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平成 18 年 5 月 11 日 

各  位 

                                      上場会社名  江 崎 グ リ コ 株 式 会 社                  

                                      代 表 者 名       代表取締役社長   江  崎 勝 久 
                                            （ｺー ﾄ゙ 番号2206  東証・大証・各第一部） 
                                      問 合 せ 先       本社広報部   窪田 精一郎 

                                                       （TEL 06－6477－8357） 

 

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、平成 18 年 5 月 11 日開催の当社取締役会において、第 101 期事業年度に係る当社

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、買

収防衛策（以下「本プラン」といいます。）の導入を決議いたしましたので、以下のとおり、

お知らせいたします。 

 

1. 本プランの概要 

本プランの概要は、以下のとおりです（その詳細については、下記 2.「本プラン導入

の目的」以下をご参照下さい。）。 

(1) 目的 

本プランは、当社株券等の大量取得行為が行われる場合に、株主の皆様が適切な判

断をするために必要・十分な情報と時間を確保するとともに、買収者との交渉の機会

を確保することにより、当社の企業価値・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) 手続の設定 

本プランは、当社株券等の 20%以上を買収しようとする者が現れた際に、買収者に

事前の情報提供を求める等、上記(1)の目的を実現するために必要な手続を定めていま

す（下記 3.(1)「本プランに係る手続」ご参照）。 

 

(3) 新株予約権の無償割当てによる本プランの発動 

買収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収を行う場合、当社の

企業価値・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と認められる

場合等（その要件の詳細については下記 3.(2)「本新株予約権の無償割当ての要件」ご

参照）には、当社は、買収者等による権利行使は認められないとの行使条件及び当社

が買収者以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得できる旨の取得条項が付

された新株予約権（その主な内容は下記 3.(3)「本新株予約権の無償割当ての概要」に

て後述するものとし、以下「本新株予約権」といいます。）を、その時点の全ての株主



 

 2 

に対して新株予約権無償割当ての方法により割り当てます。 

本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、その行使又は当社による取

得に伴って買収者以外の株主の皆様に当社株式が交付された場合には、買収者の有す

る当社の議決権割合は、無償割当て以前に比して最大 50%まで希釈化される可能性が

あります。 

 

(4) 独立委員会の利用 

本プランに従った本新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得等の判断につ

いては、取締役の恣意的判断を排するため、独立性の高い社外者のみから構成される

独立委員会（その詳細については下記 3.(5)「独立委員会の設置」ご参照）の客観的な

判断を経るとともに、株主の皆様への情報開示を通じて透明性を確保することとして

います。 

 

2. 本プラン導入の目的 

 

(1) 当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に向けた取組みについて 

当社は、大正 11 年の創業以来、「おいしさと健康」を企業理念として、企業価値ひい

ては株主共同の利益を確保し、向上させることを最優先の課題としております。 

当社は、過去 80 数年にわたり、菓子分野、冷菓分野、乳製品分野及び加工食品分野

などの各分野において、お客様から愛される様々な商品を開発し、性別・世代等を問

わず幅広くお客様に提供し、評価されてまいりました。こうした不断の努力により私

どもが築き上げてまいりました「グリコ」という企業ブランド、また、「ポッキー」や

「プリッツ」に代表される商品ブランドは、私どもの誇りとするところであり、当社

の企業価値・株主共同の利益の源泉であると考えております。これまでにも増して厳

しい競争関係にある昨今の食品業界において、当社が業界の一翼を担い、当社の企業

価値・株主共同の利益を確保・向上させていくためには、このようなブランド価値を

更に強化、育成することが必要と考えております。 

しかし、ブランド価値の構築は一朝一夕にしてなるものではございません。当社商

品の魅力を積極的にアピールするための広告戦略を継続する必要があることは勿論で

すが、その他にも、①商品開発力の維持、②研究開発力の維持、③食品の安全性の確

保、④取引先との長期的な協力関係の維持、⑤企業の社会的責任を果たすことでの信

頼の確保等が、当社ブランド価値の根幹をなしていると考えております。 

 

① 商品開発力の維持 

中長期的な視野に立ち、魅力ある商品の開発を継続していくことが、ブラン

ド価値を維持するために必要不可欠です。具体的には、当社は、菓子分野にお

いて「グリコ」「ビスコ」等のロングセラー商品をはじめ、グリコの顔とも言え

る「ポッキー」や「プリッツ」「キスミントガム」など、ユニークで独創的なア
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イデアがつまった商品を提供してまいりました。冷菓分野においては、35 年以

上にわたるロングセラー商品の「ジャイアントコーン」、「パナップ」「パピコ」

など、味も形も他社にはない独自の特長をもった商品を提供してまいりました。

食品分野においては、一晩寝かせたおいしさの「熟カレー」や「DONBURI 亭」

など、ユニークなヒット商品が皆さまの食卓をにぎわせています。また、近年

では、スポーツ分野での「パワープロダクション」や「BREO」等の健康食品の

開発にも力を入れております。そして、当社の優れた商品開発力は、創意工夫

に満ちたグリコ・スピリットを持つ人材の確保、徹底したおいしさと健康への

こだわり、時代の変化をとらえた新しい食シーンの提案力等によって支えられ

ています。 

 

② 研究開発力の維持 

このような良質の商品を開発するためには、中長期的視野に立った地道な基

礎研究、応用研究が必要となります。当社は、独創的な新製品を開発するため、

技術面からのシーズの発見に注力し、微生物あるいは植物由来の酵素を利用し

た新素材の開発、新食品素材や加工法の利用研究、これらの研究・技術を生か

した菓子、冷菓、食品、乳製品、畜産加工食品の商品化研究などに積極的に取

り組んでおります。 

 

③ 食品の安全性の確保 

食の安全性に対する消費者の意識が高まり、安心して口にできる製品の提供

がより強く求められている現在の食品業界において、食の安全性の確保は、ブ

ランド価値の維持、強化に必要不可欠であることは言うまでもありません。し

かし、食の安全性は、目先の利益確保によっては決して得られるものではなく、

中長期的な視点に立ち、消費者の皆様の信頼を得られるような生産及び供給体

制を構築すべく十分な投資を行ってはじめて確保されるものです。当社は、お

客様の健康に直接関わる食品を扱っていることの重みを常に感じ、安全な食品

の継続的な提供が当社の社会的使命であるという認識の下、高いレベルの品質

が確保できる取引先を厳選し、安心かつ安全な原料の供給が受けられる体制づ

くりをしています。また、グリコ全工場で、HACCP と ISO9000 シリーズに準拠

したグリコ独自のシステムで衛生管理・工程管理を実施しているほか、社内教

育にも注力しております。 

 

④ 取引先との長期的な協力関係の維持 

高品質な原料の供給を継続的に受けるとともに、お客様へ製品を安全にお届

けするためには、仕入先や販売先等の取引先との安定的な協力関係・信頼関係

を構築することが必要不可欠です。当社は、長年にわたる取引を通じ、かかる

協力関係及び信頼関係の構築に努めてまいりました。 
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⑤ 企業の社会的責任を果たすことでの信頼の確保 

当社は、「グリコグループ行動規範」に基づき、信頼される企業であり続け

ることを事業展開の基本とし、地域の経済・文化の発展に貢献するための公益

的活動も行っております。たとえば、当社は、「食育」の取組みの一環として、

1988 年には、お菓子の作り方やその素材の栄養や産地、食文化など、さまざま

な食の情報を学べる施設として「グリコピア神戸」を開館いたしました。開館

以来、幼稚園や小・中学校の社会見学、地域のサークルや家族連れの皆様など、

100 万人を超える多くのお客様をお迎えしました。また、当社は、ISO14001 の

認証を取得し、従業員が公私を通じて環境への意識を高め、環境保全活動に積

極的に取り組むように、環境教育を行っております。具体的には、新入社員教

育をはじめ、各種勉強会、研修などを通じて社員向けの環境関連の教育を進め

ており、また、環境保全のために社内誌や掲示などを活用するなどして、環境

に対する意識を高揚し啓蒙活動を進めております。 

 

(2) 本プラン導入の必要性 

このように、当社は、企業価値・株主共同の利益を確保・向上させるための諸施策

を、中長期的視野に立って遂行・実施してまいりました。今後も、手元資金を有効に

活用し、生産・販売における基盤の強化（統廃合、新規投資等）や事業規模拡大・強

化を、中長期的に進めていく所存です。 

しかし、近時、わが国の資本市場においては、対象となる会社の経営陣の賛同を得

ることなく、一方的に大量の株式の買付を強行するといった動きが顕在化しつつあり

ます。 

もとより、当社は、株式の大量買付等であっても、当社の企業価値・株主共同の利

益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。また、株式会

社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には株主全体の意思に基

づき行なわれるべきものと考えております。 

しかしながら、株式の大量買付等の中には、その目的等から見て企業価値・株主共

同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するお

それがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付等の行為について検討

しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供

しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件を引き出すために買

収者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さない

ものも少なくありません。 

とりわけ、当社の企業価値・株主共同の利益の源泉であるブランド価値は、上述の

とおり、中長期的視野に立った、①商品開発力の維持、②研究開発力の維持、③食品

の安全性の確保、④取引先との長期的な協力関係の維持、⑤企業の社会的責任を果た

すことでの信頼の確保等に基礎を置くところ、これらが当社の株式の買付を行う者に
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より中長期的に確保され、向上させられるのでなければ、当社の企業価値・株主共同

の利益は毀損されることになります。 

また、更に、かかる買付が当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させる上

で必要不可欠な研究体制、生産体制及び販売体制を支える従業員、取引先、顧客、地

域社会等との関係を破壊する等、かかる買付そのものが当社の企業価値・株主共同の

利益を毀損するといった場合もあります。 

こうした事情に鑑み、当社取締役会は、当社株式に対する買付行為が行われた際に、

上記に述べたような買付類型を含む不適切な買付行為でないかどうかを株主の皆様

が判断するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために交渉を行うこ

と等により、当社の企業価値・株主共同の利益に反する買付行為を抑止するための枠

組みが必要不可欠であると判断しました。 

以上の理由により、当社取締役会は、本定時株主総会で株主の皆様にご承認いただ

けることを条件として、本プランを導入することを決定致しました。 

 

3. 本プランの内容 

 

(1) 本プランに係る手続 

(a) 対象となる買付等 

本プランは、下記①又は②に該当する当社株券等の買付もしくはこれに類似する

行為又はその提案（以下「買付等」といいます。）がなされる場合を適用対象とし

ます。買付等を行おうとする者（以下「買付者等」といいます。）には、予め本プ

ランに定められる手続に従っていただくこととします。 

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4について、公開買付け5に係る株券等の株券等所有

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

付け 

 

(b) 買付者等に対する情報提供の要求 

上記(a)に定める買付等を行う買付者等は、当社取締役会が別段の定めをした場

                                                 
1 証券取引法第 27 条の 23 第 1 項に定義されます。本書において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（当社取締役会がこれに該当す
ると認めた者を含みます。）。本書において同じとします。 
3 証券取引法第 27 条の 23 第 4 項に定義されます。本書において同じとします。 
4 証券取引法第 27 条の 2 第 1 項に定義されます。②において同じとします。 
5
 証券取引法第 27 条の 2 第 6 項に定義されます。本書において同じとします。 

6 証券取引法第 27 条の 2 第 8 項に定義されます。本書において同じとします。 
7
 証券取引法第 27条の 2第7項に定義されます（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）。
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。本書において同じとします。 
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合を除き、買付等の実行に先立ち、当社に対して、以下の各号に定める情報（以

下「本必要情報」といいます。）及び当該買付者等が買付等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頂きます。 

独立委員会は、当該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、買付者等に対し、適宜回答期限（原則として 60 日を上限としま

す。）を定めた上、追加的に情報を提供するよう求めることがあります。この場合、

買付者等においては、当該期限までに、かかる情報を追加的に提供して頂きます。 

記 

① 買付者等及びそのグループ（共同保有者8、特別関係者及び（ファンドの場

合は）各組合員その他の構成員を含みます。）の詳細（具体的名称、資本構

成、財務内容等を含みます。） 

② 買付等の目的、方法及び内容（買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、

関連する取引の仕組み、買付等の方法の適法性、買付等の実行の蓋然性等を

含みます。） 

③ 買付等の価格の算定根拠（算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情

報及び買付等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の

内容、そのうち少数株主に対して分配されるシナジーの内容を含みます。） 

④ 買付等の資金の裏付け（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 買付等の後における当社及び当社グループの経営方針、事業計画、資本政策

及び配当政策 

⑥ 買付等の後における当社の従業員、取引先、顧客その他の当社に係る利害関

係者の処遇方針 

⑦ 当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策 

⑧ その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報 

 

なお、独立委員会は、買付者等が本プランに定められた手続に従うことなく買付

等を開始したものと認められる場合には、引き続き買付説明書及び本必要情報の

提出を求めて買付者等と協議・交渉等を行うべき特段の事情がある場合を除き、

原則として、下記(d)①記載のとおり、当社取締役会に対して、本新株予約権の無

償割当てを実施することを勧告します。 

 

(c) 買付等の内容の検討・買付者等との交渉・代替案の検討 

① 当社取締役会に対する情報提供の要求 

                                                 
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（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）。本書において同じとしま
す。 
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独立委員会は、買付者等から買付説明書及び独立委員会から追加的に提出を

求められた情報（もしあれば）が提出された場合、当社取締役会に対しても、

合理的な回答期限（原則として 60 日を上限とします。）を定めた上、買付者等

の買付等の内容に対する意見（留保する旨の意見を含むものとします。以下同

じ。）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

認める情報を提供するよう要求することができます。 

 

② 独立委員会による検討等 

独立委員会は、買付者等及び（当社取締役会に対して上記のとおり情報の提

供を要求した場合には）当社取締役会からの情報を受領してから原則として最

長 60 日間が経過するまで（但し、下記(d)③に記載する場合等には、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。）、買付等の内容の検討、買付者等と当社取締役会の事業計画

等に関する情報収集・比較検討等及び当社取締役会の提示する代替案の検討を

行います。また、独立委員会は、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向

上という観点から当該買付等の内容を改善させるために必要であれば、直接又

は間接に、当該買付者等と協議・交渉等を行い、又は買付等の内容もしくは当

社取締役会の提示する代替案の株主の皆様に対する提示等を行うものとします。 

独立委員会の判断が当社の企業価値・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。買付者等は、

独立委員会が、自ら又は当社取締役会等を通じて、検討資料その他の情報提供、

協議・交渉等を求めた場合には、速やかにこれに応じなければならないものと

します。 

 

③ 株主に対する情報開示 

独立委員会は、自ら又は当社取締役会等を通じて、買付者等から買付説明書

が提出された旨、独立委員会検討期間が開始した旨及び本必要情報その他の情

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) 独立委員会の勧告 

独立委員会は、買付者等が出現した場合には、以下のとおり当社取締役会に対す

る勧告等を行うものとします。独立委員会が当社取締役会に対して下記①ないし

③に従った勧告等をした場合その他独立委員会が適切と考える場合には、独立委

員会は、当該勧告等の概要その他独立委員会が適切と判断する事項について、速

やかに情報開示を行います。 
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① 本プランの発動を勧告する場合 

独立委員会は、買付者等が上記(b)及び(c)に規定する手続を遵守しなかった場

合、又は買付等の内容の検討、買付者等との協議・交渉等の結果、買付者等に

よる買付等が下記(2)「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める要件のいず

れかに該当し本新株予約権の無償割当てを実施することが相当であると判断し

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実施すべき旨の勧告を行います。 

但し、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての実施の勧告をした後

も、以下のいずれかの事由に該当すると判断した場合には、本新株予約権の行

使期間が開始するまでの間は、本新株予約権の無償割当てを中止し又は（無償

割当ての効力発生後においては）本新株予約権を無償にて取得すべき旨の新た

な勧告を行うことができるものとします。 

(i) 当該無償割当ての勧告後に買付者等が買付等を撤回した場合その他買

付等が存しなくなった場合 

(ii)  当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買付者等によ

る買付等が下記(2)「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か、もしくは該当しても本新株予約権の無償割当

てを実施すること又は行使を認めることが相当でない場合 

 

② 本プランの不発動を勧告する場合 

独立委員会は、買付者等の買付等の内容の検討、買付者等との協議・交渉等

の結果、買付者等による買付等が下記(2)「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又は該当しても本新株予約権の無償割当

てを実施することが相当でないと判断した場合には、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実施

すべきでない旨の勧告を行います。 

但し、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての不実施の勧告をした

後も、当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、上記①の要件

を充足することとなった場合には、本新株予約権の無償割当てを実施すべき旨

の新たな勧告を行うことができるものとします。 

 

③ 独立委員会検討期間の延長を行う場合 

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、

当該買付者等の買付等の内容の検討・当該買付者等との交渉・代替案の作成等

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います

（なお、当該期間延長後、更なる期間の延長を行う場合においても同様の手続
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によるものとします。）。 

上記決議により独立委員会検討期間が延長された場合、独立委員会は、引き

続き、情報収集、検討等を行うものとし、延長期間内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よう最大限努めるものとします。 

 

(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最大限尊重して会社法上の無償割当て

の実施又は不実施等に係る決議を行うものとします。当社取締役会は、上記決議

を行った場合には、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項に

ついて、速やかに情報開示を行います。なお、買付者等は、当社取締役会が本新

株予約権の無償割当ての不実施に関する決議を行うまでの間、買付等を実行して

はならないものとします。 

 

(2) 本新株予約権の無償割当ての要件 

当社は、買付者等による行為等が下記のいずれかに該当し本新株予約権の無償割

当てを実施することが相当と認められる場合、上記(1)「本プランに係る手続」(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実施すること

を予定しております。なお、上記(1)「本プランに係る手続」(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実施することが相当か否かについては、必

ず独立委員会の判断を経て決定されることになります。 

(a) 本プランに定める手続を遵守しない買付等である場合 

(b) 下記に掲げる行為等により、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等である場合 

① 株券等を買い占め、その株券等について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等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等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ねらって高値で売り抜ける行為 

(c) 強圧的二段階買付（最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。）等株主に株券等の売却を事実上強要するおそれの

ある買付等である場合 

(d) 当社取締役会に、当該買付等に対する代替案を提示するために合理的に必要な

期間を与えない買付等である場合 
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(e) 当社株主に対して、本必要情報その他買付等の内容を判断するために合理的に

必要とされる情報が提供されず、又は提供された場合であっても不十分な提供

である場合 

(f) 買付等の条件（対価の価額・種類、買付等の時期、買付等の方法の適法性、買

付等の実行の蓋然性、買付等の後における当社の他の株主、従業員、取引先、

顧客、地域社会その他の当社に係る利害関係者に対する対応方針等を含みま

す。）が当社の本源的価値に鑑み不十分又は不適当な買付等である場合 

(g) 当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠な生産体制及び販売体制を支える

当社の従業員、取引先、顧客、地域社会等との関係を破壊する等により、当社

の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する重大な虞をもたらす買付等で

ある場合 

 

(3) 本新株予約権の無償割当ての概要 

本プランに基づき実施する本新株予約権の無償割当ての概要は、以下のとおりで

す。 

 

(a) 新株予約権の数 

本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議（以下「本新株予約権無償割

当て決議」といいます。）において当社取締役会が定める一定の日（以下「割当期

日」といいます。）における当社の最終の発行済株式総数（但し、同時点において

当社の有する当社株式の数を控除します。）と同数の本新株予約権を割り当てます。 

 

(b) 割当対象株主 

割当期日における当社の最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録され

た当社以外の株主に対し、その保有株式 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実施します。 

 

(c) 本新株予約権の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。 

 

(d) 本新株予約権の目的である株式の数 

本新株予約権 1 個当たりの目的である当社普通株式の数（以下「対象株式数」と

いいます。）は、原則として 1 株とします。 

 

(e) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使

に際して出資される財産の株式 1 株当たりの価額は、当社普通株式 1 株の時価の 2

分の 1 の金額を上限として当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において
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定める価額とします。なお、「時価」とは、本新株予約権無償割当て決議に先立つ

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

普通取引の各日の終値の平均値（気配表示を含む。）とし、1 円未満の端数は切り

上げるものとします。 

 

(f) 本新株予約権の行使期間 

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た日を初日（以下、

かかる行使期間の初日を「行使期間開始日」といいます。）とし、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る期間とします。但し、下記(i)項②のと

おり、当社による本新株予約権の取得がなされる場合、当該取得に係る本新株予

約権についての行使期間は、当該取得日の前日までとします。また、行使期間の

最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、

その前営業日を最終日とします。 

 

(g) 本新株予約権の行使条件 

(Ⅰ)特定大量保有者9、(Ⅱ)特定大量保有者の共同保有者、(Ⅲ)特定大量買付者10、

(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)記載の者から本

新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲り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11（以下「非適格者」と総称し

ます。）は、原則として本新株予約権を行使することができません。また、外国の

適用法令上、本新株予約権の行使にあたり所定の手続が必要とされる非居住者も、

原則として本新株予約権を行使することができません（但し、非居住者の保有す

る本新株予約権も、下記(i)項の取得の対象となります。）。 

                                                 
9 原則として、当社が発行者である株券等の保有者で、当該株券等に係る株券等保有割合が 20%以上であ
る者（当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含みます。）をいいます。但し、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（当
社取締役会は、いつでもこれを認めることができるものとします。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
ります。）その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める所定の者は、特定大量保
有者に該当しないものとします。本書において同じとします。 
10 原則として公開買付け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 項に定義されま
す。以下本脚注 10 において同じとします。）の買付け等（同法第 27 条の 2 第 1 項に定義されます。以下本
脚注 10 において同じとします。）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みます。）に係る株券等の株券
等所有割合がその者の特別関係者の株券等所有割合と合計して 20%以上となる者（当社取締役会がこれら
に該当すると認めた者を含みます。）をいいます。但し、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（当社取締役会は、いつでもこれ
を認めることができるものとします。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ります。）その他本新株予約権
無償割当て決議において当社取締役会が別途定める所定の者は、特定大量買付者に該当しないものとしま
す。本書において同じとします。 
11 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
者をいいます。なお、「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 条第 3 項に定義されます。）をいいます。 
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(h) 本新株予約権の譲渡 

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。 

 

(i) 当社による本新株予約権の取得 

① 当社は、行使期間開始日の前日までの間は、いつでも、当社取締役会が別途定

める日をもって、無償で本新株予約権を取得できるものとします。 

 

② 当社は、当社取締役会が別途定める日をもって、非適格者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し、これと引換えに、本新株予約権 1

個につき対象株式数に相当する数の当社普通株式を交付することができます。 

 

(j) 新株予約権証券の発行 

本新株予約権に係る新株予約権証券は発行しません。 

 

(k) 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 11 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、同日以後、法令の新設又は改廃により、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、当該新設

又は改廃の趣旨を考慮の上、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ることができるものとします。 

 

(4) 本プランの導入手続 

本プランの導入については、以下のとおり、本定時株主総会において株主の皆様

のご承認をいただくことを条件とします。 

① 会社法第 278 条第 3 項但書に基づき、当社定款第 12 条に下記の規定を新設

するとの内容を含む定款変更議案を、本定時株主総会に付議する予定です。 

記 

「当会社は、新株予約権無償割当てに関する事項については、取締役会の決議

によるほか、株主総会の決議、または株主総会の決議による委任に基づく取

締役会の決議により決定する。」 

 

② ①による変更後の当社定款第 12 条に基づき、本プランに記載した条件に従

い本新株予約権の無償割当てに関する事項を決定する権限を当社取締役会に

委任する旨の議案を、本定時株主総会に付議する予定です。 

 

(5) 独立委員会の設置 

当社は、本プランの導入にあたり、取締役の恣意的判断を排除し、株主の皆様の
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ために本プランの発動等の運用に際しての実質的な判断機関として、独立委員会を

設置します（独立委員会の委員の選任基準、決議要件、決議事項等については、別

紙「独立委員会規程の概要」のとおりです。なお、本プラン導入当初の独立委員会

委員については、確定後速やかに、別途プレスリリース等にて公表する予定です。）。 

実際に買付等がなされる場合には、上記(1)「本プランに係る手続」に記載したと

おり、こうした独立委員会が、当該買付等が当社の企業価値・株主の共同利益を毀

損するか否か等の実質的な判断を行い、当社取締役会はその判断を最大限尊重して

会社法上の決議を行うこととします。 

 

(6) 本プランの有効期間、廃止及び変更 

上記(4)「本プランの導入手続」②の株主総会決議による、本プランにおける本新

株予約権の無償割当てに関する事項の決定権限の委任期間（以下「有効期間」とい

います。）は、本定時株主総会終了後 3 年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会の終結の時までとします。 

但し、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に係る

無償割当てに関する事項の決定についての取締役会への上記委任を撤回する旨の決

議が行われた場合、又は、②当社取締役会により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。 

また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、上記(4)「本プランの

導入手続」②の株主総会決議による委任の趣旨に反しない場合（本プランに関する

法令、証券取引所規則等の新設又は改廃が行われ、かかる新設又は改廃を反映する

のが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切である場

合、当社株主に不利益を与えない場合等を含みます。）、独立委員会の承認を得た上

で、本プランを修正し、又は変更する場合があります。 

当社は、本プランが廃止、修正又は変更された場合には、当該廃止、修正又は変

更の事実及び（修正・変更の場合には）修正・変更の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. 本プランの合理性 

 

(1) 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること 

本プランは、経済産業省及び法務省が平成 17 年 5 月 27 日に発表した企業価値・株

主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針の定める三原則を充足

しています。 

 

(2) 株主意思を重視するものであること 

上記 3.(4)「本プランの導入手続」に記載したとおり、本プランは、当社株主総会に

おいて定款の定めに基づき本プランに係る委任決議がなされることにより導入されま
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す。 

また、上記 3.(6)「本プランの有効期間、廃止及び変更」に記載したとおり、本プラ

ンには、有効期間を約 3 年間とするいわゆるサンセット条項が付されており、かつ、

その有効期間の満了前であっても、当社株主総会において上記の委任決議を撤回する

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ます。そ

の意味で、本プランの消長は、当社株主総会の意思に基づくこととなっております。 

 

(3) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 

上記 3.(5)「独立委員会の設置」に記載したとおり、本プランの発動等の運用に際し

ての実質的な判断は、独立性の高い社外者のみから構成される独立委員会により行わ

れることとされています。 

また、そ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、

当社の企業価値・株主共同の利益に適うように本プランの透明な運営が行われる仕組

みが確保されています。 

 

(4) 合理的な客観的要件の設定 

本プランは、上記 3.(1)「本プランに係る手続」(d)及び(2)「本新株予約権の無償割当

ての要件」にて記載したとおり、合理的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、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

を確保しているものといえます。 

 

(5) 第三者専門家の意見の取得 

上記 3.(1)「本プランに係る手続」(c)②にて記載したとおり、買付者等が出現すると、

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。）の助言を受けるこ

とができるものとされています。これにより、独立委員会による判断の公正さ・客観

性がより強く担保される仕組みとなっています。 

 

(6) デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと 

上記 3.(6)「本プランの有効期間、廃止及び変更」に記載したとおり、本プランは、

当社の株券等を大量に買い付けた者が指名し、株主総会で選任された取締役により、

廃止することができるものとして設計されており、デッドハンド型買収防衛策（取締

役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではあ

りません。また、当社においては取締役の期差任期制は採用されていないため、本プ

ランは、スローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うことがで

きないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。 
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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、株主総会決議に基づき、本新株予約権に関する新

株予約権無償割当ての決定権限を取締役会に対して委任していただいているに過ぎず、

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に直接具

体的な影響が生じることはありません。 

 

(2) 本プランの発動時に株主の皆様に与える影響 

本プランの発動時においては、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議におい

て別途定め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。仮に、株主の皆様が、本新株予

約権の行使期間内に、所定の行使価額相当の金銭の払込その他下記(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」(b)において詳述する本新株予約

権の行使に係る手続を経なければ、他の株主の皆様による本新株予約権の行使により、

その保有する当社株式が希釈化することになります。但し、当社は、当社取締役会の

決定により、下記(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」(c)に記載する手続に従って非適格者以外の株主の皆様から本新株予約権を取得し、

それと引換えに当社普通株式を交付することがあります。当社がかかる取得の手続を

取った場合、非適格者以外の株主の皆様は、本新株予約権の行使及び行使価額相当の

金銭の払込みをせずに当社普通株式を受領することとなり、その保有する当社株式の

希釈化は原則として生じません。 

なお、一旦本新株予約権無償割当て決議がなされた場合であっても、当社は、上記

3.(1)「本プランに係る手続」(d)①に記載した独立委員会の勧告を最大限尊重し、本新

株予約権の行使期間開始日の前日までに、本新株予約権の無償割当てを中止し、又は

（無償割当ての効力発生後においては）本新株予約権を無償にて取得する場合があり

ます。これらの場合には、当社株式の株価に相応の変動が生じる可能性があります。 

 

(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、本新株予約権の無償割当てを実施することを決議し

た場合には、当社は、本新株予約権の無償割当てに係る割当期日を公告いたし

ます。割当期日における最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。）。 

なお、割当期日における最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録さ
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れた株主の皆様は、本新株予約権の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、申込の手続等は不要です。 

 

(b) 本新株予約権の行使の手続 

当社は、割当期日における最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録

された株主の皆様に対し、原則として、本新株予約権の行使請求書（行使に係

る本新株予約権の内容及び数、本新株予約権を行使する日等の必要事項並びに

株主の皆様ご自身が本新株予約権の行使条件を充足すること等についての表明

保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式によるものとしま

す。）その他本新株予約権の権利行使に必要な書類を送付いたします。本新株予

約権の無償割当て後、株主の皆様においては、本新株予約権の権利行使期間内

に、これらの必要書類を提出した上、原則として、本新株予約権 1 個当たり当

社普通株式 1 株の時価の 2 分の 1 の金額を上限として当社取締役会が本新株予

約権無償割当て決議において定める価額を払込取扱場所に払い込むことにより、

1 個の本新株予約権につき、1 株の当社普通株式が発行されることになります。 

 

(c) 当社による本新株予約権の取得の手続 

当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法定

の手続に従い、当社取締役会が別途定める日をもって本新株予約権を取得する

ことがあります。この場合、かかる株主の皆様は、行使価額相当の金銭を払い

込むことなく、当社による当該新株予約権の取得の対価として、1 個の本新株予

約権につき原則として当社普通株式 1 株を受領することになります。なお、こ

の場合、かかる株主の皆様には、別途、ご自身が非適格者でないこと等につい

ての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式による誓

約書をご提出いただくことがあります。 

 

上記のほか、割当て方法、名義書換方法、行使の方法及び当社による取得の方

法の詳細につきましては、本新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会の決

議が行われた後、株主の皆様に対して情報開示又は通知いたしますので、当該内

容をご確認ください。 

以上 
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 別紙 

 

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、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、(i)当社社外取締役、(ii)当社社外監査役、又は(iii)有識者のいずれかに該当

する者の中から、当社取締役会が選任する。但し、有識者は、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又はこれらに準ずる者でなければならず、また、別途当社

取締役会が指定する契約を当社との間で締結した者でなければならない。 

・ 独立委員会委員の任期は、本定時株主総会終了後 3 年以内に終了する事業年度の

うち最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。また、社外取締役又は

社外監査役であった独立委員会委員が、取締役又は監査役でなくなった場合には、

独立委員会委員としての任期も同時に終了するものとする。 

・ 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

員会の勧告を最大限尊重して、会社法上の決定を行う。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・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 

② 本新株予約権の無償割当ての中止又は本新株予約権の無償取得 

③ 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等への該当性の判断 

② 買付者等及び当社取締役会が独立委員会に提供すべき情報及びその回答期

限の決定 

③ 買付者等の買付等の内容の精査・検討 

④ 買付者等との交渉・協議 

⑤ 代替案の提出の要請・代替案の検討 

⑥ 本プランの修正又は変更に係る承認 

⑦ 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 

⑧ 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、買付者等に対し、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、追加的に情報を提供するよう求める。また、独立
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委員会は、買付者等から買付説明書及び独立委員会から追加提供を求められた情

報が提供された場合、当社取締役会に対しても、所定の期間内に、買付者等の買

付等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を提供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・株主共同の利益の確保・向上という観点から買

付者等の買付等の内容を改善させるために必要があれば、直接又は間接に、買付

者等と協議・交渉を行うものとし、また、当社取締役会の代替案の株主に対する

提示等を行うものとする。 

・ 独立委員会は、必要な情報収集を行うため、当社の取締役、監査役、従業員その

他独立委員会が必要と認める者の出席を要求し、独立委員会が求める事項に関す

る説明を求めることができる。 

・ 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、買付等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、その議決権の過半数をもってこれを行うことができる。 

 

以 上 

 

 

 


