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買収防衛策（事前警告型ライツ・プラン）導入のお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、当社および当社子会社（以下、「当社グループ」

という。）の企業価値の向上をはかり、当社株主共同の利益を確保するという観点から、当

社の株券等の濫用的な買収行為に対する防衛策として、新株予約権無償割当ての制度を利用

した事前警告型ライツ・プラン（以下、「本ライツ・プラン」という。）の導入を決議いた

しましたのでお知らせいたします。なお、今回の本ライツ・プランの導入にあたっては、企

業価値の向上および株主共同の利益を守り、株主の皆様の意思尊重を図るため、平成18年9

月26日開催予定の臨時株主総会に付議する予定でありますが、当社取締役合計の議決権比率

が53.3％（平成18年6月30日現在、当社自己株式除く）を有すること、初めての敵対的買収防

衛策に関する決議であることに鑑み、特別決議に準ずる決議（議決権を行使できる株主の議

決権の過半数以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の承認をもって行う決

議。）として株主の皆様のご採決を賜ることと致しました。従いまして、当該臨時株主総会

において、株主の皆様の3分の2以上のご賛同を得られなかった場合を除き、本ライツ・プラ

ンに関する取締役会における決議が発効いたします。 

 

記 

 
Ⅰ．企業価値の向上および株主共同の利益の実現に反する買収に対する新たな対応策の必要

性 

1．当社グループの企業価値の向上および株主共同の利益への取り組みについて 

当社グループは、コンタクトレンズ小売業を中核としつつ、眼に関するあらゆる商品・サ

ービスを提供するビジョン産業の情報発信基地として、新しい事業領域を他にない戦略で開

拓し続け、企業価値の向上を図って参りました。 

コンタクトレンズは薬事法において高度管理医療機器に指定されております。高度管理医

療機器とは、医療機器であって、副作用又は機能の障害が生じた場合（適正な使用目的に従

い適正に使用された場合に限る）において人の生命および健康に重大な影響を与えるおそれ

があることからその適切な管理が必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会
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の意見を聴いて指定するものと規定されており、その販売に際しては販売施設ごとに都道府

県知事から許可を取得することと販売管理者の設置および遵守事項が定められております。 

当社グループは、コンタクトレンズの使用に際しては医師による診察・指導が必要である

ことに鑑みて、コンタクトレンズ指示書（処方箋など）を介在させることで営利事業である

コンタクトレンズ販売と公益性を求められる医療を分離し、消費者、眼科医、販売店の責任

を明確にすると共に、法的視点・モラルの視点・安全確保の視点からも正しくコンタクトレ

ンズを消費者に提供できるビジネスモデルを構築いたしました。また、高度管理医療機器で

あるコンタクトレンズを「安全」「快適」「安価」「便利」「短時間」に提供するためのシステ

ムとして、EDNS（アイデータ・ネットワーク・システム：コンタクトレンズ指示書（処方箋

など）データ登録・管理・配信・販売システム）を開発し、眼科医が指定したコンタクトレ

ンズ指示書（処方箋など）の有効期限内であれば眼科医療機関に隣接した店舗でなくとも当

該指示書（処方箋など）に基づいてコンタクトレンズを販売することを可能にしました。  

このシステムのもと、平成 11 年 11 月より眼科医療機関が隣接しコンタクトレンズ指示書

（処方箋など）データを登録するコアショップ、眼科医療機関が隣接せずコンタクトレンズ

指示書（処方箋など）データの配信を受けてコンタクトレンズを販売するウェブショップの

ダブルコンセプトによる店舗展開を開始し、平成14年5月からはコンタクトレンズ指示書（処

方箋など）データ保有者の ID 確認システムを開発し、インターネットや携帯電話でコンタク

トレンズが安全に購入できるネット販売を開始しております。 

また、当社グループは平成 17 年 4 月 1 日施行の改正薬事法の規定を自主的に強化した業界

初のコンタクトレンズトレーサビリティシステムを開発いたしました。これは製造から最終

使用者であるお客様に至るまで製品の製造番号によって完全管理するシステムであり、顧客

情報システムとの連動によって、不具合製品の使用者に対して電子メール・ダイレクトメー

ル・電話等による積極的な情報伝達により、被害の拡大防止と安全確保の効果を格段に向上

させることに成功いたしました。これにより当社グループのお客様に安心してコンタクトレ

ンズをご使用いただける環境の提供を実現させております。 

また、平成 18 年 4 月 1 日に施行された医療費改正は、眼科医療機関の経営に影響を及ぼす

だけにとどまらず、コンタクトレンズの流通全般に対しても影響を与え、業界は混迷の様相

を呈しており、終息の兆しを見るには相当の時間を要することが懸念されております。これ

らの混迷を助長する要因は以下の事象であります。 

眼科医療機関においては誤った解釈も含め様々な診察料の算定方法が採用されているため、

患者様のコンタクトレンズに係る診察料の認識を混乱させ、医療に係る費用の不透明感をも

たらしております。これらの不明瞭な状況がコンタクトレンズの流通にも影響を及ぼし、コ

ンタクトレンズの一時的な買い控えが生じるばかりでなく、コンタクトレンズ指示書（処方

箋など）に基づかず、現在使用しているコンタクトレンズの箱に記載されている規格を自分

で入力して購入する通信販売や、箱そのものを販売店に持参して同一規格の製品を再購入す

る、いわゆる自己申告型の販売が増加すると予測されます。コンタクトレンズの販売に関し

ては処方箋などの発行義務が法制化されていないため、眼科医のコンタクトレンズ指示書（処
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方箋など）に基づく販売等、安全性担保への取組みは各販売会社のモラルに委ねられるとこ

ろでありますが、高度管理医療機器であるコンタクトレンズは眼に直接装着する視力補正機

器であり、このような販売方式が拡大することにより不具合が発生した場合、消費者・販売

店共に大きなリスクを抱えることとなります。 

当社グループは、あくまでもコンタクトレンズ指示書（処方箋など）に基づく安全性の重

要性と、業界の良心の喚起に努め、業界の混迷を助長しコンタクトレンズの適正流通と安全

使用を阻害する行為に対し、断固たる姿勢で対処し、当社グループが更なる業容の拡大を実

現することによって当社グループが推奨する EDNS を基盤とした販売方式を全国的に定着さ

せ、業界の発展に寄与したいと考えております。具体的には、当社グループ独自のシステム

である EDNS の全国インフラストラクチャーを構築することであります。当社グループはコン

タクトレンズの適正流通に賛同いただけるドラッグストアとの提携による「ハートアップ５

MINI（ファイブミニ）」の店舗網を整備・開拓することは、コンタクトレンズの安全な使用を

全国に普及させ、消費者の眼の健康保持にも貢献できるものと考えております。 

コンタクトレンズは高度管理医療機器であることから、お客様への提供に際しては薬事法

をはじめとする衛生関連法規に定める要件の充足と、良心に基づく安心・安全の確保という

高い公益性を有するところ、当社グループは、これを実現するためのインフラストラクチャ

ーの整備につとめており、300 万人を超える会員様や取引先をはじめとする社会からの信頼

を築きあげて参りました。これらの諸施策については、今後も継続していく予定です。この

ようにお客様に対する絶対的な安全安心の提供の上に成り立つ「快適」「安価」「便利」「短時

間」のサービスによって、長期的な信頼関係を構築、継続することが当社グループの企業価

値の向上および株主共同の利益にとって極めて重要であると考えております。 

 

2．2009年中期ビジョンと戦略について 
当社グループでは、2009 年度の中期計画目標を「Vision Supply マーケットでパイオニア

としての地位確立（売上高 440 億円・経常利益 42 億円の達成）を目指す」と定め、今後の継

続的な成長と企業価値の向上に取り組んでおります。 

そのための重点施策として以下の 5 項目を掲げております。 

・EDNS を軸としたコンタクトレンズ販売の全国インフラ構築 

・コンタクトレンズのプライベートブランドアイテムの充実 

・グラス販売の多彩な店舗展開による差別化 

・コンタクトレンズトレーサビリティによる顧客信頼度の更なる向上 

・内部体制の強化 
 

① EDNS を軸としたコンタクトレンズ販売の全国インフラ構築 

当社グループの EDNS はコアショップ・ウェブショップ・EYE-D mall など様々な販売チャネ

ルを通じて顧客が最適な購入方法を選択できる利便性を実現し、業界における競争優位性を

確立しておりますが、コンタクトレンズマーケットにおける当社グループのシェアを一層高

めるためには新規顧客の創造と既存顧客の利用率向上は不可欠な課題であります。これらに
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対応するため、当社グループは EDNS の更なる普及拡大を目指し、戦略の鍵として重要な役割

を担う「ハートアップ 5MINI（ファイブミニ）」の大量出店によって販売店舗網の充実を図り

ます。具体的な施策といたしまして全国のドラッグストアチェーンとの提携を積極的に推進

することで「ハートアップ 5MINI（ファイブミニ）」の加速度的展開を進め、かつドミナント

形成において要となる地点には従来型「ハートアップ 5MINI（ファイブミニ）」の出店により

有機的かつ効果的な面展開を進めて参ります。 

 

② コンタクトレンズのプライベートブランドアイテムの充実 

当社グループはコンタクトレンズ小売業として類を見ない多くのプライベートブランドレ

ンズを開発し、圧倒的なコスト競争力で売上総利益率を高めて参りました。その代表的な商

品は、１ヶ月定期交換型ソフトコンタクトレンズ、遠近両用ハードコンタクトレンズ、乱視

用ソフトコンタクトレンズでありますが、平成 17 年にはマーケットシェアのボリュームゾー

ンである２週間使い捨てソフトコンタクトレンズ、非球面設計によってクリアな視界を提供

することのできる高付加価値１ヶ月定期交換型ソフトコンタクトレンズを開発いたしました。

またコンタクトレンズ関連商品としてケア用品マーケットにおけるボリュームゾーンである

マルチパーパスソリューション（ソフトコンタクトレンズ洗浄保存液）や医薬品分野のプラ

イベートブランドとしてコンタクトレンズ装用者の必需品となりつつある専用点眼薬を投入

し、プライベートブランドによる取扱商品の裾野を拡大しております。今後も、マーケット

の動向、消費者のニーズを的確に捉えながら、コンタクトレンズに関わるあらゆる商品を対

象として独自のアイデアを活かした商品開発を行って参ります。 

 

③ グラス販売の多彩な店舗展開による差別化 

当社グループは、ジャストプライスによる低価格眼鏡ブームを契機として眼鏡マーケット

に参入いたしましたが、ブームの終焉による環境変化を新たなビジネスチャンスと捉え、当

社グループ独自の手法によってお客様へ満足を提供するハートアップオンリーワン戦略を展

開しております。近年、メガネに対する消費者のニーズは着実に変化しており、これらの顕

在化したニーズを的確に捉えるだけではなく、潜在的なニーズを喚起する取組みが必要とな

ります。当社グループはこれに対応するため多彩なショップブランドを開発し、従来の視力

補正の機能だけではなく、ファッションアイテムとしての需要を喚起して参ります。 

当社グループ最大の強みであるコンタクトレンズユーザーを抱えたメインブランド「ハー

トアップ」では、従来型のメガネ店の機能に加え、コンタクトレンズ主流派の顧客に対して

「Switch＆Switch（スイッチアンドスイッチ）」など提案型の商品によってコンタクトレンズ

とメガネの併用派の開拓を推進いたします。「メガネプロショップ」においては特にシニア層

との親和性を考慮したショップデザインと商品のマーチャンダイジングを採用し、顧客層の

裾野を広げる役割を担って参ります。また「ハートアップビジョンスクエア」は世代別、性

別にセグメントされたコンセプチュアルショップの集合体として展開しておりますが、これ
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を更に進化させ、お客様によりわかりやすく、また使用シーンをイメージしながら商品を選

択できる様に開発した新しい店舗ブランド「グラスコード」をグラス事業の新機軸として展

開して参ります。今後、立地環境に応じてこれらの多彩なショップブランドを全国主要都市

に展開し、新たな価値観を提供することで顧客創造に取り組んで参ります。 

 

④ コンタクトレンズトレーサビリティによる顧客信頼度の更なる向上 

前述のトレーサビリティシステムの充実を図ることによって顧客信頼度のさらなる向上

に努めて参ります。 

 

⑤ 内部体制の強化 

当社グループは、中期的視点にたったＩＴ戦略を立案し、段階的に実行しておりますが、

「正しいプロセスが正しい結果を生み出す」との思想のもとで、ＩＴシステム導入による

コックピットマネジメントを完成し、業務プロセスの標準化を図ると共に、これらを運営

する人材の活性化に取り組んで参ります。 

（ア）ＩＴを駆使した戦略経営システムと高レベル標準化への取組み  

販売部門における複数の店舗ブランドかつ多店舗をリアルタイムにマネジメントす

る店舗管理システム（SOMS）の導入と効果的運用の研究により、店長業務の規格標準化

とエリアマネージャー店舗指導ノウハウ集（マネジメントバイブル）を作成、運用を開

始しております。販売部門におけるコックピットマネジメントの基本システム導入を完

了した後、管理会計システム・バランススコアカード・経営情報システムをベースとし

た全社のコックピットマネジメントシステムの開発に着手いたします。 

（イ）社員満足度向上への取組み 

当社グループは、企業活性化の最も重要な要素である社員満足の向上策として以下の

施策を導入し、今後の成長拡大の原動力を強化する方針であります。 

・労務管理と福利厚生の充実による社員満足度の向上 

・カフェテリアプランの導入 

・計画的年次有給休暇使用の奨励および残業時間管理を含む安全衛生管理の徹底 

・社員対象のストック･オプション付与 

 

3．継続的な企業価値の向上および株主共同の利益の実現を阻害する買収の存在 

株式持ち合い構造の解消、国際的競争時代における企業文化の変容、企業買収に関わ

る法制度の変化等を踏まえると、今後、企業買収の対象となる会社の取締役会の同意を

得ることなく行われる企業買収、すなわち敵対的買収が増加することが予想されます。

当社グループが事業を営むコンタクトレンズ業界においても医療費改正を契機として業

界再編の兆しが現れつつあり、国内外を問わず異業種からの参入を含め、敵対的買収の

対象となる可能性があります。殊に、当社グループは中期ビジョン達成に向け継続的な
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設備投資等のための資金調達が必要であり、Ｍ＆Ａによる企業再編に積極的に取り組む

等の企業価値向上のための施策に伴うエクイティファイナンスの機会増加により株主構

成の大きな変化が予想されるため、買収の対象とされる可能性は高くなります。 

もとより、当社は、このような企業買収であっても当社や株主の皆様の利益に資するも

のであれば、これを一概に否定するものではありません。しかし、企業買収には、買収

の目的や買収後の経営方針等に鑑み会社の企業価値を損なうことが明白であるもの、会

社や株主に対して買収に係る提案内容等を検討するための十分な時間や情報を与えない

もの、買収に応じることを株主に強要するような仕組みを有するもの、買収条件が会社

の有する本来の企業価値に照らして不十分または不適切であるもの、株主をはじめとす

る会社の利害関係者の利益を勘案した会社の最善の利益に反しているもの等、不適切な

ものも少なくありません。仮に敵対的な買収をする者が現れた場合、高度管理医療機器

としての絶対的な安全性の保全に対する取り組みが損なわれる危険性があるだけでなく、

当社グループの思想に則って独自に開発した製品と販売システムをご利用頂いているお

客様からの信頼を失い、当社グループの企業価値は大きく毀損するおそれがあります。 

 

4．本ライツ・プラン導入の必要性 

上記の取り組みにおいて、EDNSは、当社グループの創業以来の思想を具現化したビジネ

スモデルであります。コンタクトレンズ販売においては欧米に比して法的整備が遅れて

いるといわざるを得ず、消費者の皆様への安全性の継続的な提供のための高度な自主規

制への取り組みは必要不可欠であると考えます。殊に当社グループはコンタクトレンズ

小売業界におけるリーディングカンパニーとして、この責務を将来に渡って安定的に果

たしていくためのゆるぎない体制を維持し、消費者の皆様の眼の健康維持の一助を担う

高度管理医療機器販売業としての公益性を継続的に維持していくための理念が継承され

ていくことが重要であると考えます。 

また、コンタクトレンズの消費者の皆様への提供は、当社グループ単独でできるもので

はなく、コンタクトレンズ指示書（処方箋など）を発行する眼科医との連携が必要であ

り、これは、コンタクトレンズの安全性確保に対する当該眼科医との理念の共有化が図

れておらねばならず、これは長年に渡る実績と信頼関係の蓄積によって作られるもので

あります。当社グループと眼科医療機関との間では医療法遵守の思想によりコンタクト

レンズ販売に関する拘束関係は存在しません。従って、異なる理念の持ち主が当社グル

ープの経営を担うこととなった場合、眼科医との協力関係は直ちに解消される可能性が

あります。このような事態となった場合、コンタクトレンズの販売ができなくなり、経

営の存続が脅かされる可能性が危惧されます。さらに、新規出店に際して、店舗に隣接

して開業いただける協力眼科医師の開発は、一朝一夕にできるものではなく、当社グル

ープの実績と経営陣への信頼関係をはじめとする人的要素も少なからず存在しておりま

す。これがコンタクトレンズ小売業界への異業種参入障壁であるとともに、当社グルー
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プの出店力が業界トップ水準である所以であります。従いまして、人脈の継承はシステ

ムで補えるものではありません。 

当社グループは既に中期計画において、ドラッグストア等をはじめとする異業種との提

携による出店を開始しておりますが、提携に際してはコンタクトレンズの適正な流通を

維持するための自主規制（眼科医の発行するコンタクトレンズ指示書（処方箋など）に

基づく販売の遵守）に基づき成り立つことを前提としております。これは、メーカーを

はじめとする協力者の理解があって初めて実現するものであり、当社グループの理念に

基づくEDNSの仕組みが評価されていることに他なりません。目先利益を重視するあまり

ルールを逸脱することのないよう、メーカーをはじめとする協力者の理解と当社グルー

プに対する信頼を継承し、安定的な商品供給を確保しなければなりません。 

このように、当社グループは高度管理医療機器であるコンタクトレンズの特殊性を十分

理解した上で、業界を規制する法令に則り更に高度な自主規制を設け、独創的な戦略と

システムの開発により、お客様・協力者のご支援を頂きながら継続的な成長を図ってお

り、これが、株主および投資家の皆様の利益に繋がるものと信じております。しかしな

がら、上記3の状況下において買収および買収の提案がなされ、これが当社や株主の皆様

の利益に反する買収であった場合、当社グループの企業価値および株主共同の利益が毀

損されることは明らかであります。従いまして、当該買収または買収の提案が行われた

場合、買収者または買収提案者（以下、併せて「買収者」という。下記、注1参照。）に

対する対応策を持ち、企業価値の向上および株主共同の利益に資する物であるか否かに

ついて検討し判断を行う十分な時間を確保する必要があると考えます。そして、企業価

値の向上や株主共同の利益に反する買収を防止するためには、特段当社に対する買収提

案が行われていない現時点において予め防衛策を導入しておくことが、必要不可欠であ

ると判断しております。 

そこで、当社は、当社グループの経営に対して重大な影響を与えることとなる、当社株

式に係る株券等の保有割合を20％以上とすることを目的とした、特定株主グループ（下

記、注2参照。）による当社株券等の買収行為（下記、注3参照。）が行われようとする

場合に、株主の皆様に対する十分な情報提供がなされる機会を確保しつつ、株主共同の

利益および当社グループ事業の公共性を踏まえ、買収行為の目的、内容を事前に検証し、

当該買収行為が当社の株主全体の利益に反し、または当社グループの事業目的を妨げる

ものである場合にはこれを未然に防ぎ、併せて買収者と取締役会とが交渉を行う機会を

設け当社グループの企業価値をより向上させるため、買収者及び当社取締役会に対して

事業計画を提案させることを目的として、本ライツ・プランの導入を決議いたしました。 

 

5. 株主の皆様への利益還元方針 

当社グループは、株主の皆様への利益還元を経営上の重要な政策と位置付け、安定配当

の継続を基本方針として参りました。 
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このような基本方針の下、配当実績は以下のとおりであります。 

平成12年度 1株あたり年12円（普通配当7円+店頭公開記念5円） 

平成13年度 1株あたり年10円（普通配当7円+グラス事業開始記念3円） 

平成14年度 1株あたり年7円（普通配当7円） 

平成15年度 1株あたり年15円（普通配当7円+ｱｲﾃﾞｰﾀﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ特許取得記念8円） 

平成16年度 1株あたり年10円（普通配当7円+新業態開発記念3円） 

平成17年度 1株あたり年13円（普通配当7円+ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨｰ導入記念6円） 

今後も中期ビジョンの実行による市場シェアの拡大や経営効率化の成果を、将来を見据

えた設備投資や研究開発、財務状態や利益水準等を総合的に勘案しつつ、株主の皆様に

還元していく所存です。 

 

用語の説明 

注1：買収者または買収提案者とは 

特定株主グループ（注2参照）が単独もしくは複数で株券等の保有割合を20％以上とすること

を目的とした当社株券等の買収行為、または結果として単独または複数で株券等の保有割合

が20％以上となるような当社株券等の買収行為を行い、またはこれらの提案を行おうとする

者をいう。但し、当社取締役会が書面で同意した者を除く。 

 

注2：特定株主グループとは 

①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項に基づき共同

保有者とみなされる者を含みます。以下同じとします。） 

または、 

②当社の株券等（同法第27条の2第1項に規定する株券をいいます。）の買付等（同法第27条

の2第1項に規定する買付等をいい、取引所有価証券市場において行われるものを含みます。）

を行う者およびその特別関係者（同法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。以

下同じとします。）を意味します。 

 

注3：買収行為とは、 

当社が発行者である株券等について特定株主グループ（注2参照）が株券等の保有割合を20％

以上とすることを目的とした買付もしくは公開買付け、結果として株券等の保有割合が20％

以上となるような買付行為等、またはこれらの提案を、総称して「買収行為」という。 
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Ⅱ．事前警告型ライツ・プランについて 

1. 本ライツ・プランの概要 

本ライツ・プランは、当社グループの企業価値、株主共同の利益を確保・向上させ、濫用

的な買収行為を防止することを目的として、当社株券等に対する買収が行われる場合に、買

収者に対し、事前に当該買収に関する所定の情報の提供を求め、独立委員会が当該買収につ

いての情報の収集・検討等を行う期間を確保し、必要があれば当社取締役会を通じて買収者

との交渉を行うなどの手続を定めています（詳細は、後述の「2.本ライツ・プランの発動・

不発動または廃止に関する手続」をご参照ください。）。 

また、当社取締役会は、敵対的買収者からの濫用的買収を防止するための事前の防衛策と

して、停止条件、差別的行使条件、一部取得条項の付いた新株予約権無償割当てを決議いた

します。 

 

(ａ) 停止条件とは 

当社が発行者である株券等について買収者が株券等の保有割合を20％以上とすることを目

的とした買付もしくは公開買付け、結果として株券等の保有割合が20％以上となるような買

付行為等、またはこれらの提案を行おうとする買収者（但し、当社取締役会が書面で同意し

た者を除く。）に該当する買収行為がなされたと取締役会が判断し公表すること。 

(ｂ) 新株予約権無償割当てと差別的行使条件とは 

新株予約権無償割当てとは、上記停止条件が成就し、独立委員会の手続を経て、当社取締

役会が対抗措置をとることが適切であると判断した場合、株主の皆様に対して、新たに申込

みや払込みをしていただくことなく、当社の新株予約権を無償で1株につき1個割当てること

をいいます。本新株予約権には、特定大量保有者等に該当する者には、本新株予約権の権利

行使は認められないとの差別的行使条件を付すものとします。 

(ｃ) 一部取得条項付とは 

特定大量保有者等に該当する者を除く新株予約権者の新株予約権を、同新株予約権１個につ

いて当社普通株式２株を交付することにより、当社が取得するとの条項を付すことをいいま

す。この場合、新株予約権者は、行使価格相当の金銭を払い込む必要はありません。 

この仕組みが導入されることによって、当社の取締役会は、買収者や買収提案について情

報の収集・検討等を行い、株主の皆様に事業計画等を説明したり、代替案を提示する機会や

時間を得、株主の皆様のために買収者と交渉することとなります。そして、当社や株主の皆

様の利益のために必要な情報提供と検討の機会が与えられない、また買収の提案が当社の長

期的な企業価値や株主共同の利益を損なうものである等の場合は、本ライツ・プランを発動

することがあります。他方、買収者は、当社の取締役会に対して事前に買収提案を行い、本

ライツ・プランの発動を抑止するために当社取締役会と交渉するインセンティブを有するこ

とになります。 

また、本ライツ・プランの発動または不発動の判断については、必要情報を提供せずに買
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収行為を開始する場合を除き、当社取締役会の恣意的判断を排除するために、独立委員会の

判断を経なければならないものとします。こうした買収提案の検討、買収者との協議・交渉、

その結果を踏まえた行使条件の充足の有無の判断等については、特に客観性・合理性を要す

るため、取締役会が中立的な委員によって構成される独立委員会の判断を十分に尊重して判

断するものとします。 

なお、本ライツ・プランが当社取締役の自己保身に利用されることがないよう、合理性を

保持するため、本ライツ・プラン導入に際して株主総会決議の承認の取得、独立社外者のみ

から構成される委員会の関与、客観的解除要件の設定、新株予約権の消却可能性（デットハ

ンド・ピル性の否定）、毎定時株主総会終結の時までを本ライツ・プラン有効期間とするサ

ンセット条項の存在、取締役の任期の短縮（1 年）等の点において、株主の皆様にとって合

理的な範囲で利用されるように設計しています。 

 

買収者は、（別紙2）停止条件付ライツ・プランの運用に関するガイドライン（以下、「（別

紙2）本ガイドライン」という。）および独立委員会の要請に従い、買収行為に関する必要か

つ十分な情報提供を行い、かつ独立委員会による合理的な協議検討のための期間が確保され

た場合には、当該期間経過後に買収行為を開始することができます。 

これに対し、当社取締役会は、買収者が（別紙2）本ガイドラインまたは独立委員会の要請

に違反し、もしくは買収者による買収行為が当社グループの事業の安定性を害し、当社グル

ープの企業価値および株主共同の利益を毀損すると認められる場合には、当該買収行為への

対応措置として独立委員会の勧告を踏まえて本ライツ・プランを発動することができるもの

とします。 

 

2.本ライツ・プランの発動・不発動または廃止に関する手続 

①本ライツ・プラン開始の条件 

当社が発行者である株券等について買収者が株券等の保有割合を20％以上とすることを目

的とした買付もしくは公開買付け、結果として株券等の保有割合が20％以上となるような買

付行為等、またはこれらの提案を行おうとする買収者（但し、当社取締役会が書面で同意し

た者を除く。）に該当する買収行為がなされたと取締役会が判断し公表した場合は、本ライ

ツ・プランに定める手続に従い、本ライツ・プランは開始されます。 

 

②買収者等に対する情報提供の要求 

 買収行為を行う買収者には、当社取締役会が別段の定めをした場合を除き、買収行為の実

行に先立ち、当社に対して、以下に定める情報、資料および書面（以下、総称して「必要情

報」という。）を提供していただきます。独立委員会は、当初提出いただいた情報のみでは

不十分であると判断した場合には、適宜回答期限を定めた上で、必要情報を追加的に提供す

るよう求めることがあります。なお、買収者は、独立委員会の指定した合理的期間内に必要
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情報を追加提供できない場合、独立委員会に対し、必要情報の提出期限の延長を申し出るこ

とができます。 

（ア）買収者およびそのグループ（共同保有者、特別関係者、株主、組合員その他の構成員

等）の名称、本店所在地、資本構成、財務内容 

（イ）買収の目的、方法および内容（買収対価の種類および価額、買収の時期、買収および

これに関連するスキームの概要等） 

（ウ）買収の対価の算定根拠（算定方法、算定に用いた数値情報等） 

（エ）買収資金の調達方法（買収資金の提供者がいる場合には、その名称、調達方法、担保

提供の有無・内容等） 

（オ）買収後の当社グループの経営方針、資本政策、配当政策および事業計画 

（カ）買収後における当社の従業員､取引先､顧客その他当社の利害関係者の処遇 

（キ）（別紙2）本ガイドラインが定める買収手続を遵守する旨の誓約書 

（ク）その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報および資料 

 

③独立委員会の検討手続 

独立委員会は、買収者から必要かつ十分な必要書類の提出がなされた後、当社取締役会に

対して、独立委員会が定める合理的期間内に、以下に定める情報その他の関連資料の提出を

求めるものとします。独立委員会は、当社取締役会による当該資料等の提供が不十分である

等と判断した場合には、当社取締役会に対して、追加情報の提供を求めることができます。

但し、当社取締役会は、独立委員会の指定した期間内に独立委員会が提出を求めた資料等の

提供ができない場合、独立委員会に対し、当該資料等の提出期限の延長を申し出ることがで

きるものとします。この場合、独立委員会は、必要かつ合理的な範囲内において、当該提出

期限を延長することができます。 

（ア）買収提案に対する意見およびその根拠となる資料等 

（イ）当社取締役会による経営方針、資本政策、配当政策および事業計画 

（ウ）その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報および資料 

 

④買収行為等の検討・評価および交渉期間の確保 

当社は、買収者および当社取締役会が独立委員会に対して必要情報等の提供を完了した後、

その買収条件が、現金を対価とし発行済株式等の全てを公開買付けによる場合には60 日間を、

その他の場合には90 日間を、独立委員会における検討、評価、交渉、意見形成および代替案

立案のための期間（以下、「検討期間」という。）として確保されるべきものと考えており

ます。 

独立委員会は、検討期間中、適宜必要に応じて外部専門家等の助言を得ながら、提供され

た必要情報を十分に検討・評価し、独立委員会としての意見を慎重に取りまとめ、本ライツ・

プランの発動または不発動を当社取締役会に対して勧告します。なお、独立委員会は、必要
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に応じて、買収者および当社取締役会に対して協議を行うよう要請し、または当社の重要な

取引先および従業員に対して、買収者および当社取締役会が提示する事業計画等についての

意見を求めることがあります。さらに、独立委員会は、必要に応じて、買収者または当社取

締役会と協議を行い、買収者および当社取締役会に対して、提示した買収提案、事業計画等

の変更または代替案の提示を求めることがあります。 

独立委員会が、検討期間内に本ライツ・プランの発動または不発動の判断を行うに至らな

い場合には、合理的な範囲で検討期間を延長することができます。なお、独立委員会は、検

討期間中に買収者が提示した買収提案の修正案が当初の買収提案よりも当社にとって実質的

に不利益であると判断したときには、別途当該修正案の提出日の翌日から上記の区分に対応

した期間において、当該修正案の検討等を行うことができるものとします。 

 

⑤本ライツ・プランの発動・不発動または廃止に関する判断手続および判断基準 

（ア）独立委員会による勧告 

独立委員会は、買収者および当社取締役会が提出した必要情報その他の資料等を総合的に

考慮し、（a）買収者が、独立委員会の定める合理的期間内に、独立委員会の要請する必要情

報（追加で要請された資料等を含む。）の提供を行わない場合、（b）買収者が、独立委員会

の要請する当社取締役会等との協議・交渉に応じない場合、（c）買収者が、独立委員会の要

請する買収提案、買収後の事業計画等の変更または代替案の提示に応じない場合、（d）その

他、買収者が（別紙2）本ガイドラインまたは独立委員会の要請を遵守しない場合、または（e）

買収提案の内容から、下記（イ）（a）又は（ｂ）のいずれかの類型に該当し、株主の利益ま

たは安定的な事業運営に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に推測される場合には、当社取

締役会に対して、本ライツ・プランの発動を勧告します。これに対し、独立委員会は、（f）

当社取締役会が、独立委員会の定める合理的期間内に、独立委員会の要請する資料等（追加

で要請された資料等を含む。）の提供を行わない場合、（g）当社取締役会が、独立委員会の

要請する買収者等との協議・交渉に応じない場合、（h）当社取締役会が、独立委員会の要請

する事業計画等の変更または代替案の提示に応じない場合、（i）その他、当社取締役会が（別

紙2）本ガイドラインまたは独立委員会の要請を遵守しない場合、（j）買収者および買収者

による買収提案が上記（a）から（e）のいずれにも該当しないと判断した場合には、当社取

締役会に対して、本ライツ・プランの不発動を勧告しなければならないものとします。 

（イ）取締役会決議 

当社取締役会は、上記（ア）の独立委員会による勧告を最大限尊重し、本ライツ・プラン

の発動または不発動の決議を行ないます。   

当社取締役会は、独立委員会から本ライツ・プランの発動の勧告を受けた場合であっても、

買収者から提出を受けた必要情報等を総合的に考慮し、買収者またはその買収提案が下記の

いずれにも該当しないと判断したときは、本ライツ・プランを発動しないものとします。ま

た、当社取締役会は、独立委員会から、本ライツ・プランの不発動の勧告を受けた場合には、
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本ライツ・プランを発動することはできないものとします。 

 

（a）（i）株式を買い占め、その株式について当社に対して高値で買取りを要求する行為、

（ii）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

牲の下に買収者等の利益を実現する経営を行うような行為、（iii）当社の資産を買収者等や

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、または（iv）当社の経営

を一時的に支配して、当社の事業に当面関与していない資産等を処分させ、その処分利益を

もって、一時的な高配当をさせるか、もしくは一時的高配当による株価の急上昇の機会をね

らって高値で売り抜ける行為等により、株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらす場合 

 

（b）強圧的な二段階買収（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

条件を最初の買付よりも株主に不利に設定し、あるいは二段階目の買付条件を明確にしない

で、公開買付け等の株式の買付を行うことをいう。）等、当社株主に対し、その保有する株

式の売却を事実上強要するおそれのある場合 

 

 

３．本新株予約権の概要 

本ライツ・プランの発動により、新株予約権無償割当ての方法により割当てをする予定の

本新株予約権の主な条件等は、以下のとおりです。（概要につきましては、別紙（1）「発行

予定の新株予約権の概要」（以下、「（別紙1）新株予約権概要」という。）をご確認下さい。） 

 

① 割当て対象株主 

新株予約権無償割当てを決定する取締役会の決議（以下、「新株予約権無償割当て決議」

という。）において当社取締役会が権利確定日（基準日）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、その保有株式1 株につき1 個の割合で本新株予約権を無償で割当てます。 

 

② 新株予約権の目的となる株式の数の算定方法 

本新株予約権1個あたりの目的株式数は当社普通株式2株とします。 

 

③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権により付与される株数1株当たり1円とします。 

 

④新株予約権の譲渡制限 

新株予約権を譲渡するには当社取締役会の承認を要するものとします。 
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⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金および資本準備金に関す

る事項 

全額を資本金に組み入れます。 

 

⑥ 行使期間 

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ものとします。 

 

⑦ 行使条件 

（a）特定大量保有者、（b）その共同保有者、（c）特定大量買付者、（d）その特別関係者、

もしくは（e）上記（a）から（d）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

ることなく譲受け、もしくは承継した者、または（f）上記（a）から（e）の関連者は、原則

として本新株予約権を行使することができません。なお、上記に用いられる用語の定義およ

び詳細については（別紙1）新株予約権概要をご参照下さい。 

 

⑧当社による新株予約権の一部取得 

（ア） 本新株予約権は、別途当社取締役会が定める日に、当社が以下の要領によりこれを取

得します。 

（イ） 上記（ア）に定める日に、当社は（別紙1）新株予約権概要 10項の内容に従い新株

予約権を行使することができる者の新株予約権を取得します。 

（ウ） 上記（イ）の取得にあたって、取得する新株予約権1個と引換えに、当該新株予約権

者に対して当社普通株式2株を交付します。 

 

⑨新株予約権の当社による取得または行使により新たに当社株式を取得した場合の当該株主

の株主総会における議決権行使 

 当社が定める権利確定日（基準日）後に、当社による新株予約権の取得または新株予約権

の行使によって、新たに当社株式を取得した場合の当該株主は、株主総会において議決権を

行使できるものとします。 

 

⑩新株予約権証券の不発行 

 新株予約権証券は、発行しません。 

 

４．本ライツ・プランの発動後の中止 

当社取締役会は、本ライツ・プランの発動を決議した場合であっても、本新株予約権の割

当の権利確定日（基準日）までに、買収者から合理的かつ妥当な買収提案がなされたと自ら

判断し、または独立委員会からかかる勧告がなされた場合には、本ライツ・プランの発動を

中止することができるものとします。また、新株予約権無償割当ての権利確定日（基準日）
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までに、当社取締役会が買収者との間で本ライツ・プランを発動しない旨の合意に至った場

合も本ライツ・プランの発動を中止することができるものとします。 

 

５．本ライツ・プランの有効期間、廃止および変更 

本ライツ・プランの有効期間は、平成19 年3 月開催予定の定時株主総会終結の時までとし

ます。但し、本ライツ・プランの有効期間中であっても、当社株主総会または当社取締役会

において、本ライツ・プランを廃止する旨の決議を行なった場合には、その時点で本ライツ・

プランは廃止されるものとします。 

 

６． 本ライツ・プランの合理性 

本ライツ・プランは平成17年5月27日に経済産業省および法務省から公表された「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」、平成17年4月21日に

株式会社ジャスダック証券取引所から公表された「敵対的買収防衛策の導入に際しての投資

者保護上の留意事項について」および機関投資家の皆様から公表された敵対的買収防衛策に

対する議決権行使の方針等の内容を十分に考慮した上で策定しております。 

 

（1）株主の総体的意思を反映するものであること 

当社の取締役は、その任期が1 年であり、本ライツ・プランは毎定時株主総会終結の時ま

でを有効期間とし、有効期間満了と同時に取締役の任期も満了となります。また、本ライツ・

プランは、その有効期間の満了前であっても、株主総会において本ライツ・プランを廃止す

る旨の決議が行なわれた場合には、本ライツ・プランはその時点で廃止されることになりま

すので、本ライツ・プランの継続または廃止の判断が株主の皆様に委ねられているという意

味において、株主の皆様の意思が反映される仕組みになっております。 

 

（2）独立社外者の判断の重視 

当社は、本ライツ・プランの導入にあたり、取締役の恣意的判断を排除し、当社の企業価

値および株主の皆様の共同利益を向上、確保するために独立委員会を設置します。独立委員

会の構成員（以下、「独立委員」という。）は、厳格な基準の下で選任され（（別紙2）本ガ

イドライン 第2 独立委員会8項をご参照下さい。）、当社取締役会の恣意的な判断を遮断

する高度な独立性、公平性が確保されております。また、独立委員会は、買収者が出現した

場合、当社の費用負担において、必要に応じていつでも投資銀行、証券会社、公認会計士、

弁護士等の外部専門家の助言を受けることができますので、独立委員会の実質的な判断の独

立性、公平性および客観性も担保されております。 

そして、当社取締役会は、本ライツ・プランの発動の決定に先立ち、独立委員会の勧告を

経る必要があり、また、当社取締役会は、独立委員会から、本ライツ・プランの不発動の勧

告を受けた場合には、本ライツ・プランを発動することはできないものとします。 
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（3）合理的かつ客観的な要件の設定 

当社取締役会は、上記記載のとおり、合理的かつ客観的な要件が充足されなければ、本ラ

イツ・プランを発動させることができませんので、当社取締役会の恣意的な判断に基づく本

ライツ・プランの発動を防止するための措置が講じられているものといえます。 

 

（4）デットハンド型やスロー・ハンド型の買収防衛策ではないこと 

本ライツ・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い

つでも廃止することができますので、買収者が指名し、株主総会で選任された取締役で構成

される取締役会の決議により本ライツ・プランを廃止することができます。また、当社の取

締役の任期は1 年であり、いわゆる期差選任制や取締役の解任決議要件の加重も実施してお

りませんので、本ライツ・プランは、デットハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半

数を交代させた場合でも発動を阻止できない買収防衛策）にもスロー・ハンド型買収防衛策

（取締役の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止しにくい買収防衛策）に

も該当するものではありません。 

 

７． 本ライツ・プラン発動による株主、投資者の皆様への影響等 

（1） 本ライツ・プラン導入時に株主、投資者の皆様に与える影響 

 本ライツ・プランの導入時点においては、本新株予約権無償割当て自体は行われませんの

で、株主および投資家の皆様の権利・利益に直接的な影響が生じることはありません。 

 

（2）発動時に株主・投資者の皆様に与える影響 

本ライツ・プランでは、新株予約権無償割当ての方法により、割当期日における株主に対

し、その保有株式1 株につき1 個の割合で本新株予約権が割当てられます。そして、当社が

本新株予約権の取得の手続を取ることにより、買収者以外の株主の皆様は、本新株予約権の

行使価額相当の金銭を払い込むことなく、当社による本新株予約権の取得の対価として当社

の株式を受領するため、不利益は発生しません。但し、割当期日において名義書換未了の株

主の皆様（証券保管振替機構に対する預託を行っている株式の株主を除きます。）、および

当社が本新株予約権を取得する日までに、一定の買収者でないこと等を誓約する当社所定の

書式による書面をご提出しない株主の皆様（当社がかかる誓約書の提出を求めた場合に限り

ます。）に関しましては、他の株主の皆様が当該新株予約権の無償割当てを受け、本新株予

約権と引換えに当社株式を受領することに比して、結果的に、その法的権利または経済的側

面において不利益が発生する可能性があります。 

 

（3）発動に伴って必要となる株主の手続 

①名義書換えの手続 
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当社取締役会において、本新株予約権無償割当ての発動を決定した場合には、当社は、本

新株予約権の割当期日を公告いたします。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に本新株予約権が割当てられますので、株主の皆様におか

れては、割当期日までに速やかに株式の名義書換え手続を行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っている株式については、名義書換え手続は不要

です。 

 

②新株予約権者となる日 

 本新株予約権は、会社法第277 条に定める新株予約権無償割当ての方法により株主の 

皆様に割当てられますので、申込みの手続は不要であり、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の皆様は、割当期日において、 

当然に新株予約権者となります。 

 

③本新株予約権の取得の手続 

当社取締役会が本新株予約権の取得条項に基づき取得の手続をとることにより、行使価額

相当の金銭を払い込むことなく、当社による本新株予約権の取得の対価として当社株式を受

領することになるため、払込み等の手続は必要となりません（もっとも、当社が本新株予約

権の取得の手続をとらなかった場合には、新株予約権の行使により新株を取得するために所

定の期間内に一定の金額の払込みを行っていただく必要があります。）。 

但し、この場合、株主の皆様には、別途、ご自身が所定の買収者ではないこと等を誓約する

当社所定の書式による書面を提出いただくことがあります。 

 

 

上記のほか、割当方法、名義書換え方法、当社による本新株予約権の取得の方法等の詳細 

につきましては、本新株予約権無償割当ての停止条件の成就が決定された後、株主の皆様 

に対して公表または通知いたしますので、当該内容をご確認ください。 

 

以 上 



  

 - 18 - 

（別紙１） 

発行予定の新株予約権の概要 

 

当社は事前警告型防衛策として「事前警告型ライツ・プラン」（以下、「本ライツ・プラ

ン」という。）を導入しました。本ライツ・プランは、以下の要領による新株予約権の発行

を目的としています。 

 

 

1．株主に割当てをする新株予約権の総数 

新株予約権無償割当てを決定する当社取締役会の決議（以下、「新株予約権無償割当て決

議」という。）において当社取締役会が割当期日として定める日（以下、「割当期日」とい

う。）における当社の最終の発行可能株式総数（但し、同時点において当社の有する当社株

式の数を除く。）を上限とする。 

 

2．割当方法 

割当期日における最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、そ

の保有株式（但し、同時点において当社の有する当社株式の数を除く。）1 株につき1 個の

割合で、新たに払込みをさせないで新株予約権を割当てる。 

 

3．新株予約権無償割当てがその効力を生ずる日 

上記1項に定める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日。 

 

4．新株予約権の目的となる株式の数の算定方法 

① 新株予約権1 個当たりの目的となる株式の数（以下、「対象株式数」という。）は、普通

株式2 株とする。 

但し、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、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、株式分割又は株式併合の効力を生ずる日の翌日以降、これを適用す

る。 

③ 上記①に定めるほか、合併、会社分割等を行う場合その他これらに準ずる場合で、対象株

式数の調整を必要とするときには、合併、会社分割等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。 

 

5．新株予約権の行使に際して出資される財産およびその価額 

各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、各新株予約権の行
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使に際して出資をなすべき当社普通株式の1 株当たりの額（以下、「行使価額」という。）

に対象株式数を乗じた金額とする。行使価額は1 円とする。 

 

6．新株予約権の行使に際して出資される金銭払込取扱場所 

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。 

 

7．新株予約権の行使期間 

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期間とする。 

 

8．新株予約権の行使条件 

（1）(i)特定大量保有者、(ii)その共同保有者、(iii)特定大量買付者、(iv)その特別関係者、

もしくは(v)上記(i)から(iv)記載の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

取得しもしくは譲受けもしくは承継した者、又は、(vi)上記(i)から(v)記載の者の関連者は、

原則として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％（又は、当社取締役会が別途これより高い割合を決定し、公表

した場合には当該割合）以上である者、もしくは20％（又は、当社取締役会が別途これより

高い割合を決定し、公表した場合には当該割合）以上であ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 項に定義される者および同条第6 項に

基づき共同保有者とみなされる者（当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含む。）

をいう。 

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13項に定義される。以下同じ。）の

買付け等（同法第27 条の2 第1 項に定義される。以下同じ。）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

に定める場合を含む。）に係る株券等の所有割合（同法第27 条の2 第8 項に定義される。以

下同じ。）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％（又は、当社取締役会

が別途これにより高い割合を決定し、公表した場合には当該割合）以上となる者（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。 

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。 
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⑤ 「関連者」とは、以下の(a)から(c)に該当する者をいう。但し、当社取締役会が独自の調

査に基づき上記(i)から(v)記載の者と共同で当社株式の議決権を行使しないと合理的に判断

した場合を除く。 

(a) 新株予約権の無償割当ての効力が生ずる日から過去3 年の間に、上記(i)から(v)記載の

者に対し、当社の発行済株式総数の5％以上の株式を譲渡し、又は上記(i)から(v)記載の者か

ら当社の発行済株式総数の5％以上の株式を譲り受けた株主 

(b) 新株予約権の無償割当ての効力を生ずる日から過去3 年の間に、上記(i)から(v)記載の

者、又は上記（a）に該当する関連者から、当社の株券等の取得にあたり3 億円以上の資金の

供与を受けた者 

(c) 上記（a）および（b）に定める者の他、当社取締役会が特定大量保有者を実質的に支配

する者、もしくは特定大量保有者に支配される者、又は特定大量保有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。 

（2）上記（1)にかかわらず、下記①から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（会社法第2 条第3 号に定義される。）又は当社の関連会社（会社計

算規則第2 条第3 項第23 号に定義される。） 

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)に記載する要件に該当すること

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)に記載する要件に該当しなく

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、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（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当社の株券等を取得・保有することが当社の企業価値の向上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（当社取締役会は、いつでもこれを認めることができる。また、

一定の条件の下に当社の企業価値の向上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）適用のある外国の法令上、当該法令の管轄地域に所在する者が新株予約権を行使するに

際し、当該法令の規定する手続の履行その他条件の成就等（以下、「準拠法遵守要件」とい

う。）が必要とされる場合には、当該管轄地域にある者は、準拠法遵守要件を全て充足した

場合に限り、新株予約権を行使することができる。この場合、当社は、準拠法遵守要件を充

足するために必要な手続等を行う義務を負わないものとする。独立委員会が当該管轄地域に

ある者に対して、準拠法遵守要件を全て充足していることを示す書類（以下、「準拠法遵守

確認書類」という。）の提出を求めた場合において、提出を要求後10 日間以内に準拠法遵守

確認書類を提出しない者は、新株予約権を行使することができないものとする。 
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（4）新株予約権を有する者が本項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。 

 

9．当社による新株予約権の一部取得の条件および一部取得により当社普通株式を対価として

新株予約権を取得することができる事由 

（1）当社は、新株予約権無償割当ての決議において定める日（以下、｢取得日｣という。）が

到来したときに、新株予約権（但し、上記8の規定に従い新株予約権を行使できない者および

取得日までに当社所定の書式による書面（新株予約権者が上記8（1）(i)から(vi)に記載する

者でないことについての表明保証条項、補償条項およ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。）が

有する新株予約権を除く。）を取得することができる。 

この場合、当社は、新株予約権の取得と引き換えに、新株予約権1 個につき、当社普通株

式2 株を交付する。 

（2）上記（1）の他、当社は、新株予約権無償割当て決議において、新株予約権の取得に関

する条件および手続等を定める。 

 

10．組織再編の場合の新株予約権の承継 

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会

社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又

は株式移転完全子会社となる株式移転を行う場合は、当該時点において行使されておらず、

かつ当社により取得されていない新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合

併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立

完全親会社は、当社が新株予約権無償割当て決議において定める決定方針に基づき新株予約

権者に新たに新株予約権を交付することができるものとする。 

 

11．新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金および資本準備金 

新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合、新株予約権の行使に際して払い込

まれた行使価額の全額を資本金として計上するものとする。 

 

12．新株予約権の行使の方法および行使の請求場所 

新株予約権の行使は、当社所定の新株予約権行使請求書（新株予約権者が上記8（1）(i)

から(vi)に記載する者でないことについての表明保証条項、補償条項および違約金条項等を

含む書式によるものとする。）に行使する新株予約権の個数、対象株式数および住所等の必

要事項を記載し、これに記名捺印したうえ、必要に応じて別に定める新株予約権行使に要す

る書類並びに会社法、証券取引法その他の法令およびその関連法規（日本証券業協会および



  

 - 22 - 

本邦証券取引所の定める規則等を含む。）上その時々において要求されるその他の書類（以

下「添付書類」という。）を添えて払込取扱場所に提出し、かつ、行使価額全額に相当する

金銭を払込取扱場所に払い込むことにより行われるものとする。 

 

13．新株予約権行使請求の効力発生時期 

新株予約権の行使請求の効力は、上記12 の規定に従い、行使に係る新株予約権行使請求書

および添付書類が払込取扱場所に到着し、行使価額全額に相当する金銭が払い込まれた時に

発生するものとする。 

 

14．新株予約権の譲渡制限 

新株予約権を譲渡するには当社取締役会の承認を要する。 

 

15．新株予約権証券の不発行 

新株予約権証券は、発行しないものとする。 

 

16．新株予約権者に対する通知 

（1）新株予約権者に対する通知は、新株予約権原簿に記載された新株予約権者の住所宛に書

面により行うものとし、かかる通知は通常到達すべかりし時に到達したものとみなす。 

（2）通知内容等の承諾については、新株予約権者に、その承諾を求める旨の通知が到達した

とみなされた日から14 日以内に、新株予約権者により当社に対して別段の意思表示がなされ

ない場合には、当社は新株予約権者がこれを承諾したものとみなすことができる。 

 

17．雑則 

当社が定める権利確定日（基準日）後に、新株予約権の行使又は当社による本新株予約権

の取得により新たに当社株式の交付をうけた当該株主は、株主総会において議決権を行使す

ることができるものとする。 

 

18．法令の改正等による修正 

法令（証券取引法を含む。）の新設、改廃又は施行等により、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、その他当社取締役会により必要と判断さ

れた場合においては、当該新設、改廃又は施行等の趣旨を考慮の上、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ものとする。 

 

以 上 
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（別紙2） 

停止条件付ライツ・プランの運用に関するガイドライン 

 

本ガイドラインは、当社取締役会が決議した、「事前警告型ライツ・プラン」（以下、「本

ライツ・プラン」という。）に基づく新株予約権の発行（以下、「本ライツ・プランの発動」

という。）に関する条件、手続および運用指針を規定する。なお、本ガイドラインに定めの

ない用語の定義は、（別紙1）「発行予定の新株予約権の概要」での定義による。 

 

第1 本ライツ・プランの発動・解除の手続 

 

1. 情報提供の要請 

（1）買収者に対する情報提供の要請 

買収者（買収者とは、単独もしくは複数で株券等の保有割合を20％以上とすることを目的

とした当社株券等の買収行為、または結果として単独または複数で株券等の保有割合が20％

以上となるような当社株券等の買収行為を行い、またはこれらの提案を行おうとする者をい

う。但し、当社取締役会が書面で同意した者を除く。）は、当社取締役会に対して書面にて

買収意思を表明した後、当社取締役会の書面による同意がある場合を除き、当社に対して、

以下に定める情報その他の関連資料（以下、「必要情報」という。）を提出しなければなら

ない。当社は、買収者が当社に対して提供した必要情報を独立委員会に交付するものとする。

独立委員会は、必要情報の提供が不十分であると判断した場合、もしくは下記2 の検討期間

内における検討又は協議の過程で新たに必要であると判断した場合には、独立委員会自ら又

は当社取締役会を通じて、買収者に対して、必要情報の追加提出を求めることができる。な

お、買収者は、独立委員会の指定した期間内に当該必要情報の追加提供ができない場合、独

立委員会に対し、必要情報の提出期限の延長を申し出ることができる。この場合、独立委員

会は、必要かつ合理的な範囲内において、当該提出期限を延長することができる。 

① 買収者およびそのグループ（共同保有者、特別関係者、株主、組合員その他の構成員等）

の名称、本店所在地、資本構成、財務内容 

② 買収の目的、方法および内容（買収対価の種類および価額、買収の時期、買収およびこれ

に関連するスキームの概要等） 

③ 買収の対価の算定根拠（算定方法、算定に用いた数値情報等） 

④ 買収資金の調達方法（買収資金の提供者がいる場合には、その名称、調達方法、担保提供

の有無・内容等） 

⑤ 買収後の当社グループの経営方針、資本政策、配当政策および事業計画 

⑥ 買収後における当社の従業員、取引先、顧客その他当社の利害関係者の処遇 

⑦本ガイドラインが定める買収手続を遵守する旨の誓約書 
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⑧その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報および資料 

（2）取締役会に対する情報提供の要請 

独立委員会は、買収者から必要かつ十分な必要書類の提出がなされた後、当社取締役会に

対して、独立委員会が定める合理的期間内に、以下に定める情報その他の関連資料の提出を

求めることができる。独立委員会は、当社取締役会による当該資料等の提供が不十分である

と判断した場合、もしくは下記2の検討期間内における検討又は協議の過程で新たに必要であ

ると判断した場合には、当社取締役会に対して、追加情報の提供を求めることができる。 

なお、当社取締役会は、独立委員会の指定した期間内に独立委員会が提出を求めた資料等の

提供ができない場合、独立委員会に対し、当該資料等の提出期限の延長を申し出ることがで

きる。この場合、独立委員会は、必要かつ合理的な範囲内において、当該提出期限を延長す

ることができる。 

① 買収提案に対する意見およびその根拠となる資料等 

② 当社取締役会による経営方針、資本政策、配当政策および事業計画 

 

③ その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報および資料 

 

2. 独立委員会による検討 

独立委員会は、当社取締役会から必要資料等の提出を受けた日の翌日から以下に定める期

間（以下、「検討期間」という。）において、買収者による買収価格および買収提案の内容

の検討、買収者と当社取締役会との経営方針、資本政策、配当政策、事業計画の比較検討を

行う。独立委員会は、必要に応じて、買収者および当社取締役会に対して協議を行うよう要

請することができる。また、独立委員会は、当社の重要な取引先および従業員に対して、買

収者および当社取締役会の提示する事業計画等についての意見を求めることができる。さら

に、独立委員会は、必要に応じて、買収者又は当社取締役会と協議を行い、買収者および当

社取締役会に対して、提示した買収提案、事業計画等の変更又は代替案の提示を求めること

ができる。 なお、独立委員会は、買収提案の検討状況および協議の進捗状況等を勘案し、

検討期間内に十分な検討、協議ができないと判断した場合、又は買収者と当社取締役会が検

討期間を延長することについて合意した場合には、合理的な範囲内で検討期間を延長するこ

とができる。独立委員会は、検討期間中に買収者が提示した上記1（1）の買収提案の修正案

が当初の買収提案よりも当社にとって実質的に不利益であると判断したときには、別途当該

修正案提出日の翌日から以下に定める区分に対応する期間において、当該修正案の検討等を

行うことができる。 

（1）買収者による買収提案が公開買付けによる株券等の取得の提案であり、その買付条件が、

現金を対価とし、発行済株式等の全てを対象とするものである場合には、60 日間 

（2）上記（1）以外の買収提案である場合には、90 日間 
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3. 本ライツ・プランの発動・不発動 

（1）独立委員会による勧告 

① 本ライツ・プラン発動の勧告 

独立委員会は、買収者から提出を受けた必要情報等を総合的に考慮した上で、以下のいずれ

かに該当すると判断した場合には、当社取締役会に対して、本ライツ・プランの発動を勧告

する。 

（ア）買収者が、独立委員会の定める合理的期間内に、独立委員会の要請する必要情報（追

加で要請された資料等を含む。）の提供を行わない場合 

（イ）買収者が、独立委員会の要請する当社取締役会等との協議・交渉に応じない場合 

（ウ）買収者が、独立委員会の要請する買収提案、買収後の事業計画等の変更又は代替案の

提示に応じない場合 

（エ）上記（ア）から（ウ）に定める他、買収者が本ガイドライン又は独立委員会の要請を

遵守しない場合 

（オ）買収提案の内容から、下記（2）①又は②のいずれかの類型に該当し、株主共同の利益

又は安定的な事業運営に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に推測される場合 

② 本ライツ・プランの不発動の勧告 

独立委員会は、以下のいずれかに該当すると判断した場合には、当社取締役会に対して、本

ライツ・プランの不発動を勧告する。 

（ア）当社取締役会が、独立委員会の定める合理的期間内に、独立委員会の要請する資料等

（追加で要請された資料等を含む。）の提供を行わない場合、又は提供された場合であって

も不十分な提供である場合 

（イ）当社取締役会が、独立委員会の要請する買収者等との協議・交渉に応じない場合 

（ウ）当社取締役会が、独立委員会の要請する事業計画等の変更又は代替案の提示に応じな

い場合 

（エ）上記（ア）から（ウ）に定める他、当社取締役会が本ガイドライン又は独立委員会の

要請を遵守しない場合 

（オ）上記①の（ア）から（オ）のいずれにも該当しない場合 

 

（2）取締役会決議 

当社取締役会は、独立委員会による上記（1）の勧告を最大限尊重し、本ライツ・プランの発

動又は不発動の決議を行なう（但し、買収者が必要情報の提出をせずに買収行為を開始した

場合には、取締役会の判断で本ライツ・プランの発動を決議することができるものとする。）。

当社取締役会は、独立委員会から本ライツ・プランの発動の勧告を受けた場合であっても、

買収者から提出を受けた必要情報等を総合的に考慮し、買収者又はその買収提案が下記のい

ずれにも該当しないと判断したときは、本ライツ・プランを発動しないものとする。また、

当社取締役会は、独立委員会から、本ライツ・プランの不発動の勧告を受けた場合には、本
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ライツ・プランを発動してはならないものとする。 

① （ア）株式を買い占め、その株式について当社に対して高値で買取りを要求する行為、（イ）

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

に買収者等の利益を実現する経営を行うような行為、（ウ）当社の資産を買収者等やそのグ

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、又は（エ）当社の経営を一時的

に支配して、当社の事業に当面関与していない資産等を処分させ、その処分利益をもって、

一時的な高配当をさせるか、もしくは一時的高配当による株価の急上昇の機会をねらって高

値で売り抜ける行為等により、株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらす場合 

② 強圧的な二段階買収（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

件を最初の買付よりも株主に不利に設定し、あるいは二段階目の買付条件を明確にしないで、

公開買付け等の株式の買付を行うことをいう。）等、当社株主に対し、その保有する株式の

売却を事実上強要するおそれのある場合 

 

 

4．本ライツ・プランの有効期間 

本ライツ・プランの有効期間は、平成19 年3 月開催予定の定時株主総会終結の時までとする。 

 

5．本ライツ・プランの廃止、発動中止 

（1）本ライツ・プランの廃止 

本ライツ・プランの有効期間中であっても、当社株主総会又は当社取締役会において、本

ライツ・プランを廃止する旨の決議を行なった場合には、その時点で本ライツ・プランは廃

止されるものとする。 

（2）本ライツ・プランの発動後の中止 

当社取締役会は、当社取締役会が上記3 に従い本ライツ・プランの発動を決議した場合で

あっても、新株予約権の割当ての権利確定日（基準日）までに、買収者から合理的かつ妥当

な買収提案がなされたと自ら判断し、又は独立委員会からかかる勧告がなされた場合には、

本ライツ・プランの発動を中止することができる。また、当社取締役会が買収者との間で本

ライツ・プランを発動させない旨の合意に至った場合も、本ライツ・プランの発動を中止す

ることができるものとする。 

 

6．本ライツ・プランの変更、および有効期間の延長（以下、「更新」という。）、並びに他

の防衛策への変更 

（1）本ライツ・プランの合理性の調査、検討 

独立委員会は、本ライツ・プラン導入後も引き続き本ライツ・プランおよび本ガイドライ

ンの合理性について、最新の議論の状況、他社導入にかかる防衛策の内容等に基づき検討し、

必要に応じて当社取締役会に報告する。 
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（2）本ライツ・プランの変更手続 

独立委員会は、本項（1）の検討の結果、本ライツ・プラン又は本ガイドラインの変更が必

要であると判断したときには、直ちに、当社取締役会にその旨を勧告する。当社取締役会は、

かかる独立委員会の勧告を踏まえ、本ライツ・プラン又は本ガイドラインの変更を行うこと

ができる。 

（3）更新又は他の防衛策への変更の検討 

独立委員会は、本項（1）の検討内容を踏まえ、本ライツ・プランの更新、他の防衛策への

変更、又は防衛策自体の解除、撤回についての審査を行い、遅くとも上記4 の有効期間満了

の1 ヶ月以上前までに、検討結果を当社取締役会に報告する。当社取締役会は、独立委員会

からの報告を踏まえ、更新、他の防衛策への変更、又は本ライツ・プランを含む防衛策自体

の解除、撤回について決議する。 

 

7．情報開示 

独立委員会は、当社取締役会又は買収者の提供する資料および情報のうち、一般の株主お

よび投資者が買収者の提案と当社取締役会の提案の双方の内容を比較検討し、それぞれの合

理性、妥当性を判断するための必要な情報について、適切な情報開示措置を講じるよう当社

取締役会に対して勧告することができる。 

 

第2 独立委員会 

 

1. 当社取締役会が本ライツ・プランを濫用することを防ぐために、下記8 の基準を満たす社

外監査役、有識者、外部専門家等によって構成される委員会（以下、「独立委員会」という。）

を設置する。 

2. 独立委員会は、3 名以上の構成員（以下、「独立委員」という。）で構成される。 

3. 独立委員の選任および解任は、当社取締役会の決議によってこれを決定する。 

但し、当社取締役会による独立委員の解任決議は、出席取締役の3 分の2 以上の賛成による。 

4. 独立委員会の決議は、独立委員の過半数が出席する会議において、出席者の過半数が賛成

する場合に採決される。 

5. 上記4 の決議において、議案に関し利害関係を有する独立委員は、決議に参加できず、ま

たその数は定足数より控除される。 

6. 独立委員会は、必要に応じて、当社の費用負担において、投資銀行、証券会社、公認会計

士、弁護士等の外部専門家に助言を求めることができる。 

7. 当社取締役会は、独立委員会から勧告等を受けた場合には、その内容を最大限尊重する。 

8. 独立委員の選任基準 

当社取締役会は、独立委員を、以下に定める全ての基準を満たす社外監査役、有識者、外部

専門家等の中から選任する。 
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（1）現在および過去において、当社又は当社の子会社の業務を行う取締役、執行役員、従業

員、もしくは監査役、又はこれらの者の親族（「親族」とは、民法第725 条に定める親族を

意味し、以下同様とする。）ではないこと（但し、当社の社外取締役および社外監査役は除

く。） 

（2）主要な取引先の取締役、執行役もしくは従業員、又はこれらの者の親族ではないこと（「主

要な取引先」とは、過去5 年間の当社の連結売上高の平均の2％を超える金額の取引を、当社

との間で行う取引先（仕入先等を含むが、これに限られない。）を意味し、以下同様とする。） 

（3）当社および主要な取引先の外部アドバイザー又はその親族ではないこと 

（4）当社の代表取締役が取締役を兼任している会社の取締役、執行役、従業員もしくは外部

アドバイザー、又はこれらの者の親族ではないこと 

 

以 上 
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独立委員会委員の紹介 

 

光家 國彦（こうけ くにひこ）  昭和１７年１２月２２日生まれ 

学 歴  中央大学大学院商学研究科修士課程卒業 

職 歴 

平成 ５年 ３月  トーマツコンサルティング株式会社 代表取締役社長 

平成１２年 ４月  同社代表取締役会長 

平成１４年 ７月  株式会社トランストラクチャ 取締役 

平成１５年 ３月  当社 社外監査役（現任） 

平成１５年 ６月  株式会社レントラックジャパン 社外監査役 

平成１６年 ４月  株式会社ティファムズ 代表取締役会長（現任） 

平成１７年 ４月  フードエックス・グローブ株式会社 社外監査役（現任） 

平成１７年 ４月  株式会社ノプト 社外監査役（現任） 

平成１７年 ６月  タリーズコーヒージャパン株式会社 社外監査役（現任） 

 

山口 利昭（やまぐち としあき）  昭和３５年６月２６日生まれ 

学 歴  大阪大学法学部卒業 

職 歴   

昭和６２年  司法試験合格 

平成 ２年  弁護士登録（竹内・井上法律事務所 勤務） 

平成 ７年  山口利昭法律事務所 開業（現任） 

平成１６年  株式会社フレンドリー 社外監査役 就任（現任） 

平成１８年  CFE（公認不正検査士）取得 

その他    日本取締役協会会員  

       全国社外取締役ネットワーク会員 

       大阪弁護士会会員 

 

安井 淳一郎（やすい じゅんいちろう）  昭和４３年３月１６日生まれ 

学 歴  中央大学商学部卒業 

職 歴   

平成 ２年４月 中央クーパース・アンド・ライブランド国際税務事務所 

        （現プライスウォーターハウスクーパース）入社 

平成 ４年３月 公認会計士登録 

平成１３年４月 株式会社ヴィーナス・ファンド設立 同社代表取締役（現任） 

以 上 


