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当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の導入について 

 

 

 当社は、本日開催の取締役会（以下「本取締役会」といいます。）において、当社の企業

価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社株式の大量取

得行為に関する対応策（以下「本プラン」といいます。）の具体的な内容を決定し、その一

環として新株予約権の発行登録を行うことを次のとおり決議しましたので、お知らせ致し

ます。 

 

１．当社における企業価値向上の取組について 

当社は明年、創立 100 周年を迎えます。この間、当社は、紙素材を提供することによ

り、社会経済の発展と生活文化の向上に努めて参りました。また当社は、こうした企業

活動を通して、企業価値の長期安定的な向上を図ることを、経営の 重要課題と認識し

ております。 

当社グループは平成 15 年 4 月に「北越製紙企業理念」を制定し、同時に中期経営計画

「ジャンプ 100 計画」を策定しております。 

「北越製紙企業理念」は、100 年に近い歴史を刻み、また、新たな一世紀に向かって躍

進するために制定されたものであります。その第一項目は、「法を遵守し、透明性の高い

企業活動を通じて、顧客・株主・取引先・地域社会より信頼される企業となる。」であり

ます。コーポレートガバナンスに対する真摯な取り組みと、総てのステークホルダーと

良好な関係を保持することが、企業価値向上の前提と考えているからです。 

「ジャンプ 100 計画」は、魅力ある製紙企業として更に飛躍することを目標として、
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創立 100 周年にあたる平成 19 年度を 終年度として、以下のような重点項目を掲げて、

現在鋭意取り組んでおります。 

①カスタマーオリエンテッド営業の推進 

②洋紙・白板紙設備における生産効率向上の具現化 

    ③特殊紙分野の増収と新規分野の開拓 

    ④グループ内の人材育成とスリム化の推進 

⑤環境重視経営の推進 

    ⑥連結経営の一層の強化 

 

当社は、お客様のニーズに即した製品とサービスを提供し、また、グループ各社が一体

感を維持しながら、各個別企業の自主性や創意工夫を発揮して参りました。「ジャンプ 100
計画」は開始後 3 年間を経過致しましたが、その間、業界他社を上回る売上高成長率を達

成できました。 

直近期の利益は、現下の原燃料価格高騰により、大きく影響を受けておりますが、これ

につきましては、今後 2 年間の施策（効率向上、バイオマスエネルギーの有効利用、生産・

販売数量増）により、平成 19 年度には、所期の利益目標である連結経常利益 170 億円を

達成できるものと予想しております。 
こうした中、さらなる企業価値の向上策と致しまして、平成 18 年 5 月 18 日に、連結

売上高のほぼ 3 分の 1 にあたる 550 億円を投じ、当社新潟工場に 4 基目となる塗工紙生

産設備の増設を決定し、公表致しました。 

これまで当社は、国内需要が増加している分野である塗工紙の生産販売に注力して参り

ましたが、当社製品の品質と環境に対する先進的な取組に対して、顧客の皆様よりご理解

を頂き、ご要請に対する生産能力が不足するようになったためです。従いまして、現状不

足している塗工紙の生産能力を増強し、工場の海外移転に頼らず地域社会に根ざしつつ、

今後の長期的な品質とコストにおける国際競争力の強化も併せて達成する所存でありま

す。 

さらに、当社は、従業員の計画的かつ効率的な人員配置で事業のスリム化を実現すると

ともに、従業員の安定的な雇用を確保しております。当社は、労使の相互信頼を重視し、

従業員との日常の意思疎通を通じて製造現場の創意工夫を促すとともに、従業員の意見を

経営に積極的に取り入れております。新抄紙機建設等の大型設備投資を実行する際も、設

計段階から従業員の意見を積極的に取り入れることにより、新設備の早期かつ効率的な立

ち上げを実現いたしました。 

以上のように、当社と致しましては、先進の技術と従業員との強固な信頼関係をベース

として、環境負荷を低減した紙素材の提供を通して、顧客・株主・取引先・地域社会等に

貢献できる会社となり、ひいては企業価値の増大も達成できるものと考えております。 
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２．本プラン導入の目的 

 以上のとおり、当社は「ジャンプ 100 計画」の完遂と、その成果を踏まえた新潟工場

新塗工抄紙機の増設により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させ

ることに真摯に取り組んでおります。しかしながら、我が国の資本市場においても、対象

となる会社の経営陣との十分な協議や合意のプロセスを経ることなく、大量の株式の買付

を強行するといった動きが顕在化しつつあります。 

言うまでもなく、当社は、株式の大量買付であっても、当社自身の企業価値を増大さ

せ、株主利益を向上させるものであれば、これを一概に否定するものではありません。会

社の支配権の移転については、 終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと、

認識しております。しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て却って

企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するもの、株主に株式売却を事実上強要するおそ

れがあるもの、対象会社の取締役会や株主が買付の条件等について検討し、あるいは対象

会社の取締役会が代替案を提案するための充分な時間や情報を提供しないもの等、当社の

企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なからず見受けられます。 

 当社の属する製紙産業は、設備の投資から回収まで長期間を要するものであり、中長

期的視点での経営判断が必要とされます。当社は適宜・適切な設備投資を実施し、国際競

争力を確保して参りましたが、こうした努力が当社の株式の買付を行う者により中長期的

に確保され、向上させられなくてはなりません。また、当社の競争力の源泉は設備の比較

優位性だけでなく、需要家の皆様から当社製品の品質と短期間での納品をはじめとしたお

客様の要請に応えるきめ細かなサービスに対して、多くの御支持を頂いていることにあり

ます。さらに、当社グループ従業員の一体感を持った、高いモチベーションも、当社の企

業価値の極めて重要な部分を構成しているものと認識しております。その中で、当社とそ

の事業がなされる地域社会との関係も重要と考えられております。 

 このような、無形の価値を維持することも、当社の企業価値、ひいては株主共同の利

益の確保、向上にとって不可欠です。買付者から大量の株式買付の提案があった場合にお

いて、当社の株主の皆様が、当社の有形無形の経営資源、中長期的に将来を見据えた施策

の潜在的効果その他当社の企業価値を構成する多様な諸要素を十分に把握した上で、当該

買付が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に及ぼす影響を適切に判断することは必

ずしも容易でないものと思料されます。 

 以上の諸事情を考慮し、当社取締役会は、当社株式に対する買付が行われた場合、買

付に応じるか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社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確保したり、株主の皆様のために買付者と交渉を行うこと等を可能

とすることで、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する買付行為を抑止するため、

下記 3．以下にその詳細を記載する本プランを導入すべきと判断するに至りました。 

本プランにおいては、当社株式等の買付者等（下記 3.(1)(a)に定義されます。以下本

2.において同じとします。)が買付等（下記 3.(2)(a)に定義されます。）を行う場合、買
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付者等は①事前に独立委員会（下記 3.(1)(b)に定義されます。以下本 2.において同じと

します。）に対して買付等の内容の検討に必要な情報等を提供しなければならず、②その

後独立委員会による一定の検討期間が経過した後にはじめて買付等を開始することがで

きるものとされます。そして、③当社取締役会は、買付者等が本プランに定める手続を遵

守しない等の場合において、特別委員会の勧告を 大限尊重した結果として一定の対抗措

置（下記 3.(1)(b)に定義されます。以下本 2.において同じとします。）を発動する場合

を除いて、本プランに定める対抗措置を発動することはございません。 

 本プランの期限は平成 19年６月開催予定の次期定時株主総会の終結時までと致します

が、下記 3．(5)「本プランの有効期間、廃止及び変更」のとおり、株主の皆様のご意向

に従い、株主総会または取締役会の決議により、本プランを廃止することがあります。 

当社は、同定時株主総会において、本プランに関する株主の皆様のご意思をご確認さ

せていただくため、本プランについて株主の皆様に議案としてお諮りし、出席株主の議決

権の過半数のご賛同が得られなかった場合には、本プランはその時点で廃止されるものと

します。なお、同定時株主総会以降の本プランの有効期間につきましては、同定時株主総

会において、同定時株主総会の終結時から平成 22 年 6 月開催予定の定時株主総会の終結

時までとして付議する予定です。また、当社は、平成 19 年６月開催予定の次期定時株主

総会において、取締役の任期を 1 年に短縮する定款変更決議案を付議することを予定して

おります。従いまして、当社は、毎年の定時株主総会における取締役の選任議案に関する

議決権の行使を通じても株主の皆様の意思を確認する手続きを経る予定です。 

 なお、当社株式の保有状況の概要は、別紙１のとおりとなっております。 

 

３．本プランの内容 

(1) 本プランの概要 
(a) 本プランの発動に係る手続の設定 
 本プランは、まず、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを

目的として、当社株式に対する買付等（下記(2)「対抗措置の発動に係る手続」(a)に
定義されます。以下同じ。）が行われる場合に、買付者又は買付提案者（以下、併

せて「買付者等」といいます。）に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を

求め、当社が、当該買付等についての情報収集・検討等を行う期間を確保した上で、

株主の皆様に当社経営陣の計画や代替案等を提示したり、買付者等との交渉等を行

っていくための手続を定めています（下記(2)「対抗措置の発動に係る手続」ご参照）。 
 
(b) 対抗措置の発動と独立委員会の利用 
 買付者等が本プランにおいて定められた手続に従うことなく買付等を行う等、買

付者等による買付等が下記(3)「対抗措置発動の要件」(a)ないし(h)に該当し対抗措置

を発動することが相当であると認められる場合は、当社は、会社法その他の法律及
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び当社定款が当社取締役の権限として認める措置（以下「対抗措置」といいます。）

をとり、当該買付等に対抗することがあります。当社取締役会は、具体的な対抗措

置として、新株予約権の無償割当てを行うことを予定しており、その場合には、当

該買付者等による権利行使は認められないとの行使条件及び当社が当該買付者等以

外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得する旨の取得条項が付された新株

予約権（その詳細は下記(4)「本新株予約権の無償割当ての概要」にて後述するもの

とし、以下「本新株予約権」といいます。）を、その時点の全ての株主に対して新

株予約権無償割当ての方法（会社法第 277 条以降に規定されます。）により割当て

ます。 
 なお、対抗措置の発動、不発動又は中止等の判断については、当社取締役会の恣

意的判断を排するため、独立委員会規程（その概要については別紙２ご参照）に従

い、(i)当社社外監査役又は(ii)社外の有識者（実績ある会社経営者、官庁出身者、弁

護士、公認会計士及び学識経験者等）で、当社経営陣から独立した者のみから構成

される独立委員会（以下「独立委員会」といいます。）の判断を経るとともに、株

主の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。

本プランの導入当初における独立委員会の委員には、当社社外監査役佐藤歳二氏、

同内田一夫氏及び株式会社アルビレックス新潟代表取締役会長池田弘氏が、それぞ

れ就任いたしました（各委員の氏名及び略歴については別紙３をご参照）。 
 
(c) 本新株予約権の行使及び当社による本新株予約権の取得 
 仮に、本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされた場合で、買付者等

以外の株主の皆様により本新株予約権が行使された場合、又は当社による本新株予

約権の取得と引換えに、買付者等以外の株主の皆様に対して当社株式が交付された

場合には、当該買付者等の有する当社株式の議決権割合は、大幅に希釈化される可

能性があります。 
 

(2) 対抗措置の発動に係る手続 
(a) 対象となる買付等 

 本プランにおいては、以下①又は②に該当する買付又はその提案（以下、併せ

て「買付等」といいます。）がなされたときに、本プランに定められる手続に従

い、対抗措置が発動されることとなります。 
① 当社が発行者である株券等1について、保有者2の株券等保有割合3が 20%以上

となる買付等 

                                                  
1証券取引法第 27 条の 23 第 1 項に定義されます。以下別段の定めがない限り同じとします。 
2証券取引法第 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。 
3証券取引法第 27 条の 23 第 4 項に定義されます。以下同じとします。 
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② 当社が発行者である株券等4について、公開買付け5に係る株券等の株券等所有

割合6及びその特別関係者7の株券等所有割合の合計が 20%以上となる公開買

付け 
 

(b) 買付者等に対する情報提供の要求 
 上記(a)に定める買付等を行う買付者等は、当社取締役会が別途認めた場合を除

き、買付等の実行に先立ち、当社に対して、下記の各号に定める、買付等の内容

の検討に必要な情報（以下「本必要情報」といいます。）及び当該買付者等が買

付等に際して本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を記載した書面

（以下「買付説明書」と総称します。）を、当社の定める書式により提出してい

ただきます。 
 当社取締役会は、買付説明書を受領した場合、速やかにこれを独立委員会に提

供するものとします。独立委員会は、これを受けて、当該買付説明書の記載内容

が本必要情報として不十分であると判断した場合には、買付者等に対し、適宜回

答期限を定めた上、自ら又は当社取締役会等を通じて本必要情報を追加的に提出

するよう求めることがあります。この場合、買付者等においては、当該期限まで

に、本必要情報を追加的に提供していただきます。 
記 

① 買付者等及びそのグループ（共同保有者8、特別関係者及び（ファンドの場合

は）組合員その他の構成員を含みます。）の詳細（具体的名称、資本構成、

財務内容等を含みます。） 
② 買付等の目的、方法及び内容（買付対価の価額・種類、買付等の時期、関連

する取引の仕組み、買付方法の適法性、買付実行の蓋然性等を含みます。） 
③ 買付等の価額の算定根拠（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買付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、そのうち少数株主に対して分配されるシナジーの内容を含

みます。） 
④ 買付等の資金の裏付け（買付資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の

具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。） 
⑤ 買付等の後の当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策 

                                                  
4証券取引法第 27 条の 2 第 1 項に定義されます。以下②において同じとします。 
5証券取引法第 27 条の 2 第 6 項に定義されます。以下同じとします。 
6証券取引法第 27 条の 2 第 8 項に定義されます。以下同じとします。 
7証券取引法第 27 条の 2 第 7 項に定義される特別関係者（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含

みます）をいいます。但し、同項第 1 号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付

けの開示に関する内閣府令第 3 条第 1 項で定める者を除きます。以下同じとします。 
8 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。 
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⑥ 買付等の後における当社の従業員、取引先、顧客、地域社会その他当社に係

る利害関係者に対する処遇方針ないし影響 
⑦ その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報 

 
 なお、独立委員会は、買付者等が本プランに定められた手続に従うことなく買

付等を開始したものと認められる場合には、引き続き買付説明書及び本必要情報

の提出を求めて買付者等と協議・交渉等を行うべき特段の事情がある場合を除き、

原則として、下記(d)①記載のとおり、当社取締役会に対して、対抗措置を発動す

ることを勧告します。 
 

(c) 買付等の内容の検討・買付者等との交渉・代替案の提示 
① 当社取締役会に対する情報提供の要求 

独立委員会は、買付者等から買付説明書及び独立委員会から追加提出を求め

られた本必要情報（もしあれば）が提出された場合、当社取締役会に対して

も、独立委員会が定める合理的な期間内に買付者等の買付等の内容に対する

意見（留保する旨の意見を含むものとします。以下同じ。）、その根拠資料、

及び代替案（もしあれば）その他独立委員会が適宜必要と認める情報・資料

等を速やかに提示するよう要求することがあります。 
② 独立委員会による検討作業 

買付者等から買付説明書及び本必要情報（追加的に要求したものも含みま

す。）の提供が充分になされたと独立委員会が認めた場合、独立委員会は、原

則として 長 60 日間の検討期間（但し、下記(d)③に記載するところに従い、

独立委員会は当該期間の延長・再延長をその決議をもって行うことができるも

のとし、以下「独立委員会検討期間」といいます。）を設定するとともに、自

ら又は当社取締役会等をして、買付者等から買付説明書が提出された日、当該

日から買付説明書及び本必要情報（追加的に要求したものも含みます。）の提

供が充分になされたか否かの検討に要した期間並びに独立委員会検討期間の

設定の事実を情報開示し、かかる開示の日をもって独立委員会検討期間の開始

日とするものとします。 
独立委員会は、独立委員会検討期間内において買付者等及び当社取締役会か

ら提供された情報・資料等に基づき、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・

向上の観点から、買付者等の買付等の内容の検討、当社取締役会による代替案

の検討及び買付者等と当社取締役会の事業計画等に関する情報収集・比較検討

等を行います。また、独立委員会は、必要があれば、当社の企業価値・株主共

同の利益の確保・向上という観点から当該買付等の内容を改善させるために、

直接又は間接に、当該買付者等と協議・交渉を行うものとします。 
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買付者等は、独立委員会が、独立委員会検討期間において、自ら又は当社取

締役会等を通じて、検討資料その他の情報提供、協議・交渉等を求めた場合に

は、速やかにこれに応じなければならないものとします。なお、買付者等は、

独立委員会検討期間が終了するまでは、上記(a)①又は②に該当する買付等を開

始することはできないものとします。 
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よう

になされる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（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタン

トその他の専門家を含みます。）の助言を得ることができるものとします。 
③ 株主に対する情報開示 

独立委員会は、自ら又は当社取締役会等をして、買付説明書の提出の事実と

その概要及び本必要情報の概要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、独立委員会が適切であると合理的客観的に判断する時点で

情報開示を行います。 
 

(d) 独立委員会における判断方法 
 独立委員会は、買付者等が出現した場合において、以下の手続に従い、当社取

締役会に対する勧告を行うものとします。なお、独立委員会が当社取締役会に対

して下記①から③に定める勧告又は決議をした場合その他独立委員会が適切と考

える場合には、独立委員会は、当該勧告又は決議の事実とその概要その他独立委

員会が適切と判断する事項（下記③に従い独立委員会検討期間を延長・再延長す

る旨の決議を行う場合にはその旨及び延長・再延長の理由の概要を含みます。）

について、速やかに情報開示を行います。 
① 独立委員会が対抗措置の発動を勧告する場合 

独立委員会は、買付者等が上記(b)及び(c)に規定する手続を遵守しなかった

場合、又は買付者等の買付等の内容の検討、買付者等との協議・交渉の結果、

買付者等による買付等が下記(3)「対抗措置発動の要件」に定める要件のいずれ

かに該当し対抗措置の発動が相当であると判断した場合には、独立委員会検討

期間の開始又は終了の有無を問わず、当社取締役会に対して、対抗措置の発動

を勧告します。 
但し、独立委員会は、一旦対抗措置の発動を勧告した後も、以下のいずれか

の事由に該当すると判断した場合には、対抗措置発動の中止を含む別個の判断

を行い、これを当社取締役会に対して勧告することができるものとします。 
(i) 当該勧告後買付者等が買付等を撤回した場合その他買付等が存しなく

なった場合 
(ii) 当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買付者等に
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よる買付等が下記(3)「対抗措置発動の要件」に定める要件のいずれにも

該当しないか、もしくは該当しても直ちに対抗措置を発動することが相

当ではない場合 
なお、当社が対抗措置の発動として本新株予約権の無償割当てを実施し、本

新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後（権利落ち日以降）に

おいて、当社が対抗措置発動の中止により本新株予約権を無償取得して新株を

交付しない場合には、１株あたりの株式の価値の希釈化は生じませんので、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者の方は、

株価の変動により不測の損害を被る可能性があります。 
② 独立委員会が対抗措置の不発動を勧告する場合 

独立委員会は、買付者等の買付等の内容の検討、買付者等との協議・交渉の

結果、買付者等による買付等が下記(3)「対抗措置発動の要件」に定める要件の

いずれにも該当しないか、もしくは該当しても対抗措置を発動することが相当

でないと判断した場合、又は当社取締役会が独立委員会の要求にかかわらず上

記(c)①に規定する意見及び独立委員会が要求する情報・資料等を所定期間内に

提示しなかった場合には、独立委員会検討期間の終了の有無を問わず、当社取

締役会に対して、対抗措置の不発動を勧告します。 
但し、独立委員会は、一旦対抗措置の不発動の勧告をした後でも、当該勧告

の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買付者等による買付等が下記

(3)「対抗措置発動の要件」に定める要件のいずれかに該当し対抗措置を発動す

ることが相当であると判断するに至った場合には、対抗措置の発動を含む別個

の判断を行い、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。 
③ 独立委員会が独立委員会検討期間の延長を行う場合 

独立委員会が、当初の独立委員会検討期間終了時までに、対抗措置の発動又

は不発動の勧告を行うに至らない場合には、独立委員会は、当該買付者等の買

付内容の検討、当該買付者等との協議・交渉、代替案の検討等に必要とされる

範囲内で、独立委員会検討期間を延長する旨の決議を行います（なお、当該期

間延長後、更なる期間の延長を行う場合においても同様の手続によるものとし

ます。）。 
上記延長の決議により独立委員会検討期間が延長された場合、独立委員会は、

独立委員会検討期間が延長された旨及び延長の理由の概要を速やかに情報開

示するとともに、引き続き、情報収集、検討等を行うものとし、延長期間内に

対抗措置の発動又は不発動の勧告や代替案の提示等を行うよう 大限努める

ものとします。 
 

(e) 取締役会の決議 
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 当社取締役会は、独立委員会の上記勧告を受けて、これを 大限尊重して 終

的に速やかに対抗措置の発動又は不発動等に関する会社法上の機関としての決議

（対抗措置の発動又は不発動の中止を含みます。）を行うものとします。 
当社取締役会は、上記取締役会決議を行った場合速やかに、当該決議の概要その

他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。 
 

(3)  対抗措置発動の要件 
  
当社は、買付者等による買付等が下記のいずれかに該当し対抗措置を発動することが

相当であると認められる場合、上記(2)「対抗措置の発動に係る手続」(e)に記載される

当社取締役会の決議により、本新株予約権の無償割当てを実施することを予定してお

ります。なお、上記(2)「対抗措置の発動に係る手続」(d)のとおり、下記の要件に該当

し本新株予約権の無償割当てを実施することが相当であるかどうかについては、必ず

独立委員会の判断を経ることになります。 
 

(a)  上記(2)「対抗措置の発動に係る手続」(b)に定める情報提供及び独立委員会検討

期間の確保その他本プランに定める手続を遵守しない買付等である場合 
 
(b)  下記に掲げる買付等である場合 
① 株式等を買い占め、その株式等につき当社に対して高値で買取りを要求する行為そ

の他これに類似する行為により、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等 
② 当社の経営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

犠牲の下に買付者等の利益を実現する経営を行うような行為その他これに類似す

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等 
③ 当社の資産を買付者等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

する行為その他これに類似する行為により、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等 
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高額資産等を処

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、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その他これに類似する行為

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

おそれのある買付等 
 

(c) 強圧的二段階買付（ 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

 - 10 - 



買付条件を株主に対して不利に設定し、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

れのある買付等である場合 
 
(d) 当社に、当該買付等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等である場合 
 
(e) 当社株主に対して、本必要情報その他買付等の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等である場合 
 
(f) 買付者等による支配権取得により、従業員・取引先・顧客・地域社会（製紙産業

としての工場立地の特殊性、環境関連規制の不遵守による地域住民の健康・安全

への悪影響、工場閉鎖・リストラ等による地域住民の雇用に与える悪影響等）そ

の他の利害関係者の利益が著しく損なわれ、それにより中長期的に当社の企業価

値ひいては株主共同の利益が著しく毀損されると合理的な根拠をもって判断され

る場合 
 
(g) 買付者等による買付等の後の経営方針又は事業計画等の内容が著しく不十分又は

不適当であることが客観的かつ合理的に明らかである場合（買収提案の内容につ

き、(i)その実現可能性に客観的かつ合理的な疑いがある場合、(ii)資金面に著しい

支障が生ずる客観的かつ合理的な可能性がある場合（買収時の資金調達により、

財務状況が著しく悪化する客観的かつ合理的な可能性がある場合を含む。）、(iii)
当社の生産活動における安全性若しくは生産性に重大な支障をきたす客観的かつ

合理的な可能性がある場合、(iv)顧客の理解が得られない客観的かつ合理的な可能

性がある事業運営・拡大を行うものである場合、(v)顧客との取引条件に大幅な変

更を生じる客観的かつ合理的な可能性がある場合、(vi)中長期的な企業価値の確

保・向上の観点から見て必要である従業員の理解を得ることが客観的かつ合理的

に困難である場合。） 
 

(h) 法令又は定款等に違反する買付等である場合 
 
(4) 本新株予約権の無償割当ての概要 
 当社取締役会は、本プランに基づき実施する対抗措置として、本新株予約権の無償

割当てを予定しており、その概要は、以下のとおりです（本新株予約権の詳細につい

ては、別紙４「新株予約権無償割当ての要項」ご参照）。 
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(a) 本新株予約権の数 
当社取締役会が、本新株予約権の無償割当ての取締役会決議（以下「本新株予約

権無償割当て決議」といいます。）において別途定める割当期日（以下「割当期日」

といいます。）における当社の 終の発行済株式総数（但し、同時点において当社

の有する当社株式の数を控除します。）の２倍に相当する数を上限として、当社取

締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める数とします。 
 
(b) 割当対象株主 

 割当期日における当社の 終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録され

た当社以外の株主に対し、その保有する当社株式１株につき本新株予約権２個を

上限として当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める割合

で、本新株予約権を無償で割り当てます。 
 

(c)  本新株予約権の無償割当ての効力発生日 
 当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める日とします。 

 
(d)  本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権１個

当たりの目的である株式の数（以下「対象株式数」といいます。）は、原則とし

て１株とします。ただし、当社取締役会は、本新株予約権の無償割当て決議に際

し、授権資本枠の範囲内で、対象株式数を 1 株を超える数又は 1 株未満の数と定

めることができます。 
 

(e)  本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
 本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使

に際して出資される財産の当社株式１株当たりの価額は、１円を下限とし当社株

式１株の時価の２分の１の金額を上限とする金額の範囲内で、当社取締役会が本

新株予約権無償割当て決議において別途定める価額とします。 
 

(f) 本新株予約権の行使期間 
 本新株予約権の無償割当ての効力発生日又は本新株予約権無償割当て決議にお

いて当社取締役会が別途定める日を初日とし、1ヶ月間から2ヶ月間までの範囲で、

当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める期間とします。

但し、下記(i)項②に基づき当社による本新株予約権の取得がなされる場合、当該取

得に係る本新株予約権についての行使期間は、当該取得日の前営業日までとしま

す。また、行使期間の 終日が行使に際して払い込まれる金銭の払込みの取扱場
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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。 
 

(g) 本新株予約権の行使条件 
 (i)特定大量保有者9、(ii)特定大量保有者の共同保有者、(iii)特定大量買付者10、

(iv)特定大量買付者の特別関係者、もしくは(v)上記(i)ないし(iv)に該当する者から

本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲り受けもしくは承継した者、

又は、(vi)上記(i)ないし(v)記載の者の関連者11（以下、(i)ないし(vi)に該当する者

を「特定買付者等」と総称します。）は、原則として本新株予約権を行使するこ

とができません。また、外国の適用法令上、本新株予約権の行使にあたり所定の

手続が必要とされる非居住者も、原則として本新株予約権を行使することができ

ません（但し、非居住者のうち当該外国の適用法令上適用除外規定が利用できる

等の一定の者は行使することができるほか、非居住者の本新株予約権も下記(i)項の

とおり、当社による当社株式を対価とする取得の対象となります。詳細は、別紙

４「新株予約権無償割当ての要項」ご参照）。 
 
(h) 本新株予約権の譲渡 

 本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要します。 
 
(i) 当社による本新株予約権の取得 
① 当社は、本新株予約権の行使期間の初日の前日までの間いつでも、当社が本新株

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、全ての本新株予約権を無償で取得することができ

るものとします。 
② 当社は、当社取締役会が別に定める日において、特定買付者等以外の者が有する

本新株予約権のうち当社取締役会が定める当該日の前営業日までに未行使の本

新株予約権の全てを取得し、これと引換えに、本新株予約権１個につき対象株式

数の当社株式を交付することができます。当社はかかる本新株予約権の取得を複

数回に分けて行うことができます。 
                                                  
9 「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います。 
10「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（iii）において同じとします。）の買付け等（同法第２７の２第１項に定義さ

れます。以下本（iii）において同じとします。）を行う旨の公告を行った者で、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みます。）に係る

株券等の株券等所有割合がその者の特別関係者の株券等所有割合と合計して２０％以上となると当社取締

役会が認めた者をいいます。 
11 ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、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、又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

者をいいます。「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」（会社法施

行規則第３条第３項に定義されます。）をいいます。 
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なお、上記に用いられる用語の定義及び詳細については、別紙４「新株予約権無償

割当ての要項」をご参照ください。 
 

(5) 本プランの有効期間、廃止及び変更 
 本プランの有効期間は、平成 19 年６月開催予定の次期定時株主総会の終結時までと

します。なお、当社は、同定時株主総会において、本プランに関する株主の皆様のご

意思をご確認させていただくため、本プランについて株主の皆様に議案としてお諮り

し、出席株主の議決権の過半数のご賛同が得られなかった場合には、本プランはその

時点で廃止されるものとします。なお、同定時株主総会以降の本プランの有効期間に

つきましては、同定時株主総会において、同定時株主総会の終結時から平成 22 年 6 月

開催予定の定時株主総会の終結時までとして付議する予定です。また、当社取締役は

平成 19年６月開催予定の次期定時株主総会において全員が任期満了を迎えることとな

っており、当社は、同定時株主総会において、取締役の任期を 1 年に短縮する定款変

更決議案を付議することを予定しております。従いまして、当社は、毎年の定時株主

総会における取締役の選任議案に関する議決権の行使を通じても株主の皆様の意思を

確認する手続きを経る予定です。 
本プランの有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランを変更又

は廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランは当該決議に従いその時点で変更

又は廃止されるものとします。また、当社の株主総会で選任された取締役で構成され

る取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその

時点で廃止されるものとします。 
なお、当社取締役会は、会社法、証券取引法その他の法令もしくは証券取引所規則の

変更又はこれらの解釈・運用の変更、又は税制、裁判例等の変更により合理的に必要

と認められる範囲で、独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、又は変更す

る場合があります。 
当社は、本プランが廃止又は変更された場合には、当該廃止又は変更の事実及び（変

更の場合には）変更内容その他当社取締役会又は独立委員会が適切と認める事項につ

いて、情報開示を速やかに行います。 
 
4. 本プランの高度な合理性 

(1) 買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること 
 本プランは、経済産業省及び法務省が平成 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（企

業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・

相当性の原則）を完全に充足しています。 
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(2) 株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること 
 本プランは、当社株式に対する買付等がなされた際に、当該買付等に応じるべきか

否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な

情報や時間を確保したり、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能と

することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるとい

う目的をもって導入されるものです。 
 
(3) 株主の合理的意思に依拠したものであること 
  当社は、本取締役会において、本プランの導入を決定致しましたが、上記 3.(5)「本

プランの有効期間、廃止及び変更」に記載したとおり、本プランの有効期間は平成 19
年６月開催予定の次期定時株主総会の終結時までと限定されており、かつその有効期

間の満了前であっても、当社株主総会において、本プランの変更又は廃止の決議がな

された場合には、当該決議に従うよう速やかに変更又は廃止されることになり、その

意味で、本プランの消長及び内容は、当社株主の合理的意思に依拠したものとなって

おります。 
 なお、上記 3.(5)に記載のとおり、当社は、同定時株主総会において、本プランに関

する株主の皆様のご意思をご確認させていただくため、本プランについて株主の皆様

に議案としてお諮りし、出席株主の議決権の過半数のご賛同が得られなかった場合に

は、本プランはその時点で廃止されるものとします。なお、同定時株主総会以降の本

プランの有効期間につきましては、同定時株主総会において、同定時株主総会の終結

時から平成 22 年 6 月開催予定の定時株主総会の終結時までとして付議する予定です。

また、当社取締役は平成 19 年６月開催予定の次期定時株主総会において全員が任期満

了を迎えることとなっており、当社は、同定時株主総会において、取締役の任期を 1
年に短縮する定款変更決議案を付議する予定です。従いまして、当社は、毎年の定時

株主総会における取締役の選任議案に関する議決権の行使を通じても株主の皆様の意

思を確認する手続きを経る予定です。 
 

(4) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 
 当社は、本プランの導入にあたり、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆

様のために本プランの発動等の運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関とし

て、独立委員会を設置しました。 
独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、(i)当社社外監査役又

は(ii)社外の有識者のいずれかに該当する委員３名以上により構成されます（上記 3.(1)
「本プランの概要」(b)にて記載したとおり、本プランの導入当初における独立委員会

の委員は、社外監査役佐藤歳二氏、同内田一夫氏及び株式会社アルビレックス新潟代
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表取締役会長池田弘氏です。）。 
また、独立委員会の判断の概要については株主の皆様に情報開示をすることとされて

おり、当社の企業価値・株主共同の利益に資する範囲で本プランの透明な運営が行わ

れる仕組みが確保されています。 
 
(5) 合理的な客観的発動要件の設定 
 本プランは、上記 3.(2)「対抗措置の発動に係る手続」(d)及び 3.(3)「対抗措置発動の

要件」にて記載したとおり、予め定められた合理的な客観的発動要件が充足されなけ

れば発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止す

るための仕組みを確保しているものといえます。 
 
(6) 当社取締役の任期の短縮 

当社は、平成 19 年６月開催予定の次期定時株主総会におけるご承認を得て、取締

役の任期を１年に短縮する予定です。こうした取締役任期の短縮により、毎年の取締

役の選任を通じても、本プランにつき、株主の皆様のご意向を反映させることが可能

となります。 
 

(7) 第三者専門家の意見の取得 
 上記 3.(2)「対抗措置の発動に係る手続」(c)にて記載したとおり、買付者等が出現す

ると、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイ

ザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家）の助言を得ることがで

きることとされています。これにより、独立委員会による判断の公正さ・客観性がよ

り強く担保される仕組みとなっています。 
 

(8) デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと 
 上記 3.(5)「本プランの有効期間、廃止及び変更」にて記載したとおり、本プランは、

当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により廃止することができ

るものとされており、当社の株券等を大量に買い付けた者が、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、本プランを廃止することが可

能です。 
従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替

させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社は期差

任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策（取締役会の構

成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する

買収防衛策）でもありません。 
 

 - 16 - 



5. 株主の皆様への影響 
(1) 本プランの導入時に株主の皆様に与える影響 
 本プランの導入時点においては、本新株予約権の無償割当て自体は行われませんの

で、株主及び投資家の皆様の権利に直接具体的な影響が生じることはありません。 
 

(2)  対抗措置発動時に株主の皆様に与える影響 
(a) 本新株予約権の無償割当ての手続及び名義書換手続 

当社取締役会において、企業価値・株主共同の利益の確保・向上を目的として、本

新株予約権無償割当て決議を行うことがありますが、その場合には、当社は、当該決

議において割当期日を定め、これを公告いたします。この場合、割当期日における

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の皆様（以下「割当対象株

主」といいます。）に対し、その保有する当社株式１株につき本新株予約権２個を上

限として本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が定める割合で、本新株

予約権が無償にて割り当てられます。従いまして、株主の皆様におかれては、割当期

日に間に合うよう、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。（証

券保管振替機構に対する預託を行っている株券については、名義書換手続は不要で

す。）なお、割当対象株主の皆様は、当該本新株予約権の無償割当ての効力発生日に

おいて、当然に本新株予約権に係る新株予約権者となるため、申込の手続等は不要で

す。 
なお、一旦本新株予約権無償割当て決議がなされた場合であっても、当社は、上記

3.(2)「対抗措置の発動に係る手続」(d)①に記載した独立委員会の勧告を 大限尊重

して、本新株予約権の無償割当ての効力発生日までに本新株予約権の無償割当てを中

止し、又は本新株予約権の無償割当ての効力発生日後本新株予約権の行使期間の初日

の前日までに本新株予約権を無償にて取得する場合があります。これらの場合には、

当社株式の株価に相応の変動が生じる可能性があります。例えば、本新株予約権の無

償割当てを受けるべき株主が確定した後（権利落ち日以降）において、当社が本新株

予約権を無償取得して新株を交付しない場合には、１株あたりの株式の価値の希釈化

は生じませんので、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

投資者の方は、株価の変動により不測の損害を被る可能性があります。 
 

(b) 本新株予約権の行使の手続 
当社は、割当対象株主の皆様に対し、原則として、本新株予約権の行使請求書（行

使に係る本新株予約権の内容及び数、本新株予約権を行使する日等の必要事項、並

びに株主ご自身が本新株予約権の行使条件を充足すること等についての表明保証条

項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式によるものとします。）その

他本新株予約権の権利行使に必要な書類を送付いたします。本新株予約権の無償割

 - 17 - 



当て後、株主の皆様においては、本新株予約権の行使期間内に、これらの必要書類

を提出した上、本新株予約権１個当たり１円を下限とし、当社株式１株の時価の２

分の１の金額を上限とする金額の範囲内で当社取締役会が本新株予約権無償割当て

決議において定める行使価額に相当する金銭を払込取扱場所に払い込むことにより、

１個の本新株予約権につき、原則として１株（当社取締役会が、本新株予約権の無

償割当て決議に際し、授権資本枠の範囲内で、対象株式数（上記 3.(4)(d)に定義さ

れます。）を 1株を超える数又は 1株未満の数と定めた場合においては、当該定めら

れた数）の当社株式が発行されることになります。 
仮に、株主の皆様が、こうした本新株予約権の行使及び行使価額相当の金銭の払

込を行わなければ、他の株主の皆様による本新株予約権の行使により、その保有す

る当社株式が希釈化することになります。 
但し、当社は、下記(c)に記載するところに従って特定買付者等以外の株主の皆様

から本新株予約権を取得し、それと引換えに当社株式を交付することがあります。

当社がかかる取得の手続を取った場合、特定買付者等以外の株主の皆様は、本新株

予約権の行使及び行使価額相当の金銭の払込をせずに当社株式を受領することとな

り、その保有する当社株式の希釈化は原則として生じません。 
 

(c)  当社による本新株予約権の取得の手続 
当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法定の手

続に従い、当社取締役会が別に定める日において、特定買付者等以外の株主の皆様

から本新株予約権を取得し、これと引換えに当社株式をかかる株主の皆様に交付す

ることがあります。この場合、かかる株主の皆様は、行使価額相当の金銭を払い込

むことなく、当社による当該本新株予約権の取得の対価として、１個の本新株予約

権につき原則として１株（当社取締役会が、本新株予約権の無償割当て決議に際し、

授権資本枠の範囲内で、対象株式数（上記 3.(4)(d)に定義されます。）を 1株を超え

る数又は 1 株未満の数と定めた場合においては、当該定められた数）の当社株式を

受領することになります。なお、この場合、かかる株主の皆様には、別途、ご自身

が特定買付者等でないこと等を表明する当社所定の書式による誓約書をご提出いた

だくことがあります。 
 
上記のほか、本新株予約権の割当て方法、行使の方法及び当社による取得の方法

の詳細につきましては、本新株予約権の無償割当て決議が行われた後、株主の皆様

に対して公表又は通知いたしますので、当該内容をご確認下さい。 
 

以上 
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別紙１ 

 

当社株式の保有状況の概要 

（平成 18 年３月 31 日現在） 

 

 

1. 当社が発行する株式の総数 260,000,000 株 

なお、平成 18 年６月 28 日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、当社

の発行可能株式総数は同日より 140,000,000 株増加し、400,000,000 株となっています。 

 

2. 発行済株式総数          164,052,054 株 

 

3. 単元株式数以上所有している株主数    4,258 名 

(１単元の株式数 1,000 株) 

 

4. 大株主（上位 10 名） 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

（千株） 

発行済株式総数

に対する所有株

式数の割合(%) 

日本マスタートラスト信託銀行㈱

(信託口) 
東京都港区浜松町２－11－３ 13,867 8.45 

日本トラスティ・サービス信託銀行

㈱(信託口) 
東京都中央区晴海１－８－11 13,715 8.36 

日本興亜損害保険㈱ 
東京都千代田区霞が関３－７－

３ 
5,992 3.65 

日本トラスティ・サービス信託銀行

㈱ 

(住友信託銀行再信託分・王子製紙㈱

退職給付信託口) 

東京都中央区晴海１－８－11 5,614 3.42 

㈱みずほコーポレート銀行 
東京都千代田区丸の内１－３－

３ 
4,697 2.86 

㈱第四銀行 
新潟県新潟市東堀前通７－1071

－１ 
4,217 2.57 

㈱北越銀行 新潟県長岡市大手通２－２－14 4,215 2.57 

日本トラスティ・サービス信託銀行

㈱(信託口４) 
東京都中央区晴海１－８－11 3,660 2.23 
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ザ チェース マンハッタン バン

ク エヌエイ ロンドン エス エ

ル オムニバス アカウント(常任代

理人 ㈱みずほコーポレート銀行 

兜町証券決済業務室) 

WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREE

T LONDON EC2P 2HD, ENGLAND 

(東京都中央区日本橋兜町６－

７) 

3,437 2.10 

農林中央金庫 
東京都千代田区有楽町１－13－

２ 
2,950 1.80 

計 ― 62,367 38.02 

(注) 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(住友信託銀行再信託分・王子製紙㈱退職給付信託口)につい

ては、王子製紙㈱が所有していた当社株式を退職給付信託として委託した信託財産であり、議決権は王子

製紙㈱の指図により行使されることとなっています。 

 

5. 当社役員の当社株式の保有状況 

 (1) 全役員の保有株式数合計 308,101 株 

 (2) 発行済株式総数に対する全役員の所有株式数合計の割合 0.1878% 
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別紙２ 
 

独立委員会規程の概要 
 
・ 独立委員会は当社取締役会の決議により設置される。 
・ 独立委員会の委員は、３名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、

(i)当社社外監査役又は(ii)社外の有識者のいずれかに該当する者の中から、当社取締役

会が選任する。但し、社外の有識者は、実績ある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公

認会計士もしくは学識経験者又はこれらに準ずる者でなければならず、また、別途当社

取締役会が指定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した者でなけ

ればならない。 
・ 独立委員会委員の当初の任期は、平成 19 年６月開催予定の次期定時株主総会終結時ま

でとする。但し、当社取締役会の決議により別段の定めをした場合はこの限りでない。

また、社外監査役であった独立委員会委員が、監査役でなくなった場合（但し、再任さ

れた場合を除く。）には、独立委員会委員としての任期も同時に終了するものとする。 
・ 独立委員会は、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、この独立委員会の勧

告を 大限尊重して、対抗措置の発動又は不発動等に関する会社法上の機関としての決

議（対抗措置の発動又は不発動の中止を含む。）を行う。なお、独立委員会の各委員及

び当社各取締役は、こうした決定にあたっては、当社の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これを行うことを要し、専ら自己又は当社の経営陣の個人

的利益を図ることを目的としてはならない。 
① 本新株予約権の無償割当てその他の対抗措置の発動又は不発動 
② 本新株予約権の無償割当てその他の対抗措置の発動の中止又は本新株予約権の無

償取得 
③ 本プランの廃止又は変更（但し、変更については、会社法、証券取引法その他の法

令もしくは証券取引所規則の変更又はこれらの解釈・運用の変更、又は税制、裁判

例等の変更により合理的に必要と認められる範囲に限る。） 
④ その他当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が独立委員会に諮問し

た事項 
・ 上記に定めるところに加え、独立委員会は、以下の各号に記載される事項を行う。 

① 本プランの対象となる買付等への該当性の判断 
② 買付者等及び当社取締役会が独立委員会に提供すべき情報及びその回答期限の決

定 
③ 買付者等の買付等の内容の精査・検討 
④ 買付者等との交渉・協議 
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⑤ 代替案の提出の要求・代替案の検討 
⑥ 独立委員会検討期間の設定・延長 
⑦ その他本プランにおいて独立委員会が行うことができると定められた事項 
⑧ 当社取締役会が別途独立委員会が行うことができるものと定めた事項 

・ 独立委員会は、買付者等に対し、買付説明書の記載内容が本必要情報として不十分で

あると判断した場合には、本必要情報を追加的に提出するよう求める。また、独立委員

会は、買付者等から買付説明書及び独立委員会から追加提出を求められた本必要情報が

提出された場合、当社の取締役会に対しても、所定の合理的な期間内に、買付者等の買

付等の内容に対する意見及びその根拠資料、代替案（もしあれば）その他独立委員会が

適宜必要と認める情報・資料等を提示するよう要求することができる。 
・ 独立委員会は、必要があれば、直接又は当社取締役会等を通して間接に、当社の企業

価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から買付者等の買付等の内容を改善させ

るために、買付者等と協議・交渉を行うものとする。 
・ 独立委員会は、必要な情報収集を行うため、当社の取締役、監査役、従業員その他独

立委員会が必要と認める者の出席を要求し、独立委員会が求める事項に関する説明を求

めることができる。 
・ 独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、

公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む。）の助言を得ること等が

できる。 
・ 各独立委員会委員は、買付等がなされた場合その他いつでも独立委員会を招集するこ

とができる。 
・ 独立委員会の決議は、原則として、独立委員会の委員全員が出席し、その過半数をも

ってこれを行う。但し、委員に事故あるときその他やむを得ない事由があるときは、独

立委員会委員の過半数が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行うことができる。 
以上 
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 別紙３ 

独立委員会委員略歴 

 

 

佐 藤 歳 二  （昭和 11 年 4 月 23 日生） 

昭和 39 年 4 月 

昭和 49 年 4 月 

平成 2 年 4 月 

平成 8 年 2 月 

平成 11 年 6 月 

平成 13 年 4 月 

平成 13 年 4 月 

平成 16 年 4 月 

平成 16 年 6 月 

裁判官任官 

東京地方裁判所判事 

高裁判所上席調査官 

新潟地方裁判所所長 

横浜地方裁判所所長 

弁護士登録・新東京法律事務所 (現任) 

早稲田大学法学部特任教授 

早稲田大学大学院法務研究科教授 (現任) 

当社監査役 (現任) 

 

 

内 田 一 夫  （昭和 15 年 12 月 18 日生） 

昭和 34 年 4 月 

平成 4 年 7 月 

平成 7 年 7 月 

平成 9 年 7 月 

平成 10 年 7 月 

平成 11 年 9 月 

平成 16 年 6 月 

東京国税局総務部採用 

巻税務署長 

所沢税務署長 

水戸税務署長 

関東信越国税局徴収部長 

内田一夫税理士事務所代表 (現任) 

当社監査役 (現任) 

 

 

池 田   弘  （昭和 24 年 8 月 6 日生） 

昭和 52 年 1 月 

昭和 52 年 4 月 

平成 8 年 4 月 

平成 10 年 7 月 

平成 12 年 12 月 

平成 17 年 3 月 

平成 17 年 3 月 

宗教法人愛宕神社宮司 (現任) 

新潟総合学院(現学校法人新潟総合学院)理事長 (現任) 

株式会社アルビレックス新潟代表取締役 

社会福祉法人愛宕福祉会理事長 (現任) 

学校法人新潟総合学園（新潟医療福祉大学）理事長 (現任)

宗教法人神明宮宮司 (現任) 

株式会社アルビレックス新潟代表取締役会長(現任) 

 

 - 23 - 



別紙４ 
 

新株予約権無償割当ての要項 
 
 
I．新株予約権無償割当てに関する事項の決定 
(1) 新株予約権の内容及び数 

株主に割り当てる新株予約権（以下、個別に又は総称して「新株予約権」という。）

の内容は下記 II.に記載されるところに基づくものとし、新株予約権の数は、当社取締役

会が新株予約権の無償割当て決議（以下「新株予約権無償割当て決議」という。）にお

いて別途定める割当期日（以下「割当期日」という。）における当社の 終の発行済株

式総数（但し、同時点において当社の有する当社株式の数を控除する。）の２倍に相当

する数を上限として、当社取締役会が新株予約権無償割当て決議において別途定める数

とする。 
(2) 割当対象株主 

割当期日における当社の 終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された当

社以外の株主に対し、その保有する株式１株につき新株予約権２個を上限として当社取

締役会が新株予約権無償割当て決議において別途定める割合で、新株予約権を無償で割

り当てる。 
(3) 新株予約権の無償割当ての効力発生日 

当社取締役会が新株予約権無償割当て決議において別途定める日とする。 
 
II．新株予約権の内容 
(1) 新株予約権の目的である株式の種類及び数 

1) 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たり

の目的である株式の数（以下「対象株式数」という。）は、１株とする。ただし、

当社取締役会は、新株予約権の無償割当て決議に際し、授権資本枠の範囲内で、

対象株式数を 1 株を超える数又は 1 株未満の数と定めることができる。また、当

社が株式の分割又は株式の併合を行う場合、対象株式数は次の算式により調整さ

れるものとし、調整の結果生ずる１株未満の端数は切り捨てるものとし、現金に

よる調整は行わない。 
 
調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率 
 

2) 調整後対象株式数は、株式の分割の場合はその基準日の翌日以降、株式の併合の

場合はその効力発生日の翌日以降、これを適用する。 
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3) 上記 1)に定めるほか、株式無償割当て、合併、会社分割等当社の発行済株式総数

（但し、当社の有する当社株式の数を除く。）の変更又は変更の可能性を生ずる

行為を行う場合で、対象株式数の調整を必要とするときには、株式無償割当て、

合併、会社分割その他の行為の条件等を勘案の上、対象株式数につき合理的な調

整を行うものとする。 
 

(2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
1) 新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、行使価額（下

記 2）に定義される。）に対象株式数を乗じた価額とする。 
2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の当社株式１株当たりの価額（以下「行

使価額」という。）は、１円を下限とし当社株式１株の時価の２分の１の金額を

上限とする金額の範囲内で、当社取締役会が新株予約権無償割当て決議において

別途定める価額とする。「時価」とは、新株予約権無償割当て決議の前日から遡

って９０日間（終値のない日を除く。）の東京証券取引所における当社普通株式

の普通取引の終値（気配表示を含む。）の平均値とし、１円未満の端数は切り上

げるものとする。 
 
(3) 新株予約権の行使期間 

新株予約権の無償割当ての効力発生日又は新株予約権無償割当て決議において当社

取締役会が別途定める日を初日とし、1 ヶ月間から 2 ヶ月間までの範囲で当社取締役会

が新株予約権無償割当て決議において別途定める期間とする。但し、下記(7)項 2)の規定

に基づき当社による新株予約権の取得がなされる場合、当該取得に係る新株予約権につ

いての行使期間は、当該取得日の前営業日までとする。また、行使期間の 終日が行使

に際して払い込まれる金銭の払込みの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。 
 

(4) 新株予約権の行使の条件 
1) (i)特定大量保有者、(ii)特定大量保有者の共同保有者、(iii)特定大量買付者、(iv)

特定大量買付者の特別関係者、もしくは(v)上記(i)ないし(iv)に該当する者から新株

予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲り受けもしくは承継した者、又は、

(vi)上記(i)ないし(v)記載の者の関連者（以下、(i)ないし(vi)に該当する者を総称し

て「特定買付者等」という。）は、新株予約権を行使することができない。 
 
なお、上記に用いられる用語は次のとおり定義される。 
① 「特定大量保有者」とは、当社が発行者である株券等（証券取引法第 27 条の
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23 第１項に定義される。以下別段の定めがない限り同じ。）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む。）で、当該株券等に

係る株券等保有割合（同法第 27 条の 23 第４項に定義される。）が 20％以上

となると当社取締役会が認めた者をいう。 
②  「共同保有者」とは、証券取引法第 27 条の 23 第５項に定義される共同保有

者をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみなされると当社取締役会が認め

た者を含む。 
③ 「特定大量買付者」とは、公開買付け（証券取引法第 27 条の２第６項に定義

される。）によって当社が発行者である株券等（同法第 27 条の２第１項に定

義される。以下本③において同じ。）の買付け等（同法第 27 条の２第１項に

定義される。以下本③において同じ。）を行う旨の公告を行った者で、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同法施行令第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（同法第 27 条

の２第８項に定義される。以下同じ。）がその者の特別関係者の株券等所有割

合と合計して 20%以上となると当社取締役会が認めた者をいう。 
④ 「特別関係者」とは、証券取引法第 27 条の２第７項に定義される特別関係者

（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含む。）をいう。但し、同項第

１号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示

に関する内閣府令第３条第１項で定める者を除く。 
⑤ ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、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、又はその

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。「支配」とは、

他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」（会社法施行

規則第３条第３項に定義される。）をいう。 
 

2) 上記 1)にかかわらず、下記①ないし④の各号に記載される者は、特定大量保有者

又は特定大量買付者に該当しないものとする。 
①  当社、当社の子会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第

８条第３項に定義される。）又は当社の関連会社（同規則第８条第５項に定義

される。） 
②  当社を支配する意図がなく上記 1)(i)に記載する要件に該当することになった

者である旨当社取締役会が認めた者であって、かつ、上記 1)(i)の特定大量保

有者に該当することになった後 10 日間（但し、当社取締役会はかかる期間を

延長することができる。）以内にその保有する当社の株券等を処分等すること

により上記１)(i)の特定大量保有者に該当しなくなった者 
③ 当社による自己株式の取得その他の理由により、自己の意思によることなく、
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上記 1)(i)の特定大量保有者に該当することになった者である旨当社取締役会

が認めた者（但し、その後、自己の意思により当社の株券等を新たに取得した

場合を除く。） 
④  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又は株主共同

の利益に反しないと当社取締役会が認めた者（特定買付者等に該当すると当社

取締役会が認めた者についても、当社の企業価値又は株主共同の利益に反しな

いと当社取締役会は別途認めることができ、また、一定の条件の下に当社の企

業価値又は株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた場合には、当該

条件が満たされている場合に限る。） 
3) 適用ある外国の法令上、当該法令の管轄地域に所在する者に新株予約権を行使さ

せるに際し、(i)所定の手続の履行もしくは(ii)所定の条件（一定期間の行使禁止、

所定の書類の提出等を含む。）の充足、又は(iii)その双方（以下「準拠法行使手

続・条件」と総称する。）が必要とされる場合には、当該管轄地域に所在する者

は、当該準拠法行使手続・条件が全て履行又は充足されたと当社取締役会が認め

た場合に限り新株予約権を行使することができ、これが充足されたと当社取締役

会が認めない場合には新株予約権を行使することができない。なお、当該管轄地

域に所在する者に新株予約権を行使させるに際し当社が履行又は充足することが

必要とされる準拠法行使手続・条件については、当社取締役会としてこれを履行

又は充足する義務は負わない。また、当該管轄地域に所在する者に新株予約権の

行使をさせることが当該管轄地域における法令上認められない場合には、当該管

轄地域に所在する者は、新株予約権を行使することができない。 
4) 上記 3)にかかわらず、米国に所在する者は、当社に対し、(i)自らが米国 1933 年

証券法ルール 501(a)に定義する適格投資家（accredited investor）であることを

表明、保証し、かつ(ii)その保有する新株予約権の行使の結果取得する当社普通株

式の転売は東京証券取引所及び大阪証券取引所における普通取引（但し、事前の

取決めに基づかず、かつ事前の勧誘を行わないものとする。）によってのみこれ

を行うことを誓約した場合に限り、当該新株予約権を行使することができる。当

社は、かかる場合に限り、当該米国に所在する者が当該新株予約権を行使するた

めに当社が履行又は充足することが必要とされる米国 1933 年証券法レギュレー

ション D 及び米国州法に係る準拠法行使手続・条件を履行又は充足するものとす

る。なお、米国における法令の変更等の理由により、米国に所在する者が上記(i)
及び(ii)を充足しても米国証券法上適法に新株予約権の行使を認めることができ

ないと当社取締役会が認める場合には、米国に所在する者は、新株予約権を行使

することができない。 
5) 新株予約権を有する者は、当社に対し、自らが特定買付者等に該当せず、かつ、

特定買付者等に該当する者のために行使しようとしている者ではないこと、及び
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新株予約権の行使条件を充足していること等の表明・保証条項、補償条項その他

当社が定める事項を誓約する書面並びに法令等により必要とされる書面を提出し

た場合に限り、新株予約権を行使することができるものとする。 
6) 新株予約権を有する者が本(4)の規定により、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。 
 

(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備

金 
  新株予約権の行使により当社株式を発行する場合における増加する資本金及び資本

準備金の額は、当社取締役会が新株予約権無償割当て決議において別途定める額とする。 
 
(6) 新株予約権の譲渡制限 

1) 新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要する。 
2) 新株予約権を譲渡しようとする者が日本国外に所在する者であって、上記(4)3)及

び 4)の規定により新株予約権を行使することができない者（特定買付者等を除

く。）であるときは、当社取締役会は、以下の事由等を勘案して上記 1)の承認を

するか否かを決定する。 
① 当該管轄地域に所在する者による新株予約権の全部又は一部の譲渡による取

得に関し、譲渡人及び譲受人が作成し署名又は記名捺印した差入書（下記②

ないし④に関する表明・保証条項、補償条項及び違約金条項を含む。）が提

出されているか否か 
② 譲渡人及び譲受人が特定買付者等に該当しないことが明らかか否か 
③ 譲受人が当該管轄地域に所在しない者であり、かつ、当該管轄地域に所在す

る者のために譲受しようとしている者ではないことが明らかか否か 
④ 譲受人が特定買付者等のために譲受しようとしている者でないことが明らか

か否か 
 

(7) 当社による新株予約権の取得 
1) 当社は、新株予約権の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。 
2) 当社は、当社取締役会が別に定める日において、特定買付者等及び取得日までに

当社所定の書式による書面（新株予約権者が特定買付者等に該当しないことにつ

いての表明保証条項、補償条項及び違約金条項等を含む書式によるものとする。）

を提出しない者（但し、当社がかかる書面の提出を求めなかった者を除く。）以
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外の者が有する新株予約権のうち、当社取締役会の定める当該日の前営業日まで

に未行使の新株予約権の全てを取得し、これと引換えに、新株予約権１個につき

対象株式数の当社株式を交付することができる。当社はかかる新株予約権の取得

を複数回に分けて行うことができる。 
 

(8) 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、

及び株式移転の場合の新株予約権の交付及びその条件 
当社取締役会が新株予約権無償割当て決議において別途決定する。 

 
(9) 新株予約権証券の発行 

新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。 
 

(10) 法令の改正等による修正 
上記で引用する法令の規定は、平成 18 年 7 月 19 日現在施行されている規定を前提と

しているものであり、同日以後、法令の新設又は改廃により、上記各項に定める条項な

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、当社取締役会において、当該

新設又は改廃の趣旨を考慮の上、上記各項に定める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。 
以上 
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