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          ２００６年５月１２日 
各  位 

上場会社名   グ  ン   ゼ  株  式  会  社 
代表者名     取締役社長  小   谷   茂   雄 
コード番号  ３００２    
本社所在地  大阪市北区梅田１丁目８番１７号 
問合わせ先  広報ＩＲ室長  横   山    渉 
Ｔ  Ｅ  Ｌ  （０６）－６３４８－１３１４ 

    
当社株式の大量買付行為に対する対処方針（買収防衛策）について 

 
 当社は、平成１８年５月１２日に開催の取締役会において、特定株主グループ（注１）の議決権

割合（注２）を 20%以上とすることを目的とする当社株券等（注３）に対する買付行為、または結
果として特定株主グループの議決権割合が 20%以上となる当社株券等に対する買付行為（いずれに
ついても、予め当社取締役会の賛同を得ているものを除き、また市場取引、公開買付等の買付方法

の如何を問いません。以下、｢大量買付行為｣といいます。）に対する対処方針（以下、｢本方針｣と

いいます。）を以下の通り決議いたしましたのでお知らせします。 
なお、本方針は取締役 11名全員一致により決議され、社外監査役 2名を含む監査役 4名も本方針
が適正に運用されることを条件として全員が賛成する旨の意見を述べております。また、本方針は

平成１８年５月１２日に開催された当社取締役会の決議をもって同日より発効することとします。

但し、本方針は平成１８年６月２９日開催予定の当社定時株主総会において株主の皆様のご承認を

いただくため、議案としてご提案することとしておりますが、同定時株主総会において株主の皆様

のご承認をいただけなかった場合には、本方針は自動的に廃止されることとなります。 
 
注１：特定株主グループ 

(1) 当社の株券等（証券取引法第 27 条の 23 第 1 項に規定する株券等をいいます。）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みます。以下同じとします。）及びその共同保有者（同法第 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みます。

以下同じとします。） 

または 

(2) 当社の株券等（同法第 27条の 2第 1項に規定する株券等をいいます。）の買付け等（同法第 27条の 2第 1

項に規定する買付け等をいい、取引所有価証券市場において行われるものを含みます。）を行う者及びその特

別関係者（同法第 27条の 2第 7項に規定する特別関係者をいいます。以下同じとします。） 

を意味します。 

 

注２：議決権割合 

(1) 特定株主グループが、注１の(1)記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合（同法第 27条の 23第 4項に規

定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数（同項

に規定する保有株券等の数をいいます。）も計算上考慮されるものとします。）または 
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(2) 特定株主グループが、注 1の(2)記載の場合は、当該大量買付者及び当該特別関係者の株券等の所有割合（同

法第 27条の 2第 8項に規定する株券等所有割合をいいます。）の合計をいいます。 

議決権割合の算出に当たっては、総議決権（同法第 27条の 2第 8項に規定するものをいいます。）及び発行済

株式の総数（同法第 27条の 23第 4項に規定するものをいいます。）は、有価証券報告書、半期報告書及び自

己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。 

 

注３：株券等 

証券取引法第 27条の 23第 1項に規定する株券等を意味します。 
 
１．当社の企業価値・株主共同の利益向上に対する取組み 
当社は日頃からの企業価値を向上させる経営努力により、株価の高水準を維持し、配当政策をは

じめとした株主重視の経営姿勢を堅持していくことを基本姿勢としております。 
現在、2005年度からスタートした中期経営計画（３C１０計画：2005年度～2007年度）を推進
中であり、｢夢を成果へ 驚きを創造へ 感動を未来へ｣をキャッチフレーズに、｢成長｣と｢効率｣

により企業価値の向上を図っております。今年度は創立 110周年の節目を迎えるにあたり、配当
政策の見直し（配当の引上）を行う等、株主重視の姿勢をより鮮明に打出すとともに、経営基盤

の強化、コーポレートガバナンスの更なる充実を意図して下記議案を平成 18年 6月 29日開催予
定の当社定時株主総会に上程することを決議いたしております。 
 
・取締役任期の変更 
取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化により迅速に対応できる経営体制とするために、

取締役全員の任期を当社定款の定めによる２年から１年に短縮いたします。 
 
・社外取締役の招聘 
昨年度に執行役員制度を導入し、取締役員数も１４名から１１名に削減し、意思決定の迅速化

および経営監督機能の強化を図ったことに続いて、今年度は社外取締役（２名）の選任を行い、

更なる経営の透明性確保に努め、コーポレートガバナンス体制の充実を図ってまいります。 
 

２．本方針導入の目的・必要性 
上記の通り、当社は中期経営計画｢3C10｣の実行を通じて、当社の企業価値・株主共同の利益向
上に努めてまいりますが、昨今、株式持合いの解消、企業買収に関する法制度の整備等を背景に、

取締役会と十分な協議や同意のプロセスを経ない企業買収が散見されるようになってきており

ます。もちろん、当社はこのような企業買収であっても株主の皆様や取引先、顧客、地域社会、

従業員などのステークホルダーの利益に資するものであれば、一概にこれを否定するものではあ

りません。また、当社株式に対する大量買付行為が行われた場合、買収提案の諾否は、最終的に

は当社株主の皆様自らの判断に委ねられるべきものであると考えます。しかし、こういった企業

買収の中には、会社や株主の皆様に提案内容を検討するための十分な情報や時間を与えないもの、

株主の皆様に株式の売却を事実上強要する恐れがあるもの、買収の内容が株主共同の利益に対す

る明らかな侵害をもたらすようなもの、会社本来の企業価値からみて買収条件が不十分・不適切

なもの等も出てくる恐れがあると思われます。 
このような状況を勘案し、大量買付行為が実施され、あるいは実施されようとした場合、当該買



3 

付行為により、当社の株主の皆様が不測の損害を被ることを防止することが、企業の継続的発展

による企業価値の維持・向上のためには不可欠であると判断いたしました。 
 
当社は明治 29年 8月、何鹿（いかるが）郡（現・京都府綾部市）の地場産業である蚕糸業を振
興することを会社設立の趣旨として、創業者・波多野鶴吉によって設立されました。社名もこの

趣旨を反映させて“郡の方針”を意味する｢郡是｣と定め、地域社会と共存共栄を目指す会社とし

て郡是製絲株式会社（現・グンゼ株式会社）はスタートしました。当社グループは、「優良品の

提供」「共存共栄」「人間尊重」という創業の精神を経営の理念として、社是の実践を通じて、今

後も社会に貢献してまいる所存であります。創業時の生糸事業から関連分野での多角化に成功し、

現在は衣料品等の消費財からフィルム製品、医療関連製品等の生産財に至るまで、多岐にわたる

商品を製造・販売しており、また遊休地の活用からスタートした不動産関連事業やスポーツ施設

運営事業など、相互に密接に関係した幅広い事業を行っており、国内には 55 ｹ所の事業所・工場・
関係会社等を、海外には 9 ｹ国に 26 ｹ所の関係会社・営業所等を展開しております。また、これ
らを束ねる内部統治構造、事業運営上のノウハウ、資金の一元調達・運用による事業への効率的

資金配分等、17の事業部門からなる多角化企業としてのシナジー効果を実現してまいりました。
特に当社グループ企業全てにおいて、｢人は財産である｣との基本認識のもとに教育を受けた従業

員が、当社の経営理念をしっかりと理解した上で、基幹要員として経営の中核を担うことにより、

グループ全体の企業理念の共有を図っており、企業価値向上に寄与しております。 
また中期経営計画｢3C10｣の下では、｢事業構造の改革｣、｢攻めの経営による事業拡大｣、｢コーポ
レートブランドロイヤルティの向上｣、｢人財の育成｣を４つの基本戦略に掲げ、意識改革と仕組

み改革を徹底し、更なる企業価値・株主共同の利益向上に向けて下記の課題に取組んでおります。 
 
・ 品質第一、技術立社を基盤としたカテゴリークリエイトの推進 
・ 商品特性別ビジネスモデルの構築と販売力の強化 
・ グローバル経営体制の強化 
・ 考える集団づくりと社会的責任（ＣＳＲ）への取り組みの強化 
 
以上のようなことを勘案すると、株主の皆様が当社の将来実現可能な株主価値を把握し、買収対

価の妥当性を短期間に判断することは容易ではないケースも考えられると思われます。 
従って、このような大量買付行為が行われようとする場合に、当社株主の皆様が自ら適切な判断

を行うのに十分な情報提供を受ける機会を、当社取締役会を通じて確保するために本方針を導入

することといたしました。 
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＜ご参考＞中期計画の概要 

 
３．大量買付行為の基本ルール 
当社取締役会としては、大量買付行為を行おうとする者（以下、｢大量買付者｣といいます。）は、

事前に当社取締役会に対して、必要かつ十分な情報提供を行い、当社取締役会による評価（場合

によっては代替案の提示を含む）、検討および交渉を行う一定期間を経た後に大量買付行為を行

うべきであると考えます。 
 
(1) 提供いただく重要情報 
大量買付行為の内容により、提供いただく重要情報は異なることが想定されることから、当社

取締役会にて別段の定めをした場合を除き、大量買付者には大量買付行為を行う前に、下記項

目を明記した意向表明書（以下、｢買付意向表明書｣といいます。）を、当社取締役会宛てに提出

いただくこととします。当社取締役会は、この｢買付意向表明書｣が提供された後、速やかに別

● 計画名

　　　

　　　

●　目的：「成長」と「効率」によりグループ企業価値の増大を図る。

●　推進期間：２００５年（１１０期）～２００７年（１１２期）の３ヵ年

●　企業ドメイン

●　基本戦略

●　キャッチフレーズ

『夢を成果へ　驚きを創造へ　感動を未来へ』

アパレル・機能ソリューション・ライフクリエイトの３つのセグメントで
『安心・快適・新機能の創造』を通じて、社会に貢献するグローバル企業を目指す。

　　 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ
 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙﾃｨ
　　の向上

 　(1)ｺｰﾎﾟﾚｰﾄﾌﾞﾗﾝﾄﾞ
　  　戦略推進
 
 　(2)「技術立社」への
　 　　取組み強化
 
 　(3)企業の社会的責任
　　　の取組み強化

 Category　Create for Customer（顧客起点の事業創造）

 　事業構造改革
　

(1)新事業セグメント推進
　「アパレル」
　「機能ソリューション」
　「ライフクリエイト」

(2)経営資源の最適化
　 ポートフォリオ戦略
　 による事業の選択
　 と集中

　攻めの経営による

　　　事業拡大

＜新しいマーケットの創造＞
(1)成長分野、戦略商品
　 への積極対応
(2)グローバル展開強化

＜事業競争力を支える
  ビジネスモデルの構築＞
(1)SCMの完成
(2)アパレル販売力強化
(3)コスト構造改革

 人財の育成　～人財の有効活用～

　３Ｃ１０（サンシーテン）
３Ｃ（Category Create for Customer）の３つのＣで２０１０年

を見据えてＲＯＥ１０％を目指す。



5 

に設置される特別委員会（特別委員会については｢５．透明性および公正性の確保｣をご参照下

さい。）の開催を依頼し、10 営業日以内に、特別委員会にてその内容を検討し、情報内容が不
十分だと特別委員会が判断した場合は、追加情報の提供依頼を取締役会を通じて行います。な

お、大量買付行為の提案があったこと、および当社取締役会に提供された重要情報は、株主の

皆様の判断に必要だと認められる時点で、適時・適切にその全部又は一部を情報開示いたしま

す。 
 

a. 大量買付者およびそのグループの概要（名称、所在地、設立準拠法、国内連絡先、事業内容、
財務内容等） 

b. 買収提案の目的、内容 
c. 買収対価の算定根拠および買収資金の裏付け 
d. 大量買付者に対する資金提供者の名称及び概要 
e. 買収後の当社経営方針および事業計画 
f. 従業員の処遇および労働組合への対処方針 
g. その他、当該買付行為を客観的に評価するために特別委員会が特に必要と認める事項 
 

(2) 特別委員会による評価 
上記の重要情報が十分に提供された後、特別委員会は大量買付者の買付内容の検討、当社取締役

会による代替案の検討、大量買付者と当社取締役会の経営方針・事業計画等の比較検討等を行い

ます。また、当社取締役会は、必要があれば、企業価値・株主共同の利益の維持・向上の観点か

ら、買収提案内容の改善のために、大量買付者と協議・交渉を行うことができることとします。

特別委員会は上記検討、当社取締役会と大量買付者との交渉の結果を踏まえ、買収提案内容およ

び対抗措置について評価し、その理由を添えて、対抗措置発動の是非について当社取締役会へ勧

告を行います。当社取締役会はこの勧告に従うものとしますが、特別委員会の判断の前提となる

事実認識に重要な齟齬があり、又は、特別委員会の判断の根拠が不合理であると当社取締役会が

判断した場合は、特別委員会に対し、一度に限り再考を促すことができるものとします。この場

合は、特別委員会は再考に必要と認められる期間（最大１４日とします。）を定め、別途情報開

示いたします。 
また、特別委員会の判断が、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、特別委員会は当社の費用負担により、独立の外部アドバイザー（フィナンシャル･アド

バイザー、公認会計士、弁護士、学識経験者などの専門家等）からの助言を得ることが出来ます。 
特別委員会による評価・勧告、および当社取締役会による協議・交渉に要する期間は、大量買付

者が重要情報の提供を完了した後、買収提案評価を開始した旨を大量買付者に通知した日から、

買収提案評価の難易に応じ以下の通りとします。ただし、当社取締役会が特別委員会に対して再

考を促したときは、それぞれ最大１４日間延長されうるものとします。 
 
a. ＜対価を現金（円貨）のみとする当社全株式の買収提案の場合＞･･･６０日間 
b. ＜その他の大量買付行為の場合＞･･･９０日間 

 
 
 



6 

４．大量買付行為がなされた場合の対処方針 
(1)対抗措置を発動する場合 
特別委員会の評価・勧告の結果、当該大量買付行為が、以下の場合に該当すると判断した場合は、

下記(2)対抗措置に記載されている通り、当社取締役会決議により新株予約権を発行する場合があ
ります。但し、それ以外の場合は、たとえ当社取締役会が当該買収提案内容に反対であったとし

ても、対抗措置の発動は行いません。当社取締役会は、必要に応じて大量買付者と協議・交渉を

行い、対抗措置としての新株予約権の発行を決定した後であっても、大量買付者から大量買付行

為の根幹に関する事項の変更提案が行われるなど、判断の基礎となった事項に重要な変更を加え

る旨の申し出があった場合には、対抗措置の発動により生じる株主の皆様の権利確定前であり、

かつ株主共同の利益を損なわない場合に限り、特別委員会の勧告に基づき新株予約権の発行を中

止することがあります。 
 

a. 大量買付行為の基本ルールが大量買付者により遵守されない場合 
b. 買収の内容が以下のように株主共同の利益に対する明らかな侵害をもたらすようなものである
場合 
・株式を買占め、当該株式について当社に高値で買取を要求する場合 
・当社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、当社の犠牲の下に大量

買付者の利益を実現する経営を行う場合 
・当社の資産を大量買付者やそのグループ会社等の債務の担保や返済原資として流用する場合 
・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、

その処分益をもって一時的な高配当をさせるか、一時的な高配当による株価の急上昇を狙って

高値で売り抜ける場合 
・上記の他、大量買付者が真摯に合理的な経営を目指すものではなく、大量買付者による当社

支配権の取得が当社に回復しがたい損害をもたらす場合 
c. 株主に株式の売却を事実上強要する恐れがある場合 
 
(2)新株予約権プラン 
本方針に基づき株主に無償割当される新株予約権の概要は、以下の通りです。要綱は別紙①をご

参照下さい。 
なお、当社取締役会の判断により、取得条項付新株予約権を割り当てる場合があります。また、

機動的に新株予約権の発行ができるように新株予約権の発行登録を行う予定です。 
 
a. 割当対象株主 
本新株予約権の発行を当社取締役会で決議した際に定める日（以下、｢割当期日｣といいます。）

における最終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された株主。（但し、当社の保有

する当社普通株式を除きます。） 
b. 付与する新株予約権の数 
割当対象株主の所有する当社普通株式 1株につき本新株予約権 1個の割合で付与いたします。 

c. 新株予約権の目的とする株式の種類および数 
本新株予約権の目的となる株式は当社普通株式とし、本新株予約権１個あたりの目的となる株

式数は、株式分割等により別途調整がない限り 1株とします。 
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d. 発行する新株予約権の総数 
割当期日における最終の発行済株式総数（但し、当社の保有する当社普通株式を除きます。）を

上限とします。 
e. 新株予約権の発行価額 
株主に対する無償割当の方法によるため、発行価額は無償とします。 

f. 新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額 
本新株予約権の行使により交付される普通株式 1株当たりの払込み金額は 1円とします。ただ
し、取得条項付新株予約権を割当てる場合は、払込みは必要ありません。 

g. 新株予約権の行使期間 
本新株予約権の行使期間は新株予約権の効力発生日（但し、新株予約権発行決議において当社

取締役会が別途これに代わる日を定めた場合は当該日）を初日とし、1 ｹ月間～2 ｹ月間までの
範囲で新株予約権発行決議において当社取締役会が定める期間とします。また、行使期間の最

終日が払込み取扱金融機関の休業日に当たる場合は、その翌営業日を最終日とします。 
h. 新株予約権の行使条件 
①大量買付者、②その共同保有者（証券取引法第 27条の 23第 5項に規定される者、および同
条第 6項に基づき共同保有者とみなされる者。当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含
む。）、③その他特別関係者（証券取引法第 27条の 2第 7項に規定される者。当社取締役会が
これに該当すると認めた者を含む。）、もしくは④、①～③に該当する者から、本方針に基づき

発行する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もしくは承継した者、または

⑤、①～④に該当する者の関連者（実質的にその者が支配し、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、もしくは協調して行動する者として当社取締役会が認めた者。）は、

原則として本方針に基づき発行される本新株予約権を行使することが出来ません。 
i. 新株予約権の譲渡 
本新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を必要とします。 

j. 新株予約権プランの中止 
当社取締役会は、対抗措置としての新株予約権の発行を決定した後であっても、割当期日の４

営業日前までは特別委員会の勧告に基づき新株予約権の発行を中止することがあります。 
 
なお、上記プランに基づく新株予約権の発行を可能にするとともに、将来の事業拡大に備えた機動

的な資金調達のため、平成 18 年 6 月 29 日開催予定の当社定時株主総会において、発行可能株式
総数を現在の 398百万株（発行済株式数 227百万株）から 500百万株へ拡大する定款変更議案を
上程することを決議しております。 
 
５．透明性および公正性の確保 
(1)特別委員会 
当社取締役会の恣意的判断を排除し、大量買付ルールの遵守状況や対抗措置発動の是非に関する

判断の公正性を確保するために、当社は社外取締役、社外監査役、社外有識者等の独立社外者か

らなる特別委員会を設置いたします。その概要は別紙②をご参照下さい。 
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特別委員会は取締役会の諮問機関として、買収提案内容および対抗措置について評価し、その理

由を添えて、対抗措置発動の是非について当社取締役会へ勧告を行います。当社取締役会はこの

勧告に従うものとし、かつ当該委員会の勧告手続を必ず経なければならないこととし、公正性の

確保に努めることとします。但し、当社取締役会は、特別委員会の判断の前提となる事実認識に

重要な齟齬があり、又は、特別委員会の判断の根拠が不合理であると判断した場合は、特別委員

会に対し、一度に限り再考を促すことができるものとします。 
 
(2)合理的な客観的解除要件の設定 
本方針における対抗措置は、上記４．(1)｢対抗措置を発動する場合｣にて記載した通り、予め定め
られた合理的な客観的要件に該当した場合のみ発動されるよう設定しており、当社取締役会の恣

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。 
 
(3)本方針の有効期限および変更・廃止 
本方針は、平成 18年 6月 29日開催予定の当社定時株主総会で株主の皆様のご承認を頂けなかっ
た場合には、自動的に廃止されることとなります。同定時総会でご承認を頂けた場合は、本方針

の有効期間は中期経営計画｢3C10｣終了後最初の定時株主総会（平成 20年 6月開催予定）終結の
時までとします。 
 
なお、本方針は有効期限内であっても、会社法を含めた関係法令の整備等を踏まえ、本方針の変

更が必要となった場合には随時見直しを行い、その内容を適時・適切に開示するとともに、直近

で開催される定時株主総会にその変更内容につき株主の皆様のご承認を頂くこととします。 
また、当社株主総会にて本方針を廃止する旨の議案が可決された場合、または当社株主総会にて

承認された取締役で構成される取締役会により本方針を廃止する旨の決議が行われた場合、本方

針は廃止されるものとします。従って、当社の株券等を大量に買付けた者が、当社株主総会で取

締役を指名し、かかる取締役で構成される取締役会により本方針を廃止することが可能です。よ

って、本方針はデッドハンド型買収防衛策（取締役会構成員の過半数を交代させても、発動を阻

止できない防衛策）ではありません。 
 

(4)情報開示 
事前対応の開始、特別委員会の評価・勧告内容、新株予約権プランの発動等について、適時かつ

適切に情報開示を行います。また、本方針について、各種法令や証券取引所の諸規則等の改正お

よび株主総会の決議内容等により、所要の変更・見直しを行った場合は、その旨およびその内容

につき、適時かつ適切に情報開示を行うこととします。 
 
６．株主・投資家の皆様に与える影響 
(1)本方針導入時の影響 
本方針導入時点においては、新株予約権の割当は行われませんので、株主・投資家の皆様に経済

的な影響が生じることはありません。 
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(2)対抗措置発動時の影響 
特別委員会の勧告の結果、当社取締役会が株主共同の利益を守るために、上記４．(2)で記載した
新株予約権プランを発動した場合、当社取締役会が別途設定する割当期日における株主の皆様に

対して、その保有する株式 1株に対して本新株予約権が 1個無償で割り当てられます。この新株
予約権を行使するためには所定の期間内に付与された新株予約権の個数×１円の払込みのほか、

所定の手続が必要となります。仮に、株主の皆様が、所定の期間内にその手続を行わなければ、

その保有する株式が希釈化することとなります。ただし、取得条項付新株予約権を割り当てる場

合は、当社による自己の新株予約権の取得の対価として当社新株が割り当てられますので、払込

みは必要なく、保有する株式も希釈化しません。 
 
(3)新株予約権プラン中止時の影響 
特別委員会の勧告による新株予約権プランの中止は割当期日の４営業日前までとしていること

から本新株予約権の権利の割当を受けるべき株主が確定した後における本新株予約権の無償取

得は行われませんので、当社株式の株価の希釈化が生じることを前提にして売買を行った投資家

の皆様が不測の損害を被る事態は想定しておりません。 
 
(4)新株予約権割当に伴い株主の皆様に必要となる手続 

a. 名義書換 
当社取締役会が新株予約権プランの発動を決議した場合、本新株予約権の割当期日を公告し、

割当期日における最終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された株主に本新株予

約権の割当がなされますので、株主の皆様におかれましては、その保有する名義書換が済んで

いない当社株式につい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、証券保管振替機構預託の株式については上記手続は不要です。） 
 

b. 新株予約権行使 
本新株予約権の割当を受けた株主の皆様には、本新株予約権の行使請求書およびその他権利行

使に必要な書類を当社より送付いたします。 
本新株予約権の割当後、株主の皆様は、別途当社取締役会が定める権利行使期間内に、上記必

要書類を提出した上で、本新株予約権 1個につき 1円を払込み取扱金融機関に払込むことによ
り、本新株予約権 1個あたり、当社普通株式１株が発行されることとなります。ただし、取得
条項付新株予約権を割り当てる場合は、当社による自己の新株予約権の取得の対価として当社

新株が割り当てられますので、払込み及び権利行使に必要な書類の提出等は必要ありません。 
 
 

          以  上 
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（別紙①） 
 

新株予約権発行の要綱 
 
１．発行する新株予約権の総数 
本新株予約権の発行決議において当社取締役会が割当期日として定める日（以下、｢割当期日｣と

いう。）における当社の最終の発行済株式総数（同日最終における当社所有の普通株式を除く。）

を上限とする。 
 
２．新株予約権割当の対象となる株主およびその割当条件 
割当期日における最終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された株主に対し、その

所有株式１株につき、１個の割合で本新株予約権を割り当てる。但し、当社の所有する当社普通

株式には本新株予約権は割り当てない。 
 
３．新株予約権の目的となる株式の種類および数 
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し、本新株予約権の目的となる株式数

（以下、｢対象株式数｣という。）は１株とする。但し、当社が株式分割又は株式併合を行う場合

は、対象株式は以下の算式により調整されるものとする。 
調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割比率（又は併合比率） 
※調整の結果生じた１株未満の端株は切り捨て 

 
４．新株予約権の発行価額 
株主に対する無償割当の方法によるため、発行価額は無償とする。 

 
５．新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額およびその払込み取扱金融機関 
本新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額は、当社普通株式１株あたり１円とする。また

払込み取扱金融機関については当社取締役会で別途定めることとする。ただし、取得条項付新株

予約権を割り当てる場合は、当社による自己の新株予約権の取得の対価として当社新株を割り当

てるものとし、払込みは不要とする。 
 
６．新株予約権の行使期間 
本新株予約権の行使期間は新株予約権の効力発生日（但し、新株予約権発行決議において当社取

締役会が別途これに代わる日を定めた場合は当該日）を初日とし、1 ｹ月間～2 ｹ月間までの範囲
で新株予約権発行決議において当社取締役会が定める期間とする。また、行使期間の最終日が払

込み取扱金融機関の休業日に当たる場合は、その翌営業日を最終日とする。 
 
７．新株予約権の行使条件 

(1) 本新株予約権を複数所有するものは、その所有する本新株予約権の全部または一部を行使す
ることができる。但し、一部を行使する場合は、その保有する本新株予約権を整数単位での

み行使することができる。 
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(2) a.大量買付者（特定株主グループの議決権割合を 20%以上とすることを目的とする当社株式
に対する買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が 20%以上となる当社
株式に対する買付行為を行おうとする者）、b.その共同保有者（証券取引法第 27条の 23第 5
項に定義される者、および同条第 6項に基づき共同保有者とみなされる者。当社取締役会が
これに該当すると認めた者を含む。）、c.その特別関係者（証券取引法第 27条の 2第 7項に定
義される者。当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含む。）、もしくは d.上記の a～c
の該当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もしくは承継した者、

または e.上記 a～d に該当する者の関連者（実質的にその者が支配し、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、もしくは協調して行動する者として当社取締役会が

認めた者。）は、その所有する本新株予約権を行使できない。 
 
(3) 本新株予約権を有する者が本規程(2)に基づき本新株予約権を行使することが出来ない場合
であっても、当社は本新株予約権を有するものに対して、損害賠償責任その他の責任を一切

負わないものとする。 
 
８．新株予約権の譲渡制限 
本新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を必要とする。 

 
９．新株予約権プランの中止 
当社取締役会は、対抗措置としての新株予約権の発行を決定した後であっても、割当期日の４営

業日前までは特別委員会の勧告に基づき新株予約権の発行を中止することができる。 
 

１０． 新株予約権証券の発行 
新株予約権証券は、新株予約権者の請求があった場合に限り発行する。 

 
１１． 新株予約権行使により発行した株式の配当起算日 
新株予約権の行使により交付する当社普通株式に関する最初の配当金は、新株予約権行使に基づ

く新株発行の効力発生日の属する配当計算期間の初めに新株予約権行使の効力が発生したもの

とみなして、これを支払う。 
 
１２． 新株予約権者への通知 
新株予約権者に対する通知は、新株予約権原簿に記載された新株予約権者の住所宛に書面により

行うこととし、当該通知は通常到達すべかりし時に到着したものとみなす。なお、新株予約権者

に、当該通知が到着したとみなされた日から２週間以内に、新株予約権者より書面にて当社宛に

別段の意思表示がなされない場合には、新株予約権者はこれを承諾したものとみなす。 
 
１３． 法令改正等による修正 
法令の改正（新設含む）により、本要綱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

生じた場合は、当該法令改正の趣旨を考慮し、条項ないし用語の意義等を合理的な範囲内で読み

替えることとする。 
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（別紙②） 
 

特別委員会の概要 
 
１．設置 
特別委員会は当社取締役会の決議により設置される。 
 

２．構成 
(1) 特別委員会の委員（以下、｢特別委員｣という。）は、３名以上とする。 
(2) 特別委員は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、社外取締役、社外監査役、社
外有識者（会社経営者、投資銀行業務に精通するもの、弁護士、公認会計士、もしくは会社

法を主たる研究対象とする研究者等）から委員選任基準（後述｢６．特別委員選任基準｣参照）

に従って選任されるものとし、その選任にあたっては企業価値に関する見識や、実務経験年

数等を勘案して決定する。 
(3) 社外有識者の場合は、当社に対する善管注意義務条項等を含む契約を当社との間で締結する
ものとする。 

 
３．任期 
任期は１年とし、重任を認める。 
 

４．役割 
特別委員会は、以下に記載する事項について評価・決定し、その内容を、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、この勧告に従うものとする。但し、当社取締役会

は、特別委員会の判断の前提となる事実認識に重要な齟齬があり、又は、特別委員会の判断の

根拠が不合理であると判断した場合は、特別委員会に対し、一度に限り再考を促すことができ

るものとする。 
 

(1) 買付意向表明書に記載された内容の検討、および追加提供情報の決定 
(2) 大量買付者から提出された資料に基づく買付内容の検討 
(3) 当社取締役会から提出された代替案の内容の検討 
(4) 当社取締役会による大量買付者との交渉・協議結果の評価 
(5) 新株予約権プラン発動の是非 
(6) 新株予約権プランの中止の決定 
(7) その他当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が特別委員会に諮問した事項 

 
なお、特別委員会の判断が、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、特別委員会の検討に際して必要な当社に関する資料の提供等を行うため、当社内に

事務局を設置するとともに、当社の費用負担により、独立した外部アドバイザー（フィナンシ

ャル･アドバイザー、公認会計士、弁護士、学識経験者などの専門家等）からの助言を得ること

が出来ることとする。 
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５．決議 
特別委員会の決議は、原則として、特別委員が全員出席（テレビ会議等による出席を含む）し、

その議決権の過半数をもってこれを行う。但し、止むを得ない事由があるときは、特別委員会の

議決権の過半数が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行うことが出来る。 
また、可否同数の場合は、委員長の決裁によりこれを決することができる。 
 
６．特別委員選任基準 
特別委員に就任するものは以下の(1)～(6)のいずれにも該当しないものとする。 
(1) 当社の大株主（発行済株式総数の 5%超）またはその利益を代表する者 
(2) 当社のグループ会社の取締役または従業員である（あった）者 
(3) 当社と重要な取引関係（当社が当該会社に対して物品又は役務の対価として支払った金額、
又は当該会社が当社に対して物品又は役務の対価として支払った金額の合計額が年間 100
百万円もしくは当該会社の連結売上高の 2%のいずれか高い方の金額を超えている）があ
る、もしくは過去３年以内にあった別の会社の取締役、執行役または従業員 

(4) 当社のアドバイザー（顧問弁護士や経営コンサルタントなど）として、取締役および監査
役としての報酬以外に高額（年間 10百万円以上）の報酬を受取っている、もしくは過去 3
年以内に受取ったことがある者 

(5) (1)～(4)のいずれかに該当する近親の親族（2親等以内の血縁関係者もしくは同居する者）
を有する者 

(6) 特別委員に就任してから、８年超を経過している者 
 
７．委員長の選任 
特別委員会の委員長は特別委員の互選により選任するものとする。 

 
８．特別委員のご紹介 

 
＜社外取締役候補者＞ 
鈴木 正隆 （昭和 19年４月２日生） 
【略歴】 
昭和 43 年 ４月 三井物産㈱入社 

平成 11 年 ６月 同社取締役・繊維本部長 

平成 14 年 ４月 同社常務取締役・常務執行役員・生活産業グループ繊維本部長 

平成 14 年 10 月 同社常務執行役員・生活産業グループ・プレジデント 

平成 15 年 ４月 同社専務執行役員 

平成 15 年 ６月 同社代表取締役・専務執行役員 

平成 17 年 ４月 同社代表取締役・副社長執行役員（現） 
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上野 祐子 （昭和 29年７月７日生） 
【略歴】 
昭和 54 年 ５月 ワールドデザインコーポレーション（現㈱マーケティングダイナミックス研究

所）設立 

平成 ２年 ８月 ㈱マーケティングダイナミックス研究所代表取締役（現） 

平成 14 年６月 経済産業省・地域新生コンソーシアム研究開発事業および同地域新規産業創造

技術開発費補助事業評価委員（現） 

平成 16 年４月 中小企業基盤機構・新連携支援地域戦略会議委員（現） 

平成 16 年４月 国立大学法人奈良女子大学監事（現） 

平成 17 年４月 聖カタリナ大学客員教授（現） 

 

※鈴木正隆、上野祐子両氏は平成 18 年 6 月 29 日開催予定の当社定時株主総会に付議する社外取締

役候補者であります。 

 

＜社外監査役＞ 

伊藤 秀嗣 （昭和 14 年９月 21 日生） 

【略歴】 

昭和 37 年４月 ㈱三菱銀行入行 

平成 ２年６月 同社取締役 

平成 ３年６月 萬興業(株)取締役社長 

平成 ６年６月 三菱瓦斯化学㈱常勤監査役 

平成 15 年６月 当社監査役（現） 

 

加治 重一 （昭和 20 年８月５日生） 

【略歴】 

昭和 44 年４月 ㈱日本勧業銀行入行 

平成 ９年６月 ㈱第一勧業銀行取締役 

平成 13 年７月 勧業日土地販売㈱代表取締役会長 

平成 14 年６月 日本土地建物㈱取締役・関西支社長 

平成 14 年６月 当社監査役(現) 

平成 14 年７月 日本土地建物㈱専務執行役員・関西支社長 

平成 16 年６月 東京リース㈱代表取締役兼専務執行役員(現) 

  

以上 
 
 


