)特定大量保有者の共同保有者、(iii)特定大量買付者、(iv)

特定大量買付者の特別関係者、もしくは(v)上記(i)ないし(iv)に該当する者から新株

予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲受けもしくは承継した者、又は、(vi)

上記(i)ないし(v)に該当する者の関連者は、新株予約権を行使することができない。 

なお、上記に用いられる用語は次のとおり定義される。 

① 「特定大量保有者」とは、当社が発行者である株券等（証券取引法第 27 条の 23

第１項に定義される。以下別段の定めがない限り同じ。）の保有者（同法第 27

条の 23 第３項に基づき保有者に含まれる者を含む。）で、当該株券等に係る株

券等保有割合（同法第 27 条の 23 第４項に定義される。）が 20％%以上である者

（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含む。）をいう。 

② 「共同保有者」とは、証券取引法第 27 条の 23 第５項に定義され、同条第６項に

基づき共同保有者とみなされる者を含む（当社取締役会がこれらに該当すると認

めた者を含む。）。 

③ 「特定大量買付者」とは、公開買付け（証券取引法第 27 条の２第６項に定義さ

れる。）によって当社が発行者である株券等（証券取引法第 27 条の２第１項に

定義される。以下本③において同じ。）の買付け等（同法第 27 条の２第１項に

定義される。以下同じ。）を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後にお

けるその者の所有（これに準ずるものとして証券取引法施行令第７条第３項に定

める場合を含む。）に係る株券等の株券等所有割合（同法第 27 条の２第８項に

定義される。以下同じ。）がその者の特別関係者の株券等所有割合とを合計して
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20％以上となる者（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含む。）をいう。 

④ 「特別関係者」とは、証券取引法第 27 条の２第７項に定義される（当社取締役

会がこれに該当すると認めた者を含む。）。但し、同項第１号に掲げる者につい

ては、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第３条

第１項で定める者を除く。 

⑤ ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしくは

その者と共同の支配下にある者として当社取締役会が認めた者、又はその者と協

調して行動する者として当社取締役会が認めた者をいう。「支配」とは、他の会

社等の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」（会社法施行規則第３

条に定義される。）をいう。 

2) 上記 1)にかかわらず、下記①ないし④の各号に記載される者は、特定大量保有者又

は特定大量買付者に該当しないものとする。 

① 当社、当社の子会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条

第３項に定義される。）又は当社の関連会社（財務諸表等の用語、様式及び作成

方法に関する規則第８条第５項に定義される。） 

② 当社を支配する意図がなく上記 1)(i)に該当することになった者である旨当社取

締役会が認めた者であって、かつ、上記 1)(i)に該当することになった後 10 日間

（但し、当社取締役会はかかる期間を延長することができる。）以内にその保有

する当社の株券等を処分等することにより上記 1)(i)に該当しなくなった者 

③ 当社による自己の株式の取得その他の理由により、自己の意思によることなく、

上記 1)(i)に該当することになった者である旨当社取締役会が認めた者（但し、

その後、自己の意思により当社の株券等を新たに取得した場合を除く。） 

④ その者が当社の株券等を取得・保有することが当社の企業価値又は株主共同の利

益に反しないと当社取締役会が認めた者（上記 1）(i)ないし(vi)に該当すると当

社取締役会が認めた者についても、当社の企業価値又は株主共同の利益に反しな

いと当社取締役会が認めることができ、また、一定の条件の下に当社の企業価値

又は株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた場合には、当該条件が満

たされている場合に限る。） 

3) 適用ある外国の法令上、当該法令の管轄地域に所在する者に新株予約権を行使させる

に際し、(i)所定の手続の履行もしくは(ii)所定の条件（一定期間の行使禁止、所定

の書類の提出等を含む。）の充足、又は(iii)その双方（以下「準拠法行使手続・条

件」と総称する。）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・条件が全て履行又は充足されたと当社取締役会が認めた場合に限り、

新株予約権を行使することができ、これが充足されたと当社取締役会が認めない場合

には新株予約権を行使することができない。なお、当該管轄地域に所在する者に新株

予約権を行使させるに際し当社が履行又は充足することが必要とされる準拠法行使
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手続・条件については、当社取締役会としてこれを履行又は充足する義務は負わない

ものとする。また、当該管轄地域に所在する者に新株予約権を行使させることが当該

管轄地域における法令上認められない場合（以下「準拠法行使禁止事由」という。）

には、当該管轄地域に所在する者は、新株予約権を行使することができない。 

4) 上記 3)にかかわらず、米国に所在する者は、当社に対し、(i)自らが米国 1933 年証

券法ルール 501(a)に定義する適格投資家（accredited investor）であることを表明、

保証し、かつ(ii)その保有する新株予約権の行使の結果取得する当社株式の転売は東

京証券取引所及び大阪証券取引所における普通取引（但し、事前の取決めに基づかず、

かつ事前の勧誘を行わないものとする。）によってのみこれを行うことを誓約した場

合に限り、当該新株予約権を行使することができる。当社は、かかる場合に限り、当

該米国に所在する者が当該新株予約権を行使するために当社が履行又は充足するこ

とが必要とされる米国 1933 年証券法レギュレーションＤ及び米国州法に係る準拠法

行使手続・条件を履行又は充足するものとする。なお、米国における法令の変更等の

理由により、米国に所在する者が上記(i)及び(ii)を充足しても米国証券法上適法に

新株予約権の行使を認めることができないと当社取締役会が認める場合には、米国に

所在する者は、新株予約権を行使することができない。 

5) 新株予約権者は、当社に対し、自らが上記 1)記載の(i)ないし (vi)のいずれにも該

当せず、かつ、上記 1)(i)ないし(vi)に該当する者のために行使しようとしている者

ではないこと、及び新株予約権の行使条件を充足していること等の表明・保証条項、

補償条項その他当社が定める事項を誓約する書面並びに法令等により必要とされる

書面を提出した場合に限り、新株予約権を行使することができるものとする。 

6) 新株予約権を有する者が本(4)項の規定に従い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、当該新株予約権を有する者に対して、損害賠償責任その他

の責任を一切負わないものとする。 

(5) 新株予約権の行使により株式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 

新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が決定する。 

(6) 新株予約権の譲渡制限 

1)  新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要する。 

2) 新株予約権を譲渡しようとする者が日本国外に所在する者であって、上記(4)3)及び

4)の規定により新株予約権を行使することができない者（上記(4)1）の規定により新

株予約権を行使することができない者を除く。）であるときは、当社取締役会は、以

下の事由等を勘案して上記 1)の承認をするか否かを決定する。  

① 当該管轄地域に所在する者による新株予約権の全部又は一部の譲渡による取得

に関し、譲渡人及び譲受人が作成し署名又は記名捺印した差入書（下記②ないし
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④に関する表明・保証条項、補償条項及び違約金条項を含む。）が提出されてい

るか否か 

② 譲渡人及び譲受人が上記(4)1）記載の(i)ないし(vi)のいずれにも該当しないこ

とが明らかか否か 

③ 譲受人が当該管轄地域に所在しない者であり、かつ、当該管轄地域に所在する者

のために譲受しようとしている者ではないことが明らかか否か 

④ 譲受人が上記(4)1)の規定により新株予約権を行使することができない者のため

に譲受しようとしている者でないことが明らかか否か 

(7) 当社による新株予約権の取得 

1) 当社は、行使期間開始日前日までの間いつでも、当社が新株予約権を取得することが

適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が定める日が到来するこ

とをもって、全ての新株予約権を無償で取得することができる。 

2) 当社は、当社取締役会が定める日が到来することをもって、上記(4)1）及び 2)の規

定により新株予約権を行使することができない者以外の者が有する新株予約権のう

ち、当該取締役会の定める日の前日までに未行使のもの全てを取得し、これと引換え

に、新株予約権１個につき、対象株式数の当社株式を交付することができる。また、

かかる取得がなされた日より後に、上記(4)1)及び 2)の規定により新株予約権を行使

することができない者以外の者が現れたと当社取締役会が認める場合には、上記の取

得がなされた日より後の当社取締役会が定める日が到来することをもって、当該者が

有している当社取締役会の定める日の前日までに未行使の新株予約権を全て取得し、

これと引換えに、新株予約権１個につき対象株式数の当社株式を交付することができ

るものとし、その後も同様とする。 

(8) 合併、会社分割、株式交換及び株式移転の場合の新株予約権の交付及びその条件 

新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が決定する。 

(9) 新株予約権証券の不発行 

新株予約権に係る新株予約権証券は、発行しない。 

 

(10) 法令の改正等による修正 

上記で引用する法令の規定は、平成 18 年５月１日現在施行されている規定を前提とし

ているものであり、同日以降、法令の新設又は改廃等により、上記各項に定める条項な

いし用語の意義等に修正を加える必要が生じた場合には、当社取締役会において、当該

新設又は改廃等の趣旨を考慮の上、上記各項に定める条項ないし用語の意義等を適宜合

理的な範囲内で読み替え又は修正するものとする。
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別紙２ 

 

独立委員会規程の概要 

 

・ 独立委員会は当社取締役会の決議により設置される。 

・ 独立委員会の委員は、当社の設定している独立性要件を充足し、当社の業務執行

を行う経営陣から独立している、(i)当社社外取締役及び(ii)当社社外監査役の

いずれかに該当する者の中から、当社取締役会が選任する。 

・ 独立委員会の委員の数は、原則５名とする。 

・ 独立委員会委員の任期は、選任後１年内に終了する事業年度のうち 終のものに

関する定時株主総会の終結の時までとする。但し、当社取締役会の決議により別

段の定めをした場合はこの限りでない。 

・ 独立委員会は、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、この独立委

員会の勧告を尊重しこれに従い、 終的な決定を行う。なお、独立委員会の各委

員及び当社各取締役は、こうした決定にあたっては、当社の企業価値ひいては株

主共同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、専ら自己又は当

社の経営陣の個人的利益を図ることを目的としてはならない。 

① 本新株予約権の無償割当ての実施もしくは不実施又は独立委員会検討期

間の延長 

② 本新株予約権の無償割当ての中止 

③ 本プランの廃止又は変更 

④ 基本方針に照らして不適切なものによって当社の財務及び事業の方針の

決定が支配されることを防止するための本プラン以外の取組みの導入 

⑤ その他当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が独立委員会

に諮問した事項 

・ 上記に定めるところに加え、独立委員会は、以下の各号に記載される事項を行う。 

① 本プランの対象となる買付の決定 

② 買付者及び取締役会が独立委員会に提供すべき情報の決定 

③ 買付者の買付内容の精査・検討 

④ 買付者との交渉・協議 

⑤ 買付者による買付に対する代替案の検討・提示の取締役会への指示 

⑥ その他本プランにおいて独立委員会が行うことができると定められた事

項 

⑦ 当社取締役会が別途独立委員会が行うことができるものと定めた事項 

・ 独立委員会は、買付者に対し、買付説明書及び買付説明書の記載内容が本必要情

報として不十分であると判断した場合には、本必要情報を追加的に提出するよう
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求める。また、独立委員会は、買付者から買付説明書及び独立委員会が追加提出

を求めた本必要情報が提出された場合、当社の取締役会に対しても、所定の期間

内に、買付者の買付の内容に対する意見及びその根拠資料、代替案その他独立委

員会が適宜必要と認める情報・資料等を提示するよう要求することができる。 

・ 独立委員会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上という観点

から当該買付の内容を改善させるために、必要であれば、直接又は取締役会に委

任した上で、当該買付者と協議・交渉を行う。 

・ 独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザ

ー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む。）の助言を得

ること等ができる。 

・ 各独立委員会委員は、買付がなされた場合その他いつでも独立委員会を招集する

ことができる。 

・ 独立委員会の決議は、原則として、独立委員会の委員全員が出席し、その過半数

をもってこれを行う。但し、やむを得ない事由があるときは、独立委員会委員の

過半数が出席し、その過半数をもってこれを行うことができる。 

 

以 上 
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別紙３ 

独立委員会委員の氏名及び略歴（予定） 

 

 

茂 木 友三郎（もぎ ゆうざぶろう） 

昭和 33 年  4 月 キッコーマン株式会社入社 

昭和 54 年  3 月 同 取締役  

平成  7 年  2 月 同 代表取締役社長 

平成  7 年  4 月 社団法人 経済同友会副代表幹事 

平成 11 年  7 月  当社 アドバイザー（現職） 

平成 15 年  5 月  財団法人 産業教育振興中央会会長（現職） 

平成 15 年  6 月  当社 取締役（現職） 

平成 16 年  6 月 キッコーマン株式会社 代表取締役会長 ＣＥＯ（現職） 

 

佐々木 元（ささき はじめ） 

昭和 36 年  4 月 日本電気株式会社入社 

昭和 63 年  7 月  同 取締役支配人 

平成 11 年  3 月  同 代表取締役会長 (現職) 

平成 14 年 10 月 当社 アドバイザー（現職） 

平成 15 年  6 月 同  取締役（現職） 

 

鈴 木 勝 也（すずき かつなり） 

昭和 37 年  4 月 外務省入省 

平成 2 年  1 月  同 経済協力開発機構日本政府代表部公使 

平成 4 年  1 月  同 情報調査局長 

平成 5 年  8 月  同 総理府事務官 国際平和協力本部事務局長 

平成 7 年  8 月  同 特命全権大使 ベトナム国駐在 

平成 10 年 11 月 同 特命全権大使 ブラジル国駐在 

平成 14 年  5 月 同 日朝国交正常化のための本会談日本政府代表 

         同 朝鮮半島エネルギー開発機構担当大使 

平成 17 年  6 月 当社  取締役（現職） 

  当社 アドバイザー（現職） 
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森 重  榮（もりしげ さかえ） 

昭和 41 年   8 月  公認会計士試験第３次試験合格（登録番号 3308 号）  

昭和 56 年 3 月 監査法人第一監査事務所 代表社員  

平成 4 年 7 月  日本公認会計士協会 副会長 

平成 8 年 5 月 センチュリー監査法人 会長  

平成 14 年 12 月 株式会社中央経済社 取締役特別顧問 

平成 15 年 6 月 当社 監査役（現職） 

平成 17 年 12 月 株式会社中央経済社 特別顧問（現職） 

 

林  良造（はやし りょうぞう） 

昭和 45 年 4 月 通産省入省   

昭和 63 年 6 月 機械情報産業局情報処理振興課長  

平成 8 年 8 月 資源エネルギー庁石油部長  

平成 10 年 6 月 機械情報産業局次長  

平成 13 年 1 月 大臣官房長  

平成 14 年 7 月 経済産業政策局長  

平成 15 年 8 月 独立行政法人経済産業研究所 コンサルティングフェロー 

  財団法人産業研究所 顧問 

  日本生命保険相互会社 顧問 

平成 16 年 6 月 当社 監査役（現職） 

平成 17 年 4 月 東京大学公共政策大学院 教授 （現職） 
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