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平成 19年 1月 9日 

各   位 
会 社 名 田崎真珠株式会社 
代 表 者 名 代表取締役社長 田﨑俊作 
コード番号 7968 東証・大証一部 
問 合 せ 先 常務取締役管理本部長 明石靖彦 
電 話 番 号 078-302-3321 

 

当社株式の大規模な買付行為への対応方針（買収防衛策）に関するお知らせ 

当社は、今般、特定株主グループ（注１）の議決権割合（注２）を20％以上とすることを目的
とする当社株券等（注３）の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20％
以上となる当社株券等の買付行為（市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いま

せんが、予め当社取締役会が同意した者による買付行為を除きます。以下かかる買付行為を「大

規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。）に対する対

応方針（以下「本対応方針」といいます。）をとりまとめ、平成19年1月9日に開催された当社取
締役会において、以下のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。 
本対応方針を決定した当社取締役会には、社外監査役2名を含む当社監査役3名全員が出席し、

監査役全員が、本対応方針の具体的運用が適正に行われることを条件として、本対応方針に賛成

する旨の意見を述べました。 

 なお、当社取締役会は、本対応方針の継続のため、平成 19年 1月 25日開催予定の当社定時株
主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）において、本対応方針の継続について、株主の皆

様のご意思を確認させていただく予定です。これは、本対応方針の採用およびそれに基づく対抗

措置の発動については、株主の皆様にも一定の影響を与えるため、本対応方針を継続するプロセ

スとして、株主の皆様のご承認をお願いするものであります。 
 

１．大規模買付ルールの必要性 

（１）当社の大規模買付行為に対する考え方 

当社取締役会は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、当社の取締役会の賛同

を得ずに行われる、いわゆる「敵対的買収」であっても、企業価値・株主共同の利益に資するも

のであれば、これを一概に否定するものではありません。特定の者の大規模買付行為に応じて当

社株式の売却を行うか否かは、最終的には当社株式を保有する当社株主の皆様の判断に委ねられ

るべきものであると考えます。従いまして、当社取締役会としては、株主の皆様の判断のために、

大規模買付行為に関する情報が大規模買付者から提供された後、これを評価・検討し、取締役会

としての意見を取りまとめて開示します。また、必要に応じて、大規模買付者と交渉したり、株

主の皆様へ代替案を提示することもあります。 
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（２）当社事業における経営理念と企業価値に対する考え方 
当社グループは、世界の人々に心の豊かさと潤いをお届けすることのできる『総合宝飾品企業』

を目指しております。「夢のないところに実現はない」をモットーに、創業以来 50年、世界中の
人々に宝飾品を通じて「夢」を提供してまいりました。「愛」や「夢」には世界中どの国の人々も

同じ想いをもっております。愛する人への想い、自分の夢への愛着。当社グループは、人々のそ

のようなかけがえのない想いをかなえるべく、日々限りない努力を続けております。 
当社グループは、現在、当社および子会社 10社で川上から川下まで製販一貫体制を形成し、国
内のみならずアジア、欧米を中心に世界の拠点において事業を展開しております。 
真珠事業においては昭和 34年に自社の養殖場を開設して以来、今日では、奄美大島、天草、九
十九島、平戸、伊万里などの九州地区およびミャンマーに養殖場をもち、人工採苗から浜揚げま

で、細心の注意と愛情を注ぎ、その熱意の結晶として、素晴らしい輝きを放つ真珠を生み出して

います。今日では、あこや真珠に関する当社の養殖技術は業界のなかでも高い水準を誇っており

ます。徳島に専門の養殖研究所をもち、他社では真似のできないノウハウを積み上げ、近年の海

洋汚染の問題についても研究成果があり、養殖業者には大きな打撃となった貝の斃死（へいし）

問題の影響も軽微に止めて、高品質の真珠を安定的に生産し続けています。 

 その成果のあらわれのひとつとして30年来開催されています全国真珠品評会、全国花珠真珠品

評会において農林水産大臣賞を通算8回、水産庁長官賞を通算3回受賞いたしました。 

また、個性的な色艶のある半円形の真珠、マベ真珠に関しては、昭和 45年、当社の技術で安定

生産が実現し、手頃な価格での入手を可能にしました。さらに水温の高い熱帯の海域だけで採れ

る、南洋真珠に関しては、当社では、昭和58年より、奄美の海でその量産化に成功。マベ真珠開

発に続いて、真珠養殖史上に残る快挙となりました。 
一方、ダイヤ事業においては、原石の輸入から始め、国内での自社研磨および海外における外

注研磨を経て完成品としております。ダイヤ事業は昭和 63年頃から手掛け、イスラエルに現地法
人を設立し（平成 15年閉鎖）、研磨能力や販売能力などが評価され、平成 6年にはデ・ビアス社
のサイトホルダーにも認定され、一貫体制を確立いたしました。現在ではダイヤの売上は当社グ

ループの総売上高の約 4割を占めており、真珠と並んで主要二本柱となっております。 
真珠およびダイヤの他にも色石商品、貴金属商品も取扱っておりほぼ全商品のほとんどを自社

製作いたしております。 
これは当社製作の商品すべてに当社のオリジナリティをもたせ「タサキ製商品」としてブラン

ドを汚すことのないよう配慮しているためであります。 
もうひとつの特色として、当社グループは海外への事業展開を推し進めております。特に中国

をはじめとする成長の著しいアジア地区を中心に販売網を広げつつあります。 
また一方、生産面でも上海に真珠加工・工芸工場を持ち、ミャンマーには南洋真珠の養殖場を

有しております。 
このようにますますグローバル化する時代の波に乗り、世界各国で享受できるメリットを積極

的に取り込んでおります。 
当社の経営理念としては、「最高の品質を追求すること」と「顧客満足を最大に」を揚げており、

それらを実践し続けることにより、信頼に裏付けられたタサキブランドの向上がかなえられるも

のと確信しております。 
「ブランド」の価値は宝飾品業界において最も重要なファクターであり、企業価値を向上させ

るために最も有効性があります。 
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また、財務体質の強化と人材の育成が、次世代に向けての重要課題ととらえており、中期経営

計画を策定し、その実現に向かって鋭意努力を重ねてまいる所存であります。 
＜ご参考＞中期経営計画の骨子 

1．中期ビジョン 
  次の取組により、企業価値の向上を図る。 
   （1）グローバル総合宝飾ビジネスの展開 
   （2）顧客満足度の向上 
   （3）財務体質の強化 

（4）社員の能力を活かす組織づくりと成長を支える人材育成 
2．中期アクションプラン 

   （1）新たなる成長戦略 
     ・ブランド強化によるグローバル展開 
     ・国内販売の強化（小売・卸） 
   （2）コスト構造の見直し 
     ・生産体制の再編と、商品絞込みによる生産コスト削減 
     ・販売費の徹底した管理と間接コストの削減 
     ・グローバルサプライチェーンへの取組み 
   （3）財務体質の改善 
     ・有利子負債の削減 
     ・新会計制度の早期導入による棚卸資産評価の徹底 
   （4）組織マネジメントの変革 
     ・全社的な戦略策定体制の強化 
なお、具体的な中期経営計画は確定次第、別途開示させていただく予定でございます。 
   

（３）情報開示の必要性 

以上のような事業を遂行している当社および当社グループの経営にあたっては、幅広いノウハ

ウと豊富な経験、ならびに国内外の顧客・取引先および従業員等のステークホルダーとの間に築

かれた関係等への十分な理解が不可欠です。株主の皆様にとっても、これらに関する十分な理解

がなくては、将来実現することのできる企業価値・株主共同の利益を適正に判断することはでき

ません。当社は、当社株式の適正な価値を投資家の皆様にご理解いただくよう努めておりますも

のの、突然大規模買付行為がなされたときに、大規模買付者の提示する当社株式の取得対価が妥

当かどうか等大規模買付者による大規模買付行為の是非を株主の皆様が短期間の内に適切に判断

するためには、大規模買付者および当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供されるこ

とが不可欠です。さらに、当社株式をそのまま継続的に保有することを考える株主の皆様にとっ

ても、大規模買付行為が当社および当社グループに与える影響や、当社および当社グループの従

業員、顧客および取引先等のステークホルダーとの関係についての方針を含む、大規模買付者が

考える当社および当社グループの経営に参画したときの経営方針や事業計画の内容等は、その継

続保有の是非を検討するうえで重要な判断材料となります。同様に、当社取締役会が当該大規模

買付行為についてどのような意見を有しているのかも、当社株主の皆様にとっては重要な判断材

料となると考えます。 
これらを考慮し、当社取締役会は、大規模買付行為に際しては、大規模買付者から事前に、株

主の皆様の判断のために必要かつ十分な大規模買付行為に関する情報が提供されるべきである、
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という結論に至りました。当社取締役会は、かかる情報が提供された後、大規模買付行為に対す

る当社取締役会としての意見の検討を速やかに開始し、独立の外部専門家等の助言を受けながら

慎重に検討したうえ意見を形成し公表いたします。さらに、必要と認めれば、大規模買付者の提

案の改善についての交渉や当社取締役会としての株主の皆様に対する代替案の提示も行います。

かかるプロセスを経ることにより、当社株主の皆様は、当社取締役会の意見を参考にしつつ、大

規模買付者の提案と（代替案が当社取締役会から提示された場合には）その代替案を検討するこ

とが可能となり、最終的な応否を適切に決定する機会を与えられることとなります。 

 当社取締役会は、大規模買付行為が、上記の見解を具現化した一定の合理的なルールに従って

行われることが、企業価値・株主共同の利益に合致すると考え、下記２．のとおり事前の情報提

供に関する一定のルール（以下「大規模買付ルール」といいます。）を設定することといたしま

した。なお、現時点において、特定の第三者から大規模買付けを行う旨の通告や買収提案を受け

ているわけではありません。 

このようなルールの設定については、裁判所においても「経営支配権を争う敵対的買収者が現

れた場合において、取締役会において、当該敵対的買収者に対し事業計画の提案と検討期間の設

定を求め、当該買収者と協議してその事業計画の検討を行い、取締役会としての意見を表明する

とともに、株主に対し代替案を提示することは、提出を求める資料の内容と検討期間が合理的な

ものである限り、取締役会にとってその権限を濫用するものとはいえない」と判示され、その正

当性が是認されているところです（東京地方裁判所平成17年７月29日決定）。 

 

２．大規模買付ルールの内容 

（１）情報の提供 

当社取締役会が設定する大規模買付ルールとは、①事前に大規模買付者が当社取締役会に対し

て必要かつ十分な情報を提供し、②当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買

付行為を開始する、というものです。 

具体的には、まず、大規模買付者には、当社代表取締役宛に、大規模買付者の名称、住所、設

立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先および提案する大規模買付行為の概要を明示した、大規模

買付ルールに従う旨の意向表明書をご提出いただいたうえで、当社取締役会に対して、当社株主

の皆様の判断および当社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な情報（以下「本必要

情報」といいます。）を提供していただきます。当社取締役会は、意向表明書受領後10営業日以

内に、大規模買付者から当初提供いただくべき本必要情報のリストを当該大規模買付者に交付し

ます。当初提供していただいた情報を精査した結果、それだけでは不十分と認められる場合には、

当社取締役会は、大規模買付者に対して本必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求めます。本

必要情報の具体的内容は大規模買付者の属性および大規模買付行為の内容によって異なりますが、

一般的な項目は以下のとおりです。 

①大規模買付者およびそのグループ（共同保有者、準共同保有者、特別関係者および（ファン

ドの場合は）各組合員その他の構成員を含みます。）の概要（大規模買付者の事業内容、資

本構成、当社および当社グループの事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含み

ます。） 

②大規模買付行為の目的および内容（買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、関連する取

引の仕組み、買付等の方法の適法性、買付等および関連する取引の実現可能性等を含みます。） 

③当社株式の取得対価の算定根拠および取得資金の裏付け（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。） 
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④当社および当社グループの経営に参画した後に想定している経営者候補（当社および当社グ

ループの事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。）、経営方針、事業計

画、財務計画、資本政策、配当政策、資産活用策等（以下「買付後経営方針等」といいます。） 

⑤当社および当社グループの取引先、顧客、従業員等のステークホルダーと当社および当社グ

ループとの関係に関し、大規模買付行為完了後に予定する変更の有無およびその内容 

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

社株主の皆様の判断のために必要であると認められる場合には、当社取締役会が適切と判断する

時点で、その全部または一部を開示します。 

 

（２）取締役会による評価期間 

次に、当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役

会に対し本必要情報の提供を完了した後、60日間（対価を現金（円貨）のみとする公開買付けに

よる当社全株式の買付けの場合）または90日間（その他の大規模買付行為の場合）を取締役会に

よる評価・検討・交渉、取締役会としての意見形成および取締役会による代替案立案のための期

間（以下「取締役会評価期間」といいます。）として与えられるべきものと考えます。従って、

大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとします。取締役会評価期

間中、当社取締役会は、独立委員会に諮問し、また、必要に応じて外部専門家等の助言を受けな

がら、提供された本必要情報を十分に評価・検討し、独立委員会からの勧告を最大限尊重したう

えで、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公表します。また、必要に応じ、大規模

買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として当社株主

の皆様に対し代替案を提示することもあります。なお、当社取締役会は、本必要情報の提供が完

了した場合には、速やかにその旨および取締役会評価期間が満了する日を公表いたします。 

 

３．大規模買付行為がなされた場合の対応方針 

（１）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合 

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

行為に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示し

たりすることにより、当社株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対す

る対抗措置はとりません。大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、当社株主の皆様において、

当該買付提案および当社が提示する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮のうえ、ご判

断いただくことになります。 

もっとも、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、外部専門家等の意見も参考に

し、監査役の意見も十分尊重し、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、当該大規模買付行

為が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと認められる場合であると、当社取締役会

が判断したときには、当社取締役会は当社株主の皆様の利益を守るために適切と考える方策を取

ることがあります。具体的には、以下の類型に該当すると認められる場合には、原則として、大

規模買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なう場合に該当するものと考えます。 

１．次の①から④までに掲げる場合のように、企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害

をもたらすような買収行為を行う場合 

①真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で株式を会

社関係者に引き取らせる目的で株式の買収を行う場合 

②会社経営を一時的に支配して、会社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情
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報、主要取引先や顧客等を当該買収者やそのグループ会社等に移譲させるなど、いわゆる焦

土化経営を行う目的で株式の買収を行う場合 

③会社経営を支配した後に、会社の資産を買収者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原

資として流用する予定で株式の買収を行う場合 

④会社経営を一時的に支配して会社の事業に当面関係していない不動産、有価証券など高額資

産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時的高

配当による株価の急上昇の機会を狙って株式の高値売り抜けをする目的で株式買収を行う場

合 

２．強圧的二段階買収（最初の買付条件よりも二段階目の買付条件を不利に設定し、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買付け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がある買収行為を行う場合 

３．大規模買付者による支配権取得により、従業員、顧客、取引先等のステークホルダーの利

益が損なわれ、それによって当社の企業価値・株主共同の利益が著しく損なわれる場合 

４．買付等の条件（対価の価額・種類、買付等の時期、買付方法の適法性、買付等の後におけ

る当社の従業員、顧客、取引先等のステークホルダーの処遇方針等を含みます。）が当社の本源

的価値に鑑み著しく不十分または不適当な買付等である場合 

 

（２）独立委員会の設置 

本対応方針において、大規模買付者が当社取締役会に提供すべき情報の範囲、大規模買付者が

大規模買付ルールを遵守したか否か、大規模買付行為が企業価値・株主共同の利益を著しく損な

うか否かおよび対抗措置をとるか否か等の検討および判断については、その客観性、公正さおよ

び合理性を担保するため、当社は、取締役会から独立した組織として、独立委員会を設置し、当

社取締役会は、かかる独立委員会（注4）に必ず諮問することとし、独立委員会は、諮問を受けた

事項について勧告することとします。独立委員会は、その判断の合理性・客観性を高めるために、

必要に応じて、当社の費用で、当社経営陣から独立した第三者（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。）の助言を得ることができる

ものとします。また、当社の取締役、監査役、従業員等に独立委員会への出席を要求し、必要な

情報について説明を求めたりしながら、取締役会から諮問を受けた事項について審議・決議し、

その決議の内容に基づいて、当社取締役会に対し勧告を行います。この勧告は公表することにし、

当社取締役会はかかる勧告を最大限尊重します。 

当社取締役会は、独立委員会による勧告を最大限尊重し、対抗措置の発動または不発動につき

速やかに決議を行うものとします。取締役会の決定に際しては独立委員会による勧告を最大限尊

重し、かつ必ずこのような独立委員会の勧告手続を経なければならないものとすることにより、

取締役会の判断の客観性、公正さおよび合理性を確保する手段として機能するよう位置付けてい

ます。また、取締役会の決定に際しては、当社監査役の意見も尊重したうえで決定することとし、

取締役会の判断の客観性、公正さおよび合理性を担保します。なお、当社取締役会が諮問するか

かる例外的な対抗措置の具体的内容については後記（３）をご参照ください。 

 

（３）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合 

大規模買付者により、大規模買付ルールが遵守されなかった場合には、具体的な買付方法の如

何にかかわらず、当社取締役会は、当社の企業価値・株主共同の利益を守ることを目的として、

新株予約権の発行等、会社法その他の法律および当社定款が認める対抗措置をとり、大規模買付



 7 

行為に対抗する場合があります。大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否かおよび対抗

措置の発動の適否は、外部専門家等の意見も参考にし、また監査役の意見も十分尊重したうえで、

独立委員会の勧告を最大限尊重し、当社取締役会が決定します。具体的にいかなる手段を講じる

かについては、その時点で最も適切と当社取締役会が判断したものを選択することとします。具

体的対抗措置として無償割当てにより新株予約権を発行する場合の概要は別紙１に記載のとおり

です。 

 

４．株主・投資家に与える影響等 

（１）大規模買付ルールが株主・投資家に与える影響等 

大規模買付ルールは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要

な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、さらには、当社株主の皆

様が代替案の提示を受ける機会を保証することを目的としています。これにより、当社株主の皆

様は、十分な情報のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適切な判断をすることが可

能となり、そのことが当社の企業価値・株主共同の利益の保護につながるものと考えます。従い

まして、大規模買付ルールの設定は、当社株主および投資家の皆様が適切な投資判断を行ううえ

での前提となるものであり、当社株主および投資家の皆様の利益に資するものであると考えてお

ります。 

なお、上記３．において述べたとおり、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守するか否かに

より大規模買付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、当社株主および投資家の皆様に

おかれましては、大規模買付者の動向にご注意ください。 

 

（２）対抗措置発動時に株主・投資家に与える影響等 

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

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

る対抗措置をとることがありますが、当該対抗措置の仕組上、当社株主の皆様（大規模買付ルー

ルに違反した大規模買付者および当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと認められる

ような大規模買付行為を行う大規模買付者を除きます。）が法的権利または経済的側面において

格別の損失を被るような事態が生じることは想定しておりません。たとえば、具体的対抗措置と

して新株予約権の発行や株式分割を決議した場合に、その基準日以後に当該決議を撤回すること

は想定しておりません。当社取締役会が具体的対抗措置をとることを決定した場合には、法令お

よび証券取引所規則に従って適時適切な開示を行います。 

なお、対抗措置として考えられるもののうち、新株予約権の発行につきましては、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していただく必要があ

ります。かかる手続きの詳細につきましては、実際に新株予約権を発行することになった際に、

法令に基づき別途お知らせ致します。但し、株主名簿への記載・記録（いわゆる名義書換）が未

了の当社株主の皆様に関しましては、新株予約権を取得するためには、別途当社取締役会が決定

し公告する新株予約権の基準日までに、株主名簿への記載・記録を完了していただく必要があり

ます。 
 

５．大規模買付ルールの有効期限等 

本対応方針の有効期限は、平成19年１月25日開催予定の本定時株主総会終結の時までとします。

本定時株主総会において、本対応方針の継続について株主の皆様のご承認が得られた場合は、本
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定時株主総会の日から１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとし、

以後も同様とします。また、当社取締役会は、株主全体の利益保護の観点から、会社法および証

券取引法を含めた関係法令の整備・改正等を踏まえ、本対応方針を随時見直していく所存です。 
本対応方針はその有効期間中であっても、当社取締役会により本対応方針を廃止する旨の決議

が行なわれた場合は、本対応方針はその時点で廃止されるものとします。また、当社取締役会は、

本対応方針の有効期間中であっても、独立委員会の勧告を最大限尊重して、本対応方針を修正す

る場合があります。 
なお、平成18年10月31日現在の大株主の状況は別紙４に記載のとおりです。 

 

注１：特定株主グループとは、 

(i) 当社の株券等（証券取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。）の保有者（同法第27条の23第３項に基づ

き保有者に含まれる者を含みます。以下同じとします。）およびその共同保有者（同法第27条の23第５項に規定する

共同保有者をいい、同条第６項に基づ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。）ならびに当該

保有者との間でまたは当該保有者の共同保有者との間で保有者・共同保有者間の関係と類似した一定の関係にある者

（以下「準共同保有者」といいます。）または、 

(ii) 当社の株券等（同法第27条の２第１項に規定する株券等をいいます。）の買付け等（同法第27条の２第１項に規定す

る買付け等をいい、競売買の方法によるか否かを問わず取引所有価証券市場において行われるものを含みます。）を

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

注２：議決権割合とは、 

(i) 特定株主グループが、注1の(i)記載の場合は、①当該保有者の株券等保有割合（同法第27条の23第４項に規定する株

券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数（同項に規定する保有株

券等の数をいいます。以下同じとします。）も計算上考慮されるものとします。）と、②当該保有者の準共同保有者

の株券等保有割合とを合わせた割合（但し、①と②の合算において、①と②との間で重複する保有株券等の数につい

ては、控除するものとします。）または、 

(ii) 特定株主グループが、注1の(ii)記載の場合は、当該大規模買付者および当該特別関係者の株券等所有割合（同法第

27条の２第８項に規定する株券等所有割合をいいます。）の合計をいいます。 

各株券等保有割合および各株券等所有割合の算出に当たっては、総議決権の数（同法第27条の２第８項に規定するも

のをいいます。）および発行済株式の総数（同法第27条の23第４項に規定するものをいいます。）は、有価証券報告

書、半期報告書および自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。 
注３：株券等とは、証券取引法第27条の23第１項に規定する株券等を意味します。 

注４：独立委員会 

独立委員会は、当社取締役会から独立した第三者機関として、本対応方針が取締役の保身のために利用されることがないよ

う監視するとともに、企業価値・株主共同の利益を損なう買収を抑止するという働きを担います。独立委員会の概要は、別

紙２のとおりです。 

独立委員会は、弁護士・税理士・公認会計士・学識経験者・投資銀行業務に精通する者・会社経営者として実績・経験を有

する社外にある者計３名以上の独立委員で構成されます。なお、本対応方針の導入時の独立委員会委員の氏名および略歴は、

別紙３のとおりです。 

 

以上 
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別紙１ 

新株予約権概要 

 

1. 新株予約権付与の対象となる株主および発行条件 

当社取締役会で定める基準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

れた株主に対し、その所有する当社普通株式（但し、当社の所有する当社普通株式を除く。）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。 

 

2. 新株予約権の目的となる株式の種類および数 

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、新株予約権の目的となる株式の総数

は、当社取締役会が基準日として定める日における当社発行可能株式総数から当社普通株式の

発行済株式（当社の所有する当社普通株式を除く。）の総数を減じた株式数を上限とする。新

株予約権1個当たりの目的となる株式の数は当社取締役会が別途定める数とする。但し、当社が

株式分割または株式併合を行う場合は、所要の調整を行うものとする。 

 

3. 発行する新株予約権の総数 

新株予約権の発行総数は、当社取締役会が別途定める数とする。当社取締役会は、複数回にわ

たり新株予約権の割当てを行うことがある。 
 

4. 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額（払込みをなすべき額） 

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額（払込みをなすべき額）は1円以上で当社取

締役会が定める額とする。 

 

5. 新株予約権の譲渡制限 

新株予約権の譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 

 

6. 新株予約権の行使条件 

議決権割合が20％以上の特定株主グループに属する者（但し、予め当社取締役会が同意した者

を除く。）でないこと等を行使の条件として定める。詳細については、当社取締役会において

別途定めるものとする。 

 

7. 新株予約権の行使期間等 

新株予約権の割当てがその効力を生ずる日、行使期間、取得条項その他必要な事項については、

当社取締役会が別途定めるものとする。なお、取得条項については、上記6.の行使条件のため

新株予約権の行使が認められない者以外の者が有する新株予約権を当社が取得し、新株予約権1

個につき当社取締役会が別途定める株数の当社普通株式を交付することができる旨の条項を定

めることがある。 

以上 
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別紙２ 

独立委員会の概要 

１．構成員 

当社取締役会により委嘱を受けた弁護士・公認会計士・学識経験者・投資銀行業務に精通す

る者・実績ある会社経営者等、３名以上で構成される。当初の構成員は、砂野耕一氏、加護野

忠男氏（手続中）、永原憲章氏の３名とする。 

２．決議要件 

独立委員会の決議は、原則として、独立委員会の全員が出席し、その過半数をもってこれを

行うものとする。但し、独立委員会の全員が出席できない場合には、独立委員会の決議は、独

立委員会の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行うものとする。 

３．決議事項その他 

独立委員会は、取締役会の諮問がある場合には、これに応じ、原則として以下の各号に記載

された事項について精査、検討、審議等のうえ決定し、その決定の内容をその理由を付して当

社取締役会に助言・勧告するものとする。なお、独立委員会の各委員は、こうした決定にあた

っては、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、

自らまたは当社取締役の利益を図ることを目的としては行わないものとする。 

① 大規模買付ルールの対象となる大規模買付行為の存否 

② 大規模買付者が当社取締役会に提供すべき情報の範囲 

③ 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否か 

④ 大規模買付者による大規模買付行為に対する代替案の提案の可否 

⑤ 対抗措置の発動の可否 

また、独立委員会は、適切な判断を確保するために、上記判断に際して、必要かつ十分な情

報収集に努めるものとし、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、

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

以上 
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別紙 3 
 

独立委員会委員の氏名および略歴 
 
 

砂野 耕一（いさの こういち） 
【略歴】   昭和28年3月 慶応義塾大学経済学部 卒業 
       昭和28年9月 川崎重工業株式会社 入社 
       昭和61年6月 同社 取締役 
       平成 元年6月 同社 常務取締役 

平成 7年 6月 同社 専務取締役 

平成 9年 6月 同社 常勤顧問 

平成17年7月 同社 社友（現在に至る） 

 

平成10年7月 兵庫県日韓親善協会 会長（現任） 
 
 
加護野 忠男（かごの ただお） 
【略歴】   昭和45年3月 神戸大学経営学部 卒業 
       昭和54年4月 神戸大学経営学部 助教授 
       昭和63年11月 神戸大学経営学部 教授 
       平成10年4月 神戸大学経営学部 学部長 

平成11年4月 神戸大学大学院経営学研究科  教授（現任） 
 
 
永原 憲章（ながはら のりあき） 
【略歴】   昭和59年4月 弁護士登録 
               原田法律事務所入所 
       昭和63年10月 原田法律事務所を継承 
       平成 8年4月  江戸町法律事務所と改称（現在に至る） 
 

以上 

 

 

 

 

 



 12 

別紙４ 
 
 

大株主の状況 
平成 18年 10月 31日現在 

順位 氏名または名称 
所有株式数 

（株） 

発行済株式総数に 

対する所有株式の

割合（％） 
1 田﨑俊作 2,397,000 6.34 

2 株式会社サハダイヤモンド 1,944,000 5.14 

3 株式会社三井住友銀行 1,841,440 4.87 

4 農林中央金庫 1,197,768 3.17 

5 住友生命保険相互会社 927,000 2.45 

6 株式会社近畿大阪銀行 699,057 1.85 

7 住友信託銀行株式会社 683,000 1.81 

8 田崎真珠社員持株会 675,224 1.79 

9 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 600,000 1.59 

10 メリルリンチ日本証券株式会社 574,000 1.52 
 合   計 11,538,489 30.52 

（注）1.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）の所有株式数は、同行の信託 

業務にかかるものであります。 

2.当社は自己株式552,916株を保有しておりますが、上記の表には記載しておりません。 

3.当社は株式会社サハダイヤモンドから平成18年12月21日付で提出された変更報告書 

（大量保有報告書）により、同日（報告義務発生日）現在で、以下の株式を共同保有して

いる旨の報告を受けております。 

大量保有者（共同保有者）    株式会社サハダイヤモンド 

   および株式会社サハ資源開発事業団 

保有株式数           ４,166,000株 
発行済株式総数に対する保有割合 11.02％ 

以 上 
 
 


