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平成18年５月19日 

各 位 

会 社 名 株式会社ワークスアプリケーションズ 

代 表 者 名 代表取締役最高経営責任者 牧野 正幸 

（JASDAQ ・ コード４３２９） 

問い合せ先 管理本部マネージャー   服部 雄策 

電 話 ０３－６２２９－１２００ 

 

 

当社株券等の大規模買付行為に対する対応方針（買収防衛策） 

に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の当社取締役会において、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した当社株券等（注３）の買付行為、又は結果として特

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の買付行為（いずれについても、

あらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、市場取引、公開買付け等の具体的な買付方

法の如何を問いません。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行

為を行う者を「大規模買付者」といいます。）に関する対応方針（以下、「本方針」といい

ます。）の具体的な内容及び本日付で本方針を導入することを決定しましたので、お知らせ

いたします。なお、本方針については、平成18年９月開催予定の当社第10回定時株主総会（以

下、「本定時株主総会」といいます。）において、当社株主の皆様のご意思を確認させて頂

く予定です。 

 

記 

 

１． 当社の企業価値・株主共同の利益の向上の取組みについて 

当社は、「日本企業の情報投資効率を世界レベルへ」、「日本のIT産業のエンジニアを

世界レベルへ」の二つの経営理念に基づき、日本の大手企業を対象として、①日本独自

の業務、文化を網羅し、②個別のソフトウェアカスタマイズが不要であり、③高い投資

利益率（ROI）を実現する情報システムを提供することを目的として事業を営んでおり

ます。当社及び関係会社（以下、「当社グループ」といいます。）は、現在、当社、子会

社７社及び関連会社２社により構成されており、平成８年の当社設立以来、国内大手企

業を対象に基幹業務パッケージソフトウェア製品「ＣＯＭＰＡＮＹ®」シリーズの開発、
販売、サポート及び運用保守サービスの提供を行って参りました。 

現状、当社グループは、以下の四つの軸に沿って事業を展開することを、中期的な事

業戦略としております。まず、第１の軸は、当社製品「ＣＯＭＰＡＮＹ®」シリーズを
はじめとする大手企業向け基幹業務パッケージソフトウェアの普及及びそのラインナ

ップの拡充であります。現在の主力製品である「ＣＯＭＰＡＮＹ®」人事・給与（HRシ
リーズ）はすでに市場シェア第１位となっており、市場よりデファクトスタンダードと

のご評価を頂いております。また、平成17年12月に全４製品からなるラインナップを

完成させた「ＣＯＭＰＡＮＹ®」会計シリーズにおいても、平成18年３月31日時点で、
累計 49社に新規導入されており、市場における存在感を増しております。さらに、当
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社はコスト削減型の製品のみならず、収益向上型の製品を当社の製品ラインナップとし

て、早期に取り揃えることが急務であると考えており、積極的な人材採用を行うととも

に、M&A及び業務提携を行っております。なお、当社は、SCM（サプライチェーンマネジ

メント）分野への進出の足がかりを確保するため、平成 17年５月には生産管理システ

ムを開発するダイナシステム株式会社を連結子会社化しております。現在、当社は SCM

分野における「ＣＯＭＰＡＮＹ®」シリーズ新製品の開発に鋭意取組んでおります。 
第２の軸は、当社グループが提供するサービス分野の拡大であります。パッケージソ

フトウェア製品の提供のみにとどまらず、企業戦略において製品をいかに活用していく

かという戦略的分野から、製品を利用した業務を実際に行っていく運用分野まで、SI（シ

ステムインテグレーション）、ソフトウェア関連の教育・コンサルティング及び業務受

託代行の BPO（ビジネスプロセスアウトソーシング）という各種の切り口からの提案を

行って参ります。もちろんその核となるのは、当社製品「ＣＯＭＰＡＮＹ®」シリーズ
であります。このような幅広いサービスを、当社のみで提供するのは非効率であります。

そのため、当社グループ内の連携を従前よりも更に強化し、各グループ会社の特色を活

かすことで、当社グループ全体としてソリューションを提供して参ります。SI事業分野

についてはシステム構築に関する豊富な実績と高い技術力を有する株式会社ワークス

ソリューションズ（旧社名、株式会社アイコテクノロジー）を中心に推進することとし、

教育・コンサルティング分野では決算報告パッケージソフトウェア製品を持ち経営コン

サルティングも手掛ける株式会社スリー・シー・コンサルティングや会計を中心とした

コンサルティングと業務システムの再構築支援を提供しているエイアイエムコンサル

ティング株式会社の協力を得て参ります。一方、運用側としては、人事、給与、総務、

経理業務等のアウトソーシングを受託し、その業務代行処理を行う新サービス「BPOサ

ービス」の提供のため当社内において新たに創設された部門を中心に、株式会社ワーク

スソリューションズ等による代行業務の提供支援を受けることにより、今後「BPOサー

ビス」を積極的に推進して参ります。これら、パッケージソフトウェア製品に関わるサ

ービスの領域を広げていくことで、顧客に対し様々な切り口で提案することができ、営

業活動の幅が広がるとともに、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」シリーズを導入頂いた顧客より要望
のあがったものの従来は吸収しきれなかったサービスを提供可能になることで顧客満

足度の向上につながると考えております。 

第３の軸は、中堅、中小規模企業への製品、サービスの提供です。当社製品「ＣＯＭ

ＰＡＮＹ®」シリーズは、従前通り大手企業向けの充実した機能を揃えて提供して参り
ますが、連結子会社の株式会社ワークスプロダクツの会計、人事・給与製品「ＭＯＮＥ

Ｙ®」シリーズ他を通じて、対象となる企業規模の大小を問わず、情報投資効率の向上
を可能とする製品、サービスを提供して参ります。 

第４の軸は、海外展開であります。まずは中国を皮切りとしてアジアの市場に進出し

ます。平成 16年８月には、中国においてワークスインフォ・アプリケーションサービ

ス有限公司を設立し、同社を通じて当社製品「ＣＯＭＰＡＮＹ®」シリーズ中国版の開
発・販売を開始しております。10億人超の人口を擁し、従業員数10,000名超の企業も

数多く存在する中国市場では、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」シリーズ中国版の潜在顧客は十分に
見込めるものと考えております。なお、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」シリーズ中国版はすでに中
国国内での受注実績を確保しております。 

 これらの戦略を実行するにあたっては、当社は第１の軸にあげた「ＣＯＭＰＡＮＹ®」
シリーズのラインナップ拡充に引き続き注力するとともに、グループ会社との連携を強

化することで第２の軸にあげた当社グループの提供するサービス分野の拡大を図って

参ります。 

当社は、当社の株主及び投資家の皆様に、かかる事業戦略をより明確且つ適切にご理

解頂けるよう、本年７月に予定している第 10期の決算発表時を目処に、新たに中期経
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営計画を公表させて頂く予定です。かかる中期経営計画に基づき、今後とも当社は、当

社の企業価値・株主共同の利益の確保又は向上に全力を尽くして参る所存です。 

 

２. 本方針に関する当社の基本的な考え方 

昨今、わが国資本市場において、対象会社の株主、投資家、取締役会等に対する十分

な情報開示がなされることなく、突如として対象会社株式の大規模買付行為を強行する

といった動きが顕在化しております。当社は、公開会社である以上、当社株式の取引は、

当社株主及び投資家の皆様の自由意思に委ねられるのが原則であり、大規模買付者の提

案に応じて当社株式の売却を行うか否かは、最終的にはその時点で当社株式を保有する

株主の皆様のご判断に委ねられるべきものと考えます。また、当社取締役は当社株主の

皆様から当社の経営について委任を受けている者であり、大規模買付行為が当社の企業

価値・株主共同の利益に資するものであると合理的に判断される場合には、それが支配

権の移転を伴うものであったとしても、経営者の保身によって妨げられることはあって

はならないと考えます。 

しかしながら、大規模買付行為の中には、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、いわゆる二段階買収のように株主に対象会社

株券等の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の株主や取締役会が大規模

買収者の提案条件等について検討し、取締役会が代替案を提案するために必要な情報や

時間を十分に提供しないもの、対象会社の取締役会が提示する代替案が大規模買付者の

提案よりも有利な条件であるために大規模買付者との交渉を必要とするもの等も少な

くありません。 

今後、当社に対して大規模買付行為が開始された場合、当社株主の皆様には大規模買

付者の提案に応じて当社株式の売却を行うか否かを、適切にご判断頂く必要が生じます。

当社株主の皆様が、当該大規模買付者が提案する当社株式の買付対価の妥当性をご判断

されるためには、当社の知的財産、人的資産等の有形無形の経営資源、将来を見据えた

施策の潜在的効果、各事業分野、子会社及び関係会社との有機的な結合により実現され

得るシナジー効果、その他企業価値を構成する要素を十分に把握される必要があります。

これらに関する十分な理解がなくては、株主の皆様が将来実現することのできる当社株

式の適正な価値をご判断頂くことはできません。 

また、当社株主の皆様が、当該大規模買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益に

資するものであるかをご判断されるためには、当該大規模買付者が考える当社の経営に

参画したときの経営方針や事業計画の内容、当該大規模買付行為が当社の顧客、取引先

及び従業員等のいわゆるステークホルダーに与える影響等を総合的に勘案する必要が

あります。当社は、当社株式の適正な価値を当社株主及び投資家の皆様にご理解頂くよ

う、IR活動に努めておりますが、当社株主の皆様が上記のようなご判断を短期間のうち

に行うことは、必ずしも容易ではないものと考えます。 

かかる事情に鑑み、当社取締役会は、当社株券等に対する大規模買付行為が行われる

場合には、大規模買付者から事前に、当社株主の皆様がご判断されるために必要且つ十

分な大規模買付行為に関する情報が提供されるべきであるという結論に至りました。当

社取締役会は、かかる情報が提供された後、大規模買付行為に対する当社取締役会とし

ての意見の検討を速やかに開始し、独立の外部専門家の助言を受けながら、慎重に検討

した上で意見を形成し公表いたします。さらに必要と認めれば、大規模買付者に対する

提案内容の改善を目的とした交渉や当社取締役会としての株主の皆様に対する代替案

の提示も行います。かかるプロセスを経ることにより、当社株主の皆様は、当社取締役

会の意見を参考にしつつ、大規模買付者の提案と（当社取締役会の代替案が提示された

場合には）当社取締役会の代替案を比較、検討することが可能となり、大規模買付者の

提案への最終的な応否に関し、適切に判断するために必要な情報、時間及び機会を確保

することが可能となります。 
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そこで、当社取締役会は、大規模買付行為が上記の趣旨を具現化した一定の合理的な

ルールに従って行われることが、当社の企業価値・株主共同の利益の確保又は向上に資

すると考え、以下の内容の大規模買付行為に関する一定のルール（以下、「大規模買付

ルール」といいます。）を設定することといたしました。 

このようなルールについては、本来、当社株主の皆様のご意思を確認した上で設定す

るのが望ましいことは言うまでもありません。従いまして、当社としては、平成 18年

９月開催予定の本定時株主総会において本方針につき当社株主の皆様のご意思を確認

させて頂く予定ですが、企業買収をめぐる昨今の状況を鑑みると、本定時株主総会にお

いて当社株主の皆様のご意思を確認させて頂くまでの間にも、上述したような突然の大

規模買付行為により当社の企業価値・株主共同の利益が著しく損なわれる可能性を否定

することができず、これを防止するためには、現段階で一定の措置を講じておく必要が

あると判断し、当社取締役会は、本定時株主総会において当社株主の皆様のご意思を確

認することを前提として、本方針を導入することを決定しました。 

 

３． 大規模買付ルールの概要 

大規模買付者に従って頂く大規模買付ルールの概要は次の通りです。 

(1) 「大規模買付行為に関する意向表明書」の提出 
大規模買付者が大規模買付行為を行う場合には、大規模買付ルールに従って大規模買付

行為を行う旨の「大規模買付行為に関する意向表明書」（以下、「意向表明書」といいま

す。）を事前に当社取締役会に提出して頂きます。 

意向表明書には、大規模買付者の概要（法人名、個人名又はグループ名、それぞれの住

所、代表者、事業内容、主要株主又は主要出資者の概要、国内連絡先、設立準拠法等を含

みます。）、大規模買付者が現に保有する当社株券等の数及び今後取得を予定する当社株

券等の数、大規模買付ルールに従う旨の誓約等を記載して頂くことになります。なお、意

向表明書の提出にあたっては、商業登記簿謄本及び定款の写し等、大規模買付者の存在を

証明する書類等を添付して頂きます。 

 

(2) 「大規模買付行為に関する情報」の提出 
意向表明書を提出頂いた場合、当社は大規模買付者に対し、改めて提出頂く「大規模買

付行為に関する情報提供依頼リスト」（以下、「情報リスト」といいます。）を５営業日

（初日不算入）以内に交付いたします。 

大規模買付者には、当社より交付された情報リストに、大規模買付者の概要（詳細）、

買付けの目的、買付対価の種類、金額及びその算定根拠、買付資金の裏付け又は調達先、

すでに保有する当社株券等に関する担保設定状況、今後買い付ける当社株券等に関する担

保設定の予定(予定している担保設定の方法及び内容を含みます。)、買付行為完了後の当

社に対する具体的方針（経営方針、事業計画等）、大規模買付行為に際しての第三者との

間における意思連絡の有無及び意思連絡が存する場合にはその内容、並びに当社の従業員、

取引先、顧客、地域社会その他当社の利害関係者との関係について買収後に予定する変更

の有無及びその内容等、当社株主の皆様のご判断及び当社取締役会の吟味検討のために必

要且つ十分な情報（以下、「大規模買付行為に関する情報」といいます。）を記入の上、

当社取締役会に提出して頂きます。提出頂いた情報に不備があった場合又は提出頂いた情

報だけでは不十分な場合には、追加情報を書面その他当社所定の方式にて提出頂く場合が

あります。また、提出頂いた情報の一部又は全部を、必要に応じて当社株主の皆様に開示

いたします。 

 なお、大規模買付ルールに基づき、当社取締役会に提出頂く意向表明書、大規模買付行

為に関する情報等は、日本語にて記載した書面を〒107-6019 東京都港区赤坂１-12-32 

アーク森ビル 19F 株式会社ワークスアプリケーションズ 代表取締役最高経営責任者宛

にご郵送頂くものとします。 
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(3) 当社取締役会としての意見の通知 
大規模買付者からの大規模買付行為に関する情報の提出が完了したと合理的に判断され

た時点で、当社取締役会はその旨を大規模買付者に通知いたしますが、当該通知後60営業

日（初日不算入）（但し、円貨の金銭のみを買付対価とする当社株券等の全ての買収を目

的とする買付行為以外に関しては90営業日（初日不算入））の期間を、当社取締役会によ

る吟味、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間（以下、「取締役会評価期間」

といいます。）として確保できてしかるべきものと考えます。当社取締役会は取締役会評

価期間内に独立の外部専門家（弁護士、公認会計士、ファイナンシャル・アドバイザー、

コンサルタントその他の専門家）の助言を受けながら、当社監査役会の意見を尊重し、大

規模買付行為に関する当社取締役会としての意見を慎重に取りまとめ、大規模買付者に通

知するとともに、適時且つ適切に当社株主の皆様に開示いたします。 

 

以上の趣旨に鑑み、大規模買付行為は、(3)の大規模買付者に対する当社取締役会として

の意見の通知以降においてのみ開始して頂きたく存じます。なお、当社取締役会が代替案

を提示し、当社株主の皆様に、大規模買付行為と当社取締役会の代替案のいずれかを選択

して頂くことが適切と判断した場合には、大規模買付行為が開始されているか否かにかか

わらず、株主総会を招集して当社株主の皆様のご意思を問うこととなり、その場合には大

規模買付行為に影響が及ぶ場合があり得ますのであらかじめご留意下さい。 

かかる大規模買付ルールに従わずに大規模買付行為が行われる場合には、必要に応じて

相当な対抗措置を講じることといたします。また、かかる大規模買付ルールに従って大規

模買付行為が行われる場合であっても、当該大規模買付行為が専ら大規模買付者の短期的

な利得のみを目的とするものである場合等、企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと

合理的に判断される場合には、その旨の当社取締役会としての意見を改めて開示の上、必

要に応じて相当な対抗措置を講じることとなりますのであらかじめご留意下さい。 

 

４. 本方針における対抗措置 

 本方針における対抗措置としては、新株予約権の発行や株式分割のほか、法令及び当社

の定款上許容されるその他の手段を想定しておりますが、その選択につきましては、大規

模買付者以外の当社株主の皆様の経済的ご負担や不利益を極力回避することを念頭に、そ

の緊急対応力、効果及びコスト等を総合勘案して決定いたします。 

具体的対抗措置として株主割当て又は無償割当てにより新株予約権を発行する場合の概

要は別紙１に記載の通りですが、実際に新株予約権を発行する場合には、議決権割合が一

定割合以上の特定株主グループに属さないことを新株予約権の行使条件とする等、対抗措

置としての効果を勘案した行使期間及び行使条件を設けることがあります。 

 

５. 特別委員会の設置 

当社取締役会は、具体的な大規模買付者の存在を認識した場合、本方針を適正に運用し、

取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するためのチェック機関として、特

別委員会を設置します。特別委員会は公正で中立的な判断を可能とするため、特別委員会

を設置する時点で、当社の業務執行を行う取締役から独立している当社社外取締役及び社

外監査役全員で構成するものとします。但し、当社社外取締役又は社外監査役に当該大規

模買付者との間に特別の利害関係がある場合等はこの限りでありません。 

当社取締役会は、当該大規模買付行為に対する対抗措置を講じる場合は、事前に特別委

員会に諮問することとし、当社取締役会は特別委員会の勧告を最大限尊重するものとしま

す。なお、特別委員会は当社の費用で独立の外部専門家（弁護士、公認会計士、ファイナ

ンシャル・アドバイザー、コンサルタントその他の専門家）の助言を得ることができるも

のとします。 
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本方針導入時点での当社社外取締役及び社外監査役の略歴は別紙２に記載の通りです。

当社取締役会は、かかる当社社外取締役及び社外監査役は、特別委員会の委員として求め

られる高い見識、中立性を十分に有しているものと考えております。 

 

６．株主・投資家に与える影響 

(1) 本方針が株主・投資家に与える影響等 

大規模買付ルールは、当社株主の皆様に対して、大規模買付行為に応じるか否かをご判

断頂くために必要且つ十分な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を

提供し、さらには、当社株主の皆様が当社取締役会の代替案の提示を受ける機会を保証す

ることを目的としています。また、大規模買付ルールに従って大規模買付行為が行われる

にもかかわらず、当社が対抗措置を発動するのは、当社の企業価値・株主共同の利益が著

しく損なわれると合理的に判断される場合に限られます。従いまして、本方針の導入は当

社株主及び投資家の皆様の共同の利益の確保又は向上に資するものであると考えておりま

す。 

なお、上記４．において述べた通り、大規模買付者が大規模買付ルールを順守するか否

かにより大規模買付行為に対する当社の対応方針が異なり得ますので、当社株主及び投資

家の皆様におかれましては、大規模買付者の動向にご注意下さいますようお願いいたしま

す。 

 

(2) 対抗措置発動時に株主・投資家に与える影響等 

当社取締役会が、当社の企業価値・株主共同の利益の確保又は向上を目的として、法令

及び当社の定款上許容される対抗措置を発動した場合でも、当該対抗措置の仕組上、当社

株主の皆様（大規模買付ルールに違反した大規模買付者を除きます。）が法的権利又は経済

的側面において格別の損失を被るような事態が生じることは想定しておりません。当社取

締役会が具体的対抗措置を発動することを決定した場合には、法令及び証券取引所規則に

従って適時且つ適切な開示を行います。 

なお、対抗措置として考えられるもののうち、新株予約権の発行につきましては、その

発行の態様により、新株予約権を取得するために所定の期間内に申込みをして頂く、又は

新株予約権の行使により株式を取得するために一定の金額の払込みをして頂く必要がある

場合がございます。かかる手続きの詳細につきましては、実際に新株予約権を発行するこ

とになった際に、法令に基づき別途お知らせいたします。但し、名義書換未了の当社株主

の皆様に関しましては、新株予約権を取得するため、別途当社取締役会が決定し公告する

新株予約権の割当期日までに、名義書換を完了して頂く必要があります。また、対抗措置

として考えられるもののうち、株式分割につきましても、名義書換未了の当社株主の皆様

に関しましては、別途当社取締役会が決定し公告する株式分割に関する基準日までに、名

義書換を完了して頂く必要があります。 

 

７．その他 

本方針は、関係諸法令、裁判例、ジャスダック証券取引所の定める買収防衛策の導入に

かかる規則並びに経済産業省及び法務省の定めた「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」等に則っていると考えており、平成18年５月 19

日に開催された当社取締役会において、社外取締役１名を含む取締役４名全員の決議によ

り決定されたものです。また、当該取締役会において、社外監査役４名を含む当社監査役

５名全員からも、その具体的運用が適正に行われることを条件に賛成する旨の意見表明を

得ております。本方針は、当該取締役会決議をもって同日より発効することとし、有効期

限は平成18年10月31日までとします。 

なお、本方針に対する株主の皆様のご意思を確認させて頂くため、平成18年９月に開催

予定の本定時株主総会において、現取締役全員の選任議案をお諮りする予定です。本定時
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株主総会において選任される取締役が、平成18年10月31日までに開催される当社取締役

会において、本方針を継続するかどうかについて審議を行い、継続することを決定した場

合、本方針の有効期限はさらに２年間延長されるものとし、以後も同様とします。上記当

社取締役会以降の本方針の継続又は改廃は、当社株主総会において株主の皆様により選任

された取締役によって構成される取締役会において決定されることになります。当社取締

役会が、本方針を継続又は改廃することを決定した場合、その旨を速やかにお知らせしま

す。 

また、当社は今後の司法判断の動向及び証券取引所その他の公的機関の対応等を引き続

き注視し、会社法、証券取引法又は証券取引所の上場規則等が改正される等して、当社株

主の皆様の共同の利益によりかなうような対応策を考え得る状況に立ち至った場合におき

ましては、必要に応じて本方針の改廃、又は本方針に代わる別種の方針の導入等、適宜且

つ適切な措置を講じて参る所存です。 

 

 

 

 

注１：特定株主グループとは、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

項に基づき保有者に含まれる者を含みます。)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。)並びに当社の株券等（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。)を意味します。 

注２：議決権割合とは、特定株主グループの具体的な買付方法に応じて、(i)特定株主グル

ープが当社の株券等(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

保有者及びその共同保有者である場合の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。）又は(ii)特定株主グループが当社の株券等（同法第27

条の２第１項に規定する株券等をいいます。）の大規模買付者及びその特別関係者で

ある場合の当該大規模買付者及び当該特別関係者の株券等所有割合（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。各議決権割合の

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：株券等とは、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。 

 

 

以 上 
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（別紙１）            新株予約権概要 

 

１. 新株予約権付与の対象となる株主及びその発行条件 

 

当社取締役会で定める基準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

た株主に対し、その所有する当社普通株式（但し、当社の所有する当社普通株式を除く。）

１株につき１個の割合で新株予約権を割当てる。 

 

２. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

 

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、新株予約権の目的となる株式の総

数は、当社取締役会が基準日として定める日における当社発行可能株式総数から当社普通株

式の発行済株式（当社の所有する当社普通株式を除く。）の総数を減じた株式数を上限とす

る。新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は当社取締役会が別途定める数とする。但

し、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、所要の調整を行うものとする。 

 

３. 発行する新株予約権の総数 

 

新株予約権の発行総数は、当社取締役会が別途定める数とする。当社取締役会は、複数回に

わたり新株予約権の割当を行うことがある。 

 

４．新株予約権の発行価額 

 

無償とする。 

 

５. 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額（払込みをなすべき額） 

 

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額（払込みをなすべき額）は１円以上で当

社取締役会が定める額とする。 

 

６. 新株予約権の譲渡制限 

 

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

 

７. 新株予約権の行使条件 

 

議決権割合が20％以上の特定株主グループに属する者（但し、あらかじめ当社取締役会が同

意した者を除く。）ではないこと等を行使の条件として定める。詳細については、当社取締

役会において別途定めるものとする。 

 

８. 新株予約権の行使期間等 

 

新株予約権の割当てがその効力を生ずる日、行使期間、取得条項その他必要な事項について

は、当社取締役会が別途定めるものとする。なお、取得条項については、上記７.の行使条件

のため新株予約権の行使が認められない者以外が有する新株予約権を当社が取得し、その者

に対し新株予約権１個につき当社取締役会が別途定める数の株式を交付することができる旨

の条項を定めることがある。 

以 上 
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（別紙２）       当社社外取締役及び社外監査役の略歴 
 

 

１． 社外取締役 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２．社外監査役 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

昭和63年４月 日本エンタープライズ・デベロップメ
ント株式会社（現安田企業投資株式会

平成11年４月 エイパックス・グロービス・パート
ナーズ株式会社（現株式会社グロービ
ス・キャピタル・パートナーズ）パー
トナー

平成12年２月 当社取締役
平成13年９月 当社取締役退任
平成17年６月 株式会社グロービス・キャピタル・

パートナーズ パートナー退任
平成17年６月 アキュートロジック株式会社常務取締

役（現任）
平成17年９月 当社取締役（現任）

略 歴氏 名 生 年 月 日

細谷　淳 昭和38年６月20日生

昭和48年４月 高千穂バロース株式会社（現日本ユニ
シス株式会社）入社

昭和56年６月 株式会社ジャストシステム専務取締役
平成７年６月 同社代表取締役専務（現任）
平成12年９月 当社監査役（現任）

昭和56年10月 司法試験合格
昭和59年４月 梶谷綜合法律事務所入所
平成７年４月 永沢法律事務所（現永沢総合法律事務

所）開設
平成13年６月 当社監査役（現任）

昭和35年４月 株式会社大林組入社
平成５年６月 同社取締役
平成７年６月 同社常務取締役
平成11年６月 同社専務取締役
平成13年６月 同社顧問（常勤）
平成14年６月 同社非常勤顧問（現任）
平成14年９月 当社監査役（現任）

平成元年９月 公認会計士二次試験合格
平成元年10月 太田昭和監査法人（現新日本監査法

人）入所
平成４年４月 公認会計士三次試験合格
平成４年４月 瀬戸公認会計士事務所開設
平成６年９月 株式会社マネジメント・ソリューショ

ン代表取締役（現任）
平成７年11月 税理士登録
平成15年９月 当社監査役（現任）

浮川　初子 昭和26年３月20日生

昭和12年10月６日生

永沢　徹 昭和34年１月15日生

氏 名 生 年 月 日 略 歴

瀬戸　裕司 昭和36年10月28日生

安部　壮一郎


