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当社株式の大規模な取得に対する対応策（買収防衛策）の導入について 

 

当社は、本日開催の当社取締役会において、平成１８年６月２３日開催予定の当社定時株主

総会（以下「本件定時株主総会」といいます。）における当社株主の皆様のご承認を条件に、

当社の企業価値および株主共同の利益を維持し、向上させることを目的として、当社取締役会

の事前の賛同を得ない特定の株主による当社株式の保有割合が２０％以上となるような当社

株式の大規模な取得に対する対応策（以下「本件防衛策」といいます。）を導入することを決

議しましたので、お知らせします。 

 

１．当社の企業価値・株主共同の利益の向上の取り組みについて 

 

（１）経営の基本方針 

 

当社は、「いのち」と「環境」に関連する分野において、独創的な技術を活かし、お客様

のニーズに合った特長ある製品とサービスを提供することによって、世界に貢献することを

経営理念としています。そして、この理念を開発、生産、販売、管理等のすべての過程にお

いて徹底してまいりました。 

とくに、当社の固有技術である流体技術、制御技術、計測技術、高圧技術および複合材技

術をベースとして、人工腎臓装置、工業用特殊ポンプ、発電所向け水質調整装置、航空機用

複合材製品など、医療分野や基幹産業分野などの公共性の高い分野において、安定した財務

基盤と高い技術のもとで、ユニークな製品・サービスを開発し、提供してきました。 

さらに、企業の社会的責任を自覚し、透明性の高い経営に努めることを通じて、業績を向
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上させ、広く株主の皆様、お客様、お取引先、従業員からの信頼を高め、企業価値と株主共

同の利益の向上に努めております。 

 

（２）中長期的な会社の経営戦略 

 

事業環境と収益構造の変化に対応した経営資源の適切な配分を行ない、中長期的視点に立

った当社の体質強化と業績の向上を目指しています。 

なお、当社は、新たに３ヶ年の中期業務計画を策定し、これに基づいて戦略的事業展開、

開発強化、グローバル化、生産性向上等に取り組むことにより、企業価値と株主共同の利益

の向上にいっそう努めていきます。 

 

２． 本件防衛策の導入の目的 

 

わが国の資本市場においては、株主、投資家等に対する情報開示や、対象となる会社の経営

陣との十分な協議を経ることなく、大量の株式を一方的に取得する事態が発生するようになっ

てきております。 

当社は、株式会社の支配権の移転をともなう提案の判断は、 終的には株主の皆様によって

行なわれるべきものであり、当社を買収しようとする者が出現した場合には、株主の皆様が適

切な判断を行なうために必要な情報と検討期間が与えられることが、当社の企業価値および株

主共同の利益の維持・向上のために必要であると考えています。 

そのため、当社は、当社株式を大量に取得しようとする者が出現した場合に、かかる取得を

防止すべきであるか否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つつ、かか

る株式の取得の目的、内容を事前に確認し、これが当社の株主全体の利益に反する場合にはこ

れを防ぐとともに、株式を取得しようとする者と取締役会が交渉を行なう機会を設け、株式を

取得しようとする者に当社の企業価値をより向上させる事業計画を提案させることを目的と

して、本件防衛策を導入することとしました。 

なお、平成１８年３月３１日現在、当社には、約１０，０００名の株主の皆様がいらっしゃ

いますが、その９５％以上が個人株主です。また、当社と特定の企業系列を構成する大株主は

存在しておらず、他の企業系列から独立した企業であり、また、創業者一族が大量の株式を保

有するいわゆるオーナー企業には該当いたしません。（同日現在の大株主の状況は、添付「資

料２」のとおりです。）従って、当社は、潜在的な敵対的買収に備えて本件防衛策を導入する

必要がありますが、本日現在、当社に対する具体的な敵対的買収の脅威が存在しているという

事実はありません。 
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３．本件防衛策の概要 

 

本件防衛策の概要は以下のとおりです。その詳細につきましては、後記４．から後記９．お

よび本件定時株主総会において添付「資料１」のとおり制定予定の「株式の大規模な取得に対

する防衛に関する規則」（以下「本件規則」といいます。）をご参照ください。 

 

（１）情報提供の要請のルール 

 

当社株式の大量取得行為等（後記５．の（１）で定義します。）が行なわれる場合、当社

は、大量取得者等（後記５．の（１）で定義します。）に対し、事前に当該大量取得行為等

に関する本件情報（後記５．の（２）で定義します。）の記載を含む大量取得提案書（後記

５．の（２）で定義します。）の提供を求めます。大量取得者等には、当社からかかる要請

を受領した後１０営業日以内に、大量取得提案書を当社取締役会宛に提出していただきます。

当社は、受領後遅滞なく、かかる大量取得提案書を後記（２）の独立委員会に送付します。 

独立委員会は、大量取得者等が提出した情報が不十分であると判断した場合には、そのつ

ど、大量取得者等に対し、適宜合理的な回答期間を定めた上、自らまたは当社取締役会を通

して情報を追加するよう書面により要請することができるものとします。この場合、大量取

得者等においては、当該期限までにかかる情報を追加的に提供していただきます。 

独立委員会は、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点より大量取得者

等による取得行為について検討を行なうものとします。その検討期間は、大量取得者等から

の大量取得提案書および上記の追加情報の提供が完了したと独立委員会が認めた日から、原

則として円貨による公開買付けによる取得行為については 長６０日間、それ以外の取得行

為については 長９０日間とします。また、当社取締役会が大量取得者等に対して大量取得

提案書の提出を要請した日から１０営業日以内に、合理的な理由なくして大量取得者等が大

量取得提案書を提出しない場合には、独立委員会は、かかる大量取得行為等を後記５．の（４）

(e)記載の本件規則に定める手続を遵守しない取得行為に該当すると判断することができ、

本件新株予約権を発行することが適切であると判断した場合には、当社取締役会に対し、本

件新株予約権を発行するよう勧告するものとします。 

 

（２）独立委員会の設置 

 

当社は、本件防衛策に関して取締役が恣意的な判断を行なうことを防止するために、当社
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の取締役から独立した独立委員会を設置します。当社が本件防衛策に関連して意思決定を行

なう際には、独立委員会に対してその意見を求め、独立委員会の意見・勧告を 大限尊重し

て意思決定を行ないます。 

 

（３）新株予約権の発行の手続 

 

大量取得者等が本件防衛策において定められた手続に従うことなく当社の株式を取得す

る等、取得行為が当社の企業価値および株主共同の利益を著しく損なうと判断された場合、

当社は、当該大量取得者等による権利行使が認められない新株予約権を、その時点のすべて

の株主に対して株主割当ての方法により発行します。また、当社は、かかる新株予約権の発

行に代えて、新株予約権の無償割当て等の方法を用いる場合があります（以下、発行された

新株予約権を「本件新株予約権」といいます。）。本件新株予約権の主な内容は、後記６．

記載のとおりです。 

 

（４）本件新株予約権の行使の手続 

 

本件防衛策に従って本件新株予約権が発行された場合、大量取得者等以外の株主の皆様が

本件新株予約権を行使し（または取得条項付の新株予約権である場合には行使の手続を経る

ことなく）、当社株式を取得されることとなります。この場合、大量取得者等が保有する株

式の議決権割合が低下することになります。 

 

４．独立委員会の設置手続とその権限および検討手続 

 

（１）設置手続 

 

独立委員会の委員の人数は３名以上とし、社外取締役、社外監査役および当社と特別な利

害関係のない有識者の中から取締役会が選任します。当初の独立委員会の委員は、当社の社

外監査役２名と当社と特別な利害関係のない有識者１名とします。 

独立委員会の委員の任期は１年とします。ただし、取締役会の決議により別段の定めをし

た場合には、この限りではありません。 

独立委員会の委員は、当社との間で、当社に対する善管注意義務に関する条項を含む契約

書を締結します。 

 

（２）独立委員会の権限および検討手続 
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独立委員会は、以下の各号に記載される事項について協議の上で決議し、その結果を当社

に対する勧告として、その理由・根拠とともに取締役会に提示します。取締役会は、かかる

勧告を 大限尊重して 終的な決定を行なうものとします。 

(a) 大量取得者等による買収提案の内容が濫用的取得行為（後記５．の（４）で定義しま

す。）に該当するか否か 

(b) 本件規則に基づく新株予約権の発行もしくは不発行の適否 

(c) 本件規則に基づく新株予約権の発行の中止または消却の適否 

(d) 本件規則に基づく独立委員会による検討期間の延長の要否 

(e) 本件防衛策の廃止または変更の適否 

(f) その他取締役会が判断すべき事項のうち、取締役会が独立委員会に諮問した事項 

取締役会および独立委員会の委員はそれぞれ、大量取得者等が出現した場合その他合理的

に必要と認める場合には、いつでも独立委員会を招集することができます。 

独立委員会の決議は、独立委員会の委員全員が出席し、その過半数をもって行ないます。

ただし、やむを得ない場合には、独立委員会の委員の過半数が出席し、その過半数をもって

行なうことができるものとします。また、独立委員会の決議に関して特別の利害関係を有す

る独立委員会の委員は、決議に参加することはできません。 

独立委員会は、取締役会を通じて間接的に大量取得者等と協議・交渉することができ、必

要に応じ、大量取得者等に対し、大量取得行為等が当社の企業価値・株主共同の利益の維持・

向上に資するよう、その変更を求めることができます。 

独立委員会は、審議および決議を行なうにあたり、必要な情報を取得するように努め、本

件情報が不十分であると判断した場合には、後記５．の（２）のとおり、取得者に対して本

件情報を追加的に提出するよう要請することができます。また、独立委員会は、後記５．の

（３）のとおり、取締役会に対して独立委員会が必要であると判断する情報を提出するよう

要請することができます。 

独立委員会は、独立委員会が適切であると判断する時に、その判断により、本件情報の一

部または全部を公開することができます。 

独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者である投資銀行、証券会社、フィナンシャ

ル・アドバイザー、弁護士、会計士その他の専門家の助言を得ることができます。 

 

５．本件防衛策の発動に係る手続 

 

（１）対象となる取得行為 
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  本件防衛策の適用対象となる大量取得行為等とは、大量取得者等による当社の株券等[1]

の買付け等[2]その他の方法（公開買付け[3]を含みます。）による取得、その提案その他こ

れに類似する行為をいいます。 

ここでいう大量取得者とは、当社の株券等を保有[4]している者、および新たに、または

追加的に取得しようとしている者（その取得方法を問いません。）のうち、次の(a)または

(b)のいずれかが２０％以上となると当社の取締役会が判断する者をいいます。 

(a) 当該取得者および当該取得者の共同保有者[5]が保有する当社の株券等の株券等保有

割合[6]の合計 

(b) 当該取得者が保有し、または当該取得者が行なおうとしている買付け等その他の方法

(公開買付けを含みます。)により株券等を取得した後に保有することとなる可能性が

ある株券等の合計数に、当該取得者の共同保有者および特別関係者[7]が保有する株

券等の数を加えた株券等の株券等保有割合の合計 

また、上記でいう大量取得者等とは、大量取得者ならびにその共同保有者、特別関係者お

よび大量取得者がファンドの場合にはその組合員その他の構成員（そのそれぞれの直接また

は間接の親会社および子会社を含みます。）をいうものとします。 

 

（２）大量取得者等に対する情報提供の要求 

 

大量取得者等が出現した場合、取締役会は、大量取得者等に対し、大量取得行為等の実行

に先立ち、以下の(a)から(h)に定める情報（以下「本件情報」といいます。）および大量取

得者等が本件規則に従うことを遵守する旨の誓約文言を記載した日本語による書面（以下

「大量取得提案書」といいます。その書式については、別途当社の取締役会において定める

ものとします。）の提出を要請します。大量取得者等には、当社からかかる要請を受領した

後１０営業日以内に、大量取得提案書を当社宛に提出していただきます。当社は、受領後遅

                                                      
1 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。（ただし、公開買付けに係るものについて

は、証券取引法第２７条の２第１項に規定する株券等をいうものとします。）以下、本書において別段の定め

のない限り同じとします。 
2 証券取引法第２７条の２第１項に規定する買付け等をいいます。以下、本書において別段の定めのない限り

同じとします。  
3 証券取引法第２７条の２第６項に規定する公開買付けをいいます。以下、本書において別段の定めのない限

り同じとします。  
4 証券取引法第２７条の２３第４項に規定する保有をいいます。以下、本書において別段の定めのない限り同

じとします。  
5 証券取引法第２７条の２３第５項に規定する共同保有者をいいます。以下、本書において別段の定めのない

限り同じとします。  
6 証券取引法第２７条の２３第４項に規定する株券等保有割合をいいます。以下、本書において別段の定めの

ない限り同じとします。  
7 証券取引法第２７条の２３第７項に規定する特別関係者をいいます。本書において別段の定めのない限り同

じとします。  

 - 6 - 



滞なく、かかる大量取得提案書を独立委員会に送付します。 

(a) 大量取得者等の詳細 

① 具体的名称 

② 主たる営業所の所在地 

③ 代表者の氏名および住所 

④ 資本または出資の構成 

⑤ 財務内容 

⑥ 他に投資先がある場合にはその投資先および投資額 

(b) 大量取得者等による大量取得行為等の目的、方法および内容 

① 大量取得行為等の目的 

② 大量取得行為等の対価の種類および額 

③ 大量取得行為等の時期 

④ 大量取得行為等および関連する取引の仕組み 

⑤ 大量取得行為等の方法の適法性 

⑥ 大量取得行為等の実行の蓋然性 

(c) 大量取得行為等の価格の算定根拠 

① 価格の算定の前提 

② 価格の算定方法 

③ 算定に用いた数値情報および大量取得行為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とその大きさ 

④ 発生が予想されるシナジーのうち少数株主に対して分配されるシナジーの内容

およびその大きさ 

(d) 大量取得行為等の資金の裏付け 

① 資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名称 

② その主たる営業所の所在地 

③ その代表者の氏名および住所 

④ その資本または出資の構成 

⑤ その財務内容 

⑥ 資金の調達方法 

⑦ 資金の調達に関連する取引の内容 

(e) 大量取得者等の方針 

① 大量取得行為等後の当社に関する経営方針 

② 大量取得行為等後の当社の事業計画 

③ 大量取得行為等後の当社の資本政策および配当政策 
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(f) 関係者の処遇方針 

① 大量取得行為等の後における当社の従業員の処遇方針 

② 大量取得行為等の後における当社の取引先、顧客その他の当社に係る利害関係者

の処遇方針 

(g) 部分的な取得の場合、大量取得行為等の後における当社少数株主との間の利益相反を

回避する具体的方策 

(h) その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報 

独立委員会は、大量取得者等が提出した大量取得提案書中に記載された本件情報が不十分

であると判断した場合には、そのつど、大量取得者等に対し、適宜合理的な回答期間を定め

た上、情報を追加するよう要請することがあります。 

 

（３）独立委員会による大量取得行為等の検討等 

 

独立委員会は、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点より大量取得者

等による取得行為について検討を行なうものとします。その検討期間は、大量取得者等から

の大量取得提案書および上記（２）の追加情報の提供が完了したと独立委員会が認めた日か

ら、原則として円貨による公開買付けによる取得行為については 長６０日間、それ以外の

取得行為については 長９０日間とします。（ただし、合理的な理由がある場合には、独立

委員会はその検討期間を延長することができるものとします。この場合、当社は、かかる延

長の決議後速やかに情報開示を行ないます。）また、当社が大量取得者等に対して大量取得

提案書の提出を要請した日から１０営業日以内に、合理的な理由なくして大量取得者等が大

量取得提案書を提出しない場合には、独立委員会は、かかる大量取得行為等を後記（４）(e)

記載の本件規則に定める手続を遵守しない取得行為に該当すると判断することができます。 

かかる検討に際し、独立委員会は、大量取得者等から提出された大量取得提案書の内容と

当社の取締役会の事業計画・企業評価等との比較検討等を行なうために、当社の取締役会に

対しても、適宜、大量取得行為等の内容に対する意見、その根拠資料その他独立委員会が必

要であると判断する情報を提出するよう要請することができます。 

また、独立委員会は、必要に応じ、取締役会を通じて間接的に取得者と協議・交渉するこ

とができ、取得者に対し、大量取得行為等が当社の企業価値・株主共同の利益の維持・向上

に資するよう、その変更を求めることができるものとします。 

独立委員会が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資する判断を行なうことを確保

するために、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者である投資銀行、証券会社、フ

ィナンシャル・アドバイザー、弁護士、会計士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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なお、独立委員会は、独立委員会が適切であると判断する時に、その判断により、本件情

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、株主の皆様に対する情報

開示を行ないます。 

 

（４）独立委員会による勧告 

 

Ⅰ．独立委員会が本件新株予約権の発行を勧告する場合 

 

独立委員会は、その協議の結果、大量取得者等による株券等の取得行為が以下に定める

場合（以下「濫用的取得行為」いいます。）に該当し、本件新株予約権を発行することが

適切であると判断した場合には、取締役会に対し、本件新株予約権を発行するよう勧告す

るものとします。 

ただし、独立委員会は、いったん本件新株予約権の発行の勧告をした後も、その勧告の

前提となった事実が消滅した場合や、事情の変更によって本件新株予約権の発行または行

使が不適切であると判断した場合には、本件新株予約権の発行の中止またはその消却など、

独立委員会が適切であると判断する勧告を行なうものとします。 

(a) 当社の企業価値および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り、

株主共同の利益に反する取得行為（以下のものが含まれますが、これらに限られませ

ん。） 

① 株式を買い占め、またはその株式を高値で買取るよう要求する行為 

② 当社の資産を大量取得者等の債務の担保や弁済原資として流用する行為 

③ 当社の経営を一時的に支配し、当社の犠牲の下に大量取得者等の利益を実現する

行為 

④ 当社の経営を一時的に支配し、資産を処分する等の方法で生じた剰余金をもって、

一時的に高額の配当を行なわせるか、一時的な高額の配当による株価の急上昇の

機会をねらって株券等を高値で売り抜ける行為 

(b) 当社の従業員、取引先その他の利害関係者との関係を破壊し、当社の企業価値および

株主共同の利益に反する重大なおそれを生じさせる取得行為 

(c) 取得行為の条件が不十分または不適当な取得行為（これには、対価の内容、取得行為

の時期、方法、取得行為の後の当社の従業員、取引先その他の当社に係る利害関係者

の処遇方針等が不適切な場合や、取得行為の実行の蓋然性が低い場合が含まれます。） 

(d) 強圧的二段階買付けその他、当社の株主に対して株式の売却を事実上強要するおそれ

のある取得行為 

(e) 本件規則に定める手続を遵守しない取得行為（これには、上記（３）記載のとおり、
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当社取締役会が大量取得者等に対して大量取得提案書の提出を要請した日から１０

営業日以内に、合理的な理由なくして大量取得者等が大量取得提案書を提出しない場

合が含まれます。） 

(f) 当社に、当該取得行為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

い取得行為 

(g) 当社の株主に対して、本件情報その他取得行為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、または提供された場合であっても不十分な提供である場

合 

(h) その他、独立委員会が著しく不合理・不適切と判断する態様において行なわれる取得

行為 

 

Ⅱ．独立委員会が本件新株予約権の不発行を勧告する場合 

 

独立委員会が、その協議の結果、大量取得者等による株券等の取得行為が、当社の企業

価値および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り、株主共同の利益

に反する取得行為や、当社の従業員、取引先その他の利害関係者との関係を破壊し、当社

の企業価値および株主共同の利益に反する重大なおそれを生じさせる取得行為などとい

った濫用的取得行為に該当しないなど、本件新株予約権を発行することが適切ではないと

判断した場合には、当社の取締役会に対し、本件新株予約権を発行しないよう勧告すると

ものとします。 

ただし、独立委員会は、その勧告の前提となった事実関係等に変動が生じ、大量取得者

等による株券等の取得行為が濫用的取得行為に該当することとなった場合には、本件新株

予約権の発行を含む別個の判断を行ない、これを当社取締役会に勧告することができるも

のとします。 

 

（５）取締役会の決議 

 

当社の取締役会は、独立委員会の上記勧告を 大限尊重して、遅滞なく本件新株予約権の

発行の有無その他に関する決議を行ないます。 

なお、当社取締役会は、本件新株予約権の発行を決議する場合、株主割当てにより本件新

株予約権を発行する方法のほか、新株予約権の無償割当ての方法を用いること、取得条項を

付することのほか、独立委員会の勧告を 大限尊重して、本件新株予約権の内容および発行

方法を決定することができるものとします。 
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６．本件新株予約権の概要 

 

本件防衛策に基づく、本件新株予約権の概要は以下のとおりです。 

 

（１）割当対象株主および割当数 

 

新株予約権の発行に関する決議において取締役会が定める日（以下「割当期日」といいま

す。）の 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、その保有

株式（ただし、当社の保有する自己株式を除きます。）１株につき２個を上回らない割合で、

本件新株予約権を割り当てます。 

 

（２）本件新株予約権の目的とする株式の種類および数 

 

本件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、本件新株予約権の行使によ

り当社普通株式を交付する数は、原則として１株とします。 

 

（３）本件新株予約権の総数 

 

割当期日における 終の当社の発行済株式数（ただし、その時点において当社の有する当

社株式の数を除きます。）の２倍を上限とします。 

 

（４）本件新株予約権の発行価額 

 

無償とします。 

 

（５）本件新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額 

 

新株予約権の株主割当てによる発行の場合、本件新株予約権の行使により交付される当社

普通株式１株当たりの払込金額は、１円とします。 

 

（６）本件新株予約権の行使期間 

 

本件新株予約権の発行日（ただし、本件新株予約権の発行決議において取締役会が別途こ

れに代わる日を定めた場合には当該日）を初日とし、１ヶ月間から３ヶ月間までの範囲で新
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株予約権の発行決議において取締役会が定める期間とします。ただし、行使期間の 終日が

払込取扱場所の休業日にあたるときは、その翌営業日を 終日とします。 

 

（７）本件新株予約権の行使条件 

 

以下の者は、原則として本件新株予約権を行使することができないものとします。 

(a)  大量取得者等（ただし、自己の意思に基づかず要件に該当するに至った者等、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または株主共同の利益に反し

ないと認めた者を除きます。） 

(b)  (a)にかかわらず、適用される法令上、本件新株予約権を行使することが違法ないし不

適切であると取締役会が認めた者 

新株予約権を有する者が本条の規定に従い新株予約権を行使することができない場合で

あっても、当社は、当該新株予約権を有する者に対して、損害賠償責任その他の責任を一切

負わないものとします。 

 

（８）本件新株予約権の譲渡 

 

本件新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとします。 

 

（９）本件新株予約権の消却 

 

当社は、取締役会の決議によりいつでも、本件新株予約権を消却することができるものと

します。 

 

（１０）取得条項 

 

当社は、本件新株予約権を、取得条項付の新株予約権とすることができるものとします。 

 

７．本件防衛策の合理性 

 

本件防衛策は、経済産業省および法務省が平成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完全に充足し、

以下のとおり、①企業価値・株主共同の利益の維持・向上を目的としており、②株主の皆様の

意思が十分に反映されるものであるとともに、③当社が慎重かつ適切な経営判断を行なう仕組
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みが確保されており、かつ④取得者が実施しようとしている当社株式の取得に対して必要以上

の効果を持つものではないため、買収防衛策として合理的なものとなっています。 

 

（１）本件防衛策は、企業価値・株主共同の利益の維持・向上を目的としています。 

 

上記２．（本件防衛策の導入の目的）のとおり、本件防衛策は、取得者による当社株式の

取得を困難にすることではなく、取得者が出現した際に、株主の皆様に対して検討のために

必要な情報と時間を提供することを目的としています。当社は、適切な情報開示がなされ、

取得者が有する当社の経営方針や事業計画が、当社の企業価値および株主共同の利益の維

持・向上に資すると判断される場合には、取得者が当社株式を取得し、これによって当社の

支配権が移動することがあることを否定するものではありません。 

 

（２）本件防衛策は、株主の皆様の意思を 重視するものです。 

 

当社は、①当社の企業価値・株主共同の利益を毀損するような濫用的買収の類型、②本件

防衛策に基づいて新株予約権を発行する際の手続、③取締役会決議による本件防衛策の全部

または一部の廃止、④当社株式の取得に関する公平・公正で合理的な判断を確保するための

独立委員会の設置等をあらかじめ本件規則に定め、本件防衛策の導入について、以下のとお

り、本件定時株主総会において株主の皆様のご承認を得ることを予定しております。 

(a) 当社定款に「当会社は、株主総会の決議により、当会社の株式の大規模な取得によっ

て、当会社の企業価値が損なわれ、株主共同の利益が侵害されることを防止するため

に、買収防衛策に関する規則を制定することができる。」との規定を新設するとの内

容を含む定款変更議案を、本件定時株主総会に付議する予定です。 

(b) (a)による変更後の当社定款の規定に基づいて、本件規則を本件定時株主総会の普通

決議により制定することを通じて、本件防衛策の導入について株主の皆様のご承認を

得る予定です。 

加えて、本件防衛策の有効期間を１年間とすることを本件規則に定め、１年を経過した後

に本件防衛策を継続する場合には、本件規則を再度株主総会の普通決議により制定すること

を通じて、本件防衛策の存続について株主の皆様のご承認を得るプロセスを経ることとして

おります。 

このように、本件防衛策は、その導入・存続に関し、株主の皆様の意思を 重視するもの

となっております。 

 

（３）独立性の高い社外者・専門家の判断を 大限尊重します。 
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当社は、本件防衛策を導入するにあたり、当社の業務執行を行なう経営陣から独立した機

関である独立委員会を設置します。 

独立委員会は、当社と特別な利害関係のない有識者３名以上の委員によって構成され、本

件防衛策の運用に際して、中立的な立場から株主の皆様のための客観的な意見を提示する機

関です。中立的な独立委員会を設置することによって、当社の取締役会が恣意的に本件防衛

策を発動することを防止でき、本件防衛策を当社の企業価値・株主共同の利益の維持・向上

のために運用することが可能となります。 

さらに、独立委員会は、取得者の出現時には、当社の費用で第三者である投資銀行、証券

会社、フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、会計士その他の専門家の助言を得ることが

できることとされています。これにより、独立委員会の判断の公正性・合理性を、より強く

確保することが可能になります。 

 

（４）本件防衛策には、合理的な客観的要件が設定されています。 

 

本件防衛策の内容は、株主総会の普通決議によって株主の皆様のご承認をいただく本件規

則中に規定され、本件規則に定められた合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ発

動されないこととされています。かかる客観的要件を定めることにより、当社取締役会によ

る恣意的な発動を防止すると同時に、株主の皆様が本件防衛策の発動の有無を予測すること

が可能になります。 

 

８．株主の皆様への影響 

 

（１）本件防衛策の導入時 

 

本件防衛策の導入時においては、本件新株予約権の発行自体は行なわれません。従って、

本件防衛策の導入時に、株主の皆様に直接的な影響が生じることはありません。 

 

（２）本件新株予約権の発行時 

 

(a) 株主割当ての場合 

 

取締役会が設定す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２個を上回らない割合で、本件新株予約権が無償で割り当てられます。株主の皆様

は、割当てに応じて申込みを行なうことにより、新株予約権を取得します。 
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(b) 無償割当ての場合 

 

取締役会が設定す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２個を上回らない割合で、本件新株予約権が無償で割り当てられます。株主の皆様

は、申込みおよび払込みを行なうことなく、新株予約権を取得します。 

 

(c) 権利落ちの影響 

 

本件新株予約権の割当てのための権利落ち後に本件新株予約権の発行または行使が

不適切であると判断された場合には、本件新株予約権の発行の中止またはその消却な

どの措置が採られることになりますが、その場合、１株あたりの株式の価値の希釈化

が生じることを前提にして当社株式の売買を行なった投資家の皆様は、その価格の変

動により相応の影響を受ける可能性があります。 

 

（３）本件新株予約権の行使時 

 

(a) 本件新株予約権に取得条項が付されていない場合 

 

株主の皆様が、権利行使期間内に、行使価額相当の金銭を払い込まずに本件新株予約

権を行使しなかった場合、他の株主の皆様による本件新株予約権の行使により、その

株主様が保有する当社の株式が希釈化されることになります。 

 

(b) 本件新株予約権が取得条項付の場合 

 

当社が本件新株予約権を当社の株式と引換えに取得することができると定められた

場合には（取得条項付新株予約権）、当社が取得の手続を取ることにより、株主の皆

様は、払込みを行なうことなく当社の株式を取得することになります。 

 

９．新株予約権の発行に際して株主の皆様にお取りいただく手続 

 

（１）名義書換 

 

当社取締役会において、本件新株予約権を発行することを決議した場合には、当社は、本

件新株予約権の割当期日を公告します。 
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当社は、割当期日における 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

主の皆様に対し、新株予約権の株主割当ての場合には本件新株予約権の引受権を付与し、新

株予約権の無償割当ての場合には本件新株予約権を割り当てます。 

当社取締役会において本件新株予約権を発行することを決議した場合、その保有する当社

の株式について名義書換手続を行なっていない株主の皆様は、速やかに株式の名義書換手続

を行な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なっている

株券については、名義書換手続は不要です。 

 

（２）新株予約権の申込み 

 

当社は、割当期日における 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

主の皆様に対し、①本件新株予約権の引受権の付与通知、②株主割当ての場合には、本件新

株予約権の申込書の書式、および③株主割当ての場合には、当社株式の保有割合が２０％以

上である株主および本件規則中に規定される当社の一定の株主に該当しない旨の確認書の

書式を送付します。 

新株予約権の株主割当ての場合、株主の皆様は、当社の取締役会の決議で定める本件新株

予約権の申込期間内に、申込書に必要な事項を記載・捺印の上、申込取扱場所に提出するこ

とにより、本件新株予約権の申込みを行なう必要があります。当該申込期間内に申込みが行

なわれない場合には、その申込みを行なわなかった株主の皆様は申込みの権利を失い、本件

新株予約権を引き受けることができなくなります。 

新株予約権の無償割当ての場合、上記の申込手続は不要となります。割当期日における

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の皆様は、当該新株予約権の

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ります。 

 

（３）新株予約権の行使 

 

当社は、新株予約権の株主割当ての場合には申込期間内に本件新株予約権の申込みを行な

った株主の皆様、または新株予約権の無償割当ての場合には割当期日における 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の皆様に対し、①無償割当ての場合には、

当社株式の保有割合が２０％以上である株主および本件規則中に規定される当社の一定の

株主に該当しない旨の確認書の書式、および②取得条項が付されていない新株予約権である

場合には、本件新株予約権の行使請求書の書式その他本件新株予約権の行使に必要な書類を

送付します。 

本件新株予約権に取得条項が付されていない場合、権利行使期間内に、当社が定める書類
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を提出した上、本件新株予約権１個当たり１円を払込取扱場所において払い込むことにより、

本件新株予約権を行使した株主の皆様に対し、１個の本件新株予約権につき１株の当社普通

株式が発行されることになります。 

本件新株予約権が取得条項付の場合、当社が取得の手続を取ることにより、当社取締役会

が取得の対象として決定した本件新株予約権を保有する株主の皆様は、行使価額相当の金銭

を払い込むことなく、当社による本件新株予約権の取得の対価として、当社の株式を受領す

ることになります。当社は、取得条項付の本件新株予約権が無償割当てによって発行された

場合、本件新株予約権を行使した株主の皆様に対し、当社株式の保有割合が２０％以上であ

る株主および本件規則中に規定される当社の一定の株主に該当しない旨の当社が定める書

式による確認書の提出を要請します。 

 

以 上 
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資料１ 

 

日機装株式会社 

 

株式の大規模な取得に対する防衛に関する規則 

 

 

平成１８年６月２３日制定 
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第１条（本規則の目的） 

当社は、当社の企業価値・株主共同の利益の維持・向上を目的とし、これに反する当社株

式の取得またはその提案行為等を抑止するため、当社定款の「買収防衛策に関する規則」

に関する規定に基づいて当社の株主総会による決議を経た上で、敵対的買収の防衛策に関

する規則（以下「本規則」という。）を導入する。 

 

第２条（定義） 

本規則における用語の定義は以下のとおりとする。 

「買付け等」とは、証券取引法第２７条の２第１項に規定する買付け等をいう。 

「株券等」とは、当社が発行する、証券取引法第２７条の２３第１項に規定する株券等をい

う。ただし、対象取得行為等が公開買付けによる場合については、証券取引法第２７条の２

第１項に規定する株券等をいう。 

「株券等保有割合」とは、証券取引法第２７条の２３第４項に規定する株券等保有割合をい

う。ただし、対象取得行為等が公開買付けによる場合については、証券取引法第２７条の２

第８項に規定する株券等所有割合をいう。 

「強圧的二段階買付け」とは、(1)株券等のすべてまたは(2)一部の種類の株券等のすべてに

ついて譲渡を勧誘することなく、その後に行なわれる当該株券等の譲渡の条件を、当初の当

該株券等の譲渡の条件よりも不利に設定するか、または明らかにすることなく当社の株券等

の取得を試みることをいう。 

「共同保有者」とは、証券取引法第２７条の２３第５項に規定する共同保有者および同条第

６項に規定する共同保有者とみなされる者をいう。ただし、対象取得行為等が公開買付けに

よる場合については、証券取引法第２７条の２第７項に規定する特別関係者をいう。 

「公開買付け」とは、証券取引法第２７条の２第６項に規定する公開買付けをいう。 

「取得者」とは、株券等を保有している者、および新たに、または追加的に取得しようとし

ている者をいい、その取得方法を問わない。 

「大量取得行為等」とは、大量取得者等による株券等の買付けその他の方法（公開買付けを

含む。）による取得、その提案その他これに類似する行為をいう。 

「大量取得提案書」とは、第３条第１項の規定に従って、大量取得行為等の実行に先立ち、

取締役会が大量取得者等に対し提出を要請する、本件情報および大量取得者等が本規則に従

うことを遵守する旨の誓約文言を記載した日本語による書面をいい、その書式については、

別途取締役会において定める。 

「大量取得者」とは、取得者のうち、下記のいずれかが２０％以上となると取締役会が判断

する者をいう。 

(a) 当該取得者および当該取得者の共同保有者が保有する当社の株券等の株券等保有割
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合の合計 

(b) 当該取得者が保有し、または当該取得者が行なおうとしている買付け等その他の方法

（公開買付けを含む。）により株券等を取得した後に保有することとなる可能性があ

る株券等の合計数に、当該取得者の共同保有者が保有する株券等の数を加えた株券等

の株券等保有割合の合計 

「大量取得者等」とは、大量取得者ならびにその共同保有者、特別関係者および大量取得者

がファンドの場合にはその組合員その他の構成員（そのそれぞれの直接または間接の親会社

および子会社を含む。）をいう。 

「独立委員会」とは、本規則第４条に基づいて設置される独立委員会をいう。 

「取締役会」とは、当社の取締役会をいう。 

「保有」とは、証券取引法第２７条の２３第４項にいう保有を意味する。 

「保有者」とは、証券取引法第２７条の２３第１項にいう保有者および同条第３項に基づき

保有者とみなされる者をいう。 

「本件新株予約権」とは、本規則に基づいて取締役会が発行を決定する当社の新株予約権を

いう。その概要は別紙のとおりであり、詳細については本件新株予約権の発行に際して取締

役会が決定する。 

「本件情報」とは、本規則第３条に基づいて独立委員会が大量取得者等に提供を要請する以

下の情報をいう。 

(a) 大量取得者等の詳細 

① 具体的名称 

② 主たる営業所の所在地 

③ 代表者の氏名および住所 

④ 資本または出資の構成 

⑤ 財務内容 

⑥ 他に投資先がある場合にはその投資先および投資額 

(b) 大量取得者等による大量取得行為等の目的、方法および内容 

① 大量取得行為等の目的 

② 大量取得行為等の対価の種類および額 

③ 大量取得行為等の時期 

④ 大量取得行為等および関連する取引の仕組み 

⑤ 大量取得行為等の方法の適法性 

⑥ 大量取得行為等の実行の蓋然性 

(c) 大量取得行為等の価格の算定根拠 

① 価格の算定の前提 
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② 価格の算定方法 

③ 算定に用いた数値情報および大量取得行為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とその大きさ 

④ 発生が予想されるシナジーのうち少数株主に対して分配されるシナジーの内容

およびその大きさ 

(d) 大量取得行為等の資金の裏付け 

① 資金の提供者（実質的提供者を含む。）の具体的名称 

② その主たる営業所の所在地 

③ その代表者の氏名および住所 

④ その資本または出資の構成 

⑤ その財務内容 

⑥ 資金の調達方法 

⑦ 資金の調達に関連する取引の内容 

(e) 大量取得者等の方針 

① 大量取得行為等後の当社に関する経営方針 

② 大量取得行為等後の当社の事業計画 

③ 大量取得行為等後の当社の資本政策および配当政策 

(f) 関係者の処遇方針 

① 大量取得行為等の後における当社の従業員の処遇方針 

② 大量取得行為等の後における当社の取引先、顧客その他の当社に係る利害関係者

の処遇方針 

(g) 部分的な取得の場合、大量取得行為等の後における当社少数株主との間の利益相反を

回避する具体的方策 

(h) その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報 

「本件防衛策」とは、本規則に基づいて当社が導入する、当社の株式の大規模な取得に対す

る防衛策をいう。 

「濫用的取得行為」とは、本規則第６条第２項に規定する大量取得行為等をいう。 

 

第３条（本件情報の提供） 

１．大量取得者等が出現した場合、取締役会は、大量取得者等に対し、大量取得行為等の実行

に先立ち、大量取得提案書の提出を書面により要請するものとし、大量取得者等は、取締

役会からかかる要請を受領した後１０営業日以内に、大量取得提案書を取締役会宛に送付

する。取締役会は、受領後遅滞なく、かかる大量取得提案書を独立委員会宛に送付する。 

２．独立委員会は、大量取得者等が提出した本件情報が不十分であると判断した場合には、そ
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のつど、大量取得者等に対し、適宜合理的な回答期間を定めた上、自らまたは取締役会を

通して情報を追加するよう書面により要請することができる。大量取得者等は、かかる追

加情報を、情報の追加を要請した独立委員会または取締役会に提出する。 

３．独立委員会は、大量取得者等から提出された大量取得提案書の内容と取締役会の事業計

画・企業評価等との比較検討等を行なうために、取締役会に対し、適宜、大量取得行為等

の内容に対する意見、その根拠資料その他独立委員会が必要であると判断する情報を提出

するよう要請することができる。 

 

第４条（独立委員会の設置） 

１．当社は、取締役会の決議により、大量取得者等による買収提案が当社の企業価値・株主共

同の利益の維持・向上に資するか否かを検討し、本件防衛策の発動その他の事項について

判断するための諮問機関である独立委員会を設置する。 

２．独立委員会の委員の人数は３名以上とし、社外取締役、社外監査役および当社と特別な利

害関係のない有識者の中から取締役会が選任する。 

３．独立委員会の委員は、当社との間で、当社に対する善管注意義務に関する条項を含む契約

書を締結する。 

４．独立委員会の委員の任期は１年とする。ただし、取締役会の決議により別段の定めをした

場合には、この限りではない。 

５．当初の独立委員会の委員は、当社の社外監査役２名と当社と特別な利害関係のない有識者

１名とする。 

 

第５条（独立委員会の権限） 

１．独立委員会は、以下の各号に記載される事項について協議の上で決議し、その結果を当社

に対する勧告として、その理由・根拠とともに取締役会に提示する。取締役会は、かかる

勧告を 大限尊重して 終的な決定を行なうものとする。 

(a) 大量取得者等による買収提案の内容が濫用的取得行為に該当するか否か 

(b) 本規則に基づく新株予約権の発行もしくは不発行の適否 

(c) 本規則に基づく新株予約権の発行の中止または消却の適否 

(d) 本規則に基づく独立委員会による検討期間の延長の要否 

(e) 本件防衛策の廃止または変更の適否 

(f) その他取締役会が判断すべき事項のうち、取締役会が独立委員会に諮問した事項 

２．取締役会および独立委員会の委員はそれぞれ、大量取得者等が出現した場合その他合理的

に必要と認める場合には、いつでも独立委員会を招集することができる。 

３．独立委員会の決議は、独立委員会の委員全員が出席し、その過半数をもって行なう。ただ
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し、やむを得ない場合には、独立委員会の委員の過半数が出席し、その過半数をもって行

なうことができるものとする。 

４．独立委員会の決議に関して特別の利害関係を有する独立委員会の委員は、決議に参加する

ことはできない。 

５．独立委員会は、取締役会を通じて間接的に大量取得者等と協議・交渉することができ、必

要に応じ、大量取得者等に対し、大量取得行為等が当社の企業価値・株主共同の利益の維

持・向上に資するよう、その変更を求めることができる。 

６．独立委員会は、その協議および決議を中立・公平な観点から慎重に行なわなければならな

い。 

７．独立委員会は、審議および決議を行なうにあたり、必要な情報を取得するように努め、本

件情報が不十分であると判断した場合には、本規則第３条第２項の定めるところに従い、

大量取得者等に対して本件情報を追加的に提出するよう要請することができる。また、独

立委員会は、本規則第３条第３項の定めるところに従い、取締役会に対して独立委員会が

必要であると判断する情報を提出するよう要請することができる。 

８．独立委員会は、独立委員会が適切であると判断する時に、その判断により、本件情報の一

部または全部を公開することができる。 

９．独立委員会の判断が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資する判断を行なうこと

を確保するために、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者である投資銀行、証券

会社、フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、会計士その他の専門家の助言を得ること

ができる。 

 

第６条（本件新株予約権の発行に関する勧告） 

１．独立委員会は、大量取得者等からの大量取得提案書および本規則第３条第２項に定める追

加情報の提供が完了したと独立委員会が認めた日から、円貨による公開買付けによる取得

行為については 長６０日間、それ以外の取得行為については 長９０日間、大量取得者

等による大量取得行為等について検討を行なうものとする。ただし、合理的な理由がある

場合、独立委員会はその検討期間を延長することができる。 

２．独立委員会は、その協議の結果、大量取得者等による大量取得行為等が以下に定める場合

（以下「濫用的取得行為」という。）に該当し、本件新株予約権を発行することが適切で

あると判断した場合には、取締役会に対し、本件新株予約権を発行するよう勧告する。 

(a) 当社の企業価値および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り、

株主共同の利益に反する取得行為（以下のものが含まれるが、これらに限られない。） 

① 株式を買い占め、またはその株式を高値で買取るよう要求する行為 

② 当社の資産を大量取得者等の債務の担保や弁済原資として流用する行為 
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③ 当社の経営を一時的に支配し、当社の犠牲の下に大量取得者等の利益を実現する

行為 

④ 当社の経営を一時的に支配し、資産を処分する等の方法で生じた剰余金をもって、

一時的に高額の配当を行なわせるか、一時的な高額の配当による株価の急上昇の

機会をねらって株券等を高値で売り抜ける行為 

(b) 当社の従業員、取引先その他の利害関係者との関係を破壊し、当社の企業価値および

株主共同の利益に反する重大なおそれを生じさせる取得行為 

(c) 取得行為の条件が不十分または不適当な取得行為（これには、対価の内容、取得行為

の時期、方法、取得行為の後の当社の従業員、取引先その他の当社に係る利害関係者

の処遇方針等が不適切な場合や、取得行為の実行の蓋然性が低い場合が含まれる。） 

(d) 強圧的二段階買付けその他、当社の株主に対して株式の売却を事実上強要するおそれ

のある取得行為 

(e) 本規則に定める手続を遵守しない取得行為（これには、取締役会が大量取得者等に対

して大量取得提案書の提出を要請した日から１０営業日以内に、合理的な理由なくし

て大量取得者等が大量取得提案書を提出しない場合が含まれる。） 

(f) 当社に、当該取得行為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

い取得行為 

(g) 当社の株主に対して、本件情報その他取得行為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、または提供された場合であっても不十分な提供である場

合 

(h) その他、独立委員会が著しく不合理・不適切と判断する態様において行なわれる取得

行為 

３．独立委員会は、その協議の結果、本件新株予約権を発行することが適切ではないと判断し

た場合には、取締役会に対し、本件新株予約権を発行しないよう勧告する。 

 

第７条（本件新株予約権の発行） 

１．取締役会は、合理的・客観的な検討の結果、大量取得行為等が濫用的取得行為に該当する

と判断した場合には、前条に定める独立委員会の勧告を 大限尊重して、本件新株予約権

を発行することができる。また、取締役会は、合理的・客観的な検討の結果、大量取得行

為等が濫用的取得行為に該当しないと判断した場合には、本件新株予約権を発行すること

ができない。 

２．本件新株予約権の概要は別紙のとおりとする。取締役会は、本件新株予約権の発行を決議

する場合、株主割当てにより本件新株予約権を発行する方法のほか、新株予約権の無償割

当ての方法を用いること、取得条項を付することのほか、独立委員会の勧告を 大限尊重
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して、本件新株予約権の内容および発行方法を決定することができる。 

３．当社は、本件新株予約権の発行に関連して、本件新株予約権の発行登録を行なうことがで

きる。 

 

第８条（本件新株予約権の発行の中止・消却など） 

１．独立委員会は、その協議の結果、本件新株予約権を発行することが適切ではないと判断し

た場合には、本規則第６条に従い、取締役会に対し、本件新株予約権を発行しないよう勧

告する。ただし、独立委員会は、その勧告の前提となった事実関係等に変動が生じ、大量

取得者等による株券等の取得行為が濫用的取得行為に該当することとなった場合には、本

件新株予約権の発行を含む別個の判断を行ない、これを取締役会に勧告することができる

ものとする。また、独立委員会は、本件新株予約権の発行を勧告した後に、その勧告の前

提となった事実が消滅した場合や、事情の変更によって本件新株予約権の発行または行使

が不適切であると判断した場合には、本件新株予約権の発行の中止またはその消却など、

独立委員会が適切であると判断する勧告を行なうものとする。 

２．取締役会は、本規則第７条および本条に従い、合理的・客観的な検討を行なった上、独立

委員会の勧告を 大限尊重して、遅滞なく、本件新株予約権の発行の有無、内容および発

行方法、発行の中止および消却の適否等を決定する。 

 

第９条（本規則の変更） 

本規則の変更または廃止は、当社の株主総会の決議による。ただし、法令の新設または改

廃により、本規則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、 

取締役会において、当該新設または改廃の趣旨を考慮の上、当該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する。 

 

第１０条（他の買収防衛策の導入の可能性） 

取締役会は、本件防衛策以外に濫用的取得行為からの防衛を目的として、新株の発行その

他の手段を実施することができるものとする。 

 

第１１条（有効期間） 

１．本規則の有効期間は、平成１８年６月２３日から平成１９年３月に終了する事業年度に関

する定時株主総会の終結の日までとする。 

２．平成１９年３月に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の日以降、本件防衛策を

継続する場合は、株主総会の決議によるものとする。 
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別 紙 

本件新株予約権の概要 

 

１．割当対象株主および割当数 

 

新株予約権の発行に関する決議において取締役会が定める日（以下「割当期日」という。）

の 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、その保有株

式（ただし、当社の保有する自己株式を除く。）１株につき２個を上回らない割合で、

本件新株予約権を割り当てる。 

 

２．本件新株予約権の目的とする株式の種類および数 

 

本件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、本件新株予約権の行使に

より当社普通株式を交付する数は、原則として１株とする。 

 

３．本件新株予約権の総数 

 

割当期日における 終の当社の発行済株式数（ただし、その時点において当社の有する

当社株式の数を除く。）の２倍を上限とする。 

 

４．本件新株予約権の発行価額 

 

無償とする。 

 

５．本件新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額 

 

新株予約権の株主割当てによる発行の場合、本件新株予約権の行使により交付される当

社普通株式１株当たりの払込金額は、１円とする。 

 

６．本件新株予約権の行使期間 

 

本件新株予約権の発行日（ただし、本件新株予約権の発行決議において取締役会が別途

これに代わる日を定めた場合には当該日）を初日とし、１ヶ月間から３ヶ月間までの範

囲で新株予約権の発行決議において取締役会が定める期間とする。ただし、行使期間の
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終日が払込取扱場所の休業日にあたるときは、その翌営業日を 終日とする。 

 

７．本件新株予約権の行使条件 

 

以下の者は、原則として本件新株予約権を行使することができない。 

(a) 大量取得者等（ただし、自己の意思に基づかず要件に該当するに至った者等、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または株主共同の利益に反しない

と認めた者を除く。） 

(b) (a)にかかわらず、適用される法令上、本件新株予約権を行使することが違法ないし不

適切であると取締役会が認めた者 

新株予約権を有する者が本条の規定に従い新株予約権を行使することができない場合であ

っても、当社は、当該新株予約権を有する者に対して、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．本件新株予約権の譲渡 

 

本件新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。 

 

９．本件新株予約権の消却 

 

当社は、取締役会の決議によりいつでも、本件新株予約権を消却することができる。 

 

１０．取得条項 

 

当社は、本件新株予約権を、取得条項付の新株予約権とすることができる。 
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資料２ 

 

大株主の状況 

平成１８年３月３１日現在 

当社への出資状況 

株主名 

持株数 出資比率 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 7,492 千株 10.31％ 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 3,886 千株 5.35％ 

株式会社みずほ銀行 3,436 千株 4.73％ 

株式会社みずほコーポレート銀行 2,577 千株 3.54％ 

三井住友海上火災保険株式会社 1,966 千株 2.70％ 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 1,822 千株 2.51％ 

資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｂ口） 1,689 千株 2.32％ 

日機装従業員持株会 1,667 千株 2.29％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 

(三井アセット信託銀行再信託分・ＣＭＴＢエクイテ

ィインベストメンツ株式会社信託口) 

1,404 千株 1.93％ 

株式会社りそな銀行 1,215 千株 1.67％ 
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