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平成 18 年５月 19 日 各   位 

会 社 名 株式会社ゴールドウイン 
 代 表 者 名 取締役社長 西 田 明 男 

(コード番号 ８１１１ 東証１部) 
 問 合 せ 先 常務取締役 財務担当 

辻    慧 
  T E L ( 0 3 ) 3 4 8 1 - 7 2 0 3 

 

当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保･向上するための 

適正な対応方針(買収防衛策)の導入に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 18 年 5 月 19 日開催の取締役会におきまして、企業価値ひいては株主共同

の利益を確保及び向上するための取組みの一環として、当社の 20％以上の株券等保有割合

(証券取引法第 27 条の 23 第 4 項参照)を構成する株券等(｢支配株式｣)の取得に対する適正

な方策(｢本プラン｣)に関して決議を行い、あわせて本プランに関する定款変更議案及び承

認議案を平成 18 年 6 月 29 日開催予定の当社第 55 回定時株主総会(｢本定時総会｣)に提出

することを決定いたしましたので、ここにお知らせいたします。 

 本プランは、当社の支配株式の取得にあたり、事前の十分な情報開示と相当な検討期間

等を確保し、もって企業価値ひいては株主共同の利益の確保･向上が実現されることを目

的としております。当社は、既に平成17年11月11日開催の取締役会において、｢当社株式

の大規模買付行為に関する対応方針｣(｢原プラン｣)を決議しておりますが、会社法の施行

に伴い、また、原プラン採用後の社会･経済情勢の変化等も考慮し、原プランに代えて、

新たに、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保･向上するための適正な方策とし

て本プランを導入することとしたものです。本プランの採用について株主の皆様の意思を

適切に反映するとともに、本プランに基づいて対抗措置を発動するにあたって株主の皆様

の意思を適切に確認する仕組みを導入するため、定款の変更を行うこと及び本プランの採

用に関する議案を株主総会に上程することとしました。 

 

 

 

一 本プラン導入の目的 

 

 昨今の企業買収に対するわが国法制度･企業文化の変化･変容、経営環境の変化などに鑑

みますと、今後当社の支配株式の取得を目的とした提案が行われることも予想されます。

そして、かかる提案が、当社の取締役会の賛同を得ない、いわゆる｢敵対的買収｣であるこ

とも考えられるところです。 
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 当社は、そのような買収であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保･

向上に資するものであれば、これを否定するものではありません。そもそも、会社の支配

権の移動を伴う買収の提案に応じるか否かは、 終的には株主の皆様によって決定･判断

されるべき事項であると認識しております。 

 しかし、支配株式の取得行為の中には、その態様によって、当社の企業価値ひいては株

主共同の利益を害するものが存在いたします。真に当社の経営に参加する意思がないにも

かかわらず、株式を買占め、その株式について当社及びその関係者に対して高値で買取り

を要求するもの(いわゆるグリーンメーラー)、当社の経営を一時的に支配して当社の長期

継続的発展に必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を当社の

支配株式を取得した買収者やそのグループ会社等に移譲させるなど、いわゆる焦土化経営

を行うことを目的とするもの、当社の経営を支配した後に当社資産等を自ら又はそのグ

ループ会社の債務の弁済原資や債務担保に当てることを目的とするもの、あるいは当社経

営を一時的に支配して当社の将来の事業展開、商品開発等の準備資産･資金を減少させ、

当社の企業としての長期継続的発展を犠牲にして一時的な高リターンを実現させようとす

るものなどが、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する買収の例と考えられます。ま

た、当初の買付株数を例えば過半数にとどめ全株式の買付けを勧誘せず、かつその後の買

付けの条件を開示せず又は不利益に設定することで、結果として株主の皆様に株式の売却

を事実上強要したり、あるいは少数株主として残った株主の皆様の利益を害する買収も考

えられるところです。 

 当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保･向上させるためには、当社が行ってい

る事業に対する十分な理解が必要不可欠です。当社の主たる事業は高級、高付加価値、高

イメージをコンセプトとする複数のスポーツウェア・ブランドの企画、生産、販売であ

り、当社はかかるブランドのコンセプトや商品を支持し、所有、愛用することに誇りを持

つ消費者層を中核とする市場を基盤に事業展開をはかって参りました。このような特質を

有する当社のブランド事業を運営していくためには、高級、高付加価値で高イメージな商

品を創造し取扱うための優れた技術や能力と研ぎ澄まされた感性を持つ当社の従業員、関

係会社、取引先、顧客、そしてこのような性質を有する商品を支持し愛用する消費者との

間に築かれた関係等への理解が不可欠であり、買収提案者が行う買収提案(買収提案者及

び買収提案のいずれについても三 2(1)において定義します)の評価に際しても、かかる当

社の事業特性を十分斟酌する必要があります。このような理解に欠ける買収者が当社の支

配株式を取得し、短期的な経済的効率性のみを重視して、当社が築き上げた高級、高付加

価値、高イメージの商品を低価格で大量販売することにより一時的な利益をあげる反面で

当社が築き上げてきた高イメージを損なうことや、あるいは当社の一部のブランドのみを

獲得しその余については処分するなど上記の当社の事業特性に反する行為を行うことは、

まさに焦土化経営として 終的に当社の企業価値ひいては株主共同の利益が毀損されるこ

とにつながるものです。 
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 このように企業価値ひいては株主共同の利益を害する買収者に対しては、企業価値ひい

ては株主共同の利益を保護するために相当な限度で取締役会が対抗措置を発動することが

認められてしかるべきであります。しかしながら、買収提案の内容は多種多様なものがあ

りえますので、当該買収提案の内容が企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであ

るか、これを害するものであるか、にわかに判別し難い場合も存在しうるところです。当

社は、かかる買収提案が行われた場合には、まずは取締役会において買収提案者と協議、

交渉することといたしますが、買収提案者から買収提案に関する十分な情報の提供が行わ

れた上で書面による請求があった場合など一定の要件を満たす場合には、株主総会の場に

おいて、当該買収提案につき本プランによる対抗措置を発動すべきか否かを株主の皆様方

に判断して頂くことが望ましいものと考えております。 

 また、株主の皆様が、買収提案が企業価値ひいては株主共同の利益の確保･向上に資す

るものであるか否かにつき株主総会の場において適切な判断を行うことができるよう、当

該買収提案が当社株主の皆様及び当社グループの経営に与える影響、当該買収者が意図す

る当社グループの経営方針や事業計画の内容、当社グループを取り巻く多くの関係者に対

する影響等について、買収提案者から十分な情報の開示がなされるようにすることは、当

社取締役の責務と考えております。 

 かかる認識に基づき、当社は、別紙 1 記載の本プランに関する定款変更議案及び承認議

案が本定時総会において承認されることを条件として、本プランの採用を取締役会におい

て決議し、ここに開示することといたしました。なお、本定時総会において定款変更及び

承認議案を決議することにより、当社の企業価値を著しく毀損する買収に対する対抗措置

など法令上取締役会が元来有している権限の行使が制限されるものではございません。 

 

二 本プランの概要及び特徴 

 

1 本プランの概要 

 

 本プランの詳細は下記三に説明するとおりですが、手続のおおまかな流れは次頁のフ

ローチャートのとおりです。 
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本プラン発動時のフローチャート(注1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(注 1) 本フローチャートは本プランの概略をフローチャートで示したものであり、当社の企業価値を著しく毀損

する買収に対する対抗措置など、法令上取締役会が元来有している権限が行使される可能性はあります。 

(注 2) 事前手続に従って買収提案を提出した買収者が所定の約定を当社に対して行う等、一定の条件を充足した

場合には、当社は株主総会に議案を上程する。 

定款変更決議

株主総会決議

支配株式(20％)の取得を企図する者(買収者)の出現 

有効期間は 3 年間 

平 

時 

取締役会

取締役会 

取締役会

不発動確認決議

をするよう勧告 左記

以外

対抗措置の 

不発動 

新株予約権の無償割当決議及び実施

有 

 

 

事 

(原則)

(例外)

無償割当ての取り止め

又は新株予約権を無償

で強制取得 

買収者が基準日前に 

退散した場合など 

買収成立へ 

買収者は買収提案を提出

することが必要 

取締役会における不

発動確認決議が行わ

れる前、又は対抗措

置の発動を承認する

株主総会決議が否決

される前に特定買収

者に該当する者が現

れた場合 

不発動確認

決議 

新株予約権を強制取

得し株式を交付・新

株予約権の行使 

株主総会

発動決議が 

承認された場合 

発動決議が否決さ

れた場合 

買収者が株主総会に対抗措

置の発動の是非を上程する

よう要求した場合(注 2) 

特別委員会 
付議

株主総会に上程 
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(1) 買収提案書の提出 

 

 当社の支配株式の取得を企図する者(その共同保有者(証券取引法第 27 条の 23

第 5 項及び第 6 項参照)及びこれらを支配する者を含む)(｢支配権取得計画者｣)に

は、予め当社に対し書面により別紙 2 記載の情報を記載した買収提案を提出して

いただくことになります。 

 

(2) 特別委員会の勧告及び当社取締役会による決議 

 

 支配権取得計画者から買収提案が提出された場合、当社取締役会は、受領した

買収提案を特別委員会に付議します。特別委員会は、付議された買収提案につい

て、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検討し、買収提

案の受領日から 60 日(対価を円貨の現金のみとした買付上限株数を設けない買収

提案の場合)又は 90 日(上記以外の場合)の期間(但し、いずれの場合も合理的な

理由があればこれを延長することができるものとします)、これを審議します。 

 特別委員会から、当該買収提案に対して本プランによる対抗措置は採らない旨

の取締役会決議(｢不発動確認決議｣)をすべき旨の勧告がなされた場合、当社取締

役会は、原則として同勧告に従い不発動確認決議を行わなければなりません。但

し、特別委員会からかかる勧告がなされた場合であっても、当社取締役会は、か

かる特別委員会の勧告に従うことで取締役の善管注意義務に違反するおそれがあ

る等の特段の事情がある場合には、不発動確認決議を行わず、対抗措置を発動す

るか否かを株主の皆様に問うべく株主総会を招集することができるものといたし

ます。 

 不発動確認決議がなされた場合には、当該買収提案が実行されたとしても、本

プランによる対抗措置が採られることはありません。特別委員会から不発動確認

決議をすべき旨の勧告がなされない場合、取締役会は独自の判断において不発動

確認決議を行うか否かを検討します。 

 

(3) 株主総会の招集請求 

 

 買収提案者が一定の要件を具備した上で、買収提案者の行う特定の買収提案に

対し、本プランによる対抗措置を発動することの可否を問うための株主総会の開

催を請求した場合及び当社取締役会が自らの判断でかかる株主総会を開催すべき

と判断した場合には、当社取締役会は株主総会を招集します。当該株主総会にお

いて、本プランによる対抗措置の発動承認議案が否決された場合には、当該買収

提案に対しては本プランによる対抗措置の発動は行われません。 

 なお、当該株主総会の招集手続が取られた場合であっても、株主総会の開催前
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に不発動確認決議がなされた場合や、買収提案者が当該株主総会開催予定日の

15 営業日後より前の日を公開買付期間末日とする公開買付けを開始した場合、

買収者提案者が支配株式を取得した場合など一定の事由に該当する場合は、当社

は株主総会の招集手続を取りやめることができます。 

 

(4) 本プランによる対抗措置の発動 

 

 不発動確認決議がなされた場合又は本プランによる対抗措置の発動承認決議が

当社株主総会において否決された場合は、対抗措置を発動することはありません

が、それ以外の状況で、ある者が、①買付後の株券等所有割合が 20％以上とな

る公開買付開始公告を行い、公開買付開始公告を行った後 10 日間(当社取締役会

が当該期間を延長することが相当であると判断した場合には延長後の期間)が経

過した場合又は②当社の支配株式を取得又は保有した場合には、当社取締役会は

本プランによる対抗措置として、当該買収者等の権利行使に制約が付された新株

予約権の無償割当てを決議することとします。この場合、無償割当基準日時点の

株主の皆様に対して、その保有する当社株式 1 株に 1 個の割合で新株予約権が無

償で割り当てられます。 

 

2 買収防衛策の合理性を高めるための工夫(本プランにおける株主意思の反映のための

特段の措置等) 

 

 本プランの設計にあたっては、本プランの採用及び本プランによる対抗措置の発動に株

主の皆様の意思を適切に反映させ、買収提案者が事前手続に真摯に対応しているにもかか

わらず取締役会が不当に判断を引き伸ばす等して手続を濫用することのないよう公正な手

続きルールを設定する等により、買収防衛策としての合理性を高めるという観点から以下

のとおり様々な工夫をしております。 

 

(1) 本プランの導入に際する株主総会決議による承認 

 

 当社は、株主の皆様の意思を反映させるため、本プランの導入に際して、本定時総

会において、本プランの導入に関する定款変更の特別決議によるご承認及び一定の附

帯条件のもと本プランによる対抗措置を採ることに関する普通決議によるご承認(｢プ

ラン承認決議｣)をお願いすることとしております。 

 具体的には、本プランの導入に関する定款変更が特別決議によるご承認を受けるこ

とで、当社取締役会が本プランによる対抗措置を採ることにつき、当社株主総会が、

必要に応じて一定の附帯条件を付した承認決議を行う法的権限を有することとなりま

す。 
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 そして、かかる定款変更が可決されることを条件として、プラン承認決議にかかる

議案を付議しておりますので、本プランによる対抗措置をとるに際して取締役会が従

うべき附帯条件について、株主の皆様方の意思が反映されることとなります。 

 

(2) 社外役員及び外部有識者からなる特別委員会による拘束力ある不発動確認決議の

勧告 

 

 特定の買収提案に対する不発動確認決議における判断の中立性を担保するため、本

プランでは、当社社外役員及び外部有識者から構成される特別委員会が、買収提案の

内容について情報収集･検討を行い、不発動確認決議の是非について、当社社外役員

を兼任する者は当社の役員としての会社に対する法的義務を背景に、企業価値ひいて

は株主共同の利益の確保･向上の観点から検討を行います。 

 特別委員会は、当社取締役会を通じて、買収提案者に対して、買収提案に関して必

要な事項の説明を求めることができるものとされております。また、当社の費用で外

部専門家(弁護士、公認会計士、ファイナンシャル・アドバイザーその他の専門家を

含む)をその職務を補助する者として必要により選任することができるものとし、取

締役会決議であらかじめ定めた社内役員(但し、2 名を上限とする)その他必要と認め

る者を、委員会決議における議決権を有さないオブザーバーとして出席させ、慎重な

判断過程の形成に努めるものとします。 

 そして、特別委員会から当社取締役会に対し、不発動確認決議を行うべきとの勧告

決議がなされた場合には、取締役会が本プランによる対抗措置をとることの可否につ

いての株主総会を招集する場合以外は、同勧告決議に従うこととされており、不発動

確認決議の要否について社外役員及び外部有識者からなる特別委員会の判断が尊重さ

れています。 

 

(3) 不発動確認決議がなされる事由の特定 

 

 本プランでは、三 2(2)(ｱ)ないし(ｷ)に定める事項を全て充足すると認められる買収

提案に対しては不発動確認決議がなされるものとされており、取締役会による恣意的

な発動を防止するための仕組みが採られています。 

 

(4) 株主の皆様の意思を直接反映する機会の確保 

 

 本プランでは、取締役会自ら株主総会の招集が必要と判断した場合のみならず、一

定の要件を充足する買収提案者が要求してきた場合にも本プランによる対抗措置を採

るか否かを決する株主総会を開催することとしており、取締役会が判断の不当な引き

伸ばしを行うことを回避する仕組みが組み込まれているとともに、本プランによる対



 

 

 

- 8 -

抗措置の発動の可否について具体的な買収提案を前提として株主の皆様の意思を直接

反映する仕組みを採用しております。 

 

(5) 取締役の任期を 1年としかつ解任決議要件を加重していないこと 

 

 当社取締役の任期は 1 年であり、任期期差制や解任要件の普通決議からの加重等も

行っていないため、毎年取締役の選任を通じて株主の皆様の意思を反映することが可

能となっています。また、株主の方は、株主総会 1 回で取締役の選解任を通じて取締

役会の構成を完全に変更することが可能であり、新しく選任された取締役会は本プラ

ンを廃止することもできますので、その意味において株主の皆様の意思を容易に反映

することができるようになっています。 

 

(6) プラン承認決議の有効期間の設定 

 

 本プランでは、定款上の根拠を有した株主総会決議によるプラン承認決議におい

て、プラン承認決議の有効期間を本定時総会から 3 年と設定し、3 年が経過した時点

で、当社取締役会は、本プランの各条件の見直し等を含め、必要に応じて株主総会の

承認をお願いし、株主の皆様にご判断いただくことを予定しております。 

 

(7) 本プランの 1 年ごとの見直し等 

 

 本プランの効力は、原則として各期の定時株主総会後 初に開催される取締役会の

終結の時までとし、当該取締役会において、本プランの維持･改定又は廃止など随時

その内容を見直すことを基本としております。当社の取締役の任期は 1 年ですので、

毎年の取締役の改選を反映した内容となることが確保されているとともに、関連する

法制度の動向その他当社を取り巻く様々な状況に対応することが可能となります。更

に、これらの有効期間内であっても、当社定款規定及びプラン承認決議の範囲内で当

社は本プランを見直し、変更し、又は必要に応じて本プラン以外の相当な手段を採る

ことがあります。 

 

(8) 政府指針の適法性･合理性の要件をすべて充たしていること 

 

 本プランは、経済産業省及び法務省が定めた平成 17 年 5 月 27 日付｢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｣(｢政府指針｣)が示した

適法性の要件(すなわち新株予約権の不公正発行等であるとして裁判で差止めを受け

ることがないために満たすべき要件)を充足するものであります。 

 政府指針は、適法性の要件として、①株主共同の利益の確保･向上の原則、②事前
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開示･株主意思の依拠の原則、③必要性･相当性確保の原則(取締役会の権限濫用のお

それのない必要かつ相当な方法によること)を掲げております。本プランは前述の通

り株主共同の利益の確保･向上の目的で導入されるものであり、株主共同の利益の確

保･向上の原則に合致しております。また本プランは事前にその内容を詳細に開示し

ており、また導入時に定款変更及びプラン承認決議を経ることが予定されており、株

主の皆様の意思を反映することによって、事前開示･株主意思の依拠の原則にも合致

しております。 

 そして、上記(1)ないし(7)の通り、当社の本プランは合理的な運用を確保し取締役

会による濫用を防止するための種々の仕組みを設けており、必要性･相当性確保の原

則にも合致したものであります。 

 さらに本プランは、政府指針が示した合理性の要件(すなわち株主や投資家など関

係者の理解を得られるようにするための要件)もすべて充たしております。すなわ

ち、本プランはいわゆるデッドハンド型ではなく、買収者が指名し、株主総会で選任

された取締役によって構成される取締役会によって廃止することが可能です。また、

上記(6)の通り有効期間が設定されております。本プランは導入時に株主総会決議を

経ていることから、これらの点で政府指針が掲げる合理性の要件は満たしているもの

と考えておりますが、買収提案者が一定の要件を満たした場合には本プランによる対

抗措置の発動の可否について、具体的な買収提案を前提として株主総会において審議

することができるとされておりますし、さらに本プランにおいては、業務執行から独

立した社外役員及び社外有識者により構成される特別委員会による判断、発動に関す

る基準の設定等の特段の工夫が施されております。 

 

三 本プランの内容 

 

1 導入に係る手続等 

 

 当社は、本プランを採用するにあたって、定款の変更及び本プランの承認に関する

議案を本定時総会に付議いたします(議案の概要につきましては、別紙 1 をご参照下

さい)。 

 当社の企業価値を著しく毀損する買収等に対しては、企業価値ひいては株主共同の

利益の確保・向上の観点から相当な範囲で、取締役会の判断のみに従って対抗措置を

とることが可能ですが、買収提案の内容が企業価値ひいては株主共同の利益に資する

ものであるか、これを害するものであるか、にわかに判別し難い場合については、対

抗措置の発動の可否について株主の皆様の意思を適切に反映する機会を設けることが

望ましいものと考えます。 

 かかる考えに基づき、当社は、当社取締役会が本プランによる対抗措置を採ること

ができる旨を定款に明記するとともに、当該対抗措置につき、企業価値ひいては株主
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共同の利益の確保･向上の観点から相当と認められる一定の附帯条件を付して承認決

議をする権限を当社株主総会に付与する内容の定款変更議案を提出いたします。 

 そして、当該定款変更議案が可決されることを条件として、変更後の定款規定に基

づき、当社取締役会が、一定の附帯条件のもと本プランによる対抗措置を採ることに

つき承認をいただくための議案を提出いたします。 

 

2 買収提案者及び当社が準拠すべき手続 

 

(1) 買収提案の提出 

 

 当社は、本プランにおいて、支配権取得計画者が、予め当社に対して書面によ

り、支配株式の取得に関する買収提案を行うことを要求いたします。かかる提案に

は、当社の支配株式の取得を企図する者及びそのグループに関する事項、取得資金

の裏付け、取得後の当社の事業方針、対価の算定根拠、当社のステークホルダーに

与えうる影響その他下記(2)(ｱ)から(ｷ)までに記載された事項の検討に必要かつ十

分な情報として当社が合理的に求めるもの(｢必要情報｣といいます。必要情報の詳

細については別紙 2 をご参照ください)を記載していただくこととします(かかる必

要情報を具備した提案を｢買収提案｣といい、買収提案を行った者を｢買収提案者｣と

いいます)。 

 

(2) 特別委員会への付議と不発動確認決議 

 

 当社取締役会は、受領した買収提案を、当社の社外役員及び外部有識者の中から

取締役会決議で選任される 3 名以上の特別委員によって構成される特別委員会に付

議することとします。 

 特別委員会は、付議された買収提案を検討し、取締役会に対して、不発動確認決

議を行うよう勧告するか否か等を審議します。かかる審議にあたって、特別委員

は、外部専門家の意見を聞くなど慎重な意見形成に努め、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当該買収提案についての検討を行います。な

お、 初の特別委員は、原プランにおける特別委員である荒井好民氏、神谷光弘

氏、成戸應之氏及び奥村勝亮氏が、就任いたします(略歴等につきましては別紙 3

をご参照ください)。 

 特別委員会が、当該買収提案に対して不発動確認決議をすべき旨決議し、取締役

会に対してその旨を勧告した場合、当社取締役会は、原則として同勧告に従い不発

動確認決議を行わなければならないものとします。但し、特別委員会からかかる勧

告がなされた場合であっても、当社取締役会は、かかる特別委員会の勧告に従うこ

とで取締役の善管注意義務に違反するおそれがある等の特段の事情がある場合に
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は、不発動確認決議を行わず、対抗措置を発動するか否かを株主の皆様に問うべく

株主総会を招集することができるものといたします。これに対して、特別委員会が

このような内容の勧告を行わない場合には、取締役会は独自の判断において不発動

確認決議を行うか否かを検討することになります。 

 なお、以下の(ｱ)から(ｷ)までに定める事項を全て満たした内容の買収提案に対し

ては、当社取締役会は、不発動確認決議をするものとします。 

(ｱ) 下記に掲げる事由等に該当することで当社の企業価値ひいては株主共同の利

益を損なうおそれがないこと 

① 株式を買占め、その株式について当社及びその関係者に対して高値で買

取りを要求する行為 

② 当社を一時的に支配して当社の重要な資産等を移転させるなど、当社の

犠牲の下に買収提案者又はその関係者の利益を実現する経営を行う行為 

③ 当社の資産を買収提案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将来の事業展開・商品開発等に必要な資

産･資金を減少させるなど、当社の継続的発展を犠牲にして一時的な高いリ

ターンを得ようとする行為 

⑤ その他、当社の株主、取引先、顧客、従業員等を含む当社のステークホ

ルダーの利益を不当に害することで買収提案者及びその関係者が利益をあ

げる態様の行為 

(ｲ) 当該買収提案に係る取引の仕組み･内容等が、関連する法令及び規則等を遵

守したものであること 

(ｳ) 当該買収提案に係る取引の仕組み及び内容が、買収に応じることを当社株主

に事実上強要するおそれがあるものではないこと 

(ｴ) 当該買収提案を検討するために必要でかつ十分な情報が、当社の要請等に応

じて適時に提供されていること、その他、事前手続に即した真摯な対応がな

されていること 

(ｵ) 当該買収提案について当社が代替案の検討及び当社株主への提示も含めて検

討するにあたって必要とされる合理的期間(原則として、買収提案の受領日か

ら 60 日(対価を円貨の現金のみとした買付上限株数を設けない買収提案の場

合)又は 90 日(上記以外の場合)の期間を意味するものとするが、下記(3)に定

める株主総会が招集されることとなった場合これらの期間を超える合理的理

由があると当社取締役会が判断する場合はこの限りではない)が確保されてい

ること 

(ｶ) 当社の本源的価値に照らして不十分又は不適切であると認められる条件によ

る提案ではないこと 

(ｷ) その他、企業価値及び株主共同の利益の確保又は向上に適うものであると合
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理的に認められること 

 

 当社取締役会が不発動確認決議を行った場合には、当該不発動確認決議にかかる

買収提案が実行されたとしても、本プランによる対抗措置が採られることはありま

せん。 

 

(3) 株主総会における対抗措置発動の承認決議 

 

 買収提案者は、上記のとおり当社取締役会から不発動確認決議を得ることによっ

て本プランによる対抗措置の発動を回避することができますが、これ以外にも、次

の(ｱ)から(ｳ)までの要件を満たした上で、書面によって当社に対し株主総会の開催

を請求することで、自らの買収提案に対して本プランによる対抗措置を発動させる

ことの可否について株主総会の判断を仰ぐことができ、当該株主総会において本プ

ランによる対抗措置発動の承認が否決することによってかかる対抗措置の発動を回

避することができます。買収提案者がかかる要件を満たして株主総会の開催を書面

にて要求してきた場合には、取締役会は、株主総会の開催に合理的に必要とされる

期間内に、上記決議事項を議案とする株主総会を開催するものとし、かかる株主総

会において、本プランによる対抗措置の発動承認が否決された場合には、当社取締

役会は、本プランによる対抗措置の発動を行わないものといたします。 

(ｱ) 当社に対して、必要情報を具備した買収提案を書面により提出していること 

(ｲ) 買収提案にともなって公開買付けを行う場合には、買収提案の内容に沿った

公開買付けであってその公開買付期間末日を、当該公開買付者の請求に係る

株主総会開催予定日より 15 営業日以上後の日とすること又はその旨を当社に

対して約定していること 

(ｳ) 上記株主総会における決議が行われるまでは、公開買付けその他方法の如何

を問わず、当社の株券等の追加取得(売買その他の契約に基づく株券等の引渡

請求権を有すること及び証券取引法施行令第 14 条の 6 に規定される各取引を

行うことを含む)を行わないことを当社に対して約定していること(買収提案

者が(ｲ)の要件を満たす公開買付けを行うことを妨げません) 

 

 但し、買収提案者が上記の要件を満たした場合であっても、当該買収提案者にか

かる買収提案について既に取締役会が不発動確認決議を行っている場合には、重ね

て株主総会の決議を取得する必要がございませんので、かかる株主総会は招集いた

しません。 

 また、かかる株主総会の開催日以前の日において、以下のいずれかに該当する場

合には、当社取締役会は、かかる株主総会の招集手続を取り止めるものとします。

この場合、株主総会の決議が行われませんので、あらためて株主総会を招集して株
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主総会の決議を得るか、取締役会の不発動確認決議を得るのでなければ、買収提案

者は本プランによる対抗措置の発動を回避することなく当社の支配株式の取得を行

うことができません。 

(a) 当該買収提案者が上記(ｲ)又は(ｳ)に基づき当社に対して行った約定のいずれ

かに違反した場合。 

(b) 当該買収提案者が特定買収者(三 3において定義します)に該当した場合 

(c) 当該買収提案者が支配株式を取得すると当社に回復しがたい損害をもたらす

ことが明らかであると当社取締役会が合理的に認めた場合 

(d) 当該買収提案について不発動確認決議がなされた場合 

 

 なお、当社取締役会は、自らの判断においても、上記と同様の株主総会を開催す

ることができます。この場合及び当社株主総会に買収提案者が株主提案権を行使

し、本プランによる対抗措置発動の可否に関する議案を提案してきた場合の取扱い

は、上記の買収提案者が一定の要件を満たして株主総会の開催を請求する場合の取

扱いに準ずるものとします。 

 

3 新株予約権無償割当ての決議 

 

 当社取締役会は、ある者が提出した買収提案について不発動確認決議を行った場合

又は本プランによる対抗措置を発動することの承認決議が当社株主総会において否決

された場合には、当該買収提案に対して本プランによる対抗措置を発動する旨の決議

は行いません。しかしながら、これ以外の場合であって、ある者が、①買付後の当該

公開買付者の株券等所有割合(証券取引法第 27 条の 2 第 8 項に従い算出されます。以

下同じ)が 20％以上となる公開買付けに関する公開買付開始公告を行い、公開買付開

始公告を行った後、10 日間(当社取締役会が当該期間を延長することが相当であると

判断した場合には延長後の期間)が経過した場合又は②当社の支配株式を取得又は保

有した場合には、当社取締役会は、本プランによる対抗措置をとる旨を決議します。 

  

 具体的には、それらの場合、当社取締役会は、本プランによる対抗措置として、特

定買収者(本 3 項末尾において定義します)及びその関係者等(｢特定買収者等｣)による

権利行使に制約が付された新株予約権(｢本新株予約権｣)の無償割当てを決議し、無償

割当基準日時点の株主の皆様にその保有する当社株式 1 株につき 1 個の割合で本新株

予約権を無償で割り当てることといたします。 

 なお、無償割当効力発生日以前の日で当社取締役会が別途定める日までに、特定買

収者の株券等保有割合が 20％を下回った旨の大量保有報告書が特定買収者から提出さ

れた場合及びこれに類する特段の事情があると当社取締役会が認めた場合には、当社

取締役会は、特別委員会の諮問を経て、無償割当ての効力は生じない旨(場合により
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本新株予約権を無償で強制取得する旨)を決議することができます。上記に従って、

当社取締役会が無償割当ての効力は生じない旨(場合により本新株予約権を無償で強

制取得する旨)を決議する場合、 終的には株主の皆様は本新株予約権を取得又は保

有しないことになり、また、このような場合には株価の形成に影響がありうることに

ご注意ください。 

 本新株予約権の無償割当てについては、その内容等について予め開示しておくこと

が、予測可能性等の観点から株主の皆様及び投資家の皆様の利益に資するものと考え

ますので、本新株予約権の無償割当に関する内容は可能な範囲で事前に定め開示して

おくことといたします(その概要につきましては別紙 4 をご参照下さい)。 

 なお、上記に言う「特定買収者」とは、公開買付け(買付後の当該公開買付者の株

券等所有割合(証券取引法第 27 条の 2 第 8 項に従い算出されます)が 20％以上となる

ものに限ります)の公開買付開始公告を行った者(公開買付開始公告を行った後、10 日

間(当社取締役会が当該期間を延長することが相当であると判断した場合には延長後

の期間)を経過した者に限ります)又は②支配株式を取得又は保有した者(売買その他

の契約に基づき株券等の引渡請求権を有する者その他これに準ずるものとして証券取

引法施行令第 14 条の 6で定める者を含みます)を意味します。 

 

四 株主・投資家の皆様に与える影響等 

 

1 本プランの導入時に当社株主･投資家の皆様に与える影響 

 

 本プランは、買収提案に応じるか否かを判断するために必要な情報や、現に当社

の経営を担っている当社取締役会の意見を当社株主の皆様に提供することで、当社

の株主共同の利益を確保･向上させることを目的としており、当社株主･投資家の皆

様の利益に資するものであると考えております。 

 なお、本プランの導入時点においては、新株予約権の発行自体は行われませんの

で、当社株主･投資家の皆様の権利･利益に影響が生じることはありません。 

 

2 予め定める手続に準拠されない場合 

 

(1) 当社株主･投資家の皆様に与える影響 

 

 特定買収者が出現するという、合理的に考えにくい状況が仮に生じた場合でも、

本新株予約権は株主の皆様全員に無償で自動的に割り当てられるものであり、新株

予約権の割当ての申込みに伴う失権者等が生じることがありません。また、当社株

主の皆様が新株予約権を現実に行使することの手間等を勘案して本新株予約権を一

斉に取得し、その対価として行使条件を満たしている本新株予約権に対しては当社
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の株式を、その余の本新株予約権については取得に係る本新株予約権と同数の新株

予約権であって、特定買収者等の行使に制約が付されたものを交付することも可能

としております。このように本プランでは、特定買収者等に該当しない一般株主の

皆様に、持株割合の低下等を含めた株主･投資家の皆様の権利･利益に直接具体的な

影響が生じることがないよう、 善の工夫を施しております。 

 

(2) 必要となる手続 

 

 特定買収者等を除く株主の皆様が、基準日に先立ち名義書換を行わなかったため

本新株予約権の割当てを受けられない場合には、その保有株式の持株割合の低下が

起きうることになります。当社が別途プレスリリース等でご案内する内容に従い、

基準日までに名義書換手続をして頂くようお願いいたします。 

 また、新株予約権の割当てを受けた株主の皆様が、新株予約権の行使を希望され

る際には、当社所定の新株予約権行使請求書その他当社の定める書類を提出すると

ともに取得する株式１株当たり１円の払込みをお願いいたします。ただしこの点に

ついても、新株予約権の行使の手間等を勘案して、本新株予約権の強制取得を可能

としております。強制取得が行われる場合には、本新株予約権が行使可能な株主の

皆様には、新株予約権の行使を行った場合と同様に当社株式が交付されますので、

本プランはこの点でも一般株主の皆様の手間が軽減されますよう合理的配慮が施さ

れております。 

 

五 その他 

 

 本プランを採用すること及び本プランに関する議案を本定時総会に付議すること

につきましては、平成 18 年 5 月 19 日開催の当社取締役会において、取締役の全員

一致で承認されました。また社外監査役 2 名を含む監査役全員からも、同意を得て

おります。 

 

以 上 
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別紙 1 

  

定款変更及び総会決議議案の概要 

 

 

第４号議案 企業価値ひいては株主共同の利益の確保及び向上のための方策に関する定款

一部変更の件 

 

１．変更の理由 

 当社は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保及び向上させる方策の一つとし

て、当社支配株式(20%以上の株券等保有割合の株券等をいいます)の取得における事前の

十分な情報開示と相当な検討・交渉期間等の確保を目的とした新株予約権の無償割当等を

活用した方策(以下｢本プラン｣という)に関して、取締役会が本プランを採ること及びそれ

に対して株主の皆様が株主総会においてその意思を反映させることができることにつき、

定款規定の新設を提案するものであります。なお、本定款変更決議及び第５号議案に関す

る決議は、当社の企業価値を著しく毀損する買収に対する対抗措置など法令上取締役会が

元来有している権限の行使を制限するものではございません。 

 

２．変更の内容 

 定款第６条として以下の規定を追加します。 

 

(企業価値ひいては株主共同の利益の確保および向上のための方策) 

第６条 

 当社は、企業価値ひいては株主共同の利益を確保しかつ向上させることを目的とし

て、当社の 20%以上の株券等保有割合(証券取引法第 27 条の 23 第 4 項)の株券等(証券

取引法第 27 条の 23 第 1 項)を取得（売買その他の契約に基づく株券等の引渡請求権

を有することおよび証券取引法施行令第 14 条の 6 に規定される各取引を行うことを

含む。以下本条において同じ）した者およびその関係者等による行使に制約が付され

た新株予約権の無償割当て又は株主割当て(以下｢無償割当等｣という)を、取締役会決

議により行うことができる。 

② 株主総会は、前項の新株予約権の無償割当等を行うための手続について、予め承認決

議を行うことができる。当該承認決議には、企業価値ひいては株主共同の利益を確保

しかつ向上させる観点から相当と認められる一定の附帯条件を付することができる。

当該承認決議は定款第 18 条第 1 項に定める決議要件によるものとし、当該総会決議

に有効期間が付されているときで当該有効期間終了前に当該決議内容を変更する旨の

株主総会決議を行う場合には、当該変更決議は定款第 18 条第 2 項に定める決議要件

による。 
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③ 株主総会は、取締役会決議により定めた一定の場合に、当社株券等の取得に関する特

定の買収提案に対し、本条に基づく対抗措置としての無償割当等を行うことの承認決

議をすることができる。当該決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の

過半数を有する株主が出席し、かつ出席した総株主の議決権の過半数の賛成をもって

これを行う。 

 

附則 

第１条 定款第６条において言及している｢株券等保有割合｣および｢株券等｣は、証券取

引法(昭和 23 年 4 月 13 日法律第 25 号。その後の改正を含む)に改正があった場合(金融商

品取引法への改正を含む)、同改正後の規定において相当する用語に読み替えられるもの

とする。 
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総会決議事項(案) 

 

第５号議案 企業価値・株主共同の利益の確保・向上のための新株予約権を用いた方策承

認の件 

 

第４号議案｢企業価値ひいては株主共同の利益の確保および向上のための方策に関する

定款一部変更の件｣が承認されることを条件として、変更後の定款第６条の規定に基づ

き、下記第１項に定める新株予約権の無償割当等を活用した方策(以下｢本プラン｣といい

ます)を採ることにつきまして、下記第２項以下の附帯条件を付して承認することをお願

いするものであります。本プランは、企業価値ひいては株主共同の利益を確保･向上させ

る支配株式の取得が実現されることを目的として、当社の支配株式の取得にあたって事前

の十分な情報開示と相当な検討･交渉期間等を確保するための手続等を定めるものであり

ます。 

本議案承認決議の有効期間(定款第６条第 2 項に定める｢有効期間｣に該当します。以下

｢有効期間｣といいます)は、本議案承認決議後 3 年以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後 初に開催される取締役会の終結のときまでとします。ただ

し、当該取締役会の終結時に買収提案(下記第 3 項にて定める意義を有するものとします)

を行っている者又は当社の支配株式(20%以上の株券等保有割合の株券等をいいます)の取

得を企図する者であって取締役会にて定める者が現に存在している場合にはその限りで有

効期間が延長されます。本議案承認決議の効力は有効期間内に行われる本新株予約権の無

償割当等に関する各取締役会決議に及びます。また、本決議で言及されている用語の意味

は、変更後の定款第６条に定めるところに従います。 

なお、本決議において証券取引法(昭和 23 年 4 月 13 日法律第 25 号。その後の改正を含

む)の規定に言及している用語については、同法に改正があった場合(金融商品取引法への

改正を含む)、同改正後の規定において相当する用語に読み替えられるものとします。 

 

1  有効期間中、当社は、定款第６条の規定に従い、第 3 項に定める不発動確認決議が

行われておらず、かつ本プランによる対抗措置を採ることを否決する旨の株主総会決

議が行われていないにもかかわらず、当社の支配株式(20%以上の株券等保有割合(証

券取引法第 27 条の 23 第 4 項)の株券等(証券取引法第 27 条の 23 第 1 項)をいいます)

の取得を企図する者、およびその関係者として取締役会において定める者(あわせて

｢行使制限者｣といいます)による行使に制約が付された新株予約権(｢本新株予約権｣と

いいます)の無償割当等を活用した方策を採ることができるものとします。 

取締役会は、第 2 項以下の附帯条件の範囲内で、企業価値ひいては株主共同の利益の

確保・向上の視点から支配株式の取得を企図する者が事前に遵守すべき手続(かかる

取得を企図する者が予め当社に対して提出することが必要な情報に関する事項を含む

こととし、以下｢事前手続｣といいます)のほか本プランの詳細及び円滑な実行等に関
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する事項・措置を定めます。 

 

2  当社取締役会は、その決議により特別委員会を設置するものとします。特別委員会

の委員は 3 名以上とし、当社の社外役員及び外部有識者から選任されるものとしま

す。 

 

3  事前手続として、当社の支配株式の取得を企図する者(その関係者を含みます)は、

予め当社に対して、書面により、支配株式の取得に関する提案(当該提案者およびそ

のグループに関する事項、対価の算定根拠および取得資金の裏付け、取得後の当社の

経営方針と事業計画、当社のステークホルダーに与えうる影響、その他下記第４項①

から⑦に掲げる事項の検討に必要かつ十分な情報として当社が合理的に求めるものを

記載することとします。以下上記情報が記載された提案を｢買収提案｣といいます)を

行うものとします。 

  当社取締役会は、受領した買収提案を、特別委員会に付議することとします。特別

委員会は、買収提案を検討し、取締役会に対して、当該買収提案に対して本プランに

よる対抗措置は採らないという取締役会決議(｢不発動確認決議｣といいます)をすべき

旨を勧告するか否か等を審議します。なお、企業価値ひいては株主共同の利益の確

保・向上の観点から、当社取締役会が、買収提案の内容の改善のため直接又は間接に

買収提案者と交渉を行うことや、また株主に対する代替案の提示や本プラン以外の相

当な手段を採ることも妨げられません。  

  特定の買収提案に対し不発動確認決議が行われた場合は、当該買収提案に対して

は、本プランによる対抗措置が採られないことが確保されるものとします。特別委員

会から特定の買収提案につき不発動確認決議を行うべき旨の勧告決議がなされた場

合、取締役会は、当該買収提案につき定款第６条第 3 項に定める議案を上程する株主

総会を招集する場合を除いては、勧告決議に従い不発動確認決議を行うものとし、本

プランによる対抗措置は採らないものとします。 

 

４  不発動確認決議の検討は、当該買収提案が、企業価値ひいては株主共同の利益に適

うものであるか否かの観点から真摯に行われるものとします。なお、以下に掲げる事

項が全て充たされていると認められる買収提案については、不発動確認決議が行われ

るものとします。 

① 下記に掲げる事由等に該当することで当社の企業価値ひいては株主共同の利

益を損なうおそれがないこと 

(i) 株式を買占め、その株式について当社およびその関係者に対して高値

で買取りを要求する行為 

(ii) 当社を一時的に支配して当社の重要な資産等を移転させるなど、当社

の犠牲の下に買収提案者又はその関係者の利益を実現する経営を行う
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行為 

(ⅲ) 当社の資産を買収提案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 

(iv) 当社の経営を一時的に支配して将来の事業展開・商品開発等に必要な

資産・資金を減少させるなど、当社の継続的発展を犠牲にして一時的

な高いリターンを得ようとする行為 

(v) その他、当社の株主、取引先、顧客、従業員等を含む当社のステーク

ホルダーの利益を不当に害することで買収提案者およびその関係者が

利益をあげる態様の行為 

② 当該買収提案に係る取引の仕組みおよび内容等が、関連する法令および規則

等を遵守したものであること 

③ 当該買収提案に係る取引の仕組みおよび内容が、買収に応じることを当社株

主に事実上強要するおそれがあるものではないこと 

④ 当該買収提案を検討するために必要かつ十分な情報が、当社の要請等に応じ

て適時に開示されていること、その他、事前手続に即した真摯な対応がなさ

れていること 

⑤ 当該買収提案について、当社が代替案の検討および当社株主への提示も含め

て検討するにあたって必要とされる合理的期間(原則として、買収提案の受

領日から 60 日(対価を円貨の現金のみとした買付上限株数を設けない買収提

案の場合)または 90 日(上記以外の場合)の期間とするが、定款第６条第 3項

に定める議案を上程する株主総会が開催されることとなった場合等、これら

の期間を超える合理的理由があると当社取締役会が判断する場合はこの限り

ではありません)が確保されていること 

⑥ 当社の本源的価値に照らして不十分または不適切であると認められる条件に

よる提案ではないこと 

⑦ その他、企業価値ひいては株主共同の利益の確保または向上に適うものであ

ると合理的に認められること 

 

５  取締役会決議で定める要件を満たす買収提案者が、取締役会に対して、自らの買収

提案に関する定款第６条第 3 項にかかる株主総会を開催することを書面にて要求した

場合は、取締役会は、特別委員会の諮問を経た上で、株主総会の開催に合理的に必要

とされる期間内に、かかる決議事項を議案とした株主総会を開催するものとします。

ただし、当該買収提案に対し不発動確認決議が行われた場合はこの限りではありませ

ん。また、株主総会の招集手続の開始後に不発動確認決議を行った場合、その他取締

役会で定める場合には、あわせて株主総会の招集手続を取り止めるものとします。 

 上記の他、取締役会は自らの判断で上記議案を上程する株主総会を開催することが

できることとします。 
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６  第 3 項にかかわらず、買収提案者の要求または取締役会の判断に基づき、特定の買

収提案に対して、定款第６条第 3 項に定める議案を上程する株主総会の招集手続が取

られた場合(取締役会決議で定める要件を満たさなくなったこと等によって株主総会開

催日までに招集手続が取り止められた場合を除きます)は、同項の定めるところに従

い、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、か

つ出席した総株主の議決権の過半数の賛成により、当該買収提案に対して、本プラン

による対抗措置を採ることを承認する決議がなされた場合に限り、当社取締役会は本

プランによる対抗措置を採ることができるものとします。 
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別紙 2 

 

 

買収提案に記載される情報 

 

１． 買収提案者及びそのグループ(ファンドの場合は組合員その他の構成員を含む)の情報 

(1) 名称、資本関係、財務内容 

(2) (買収提案者が個人である場合は)国籍、職歴、当該買収提案者が経営、運営又は

勤務していた会社又はその他の団体(以下｢法人｣という)の名称、主要な事業、住

所、経営、運営又は勤務の始期及び終期 

(3)(買収提案者が法人である場合は)当該法人及び重要な子会社等について、主要な

事業、設立国、過去 3 年間の資本及び長期借入の財務内容、当該法人又はその

財産にかかる主な係争中の法的手続、これまでに行った事業の概要、取締役、執

行役等の役員の氏名 

(4)(もしあれば)過去 5 年間の犯罪履歴(交通違反や同様の軽微な犯罪を除く)、過去

5年間の証券取引法、商法に関する違反等 

 

２． 支配株式の取得に関する情報 

 取得の目的、方法及びその内容(支配株式の取得の対価の価額･種類、取得の時期、

関連する取引の仕組み、取得の方法の適法性、取得の実現可能性を含む) 

 

３． 支配株式の取得の対価の算定根拠(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取得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及

びその算定根拠を含む) 

 

４． 支配株式の取得の資金の裏付け(資金の提供者(実質的提供者を含む)の具体的名称、

調達方法、関連する取引の内容を含む) 

 

５． 支配株式の取得の後の当社の経営方針等 

 支配株式の取得の後の当社の経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策(株式の

売却、事業や資産の売却、合併、分割、株式交換、株式移転、会社更生、清算、現在

の資本･配当性向･配当政策･負債額･資本総額の変更、当社の会社構造･事業･経営方

針･事業計画の変更、当社の証券の取得もしくは処分、上場廃止、通例的でない取引

を含む) 

 

６． 支配株式の取得の後における当社の従業員、取引先、顧客、地域社会その他の当社に

係る利害関係者(ステークホルダー)に関する方針 
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７． 支配株式の取得にあたり買収提案者において必要な手続 

 関連した必要な政府当局の承認等、第三者の同意等、独占禁止法その他の競争法な

らびにその他会社が事業活動を行っている又は製品を販売している国又は地域の重要

な法律の適用可能性に関する状況 

 

８． その他特別委員会が合理的に必要と判断する情報 
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別紙 3 

 

特別委員略歴 

 

  荒井 好民 （あらい よしたみ） 

 略 歴 ： 昭和30年 

昭和35年 

昭和37年 

昭和46年 

昭和51年 

昭和52年 

(財)日本生産性本部 米国国務省駐在員 

米国ソニー㈱ 副総支配人兼ロス・アンジェルス事務所長 

㈱ブルーチップ 常務取締役 

㈱システムス インターナショナル 代表取締役社長 

㈱東急ホテルズインターナショナル 代表取締役社長 

㈱システムス インターナショナル 代表取締役会長(現任) 

 

  神谷 光弘 （かみや みつひろ） 

 略 歴 ： 昭和63年 

昭和63年 

平成６年 

平成９年 

平成11年 

平成15年 

弁護士登録   平成７年 ニューヨーク州弁護士登録 

西村ときわ法律事務所 入所 

デベボイス･プリンプトン法律事務所 ニューヨークオフィス勤務 

西村ときわ法律事務所 パートナー就任 

フレッシュフィールズ･ブルックハウス･デリンガー法律事務所 パートナー

スキャデン・アープス法律事務所 パートナー(現任) 

  成戸 應之 （なると まさゆき） 

 略 歴 ： 昭和39年 

昭和52年 

平成５年 

平成８年 

平成11年 

平成12年 

㈱北陸銀行 入行 

 同行 ニューヨーク支店 勤務(４年間) 

 同行 取締役 

 同行 常務取締役 

北銀ソフトウエア㈱ 代表取締役社長 

㈱ゴールドウイン 社外監査役(現任) 

 

  奥村 勝亮 （おくむら かつすけ） 

 略 歴 ： 昭和35年 

昭和45年 

昭和59年 

昭和62年 

平成４年 

平成14年 

三井物産㈱ 入社 

米国三井物産㈱ ニューヨーク本店 勤務(５年間) 

㈱チャイルド出向 専務取締役 

三井物産㈱ 関西支社 繊維部長 

㈱ヴァレンティーノ ブティック ジャパン 代表取締役社長 

㈱ゴールドウイン 社外監査役(現任) 
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別紙 4 

 

本新株予約権の無償割当に関する事項 

 

 

一 本新株予約権の内容は以下のとおりとする。 

1 新株予約権の目的となる株式の種類 

当社普通株式 

 

2 新株予約権の目的となる株式の数 

新株予約権 1個あたりの目的となる株式の数は、1株とする。 

 

3 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価格 

1 円に各新株予約権の目的となる株式の数を乗じた額 

 

4 新株予約権を行使することができる期間 

無償割当効力発生日以後の日で当社取締役会が別途定める一定期間 

 

5 行使条件 

(1) 以下の何れにも該当しないこと。 

① 特定買収者 

② 無償割当基準日時点における特定買収者の共同保有者(但し無償割当基

準日時点における特定買収者又は当該特定買収者の共同保有者の大量保

有報告書が提出されていない場合には、その直前の大量保有報告書の記

載から判断されるものとする) 

③ ①又は②のいずれかの者に対して当社の株券等を売却した者で無償割当

基準日時点の当社の株主名簿(実質株主名簿を含む)において当該株券等

に関する名義を書き替えていない者 

④ 無償割当基準日の時点で当社の株券等を保有しており、かつ①又は②の

いずれかの者に対し、当社の株券等(本新株予約権の行使又は取得によ

り将来発行されることとなる株券等を含む)の所有権又は占有権を証券

取引法第 27 条の 2 第 1 項に定める取引所有価証券市場における有価証

券の売買等(特定売買等(同項に定める意味を有する)及びクロス取引を

除く)以外の取引により移転することを約している者 

 

(2) 新株予約権者が、適用ある外国の法令上、新株予約権を行使するに際し、(i)所

定の手続の履行若しくは(ⅱ)所定の条件(一定期間の行使禁止、所定の書類の提
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出等を含む)の充足、又は(ⅲ)その双方が必要とされる場合((i)ないし(ⅲ)に定

める手続又は条件を当社が履行又は充足することを要する場合を含む)、当該新

株予約権者については、当該手続及び条件が全て履行又は充足されている場合に

限り、新株予約権を行使することができる。なお、当社が上記手続及び条件を履

行又は充足することで当該新株予約権者が新株予約権を行使することができる場

合であっても、当社としてこれを履行又は充足する義務を負わない。 

 

(3) (i)行使する者が自らの利益のために行使する場合であること、又は(ⅱ)行使す

る者が第三者のために行使する場合にあっては当該第三者が(1)及び(2)の各条件

を充足すること。 

 

(4) 当社取締役会が求めた場合に上記(1)ないし(3)の要件を満たすことについて書面

による表明・保証を提出すること。 

 

(5) 新株予約権の行使は、当社所定の新株予約権行使請求書に、行使する新株予約権

の個数、対象株式数及び住所等の必要事項その他取締役会決議により別途定めら

れる必要事項を記載し、これに記名捺印したうえ、取締役会決議により別途定め

る必要書類を添えて取締役会決議にて別途定める払込取扱場所に提出し、かつ、

上記 3 に規定する価格の全額を当該払込取扱場所に払い込むことにより行われる

ものとする。 

 

6 新株予約権行使請求の効力発生期間 

新株予約権の行使請求の効力は、上記 5(5)の規定に従い、行使に係る新株予約権行使

請求書及び添付書類が払込取扱場所に到着した時に生じるものとする。新株予約権の

行使の効力は、かかる新株予約権の行使請求の効力が生じた場合であって、かつ、当

該行使に係る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額が払込取扱場

所において払い込まれたときに生じるものとする。 

 

7 譲渡制限 

(1) 新株予約権を取得した者は、会社法 262 条又は 263 条による当社の承認のない限

り、当社に対し、当該新株予約権に係る新株予約権原簿記載事項を新株予約権原

簿に記載し、又は記録することを請求することができない。 

 

(2) 前項の承認をする機関は取締役会決議により決定される機関とする。但し特別委

員会の諮問を経るものとする。 

 

8 取得条項 
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(1) 当社は、無償割当効力発生日から 2 週間を経過した日において、新株予約権の全

部を以下のとおり取締役会決議により取得することができる。 

 

取得対価 

① 上記 5(1)に該当する者が保有する新株予約権 

取得に係る新株予約権と同数の新株予約権であって、特定買収者等の行使に

制約が付されたもの 

 

② ①以外の新株予約権者 

取得に係る新株予約権の数に、新株予約権 1 個あたりの目的となる株式の数を乗じた数の

整数部分に相当する数の当社普通株式 

(2) 当社は、当社取締役会が別途定める日において、新株予約権の全部を無償で取得

することができる。 

 

9 資本金及び準備金に関する事項 

本新株予約権の行使及び取得条項に基づく取得等に伴い増加する資本金及び資本準備

金に関する事項は、法令の規定に従い定める。 

 

10 端数 

新株予約権を行使した者に交付する株式の数に一株に満たない端数があるときは、こ

れを切り捨てる。但し、当該新株予約権者に交付する株式の数は、当該新株予約権者

が同時に複数の新株予約権を行使するときは各新株予約権の行使により交付する株式

の数を通算して端数を算定することができる。 

 

二 本新株予約権の無償割当の内容は以下のとおりとする。 

1 株主に割り当てる本新株予約権の数 

 当社普通株式(当社の有する普通株式を除く)1 株につき本新株予約権 1 個の割合で割

り当てることとし、割り当てる本新株予約権の総数は、無償割当基準日 終の当社の

発行済株式総数(但し、当社の有する普通株式の数を除く)とする。 

 

2 本新株予約権の無償割当ての対象となる株主 

 無償割当基準日の 終の当社の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された全普

通株主。 

 

3 本新株予約権の無償割当てがその効力を生ずる日 

本新株予約権の無償割当ては、無償割当効力発生日にその効力を生じる。｢無償割当

効力発生日｣は、無償割当基準日以降の日で取締役会が別途定める日とする。 


