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平成 18年 5月 19日 
各 位 

   会 社 名 川  崎  汽  船  株  式  会  社 
代表者名 取締役社長 前 川 弘 幸 

 （コード番号：９１０７） 
問合せ先 総務・法務グループ長 早坂 剛 
電  話 ０３－３５９５－５５７１ 

 
 

大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）に関するお知らせ 
 
当社は、本日開催された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する当社株券等(注 3)の買付行為、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、また市場取引、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。） に対する対応方針を、平成 18年６月
26日開催予定の当社第 138期定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）にお
いて株主の皆様からご承認されることを条件として決議しましたのでお知らせします。 
上記対応方針を決定した取締役会には、社外監査役２名を含む当社監査役４名が出席し、

いずれの監査役も上記対応方針の具体的運用が適正に行われることを条件として本対応方

針に賛成する旨の意見を述べています。 
 
注 1 ：特定株主グループとは、 

(i) 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。) およびその共同保有者 (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 項に基づく共同保有者とみなされると当社

取締役会が認めた者を含みます。以下同じとします。) または、 

(ii) 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、売買の方法によるか否かを問わず取引所有価証券市場において行わ

れるものを含みます。) を行う者およびその特別関係者 (同法第 27 条の 2 第 7 項に規定する者をいいま

す。) を意味します。 

注 2 ：議決権割合とは、 

(i) 特定株主グループが注 1の(i)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。以下同じとします。）も計算上考慮するものとします。）と
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当該保有者の準共同保有者の株券等保有割合とを合わせた割合（ただし、合算に際しては、両者の重複す

る保有株券等の数については、控除するものとします。）または、 

(ii) 特定株主グループが注 1 の(ii)記載の場合は、当該買付者およ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。 

各株券等保有割合および各株券等所有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。）およ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、半期報告書およ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。 

 
１． 当社における企業価値・株主共同の利益の向上の取組みについて 
当社は、大正 8年 4月に創立され、爾来国際海上輸送に従事してきました。この間、当社
はいくたの経営計画を策定しましたが、常に株主の皆様への安定配当体制の確立を目指し

てきました。最近では平成 16年 4月に、5ヵ年経営計画である『“K”LINE Vision 2008』
をスタートさせ、企業価値を向上させるべくさまざまな施策を実施してきましたが、中国

を中心に世界経済は大きな構造転換を遂げるところとなり、燃料油価格の大幅な高騰をは

じめ海運を取り巻く事業環境も 2 年前の想定から大きく変化するなど経営環境は刻々と変
化しています。このように事業環境ならびに収益環境が大幅に変化していく中で、本年 3
月 10 日には、まさに本年を新たな出発点として長期 Vision も含めた『“K”LINE Vision 
2008+』を新たに決定しました。 
新経営計画は、従来の『“K”LINE Vision 2008』において策定された３つの基本課題で
ある、① 企業基盤の強化による安定収益体制の確立、② 夢のある企業文化の創造と“K”
LINE ブランド価値の向上、③ コーポレート・ガバナンス体制の強化とリスクマネジメン
トの整備強化、を受け継ぎ、さらに平成 20年度の数値目標としては、運航隻数 500隻体制、
売上高 11,000 億円へと事業規模の拡大を進め、財務体質の面においても、株主資本 4,000
億円、株主資本比率約 40％および格付け A格を安定的に確保する等に努めます。また、配
当性向は連結ベースで当面は 20％を目指しています。 
また、長期 Visionとしては平成 27年以降(2010年代半ば)には、運航隻数 700隻体制、
売上高 15,000億円へ事業規模を拡張、財務体質の面でも、株主資本 7,500億円、株主資本
比率約 50%以上を視野に入れていきます。 
 
２．企業価値に関する当社の考え 
企業価値とは、会社が生み出す将来の収益の合計のことであり、株主に帰属する株主価値

とその他のステークホルダーなどに帰属する価値によって構成されます。企業価値は将来

の値の予測値であり、将来の様々な要因によって容易に変化する可能性があります。した

がって、これを正確に測定することは難しいと考えられています(企業価値研究会「企業価



 3

値報告書」)。  
また、株価と企業価値の関連性については、株価が企業価値を正確に表すのは市場が完全

な場合のみであって、将来収益を左右する貴重な情報は市場における株価に必ずしも反映

されない可能性があるため、本当の企業価値は株価と乖離している場合が多いとの認識を

持っています。 
すなわち、当社の考える企業価値は、単に株価に表されるもののみと考えるのではなく、

企業が営業活動を営むことを通じて公正な企業社会の中において作り上げられていく発展

可能性を指すものと考えています。したがって、大規模買付者による買付価格が株価を上

回っている場合であっても、大規模買付者が実現しようとする企業価値が現経営陣の目指

す企業価値を上回っているものと考える何の保証もありません。 
このように、会社の営業活動の特性に対する深い理解がなければ企業価値の正確な把握は

困難であると考えられますから、株主の皆様が大規模買付者による大量買付行為を評価す

るに際しては、大規模買付者から提供される情報のみを参考とするのではなく、当社の業

務特性に通暁した当社取締役会から提出される大規模買付行為に対する評価・見解等が極

めて大切であると考えられます。 
 
３．大規模買付ルールの目的 
 上記１．で述べた方針に沿った中長期的な企業価値の向上を目指す当社の経営にあた

っては、幅広いノウハウと豊富な経験ならびに顧客・従業員および取引先等のステークホ

ルダーとの間に築かれた関係への十分な理解が不可欠です。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企業価値を適正に判断することはでき

ません。当社は、平生より当社株式の適正な価値がいかなるものであるかについて、株主

および投資家の皆様にご理解をいただくためのＩＲ活動を目指していますが、突然大規模

買付行為がなされた時に、大規模買付者の提示する当社株式の取得対価が妥当であるかど

うかを株主の皆様が短期間の内に正しく判断するためには、大規模買付者および当社取締

役会の双方から必要かつ十分な情報が提供されることが不可欠です。さらに、当社株式を

そのまま継続的に保有することを考える株主の皆様にとっても、大規模買付行為が当社に

与える影響や、当社の従業員、関係会社、顧客および取引先等のステークホルダーとの関

係についての方針、あるいは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

や事業計画の内容等は、その継続保有を検討するうえで重要な判断材料です。 同様に、当
社取締役会が当該大規模買付行為についてどのような意見を有しているのかということも、

当社株主の皆様にとっては重要な判断材料となると考えます。 
また、株式の大規模買付の中には、その目的等から見て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、当社の取締役会や株主が買付の条件等について検討し、あるいは当社の取締役会が代

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、当社が買付者の提示した条件
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よりも有利な条件をもたらすためには買付者との交渉を必要とするもの等、当社の企業価

値・株主共同の利益に資さないものも考えられます。とくに、当社が新経営計画で基本課

題として掲げる、企業基盤の強化による安定収益体制の確立、“K” LINEブランド価値の向
上のためには、安定的な海上輸送を実現するための安全対策の継続的実施など海運事業者

としての社会的責任を全うし、顧客との間に長期的な信頼関係・取引関係を確立・維持す

ることが必要不可欠であり、これらが大規模買付者により、十分に理解され、中長期的に

確保され維持・向上されなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損される

ことになります。 
これらを考慮し、当社取締役会は、大規模買付行為に際しては、大規模買付者から事前

に、株主の皆様の判断のために必要かつ十分な大規模買付行為に関する情報を確保し、当

社取締役会が大規模買付者の提案の改善について交渉し、あるいは株主の皆様に対する代

替案の提示を行うための機会を確保し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する

大規模買付行為を抑止する仕組みが必要不可欠であると判断し、以下に定める大規模買付

ルールを設定することとしました。 
 
４．大規模買付ルールの内容 
（１） 本対応方針の内容 
当社取締役会が設定する大規模買付ルールとは、① 大規模買付者に対して、事前に当社
取締役会に対し必要かつ十分な情報の提供を求め、② 大規模買付行為につき当社取締役会
による一定の評価期間を確保した上で、株主の皆様に当社取締役会の事業計画や代替案等

を提示、大規模買付者との交渉・協議等を行っていくための手続を定めています。 
 
（２） 必要情報の提供 
大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社代表取締役宛に、大規

模買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先および提案する大規模買

付行為の概要を明示した大規模買付ルールに従う旨の意向表明書をご提出いただくことと

し、当社はかかる意向表明書受領後 10営業日以内に、大規模買付者から当初ご提供いただ
くべき本必要情報のリストを当該大規模買付者に交付します。 
具体的には、まず大規模買付者に、当社取締役会に対して、当社株主の皆様の判断および

当社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な情報(以下、「本必要情報」といいま
す。) の提供を要請します。本必要情報の具体的内容は大規模買付者の属性および大規模買
付行為の内容によって異なりますが、一般的な項目は以下のとおりです。 
① 大規模買付者およびそのグループの概要（大規模買付者の事業内容、当社の事業と同
種の事業についての経験等に関する情報を含みます。） 
② 大規模買付行為の目的および内容 
③ 当社株式の取得対価の算定根拠および取得資金の裏付け 
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④ 当社の経営に参画した後に想定している経営方針、事業計画、財務計画、資本政策、
配当政策、資産活用策等（以下、「買付後経営方針等」といいます。） 
⑤買付等の後における当社の社員、取引先、顧客その他当社に係る利害関係者の処遇方

針 
なお、当初に提供された情報を精査した結果、それだけでは当社株主の皆様の判断または

当社取締役会としての意見形成のためには不十分であると認められる場合には、当社取締

役会は、大規模買付者に対して本必要情報が揃うまで重ねて情報提供を求めます。大規模

買付行為の提案があった事実および当社取締役会に提供された本必要情報は、当社株主の

皆様の判断のために必要であると認められる場合には、適時・適切と判断される時点で、

その全部または一部を開示します。 
 
（３） 評価期間の確保 
次に、当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取

締役会に対し本必要情報の提供を完了した後、60日間( 対価を現金(円貨)のみとする公開買
付けによる当社全株式の買付の場合)または 90日間(その他の大規模買付行為の場合)を取締
役会による評価・検討、交渉および意見形成ならびに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。）として与えられるべきものと考えます。 
従って、大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとします。

取締役会評価期間中、当社取締役会は独立の外部専門家等の助言を受けながら、提供され

た本必要情報を十分に評価･検討し、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公表

します。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善につ

いて交渉し、当社取締役会として当社株主の皆様に対し代替案を提示することもあります。 
 
（４） 特別委員会の設置 
当社取締役会は、本対応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、特別委員会規程（概要につきましては、別紙 2をご参照ください。）
を採択するとともに、特別委員会を設置することを決議しました。特別委員会の委員は３

名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独

立している（注 4）当社社外監査役および社外有識者（注 5）の中から選任します。設立当
初における特別委員会委員には、次の５氏が就任する予定です。 
古河潤之助氏（現 古河電気工業株式会社取締役相談役） 

小 林 俊氏（現 ニッセイ情報テクノロジー株式会社 取締役社長、元日本生命保険相互会社 常務取

締役） 

重田晴生氏（現 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科教授・弁護士 

      なお、同氏は本年 6月 26 日開催の定時株主総会における承認を条件に、補欠監査役に選任

予定です。） 



 6

村井隆次氏 （社外監査役） 

山下健悟氏 （社外監査役） 

 
本対応方針においては、以下５．(1) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合に
は、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません、５．(2) 大規模買付者
が大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、対抗措置をとる場合があります、という

形で対抗措置発動にかかる客観的な要件を設定しておりますが、５．（1）に記載のとおり
例外的に対抗措置をとる場合、ならびに上記５．(2) に記載のとおり対抗措置をとる場合な
ど、本対応方針にかかる重要な判断に際しては、原則として特別委員会に諮問することと

し、当社取締役会はその勧告を最大限尊重するものとします。 
 
注 4 ：独立性とは、 

業務執行の任にはない状態を指します。 
注 5 ：社外有識者とは、 

経営経験豊富な企業経営者、弁護士、公認会計士、会社法等を主たる研究対象とする学識経験者、また

はこれらに準ずる者を対象として選任するものとします。 

 
５．大規模買付行為がなされた場合の対応方針 
（１） 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合 

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大

規模買付行為に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明し、あ

るいは代替案を提示することにより、当社株主の皆様を説得するに止め、原則として当

該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。大規模買付者の買付提案に応ずるか

否かは、当社株主の皆様が当該買付提案および当社が提示する当該買付提案に対する意

見、代替案等をご考慮の上、ご判断いただくことになります。 
ただし、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が

明らかに濫用目的によるものと認められ、その結果として会社に回復し難い損害をもた

らすなど、株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、次項と同様の状況に

あるとの認識に立ち、取締役の善管注意義務に基づき、例外的に新株予約権の割当等、

当社株主の皆様の利益を守るために会社法その他の法律および当社定款が認める対抗

措置を取ることがあります。当該大規模買付行為が株主共同の利益を著しく損なうか否

かの検討および判断については、その判断の客観性および合理性を担保するため、当社

取締役会は、大規模買付者の提供する買付後経営方針等を含む本必要情報に基づいて、

外部専門家等の助言を得ながら当該大規模買付者および大規模買付行為の具体的内容

（目的、方法、対象、取得対価の種類・金額等）、さらに当該大規模買付行為が株主共

同の利益に与える影響等を検討し、特別委員会の勧告を得た上で決定することとします。 
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（２） 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合 

大規模買付者による大規模買付の態様が、以下のいずれかに該当すると認められる場

合は、具体的な買付方法のいかんにかかわらず、当社取締役会は、株主共同の利益を守

ることを目的として、新株予約権の割当等、会社法その他の法律および当社定款が認め

る対抗措置をとり大規模買付行為に対抗する場合があります。 
 

（3） 特別委員会に対する諮問 

 (１)および(２)において対抗措置をとる場合には、下記の要件に該当するかどうかに
ついて、あらかじめその適否を特別委員会に諮るものとします。 
(a) 大規模買付ルールが遵守されなかった場合 
(b) 下記に掲げる行為により、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である場合 
① 真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で
株式を会社関係者に引き取らせる目的で、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事業経営上必要な資産または知的財産権、ノ
ウハウ、企業秘密情報、主要取引先および顧客等を大規模買付者やそのグループ会社

等に廉価で移譲させるなど、当社の犠牲の下にいわゆる焦土化経営を行うような行為 
③ 会社経営を支配した後に、当社の資産を大規模買付者およびそのグループ会社等の
債務の担保および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不動産、有価証
券など高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって、一時的な高配当をさせ

るかあるいは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（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) 当社株主の皆様に対して、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（買付対価の価額・種類、買付の時期、買付方法の適法性、買付実行の蓋
然性、買付後における当社の従業員、取引先、顧客その他当社に係る利害関係者の処遇

方針等を含みます。）が当社の本源的価値に鑑み不十分または不適当な買付である場合 
(g) 買付者等による買付後の経営方針または事業計画の内容が不十分または不適当であ
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るため、海運業の安全性もしくは公共性が阻害されまたは顧客の利益に重大な支障をき

たすおそれのある買付である場合 
具体的にいかなる手段を講ずるかについては、その時点で最も適切と当社取締役会が

判断したものを選択することとします。具体的対抗措置として新株予約権の無償割当を

する場合の概要は別紙１に記載のとおりですが、実際に新株予約権の無償割当をする場

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

行使条件とするなど、対抗措置としての効果を勘案した行使期間および行使条件を設け

ることとします。 
なお、機動的に新株予約権の無償割当ができるように新株予約権の発行登録を行いま

す。 
 
６．株主・投資家に与える影響等 
（１）大規模買付ルールが株主・投資家に与える影響等 

大規模買付ルールは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応ず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提供し、さらに

は当社株主の皆様が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。こ

れにより、当社株主の皆様は、十分な情報のもとで、大規模買付行為に応ずるか否かに

ついて適切な判断をすることが可能となり、そのことが株主共同の利益の保護につなが

るものと考えます。従いまして、大規模買付ルールの設定は、当社株主および投資家の

皆様が適切な投資判断を行う上での前提となるものであり、当社株主および投資家の皆

様の利益に資するものであると考えています。 
なお、上記５．において述べたとおり、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守する

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ますので、当社株主およ

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ください。 
 
（２）対抗措置発動時に株主・投資家に与える影響等 

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、当社取締役会は、株主

共同の利益を守ることを目的として、会社法その他の法律および当社定款により認めら

れている対抗措置をとることがありますが、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および当社株主全体の利益を著しく損なうと

認められるような大規模買付行為を行なう大規模買付者を除きます。）が法的権利また

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いません。

当社取締役会が具体的対抗措置をとることを決定した場合には、法令および証券取引所

規則に従って適時適切な開示を行います。 
なお当社取締役会において、新株予約権の無償割当を実施することを決議した場合に

は、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
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に新株予約権が無償にて割当てられますので、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頂く必要があります。 

新株予約権の無償割当後、株主の皆様においては、権利行使期間内に当社所定の必要

書類を提出した上、本新株予約権 1個当たり 1円以上の額で当社取締役会が決定する額

を払込取扱場所に払い込むことにより、1個の新株予約権につき当社株式が 1株発行さ

れることになります。 

さらに、当社が新株予約権を当社株式と引換えに取得できる旨の取得条項が設けられ

た場合には、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は本新株予約権を取得し、こ

れと引き換えに当社株式等を株主の皆様に交付することがあります。 

以上の手続きの詳細につきましては、実際に新株予約権の無償割当をすることになっ

た際に、法令に基づき別途お知らせします。 
 

７ ．大規模買付ルールの適用開始、有効期間、継続および廃止 
本対応方針は、本定時株主総会において株主の皆様から承認・可決いただくことを条件に

効力が発生します。 
本対応方針の有効期間は本定時株主総会の日から３年間（平成 21年 6月に開催予定の当
社定時株主総会の時まで。）とし、本対応方針の継続（一部修正した上での継続を含む。）

については、別途当社株主総会の承認を経ることとします。 
また、本対応方針は、本定時株主総会により承認された後であっても、① 当社株主総会
において本対応方針を廃止する旨の決議が行われた場合、② 当社の株主総会で選任された
取締役で構成される当社取締役会により本対応方針を廃止する旨の決議が行われた場合に

は、本対応方針はその時点で廃止されるものとします。 
 
 
 

以 上 
 
 
 
 
付記： 
当社の取締役会は、現時点において当社株式に関わる具体的な買収兆候があるとの認識を

得ているわけではありません。 
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（別紙１） 
新株予約権の概要 

 
１．新株予約権の割当方法（新株予約権無償割当） 

会社法第277条、第278条および第279条の規定により、当社取締役会が新株予約権の無償

割当の決議（以下、「新株予約権無償割当決議」という。）において割当期日として定め

る日（以下、「割当期日」という。）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（ただし、同時点において当社の保有する当

社普通株式の数を除く。）1 株につき新株予約権1 個の割合で、新株予約権を割当てる。 

 

２．割当てる新株予約権の総数 
割当期日における当社の最終の発行済株式数（ただし、同時点において当社の保有する

当社普通株式の数を除く。）を上限とする。なお、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。 
 
３．新株予約権無償割当がその効力を生ずる日 
当社取締役会が別途定める日とする。 

 
４．新株予約権の目的となる株式の種類 
新株予約権の目的となる株式の種類は、当社普通株式とする。 

 
５．新株予約権の目的となる株式の総数 

(a) 新株予約権 1個当りの新株予約権の目的となる株式の数は、当初１株とする。 
(b) 新株予約権の目的となる株式の総数は、割当期日における当社の最終の発行済株式総
数（ただし、同時点において当社の保有する当社普通株式の数を除く。）を当初の上

限とする。 
 
６．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法 
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は 1円以上とする。 

 
７．権利行使期間 
新株予約権の無償割当の効力発生日から 6 ヶ月を経過するまでの期間の範囲で、当社取
締役会が別途定める期間とする。 
 
８．新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金および資本準備

金 
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新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合における増加する資本金の額は、

会社計算規則（平成 18年法務省令第 13号）第 40条に従い算出される資本金等増加限度額
全額とし、資本準備金は増額しないものとする。 
 
９．譲渡制限 
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 

 
10．行使条件 
大規模買付者およびその一定の関係者その他として次の各号に定める者は、新株予約権を

行使することができない。詳細については新株予約権無償割当決議において当社取締役会

で別途定めるものとする。 
(ｱ)特定大量保有者（注 1） 

(ｲ)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む。）、 

(ｳ)特定大量買付者（注 2）、 

(ｴ)その特別関係者 

(ｵ)上記(ｱ)ないし(ｴ)記載の者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ずに譲り受け

もしくは承継した者 

(ｶ)上記(ｱ)ないし(ｵ)記載の者の関連者（注 3） 

 
（注 1）「特定大量保有者」とは、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％以上となると当社取締役会が認めた者をいう。 

（注 2）「特定大量買付者」とは、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(ｳ)において同じとする。）の買付け等（同法同条項に定義される。以下

同じ。）の開始の公告をおこなった者で、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とその者の特別関

係者の株券等所有割合とを合計して 20％以上となる者をいう。 

（注 3）ある者の「関連者」とは、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

支配下にある者として当社取締役会が認めた者、また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。 

 
11. 取得条項 
当社は、取締役会決議により別途定める日をもって、新株予約権のうち前項の規定によっ

て新株予約権を行使できない者の新株予約権を除いた新株予約権を取得することができる。

この場合には、当社は当該新株予約権を取得するのと引換えに、当該新株予約権の新株予

約権者に対して、新株予約権 1個当たり当社普通株式 1株を交付する。 
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また、当社は新株予約権の権利行使期間の初日の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、当社取締役会が別に定

める日において、全ての新株予約権を無償で取得することができる。 
 
12. 合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）・吸収分割・新設分割・株式交換・株式
移転時の新株予約権の交付及びその条件に関する事項 
当社取締役会が別途定めるところによる。 

 
13. 目的株式数の調整 
新株予約権の割当後、株式の分割もしくは株式の併合、または株式無償割当、合併等当社

の発行済株式数に変更もしくは変更の可能性が生ずる行為を行う場合は、所要の調整を行

うものとする。 
以 上 
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（別紙２） 
特別委員会規程の概要 

 
・特別委員会は、当社取締役会の決議により設置される。 
 
・特別委員会の委員は３名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務

執行を行う経営陣から独立している当社社外監査役および社外有識者の中から、当社取締

役会が選任する。 
 
・特別委員会は、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

由および根拠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、この特別委員会

の勧告を最大限尊重して、最終的な決定を行う。 
① 買収に対抗するための新株予約権の無償割当等、会社法その他の法律および当社定款
が認める対抗措置の発動 

② 買収提案者との事後交渉に基づく新株予約権の取得、割当中止その他の対抗措置の廃
止 

③ 前二号に準ずる重要な事項 
④ その他、当社取締役会が特別委員会に勧告を求める事項 

 
・特別委員会は、弁護士、証券会社、投資銀行その他外部の専門家に対し、当社の費用負

担により助言を求めることができる。 
 
・特別委員会決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行う。 
 

以上 
 


