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平成 19 年 2 月 21 日 

 

各  位 

会 社 名  株式会社ニッセン 

代表者名 代表取締役社長 片山 利雄 

（コード番号 8248 東証・大証第一部） 

問合せ先  執行役員 経営企画室長 脇田 珠樹 

Ｔ Ｅ Ｌ  075-682-2010 

 

 

当社株式の大量買付行為に関する対応策に関するお知らせ 

 

当社は、平成 19 年１月 17 日開催の取締役会にて、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益の確保・

向上のための取り組みとして、当社に対する濫用的な買収等を未然に防止するため、当社株式の大量買

付行為に対する対応策（以下「本プラン」といいます）を導入いたしましたが、本プランの有効期間は

平成 19 年３月 14 日の定時株主総会（以下「本総会」といいます）の終結の時までであることに加え、

会社法（平成 17 年法律第 86 号）の施行、およびその他買収防衛策をめぐる動向を鑑むとともに当社に

おける平時の買収防衛策のありかたについて検討してまいりました。 

そこで、当社は、平成 19 年２月 21 日開催の取締役会において、本総会における株主の皆様のご承認

を条件に、引き続き本プランを導入することを決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

Ⅰ．当社における企業価値・株主の皆様の共同の利益向上のための取り組み 

 

 １．経営理念 

・ 私たちは、たえまなく流通の仕組みを改善し、お客様に喜ばれる価値ある商品を提供していきま

す。 

・ 私たちは、たゆまない努力により世界に誇れる経営を実現し、常に株主の信頼に応えていきます。 

・ 私たちは、お取引先との健全で透明な取引を通じ、お互いの繁栄をはかっていきます。 

・ 私たちは、地域社会の一員として社会とのコミュニケーションを深め、積極的に社会貢献活動を

していきます。 

・ 私たちは、その個性と能力を発揮して生きがいのある仕事に取り組み、物心ともに豊かになるこ

とを喜びとしていきます。 

これらの経営理念に基づき、お客様、株主、投資家、取引先、地域住民、従業員などの広範囲の

ステークホルダーとの良好な関係を継続しつつ、企業価値並びに株主の皆様の共同の利益を向上さ

せるべく、適正かつ効率的な企業運営の推進に努めております。 

 

 ２．利益還元方針 

・ 自己資本比率 50％および配当性向 30％の安定的な達成 

・ 株主還元率(注 1)35％を安定的に達成する為の自社株買いの実施 

 今後とも、これらの基本方針に則り、積極的な利益還元策を実施していく所存であります。 

（注1）株主還元率：単体における当期純利益に対する、配当総額と自己株式取得額を合計した金額の比率 
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 ３．今後の企業価値・株主の皆様の共同の利益向上への取り組み 

  当社では企業の設立時より、社会的・経済的価値の創造を通じた企業価値の向上を実現すべく、

データベースを中核とした独自のグループ経営のもと、事業の損益構造改革や流通の仕組みの改善

など、さまざまな施策を実施してまいりました。また、今後も引き続き、顧客データベースの獲得

と活用をすすめ、価値ある商品やサービスを効率的かつ効果的に提供していくことが、企業として

の競争力を高め、当社の中長期的な企業価値の向上とともに、株主の皆様の利益に繋がるものであ

ると考えております。 

一方、当社が属する小売業界においては、業界内における激しい価格競争や品質競争が続く中、

個人消費は依然として大幅な回復が見込みにくい状況であり、厳しい経営環境を勝ち残っていくた

めに、業界内の各企業では競争力のある分野への経営資源の集中を通じた事業の再構築や、経営統

合など業界再編の動きが活発化しております。 

このような環境のもと、中長期的なグループ企業価値の向上をより確実なものとし、その具体

的なアクションプランを加速させるためには、企業変革の方向性や重点施策の進捗状況を改めて確

認しつつも、変化に対応した新たな取り組みが必要であるとの認識から、当社では以下の方針に重

点を置き、企業価値 大化に向けた取り組みをすすめてまいります。 

 

【企業価値の 大化に向けた取り組みの方針】 

①データベースを中核としたグループ経営推進のための体制構築およびガバナンスの強化 

－ 純粋持株会社体制への移行を早期に実現し、経営と執行の更なる役割明確化による戦略意思決

定・業務改革プロセスの迅速化、および将来的なグループ再編や重点戦略分野におけるＭ＆Ａに

機動的に対応できる経営体制の確立を目指す。 

－ 企業価値の 大化に向けた成長戦略を積極的に推進していく一方、経営の透明性の確保のために、

社外取締役２名および社外監査役２名によるコーポレートガバナンス体制の維持に努める。 

②既存事業の損益構造改革による収益性の向上 

－ 顧客データベースの強力な獲得手段である通販事業において、「カタログ三分の計(注2)」を推進

することにより、カタログ通販とインターネット通販の双方において、顧客データベースの効率

的な獲得をすすめるとともに、購買された商品のカテゴリー分析などにより、新たな商品やサー

ビスの提供をすすめ、顧客データベースの質的な向上を図る。 

－ 当社の 大の資産である顧客データベースの活用により、高収益事業として展開を進めている、

ＢtoＢ事業・保険事業などの事業群をさらに発展させるとともに、顧客データベースの新たな活

用方法として、既に展開している事業群とは異なる領域の商品やサービスについての積極的な事

業開発を行い、収益力の向上を図る。 

－ 現販事業における収益構造改革（事業規模および人員規模の適正化）による短期的収益力の回復

に努めると同時に、ジュエリー事業のＳＰＡ化、呉服有店舗への事業モデルシフトなどによる事

業構造改革も推進することで、収益性改善を前提とした、現販事業の事業継続を図る。 

③本業強化のための積極的なＭ＆Ａの推進 

－ データベースの獲得と活用、既存事業のバリューチェーン強化などの観点から、企業価値の向上

につながる事業提携や資本提携などの戦略アライアンスを積極的に推進する。 

－ 運転資金の効率的な調達を行うために締結している当座貸越契約および貸出コミットメント契

約などの資金調達手段の確保により、既存事業の継続的な強化や積極的な新規事業の開発に備え
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る。 

これらの取り組みに基づき、安定かつ継続的に企業価値を向上させるとともに、中長期的な収益

力強化を目指して鋭意努力し、株主の皆様の共同の利益の向上を図ってまいります。 

（注 2）カタログ三分の計：コレクティブカタログをヤング、キャリア、ミセスの三冊に分割するカタログ事業の拡大策 

 

Ⅱ．本プラン導入の目的 

  以上説明のとおり、当社グループにおきましては、これまでの経営方針を維持しつつ、更なる成長

を実現し、企業価値の向上・株主の皆様の共同の利益の向上をはかるための諸施策の実行に邁進する

所存ですが、近年の資本市場においては、株主の皆様に十分に検討の時間を与えず、また対象となる

会社の経営陣との充分な協議や合意などのプロセスを経ることなく、突如として大量の株式の買付を

強行するといった動きが顕在化しております。 

  当社は株式の大量の買付であっても、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益に資するものであ

れば、これを否定するものではありません。また、会社の支配権の移転を伴うような大量の株式の買

付提案に応じるか否かの判断は 終的には株主の皆様の総意に基づき行われるべきものであります。 

  しかし、株式の大量の買付行為の中には、特定の資産や技術のみを買収の対象とするなど、その目

的等から見て企業価値・株主の皆様の共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に

株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、対象会社の取締役会や株主の皆様が株式の大量買付

行為について検討し、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、対象会社が買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買付者との交渉

を必要とするものなど、対象会社の企業価値・株主の皆様の共同の利益に資さないものも少なくあり

ません。 

  特に当社は、前述のとおり、長年蓄積してきた顧客データベースの更なる効率的な獲得と質的な向

上を図りこれを有効活用していくことが、経営上極めて重要であり、当社の中期的な企業価値の向上

とともに、株主の皆様の利益に繋がるものであると確信しています。これら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、向上させられるのでなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の

利益は毀損されることになります。 

  また当社の企業価値の源泉である当社独自の特色･強みは長期にわたり蓄積されたデータベースと

その活用という無形の資産に存し、またデータベースを活用した事業は「ＢtoＢ事業」や「保険事業」、

「金融事業」等幅広い範囲に及んでいます。従って、外部者である買付者から買付の提案を受けた際

に、株主の皆様が、当社の有形･無形の経営資源、また今後の施策の潜在的効果、各施策間のシナジー

効果等を十分に把握した上で当該買付が当社の企業価値・株主共同の利益に及ぼす影響をタイムリー

かつ適切に判断することは、必ずしも容易ではないものと思われます。 

  そこで、当社においてはこうした事情に鑑み、企業価値・株主の皆様の共同の利益の確保・向上を

目的として、当社株式に対する大量買付行為が行われる場合に、買付者および買付提案者（以下、併

せて「買付者等」といいます。）に対して事前に当該買付行為に関する情報提供を求め、これにより買

付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案するために必要

な情報や時間を確保すること、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ための

枠組みとして、本プランの導入が必要不可欠であると判断いたしました。 

当社の大株主、株主分布状況、大量保有報告書の提出状況につきましては、別添１をご覧ください。 

 

 

Ⅲ．本プランの内容 
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 １．対象となる買付等 

本プランにおいては、次の①又は②に該当する買付がなされる場合に、本プランに定める手続に従

い、発動されることになります。 

 

①当社が発行者である株券等(注 1)について保有者(注 2)の株券等保有割合(注 3)の合計が 20％以上と

なる買付 

②当社が発行者である株券等(注 4)について、公開買付け(注 5)に係る株券等の株券等所有割合(注 6)及

びその特別関係者(注 7)の株券等所有割合の合計が 20％以上となる公開買付け 

 

(注 1)：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。以下別段の定めがない限り同じです。 

(注 2)：証券取引法第 27 条の 23 第 3 項に規定する保有者を意味します。以下別段の定めがない限り同じです。 

(注 3)：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意味します。以下別段の定めがない限り同じです。 

(注 4)：証券取引法第 27 条の 2 第 1 項に規定する株券等を意味します。以下②において同じです。 

(注 5)：証券取引法第 27 条の 2 第 6 項に規定する公開買付けを意味します。以下別段の定めがない限り同じです。 

(注 6)：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意味します。以下別段の定めがない限り同じです。 

(注 7)：証券取引法第 27 条の 2 第 7 項に規定する特別関係者を意味します。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。 

以下別段の定めがない限り同じです。 

 

 ２．買付者等に対する情報提供の要求 

買付者等が買付又はその提案（以下、併せて「買付等」といいます。）を行う場合には、当社取締

役会が別段の定めをした場合を除き、まず、その実施に先立ち、当社に対して当該買付者等が買付

に際して本プランに定める手続を遵守する旨の意向表明書を提出していただきます。意向表明書は

当社の定める書式によるものとし、買付者等の名称・住所・設立準拠法・代表者の氏名・国内連絡

先・買付等の概要を明示していただきます。 

次に、当社は、意向表明書受領後５営業日以内に、買付者等に対し、当社株主の皆様の判断及び

当社取締役会としての意見形成等のために提供していただくべき情報（以下「本必要情報」といい

ます。）のリストを交付します。提供していただく情報の具体的内容は、買付者等の属性、買付等の

内容により異なりますが、項目の具体例としては以下のものが挙げられます。 

 

 （１）買付等の具体的内容 

  ①買付の目的、方法及び内容（買付の時期、関連する取引の仕組み、買付方法の適法性、買付実行

の確実性等を含みます。） 

  ②買付等に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡が存する場合にはその内容 

  ③買付対価の内容（価額・種類等）、対価の算定根拠（算定の前提となる事実や仮定、算定方法、算

定に用いた数値情報及び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額及び

その算定根拠等を含みます。） 

  ④買付資金の裏付け、買付者等に対する資金の供与者（実質的供与者を含みます。）の具体的名称及

び資金の調達方法（関連する取引の内容を含みます。） 

  ⑤買付を行った後の当社グループの経営方針、事業計画、財務計画、資本政策、配当政策、資産活

用策等の内容 

  ⑥買付後における当社及び当社グループの従業員、取引先、顧客等の利害関係人の処遇方針 

  ⑦その他、当社が合理的に必要と判断する情報 

 

 （２）買付者等に関する事項 
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買付者等およびそのグループ（共同保有者、特別関係者およ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、経歴又は沿革を含みます。）、事業内容、財務

状態、経営状態および業績、過去の企業買収の経緯およびその結果、過去の法令違反行為の有無と

その内容、役員の経歴等 

 

   当社は、当初提供していただいた情報だけでは、株主の皆様の判断に資する意見を形成するには

不十分であると考えられる場合、且つ追加情報の必要性について特別委員会からも書面による賛同

を得られる場合、十分な情報が揃うまで追加的に情報提供をしていただくよう要請します。 

意向表明書が提出された事実および当社に提供された情報については、株主の皆様の判断のために

必要であると認められる場合には、適切と判断する時点で、その全部又は一部を開示します。 

 

 ３．買付内容の検討・買付者等との交渉・代替案の提示 

 上記２．に基づき、当社が求めた情報が十分に揃った後、当社取締役会によるこれらの情報の評

価・検討、買付者等との交渉あるいは当社買付等に対する意見形成、代替案の策定等を行うための

時間的猶予として、当該買付等の内容に応じて下記①又は②による期間（以下「評価期間」といい

ます。）を設定します。買付は、この評価期間が経過した後に初めて実施され得るものとします。 

 

  ①対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の買付の場合には 60 日 

  ②その他の買付の場合には 90 日 

 

 当社取締役会は、評価期間内において、買付者等から提供された情報・資料に基づき、当社の企

業価値・株主の皆様の共同の利益の確保・向上の観点から、買付者等の買付内容の評価・検討等を

行います。また、当社取締役会は、必要に応じて、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益の確

保・向上の観点から当該買付内容を改善させるために、当該買付者等と協議・交渉を行うと共に、

株主の皆様に対する代替案の提示を行うものとします。 

 なお、当社取締役会は、評価期間内に本プランの発動又は不発動に関する決定を行うに至らない

場合には、その決議により、買付者等の買付内容の検討、買付者等との交渉、代替案の作成等に必

要とされる範囲内で評価期間を延長することができます（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とします。）。この場合、当社取締役会は評価期間を延長するに至った

理由、延長期間その他適切と認める事項について、当該延長の決議後速やかに情報開示を行います。 

 

 ４．特別委員会による勧告 

 （１）特別委員会について 

   当社は、上記３．に定める買付者等との協議、交渉、評価期間の延長、及び下記（２）に定める

トリガー事由の該当性等に関する当社取締役会の判断の客観性・合理性を担保するため、別途特別

委員会を設置します。 

特別委員会は、（別添２）特別委員会規程に定められた手続に従い、買付者等の買付内容につき評

価・検討し、当社取締役会に対する勧告を行います。特別委員会が上記評価・検討等を行うに当た

っては、その判断が企業価値、株主の皆様の共同の利益に適うものとなることを確保するため、当

社の費用により独立した第三者である専門家（フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計

士等）の助言を得ることができるものとします。 

特別委員会の決定は、原則として構成員全員が出席し、その過半数をもってこれを行うものとし、
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当社取締役会はその勧告を 大限尊重して 終的な決定を行います。 

 特別委員会を構成する委員は３名以上とし、概要以下の条件を満たした者の中から当社取締役会

により選任され、原則として当社に対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

者をいいます。なお、設立当初における特別委員会の委員の氏名及び略歴は（別添３）のとおりで

す。 

 

  ①現在又は過去において当社、当社の子会社又は関連会社（以下、併せて「当社等」といいます。）

の取締役（但し、社外取締役を除きます。以下同じ。）、又は監査役（但し、社外監査役を除きます。

以下同じ。）等となったことがない者 

  ②現在又は過去における当社等の取締役又は監査役の親族でない者 

  ③当社等との間に特別利害関係がない者 

  ④実績ある会社経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士もしくは会社法等を主た

る研究対象とする研究者又はこれらに準ずる者 

 

 （２）特別委員会による本プラン発動の勧告 

 特別委員会は、買付者等による買付等が以下の事由（以下「トリガー事由」といいます。）のいず

れかに該当し、本プランを発動することが相当と認められる場合には、当社取締役会に対して、本

プランの発動（具体的な対抗措置の内容は下記６．に記載のとおりです。）を勧告します。 

 

  ①本プランに定める手続を遵守しない買付等である場合 

  ②次の（ⅰ）から（ⅳ）までに掲げる行為等により、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益に

対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付等である場合 

 （ⅰ）買付者等が真に会社経営に参画する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて、買い

占めた株式について当社側に対して高値で買取りを要求すること（いわゆるグリーンメイラーで

あること）。 

 （ⅱ）当社の経営を一時的に支配して、当社又は当社グループ会社の事業経営上必要となる重要な知

的財産権、ノウハウ、企業機密情報、主要取引先や顧客等の資産等を廉価に取得する等、会社の

犠牲の下に買付者等の利益を実現する経営を行うこと。 

 （ⅲ）当社又は当社グループ会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

して流用すること。 

（ⅳ）当社の経営を一時的に支配して、当社又は当社グループ会社の不動産、有価証券等の事業に当

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ねらって高値で売り抜けること。 

  ③強圧的二段階大量買付（ 初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目の買付条件を

不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式買付を行うこと。）等、当社の株主

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 

④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 

⑤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 

  ⑥買付等の条件（対価の価額・種類、買付の時期、買付方法の適法性、買付実行の確実性、買付後

における当社の従業員、取引先、顧客その他当社に係る利害関係者の処遇方針等を含みます。）が
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当社の本源的価値に鑑み著しく不十分又は不適当なものであること。 

  ⑦当社の持続的な企業価値増大の実現のために必要不可欠な従業員、顧客を含む取引先、債権者な

どの当社に係る利害関係者との関係を破壊し、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益を著しく

損なうおそれのある買付等である場合 

 

但し、特別委員会は、権利確定のための基準日の前後の如何に関わらず、上記勧告後買付者等が

買付を撤回した場合、その他買付等が存しなくなった場合、又は、上記勧告の判断の前提となった

事実関係に変動が生じ、買付者等による買付等がトリガー事由に該当しないと判断するに至った場

合には、改めて本プランの発動の中止又は撤回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）特別委員会による本プラン不発動の勧告 

特別委員会は、買付者等が上記２．および３．に定める情報提供並びに評価期間の確保、その他

本プランに定める手続を遵守していると判断し、その他、買付者等から提供された情報・資料の評

価・検討並びに当社取締役会による買付者等の協議・交渉の結果、買付者等による買付等が、トリ

ガー事由のいずれにも該当しない、またはいずれかに該当するが発動することが相当でないと判断

するに至った場合には、当社取締役会に対して本プランの不発動を勧告します。 

但し、特別委員会は、当該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

がトリガー事由のいずれかに該当すると認められるに至った場合には、改めて本プランの発動を含

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。 

 

 ５．取締役会の決議 

当社取締役会は、上記４．による特別委員会の勧告を 大限尊重し、本プランの発動若しくは不

発動あるいは発動の中止又は撤回を 終的に決定いたします。当社取締役会は、かかる決定を行っ

た場合、当該決定の概要、特別委員会の勧告の概要その他当社取締役会が適切と認める事項につい

て、決定後速やかに情報開示を行うものとします。 

なお、権利確定後に、本プランの発動の中止又は撤回が決定された場合には、当社株式の株価に

変動が生じるおそれがあります。また、株価変動時に売買取引を実行された場合におきまして、そ

の株式取引実行者は多額の損害を被る可能性がございます。 

 

 ６．本新株予約権の主な内容 

当社取締役会が不適切な買付等に対抗するための具体的方策は、（別添４）「新株予約権無償割当

ての要項」に記載の新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の無償割当ての方法による発

行によります。 

   本新株予約権の主な内容は、以下のとおりです。 

 

 （１）割当対象株主 

本新株予約権の発行に関する決議（以下「本新株予約権発行決議」といいます。）を行う時に当社

取締役会が定める基準日（以下「割当期日」といいます。）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に対し、その保有株式（但し、当社の保有する当社株式を除きます。）

１株につき本新株予約権１個の割合で、本新株予約権を割り当てます。 
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 （２）本新株予約権の目的とする株式の種類及び数 

本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、本新株予約権１個当たりの目的とな

る株式数は、別途調整が無い限り１株とします。 

 

 （３）本新株予約権の総数 

割当期日における 終の発行済株式総数（但し、同時点において当社の保有する当社株式の数を

除きます。）を上限とします。 

  

 （４）本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額 

 本新株予約権の行使により交付される株式１株当たりの払込金額は、１円とします。 

 

 （５）本新株予約権の行使期間 

本新株予約権無償割当の効力発生日から３週間を経過した日から６ヶ月を経過した日までとしま

す。但し、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。 

  

 （６）本新株予約権の行使条件 

1)「特定大量保有者」、2)「その共同保有者」、3)「特定大量買付者」、4）「その特別関係者」、若

しくは 5)「上記 1)ないし 4)記載の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

け若しくは承継した者」、又は 6)「上記 1)ないし 5)記載の者の関連者」のいずれにも該当しない者

のみが、本新株予約権を行使することができます。また、国内外の適用法令上、本新株予約権を行

使することによ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。なお、上記に用いられる用語の定義及び詳細については、（別添４）「新株予約権無

償割当の要項」をご参照下さい。 

 

 （７）本新株予約権の取得 

当社は、当社取締役会の決定により、本新株予約権の無償割当の効力発生日から本新株予約権の

行使期間が満了する時までの間で当社取締役会が定める日において、本新株予約権１個につき対象

株式数の当社普通株式１個を交付することにより、上記（６） 記載の 1）ないし 6)のいずれにも該

当しない者の有する新株予約権を取得することができます。 

  
 （８）本新株予約権の譲渡 

   本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要します。 

 

 ７．本プランの有効期間並びに継続、廃止および変更 

本プランの有効期間は、平成 19 年 12 月期にかかる次回定時株主総会の終結の時までとします。

但し、かかる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廃止する旨の議案

が承認された場合、又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。従って、

本プランは株主の皆様のご意向に従ってこれを廃止させることが可能です。 

また、当社は証券取引法等、関係法令等の改正・整備等を踏まえた当社取締役会の検討に基づき、

企業価値・株主の皆様の共同の利益の確保・向上の観点から、必要に応じて本プランを見直し、又
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は変更する場合があります。 

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、並びに変更の場合には変更

内容その他当社取締役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。 

 

Ⅳ．本プランの合理性を高めるためのしくみについて 

 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・株主共同利益

の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」に定める三原則（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）を完全に充足しておりま

す。 

 

 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、上記「Ⅱ．本プラン導入の目的」にて記載したとおり、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の皆様の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あります。 

 

 ３．株主意思を重視するものであること 

本プランは、本定時株主総会において株主の皆様のご承諾を条件として導入されるものであり、

その有効期間は平成 19 年 12 月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。 

更に、上記「Ⅲ ７．本プランの有効期間並びに継続、廃止および変更」にて記載したとおり、

かかる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廃止する旨の議案が承認

された場合、又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されており、その意味

で、本プランは株主の皆様のご意向が反映されることになっております。 

 

 ４．合理的かつ客観的なトリガー事由の設定 

 本プランは、買付者等による買付等が当社の企業価値および株主の皆様の共同の利益に資する場

合には発動されないように、買付者等が上記Ⅲ２．及び３．に定める情報提供並びに評価期間の確

保、その他本プランの定める手続を遵守しなかった場合、その他買付者等による買付等が予め定め

られたトリガー事由に該当すると認められない限り、発動されません。そして、かかるトリガー事

由は、わが国における裁判例の分析や上記「指針」等を参考に、適切かつ合理的な買収防衛策のあ

り方を精緻に分析した上、設定された合理的かつ客観的なものであります。 

 買付者等による買付等のトリガー事由等の該当性の判断については、特別委員会が新株予約権無

償割当の要綱に定められた手続に従ってこれを行い、当社取締役会に対する勧告を行います。当社

取締役会は、特別委員会の勧告を 大限尊重し、本プランの発動若しくは不発動、あるいは発動の

中止又は撤回を 終的に決定します。 

  

５．特別委員会の設置 

 当社は、買付者等との協議、交渉、評価期間の延長及びトリガー事由の該当性等に関する当社取締

役会の判断の客観性・合理性を担保するため、別途特別委員会を設置します。 
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 特別委員会は、かかる特別委員会設置の目的に鑑み、上記Ⅲ４．（１）に記載する条件を満たす、当

社取締役会から独立した者からのみで構成され、また、当社の費用により、独立した第三者である専

門家（フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士等）の助言を得ることができるものとし

ます。 

特別委員会は、新株予約権細則に定められた手続に従い、トリガー事由の該当性等につき評価・検

討し、当社取締役会に対する勧告を行います。当社取締役会は、特別委員会の勧告を 大限尊重し、

本プランの発動若しくは不発動、あるいは発動の中止又は撤回を 終的に決定します。 

 

 ６．デッドハンド型買収防衛策ではないこと 

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た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あります。 

   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代させても、な

お発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。 

 

Ⅴ．株主及び投資家の皆様への影響 

 １．本プランの導入時に株主及び投資家の皆様に与える影響 

   本プランの導入時には、本新株予約権の発行自体は行われません。従って、株主及び投資家の皆

様の権利及び経済的利益に直接具体的な影響を与えることはありません。 

 

 ２．本新株予約権の発行時に株主及び投資家の皆様に与える影響 

当社取締役会が本プランの発動を決定し、新株予約権無償割当てによる本新株予約権の発行決議

を行った場合、当該決議において定められる割当期日における 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に対し、その保有する株式１株につき１個の割合で、本新株予約権

が無償にて割り当てられます。 

 

 ３．本新株予約権の発行に伴って株主の皆様に必要となる手続 

（１）当社取締役会が本プランの発動を決定し、新株予約権無償割当てによる本新株予約権の発行決

議を行った場合、当社取締役会で割当期日を定め、これを公告します。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に対し、その保有する株式の数に応じて

本新株予約権が割り当てられますので、株主の皆様におかれましては、公告された割当期日までに

名義書換の手続を行っていただく必要があります（なお、証券保管振替機構への預託を行っている

株券につきましては、名義書換の手続は不要です。）。 

 

 （２）本新株予約権行使の手続 

 当社は、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に

対し、本新株予約権の行使請求書（株主ご自身が特定大量保有者ではないこと等の誓約文書を含む

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。株主の皆様におかれましては、当社取締役会が別途定める権利行使期間内にこれらの必要書類

を提出したうえ、本新株予約権１個当たり１円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、１株の当社普通株式が発行されることになります。 

 但し、当社が本新株予約権を当社株式と引換えに取得することができると定めた場合には、当社
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が取得の手続を取れば、当社取締役会が取得の対象として決定した本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、当社による当該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ります。そのため、この場合、本新株予約権の行使請求書等の送

付はいたしませんが、かかる株主の皆様には、別途ご自身が特定大量保有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ご提出いただくことがあります。 

 

 

以上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この件に関するお問い合わせ 

株式会社ニッセン 経営企画室 脇田・小田 

Phone:075-682-2010 Fax:075-682-7241 E-mail:pr@nissen.co.jp 

〒601-8381  京都市南区吉祥院西ノ茶屋町79番地 

*IRメールマガジンの配信をご希望の方は、http://info.nissen.jp/からお申し込みください。 

Copyright 2007 Nissen Co., Ltd. All Rights Reserved 
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【別添１】 

株主の状況 

 

所有者別株式分布状況（平成 18 年 12 月 20 日現在） 

 

 金融機関  （128,404 単元／22.4%） 

 外国法人等  （157,365 単元／29.0%） 

 証券会社  （  7,331 単元／ 1.4%） 

 自己名義株式  （ 25,994 単元／ 4.8%） 

 その他の法人等 （ 66,942 単元／12.3%） 

 個人その他  （156,414 単元／28.8%） 

 

大株主の状況（平成 18 年 12 月 20 日現在） 

発行済株式（自己株式を除く｡）の総数の 10 分の１以上の持株数を有する株主 

該当の株主はおりませんが、当社大株主の状況は下記のとおりであります。 

当社への出資状況 
株主名 

持株数(千株) 議決権比率(％)

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 5,003 9.68

エイチエスビーシーファンドサービシィズスパークスアセットマ 

ネジメントコーポレイテッド 

常任代理人 香港上海銀行東京支店 

3,490 6.75

株式会社ベルーナ  2,322 4.49

川島哲男  1,140 2.20

ニッセン共栄会  1,137 2.20

ユーオービーカイヒアンプライベートリミテッドアカウントクラ 

イアンツ 

常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行兜町証券決済業務室 

1,130 2.18

エイチエスビーシーファンドサービシィズアカウント００６ジェ 

イエフ 

常任代理人 香港上海銀行東京支店 

1,094 2.11

大日本印刷株式会社  1,021 1.97

株式会社りそな銀行  932 1.80

株式会社京都銀行  921 1.78

 

 (注) 1. 当社は、自己株式 2,599 千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。 

2. ニッセン共栄会は、当社取引先持株会です。 

3. 平成 19 年１月 17 日発表の「第三者割当てによる新株式発行決議に関するお知らせ」にあ

りますとおり、第三者割当増資による新株式の発行実施におきまして、割当先予定である

「アドバンテッジパートナーズがサービス提供するファンド」が 9,110 千株（発行済株式

総数に対する割合 14.4％）を保有する予定としておりましたが、平成 19 年２月 20 日に、

以下のとおり割当てを実施いたしました。 

①合同会社ＴＨＮ  5,560 千株（発行済株式総数に対する割合 8.8%） 

②THN Cayman, Inc. 3,550 千株（発行済株式総数に対する割合 5.6%） 

4. 当社は、平成 19 年２月５日開催の取締役会において、平成 19 年３月 14 日開催予定の定時

株主総会に係る基準日後に第三者割当により新株式を取得した者に対し当該定時株主総会

に係る議決権を付与することを決定しております。 
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5. スパークス・グループ株式会社（旧スパークス・アセット・マネジメント投信株式会社）

から、平成 18 年 10 月 11 日付で提出された大量保有報告書によれば、同社の保有株式が、

会社分割により、スパークス・アセット・マネジメント株式会社と SPARX International 

（Hong Kong)Limited に承継され、スパークス・グループ株式会社（旧スパークス・アセ

ット・マネジメント投信株式会社）が当社の主要株主でなくなっております。又、承継会

社の両社から平成 18 年 12 月１日付で提出された大量保有報告書（変更報告書）により平

成18年11月27日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けており

ますが、当社として当事業年度末時点における所有株式数の確認ができませんので、上記

大株主の状況には含めておりません。 

 

直近の大量保有報告書（平成 18 年 12 月１日) 

株主名 保有株券等の数(千株) 株券等保有割合(％)

SPARX International（Hong Kong）Limited  3,490 6.43

スパークス・アセット・マネジメント株式会社  3,164 5.83
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【別添２】 

特別委員会規程 

 

第１条（目的） 

当社の特別委員会に関する事項は、本特別委員会規程による。 

 

第２条（権限及び義務） 

特別委員会は、当社に対する買付またはその提案（以下、併せて買付等という。）がなされた場合、

買付等の内容について提供された情報に基づき評価・検討を行い、必要があれば、評価期間の延長を

勧告したり、当社代表取締役等を通じて買収予定者と交渉するなどにより、買付等が当社の利益のた

めに改善されるように努め、 終的に、本特別委員会規程の定めるところに従い、本プランⅢ４（２）

に定めるトリガー事由の有無につき判断し、本プランを発動するか否かにつき当社取締役会に対し勧

告を行うものとする。また、特別委員会は買付者および買付提案者（以下、併せて買付者等という。）

から当社取締役会に対して提供された全ての資料及び当社取締役会によるこれらの情報に対する評

価等、特別委員会における決議及び勧告のために必要な情報の提出を当社取締役会に求める権利を有

するものとする。 

 ②特別委員は前項に定める事項につき、善良なる管理者の注意をもってなす。 

 

第３条（構成者と役割） 

特別委員会は、当社取締役会の決議により設置される。 

②特別委員会は、特別委員会委員の全員をもって構成する。 

③特別委員会の委員は、３名以上とする。 

④特別委員会の委員は、以下の条件を満たした者の中から当社取締役会により選任されるものとし、原

則として、当社に対する善管注意義務条項等を含む委任契約を当社との間で締結しなければならない。 

(1)現在または過去において当社、当社の子会社または関連会社（以下、合わせて「当社等」という。）

の取締役（ただし、社外取締役を除く。以下同じ。）、または監査役（ただし、社外監査役を除く。

以下同じ。）等となったことがない者 

(2)現在または過去における当社等の取締役または監査役の親族でない者 

(3)当社等との間に特別利害関係がない者 

(4)実績ある会社経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士もしくは法律・経済を主

たる研究対象とする研究者またはこれらに準ずる者 

⑤特別委員会は、当社に対する買付等がなされた場合、買付等の内容について情報収集・検討を行い、

当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益に資するか否かという観点から意見を述べ、決議に参加

しなければならず、専ら自己または取締役の個人的利益を図ることを目的としてはならない。 

 

第４条（開催） 

特別委員会は、第５条の規定に基づき、招集が行われた際に、開催する。 

 

第５条（招集権者） 

 特別委員会は、代表取締役社長が招集する。 

②代表取締役社長に事故あるときは、予め取締役会で定めた、他の取締役が代行する。 

 



 15

第６条（招集通知） 

 特別委員会の招集通知は、各特別委員会委員に対し開催日の 3 日前までに発信する。ただし、緊急の

ときはこれを短縮できる。 

第７条（招集手続の省略） 

 特別委員会は、特別委員会委員の同意があれば、招集の手続を省略して開催することができる。 

 

第８条（議長） 

 特別委員会の議長は、特別委員会委員の互選により選任する。 

②議長に事故あるときは、予め取締役会で定めた順序により、他の特別委員会委員が代行する。 

 

第９条（決議及び勧告） 

 特別委員会は、特別委員会委員の全員が出席して成立し、出席者の過半数の賛成をもって決議する。

ただし、特別委員会委員がやむをえない理由により欠席した場合には、特別委員会委員の過半数が出

席して成立し、出席者の過半数の賛成をもって決議する。 

②特別委員会委員が特別委員会を欠席するときは、原則として開催日の前日までに、その旨を理由とと

もに書面で事務局に届出なければならない。 

③議案に関し特別の利害関係がある特別委員会委員は、決議に加わることができない。 

④特別委員会には、当社代表取締役またはその指名する当社取締役１名が議決権を有しないオブザーバ

ーとして出席することができる。 

⑤特別委員会は、決議の結果を、理由を付して、速やかに取締役会に勧告する。 

⑥当社取締役会は、前項の特別委員会の勧告を 大限尊重して、 終的な決定を行う。 

⑦特別委員会の勧告内容については、当該事項についての当社取締役会の決議内容を発表する際に公表

する。 

 

第１０条（諮問） 

 特別委員会が必要とするときは、取締役、監査役、相談役、顧問、執行役員、会計監査人または従業

員を特別委員会に出席させて、必要な事項の報告を求め、意見を述べさせることができる。 

②特別委員会は、当社の費用で、独立した第三者である専門家（フィナンシャル･アドバイザー、公認

会計士、弁護士その他の専門家を含む。）の助言を得ること等ができる。 

  

第１１条（議事録） 

特別委員会の議事については、その経過要領および結果を記載した議事録を２通作成し、出席した特

別委員会委員が記名押印する。 

 ②議事録は欠席した特別委員会委員に対し、すみやかに回覧する。 

  

第１２条（事務局） 

  特別委員会の事務局は経営企画室とする。 

  

第１３条（改正） 

この規則の改廃は、取締役会の決議による。 

 

以上 
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【別添３】 

特別委員会委員の略歴 

 

 

礒川 剛志 （いそかわ たけし） 

平成 11 年４月 弁護士登録(大阪弁護士会)、北浜弁護士事務所入所 

平成 15 年４月 グローバル法律事務所入所 

    平成 16 年９月 アレン・アンド・グレッドヒル法律事務所(シンガポール)勤務 

    平成 17 年６月 ニューヨーク州弁護士資格取得 

 平成 17 年９月 グローバル法律事務所復帰（現任） 

 平成 18 年 12 月 当社経営顧問就任 現在に至る 

 平成 19 年３月 当社社外取締役就任（予定） 

 

 

高橋 宜治 （たかはし よしはる） 

平成８年９月 株式会社ワイズ・ステージ代表取締役就任（現任）  

平成 11 年 12 月  株式会社松ノ木薬品社外取締役就任  

平成 14 年３月   当社社外監査役就任 現在に至る  

平成 15 年 11 月  株式会社松ノ木薬品社外取締役辞任 

 

 

デイヴィス・スコット 

平成 13 年４月  麗澤大学国際経済学部国際経営学科教授 

平成 16 年５月   株式会社イトーヨーカドー取締役 

平成 16 年６月  株式会社インテグレックス 経営諮問委員（現任） 

平成 17 年９月  株式会社セブン＆アイ・ホールディングス取締役（現任） 

平成 18 年３月  当社社外監査役就任 現在に至る 

平成 18 年４月  立教大学経営学部教授（現任） 

 

 

 

                                    以上 
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【別添４】 

新株予約権無償割当ての要項 

 

(a) 本新株予約権の内容 

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

1) 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する。 

2) 本新株予約権を取得するのと引換えに当社普通株式を交付（当社普通株式を発行すること又は

これに代わる当社の有する当社普通株式を移転することを合わせていう。以下同じ。）する数お

よび本新株予約権の行使により当社普通株式を新たに交付する数は、下記(b)に定める数とする。

但し、下記 3)により対象株式数（下記 3）により定義される。）が調整される場合には、当該調

整後の対象株式数に本新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。 

3) 各本新株予約権の取得又は行使により当社普通株式を交付する数（以下「対象株式数」という。）

は、1 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する。 

調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割・併合の比率 

なお、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で取得又は行使されていないものについて

のみ行われ、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。また、これらの端数処理については、その後に生じた対象株式数の調整事由に基づく対

象株式数の調整にあたり、かかる端数を調整前対象株式数に適切に反映したうえで、調整後対

象株式数を算出するものとする。 

 

(2) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

1) 各本新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額は、行使価額（下記 2）により定義される。）

に対象株式数を乗じた価額とする。 

2) 本新株予約権の行使に際して払込みをなすべき当社普通株式 1株当たりの額（以下「行使価額」

という。）は、1 円とする。 

 

(3) 本新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額の払込取扱銀行及び払込取扱場所 

本新株予約権発行決議において、当社取締役会が定める。 

 

(4) 本新株予約権の行使期間 

下記(d)の本新株予約権無償割当の効力発生日から 3 週間を経過した日から 6 ヶ月を経過した日

までとする。但し、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

終日とする。 

 

(5) 本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に関す

る事項 

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合、株式の発行価額の全額を資本金に組入

れるものとし、資本金に組入れない額は零円とする。 

 

(6) 本新株予約権の譲渡制限 

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 

 

(7) 当社による本新株予約権の取得 

当社は、当社取締役会の決定により、本新株予約権の無償割当の効力発生日（下記(d)により定

義される。）から本新株予約権の行使期間が満了する時までの間で当社取締役会が定める日にお

いて、本新株予約権1個につき対象株式数の当社普通株式1個を交付することにより、下記(e) (1)

記載の 1）ないし 6)のいずれにも該当しない者の有する新株予約権を取得することができる。 

 

(8)  合併・会社分割・株式交換・株式移転の場合の本新株予約権に係る義務の承継 

当社が消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割又は新設分割、当社が完全子会社と

なる株式交換又は株式移転を行う場合は、当該時点において取得もしくは行使又は消却されてい

ない本新株予約権に係る義務を、合併の場合には当該合併後存続する会社（以下「吸収合併存続
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会社」という。）又は当該合併により設立する会社（以下「新設合併設立会社」という。）に、吸

収分割の場合には当該吸収分割の分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部

を承継する会社（以下「吸収分割承継会社」という。）に、新設分割の場合には当該新設分割の

設立会社（以下「新設分割設立会社」という。）に、株式交換又は株式移転の場合には当該株式

交換又は株式移転により完全親会社となる会社（以下「株式交換完全親会社」又は「株式移転設

立完全親会社」といい、以上の 6 者を併せて「存続会社等」という。）に、以下の決定方針に基

づき承継させることができる。但し、それぞれの場合について、本新株予約権に係る義務の承継

に関し、以下の決定方針に沿う記載のある合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契

約又は株式移転計画の議案につき当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。 

1) 承継された本新株予約権の目的たる株式の種類 

存続会社等の普通株式 

2) 承継された本新株予約権の目的たる株式の数 

合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率等に応じて合理的に調整する。調整後の 1 株未

満の端数は切り捨てる。 

3) 承継された各本新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額 

合併、会社分割、株式交換又は株式移転の比率等に応じて合理的に調整する。調整後の 1 円未

満の端数は切り捨てる。 

4) 承継された本新株予約権の権利行使期間、その他の取得又は権利行使の条件、発行決議の失効

等 

本要項に準じて、合併、会社分割、株式交換又は株式移転に際して当社取締役会が決定する。 

5) 取締役会による譲渡承認について 

本新株予約権の譲渡については、存続会社等の取締役会の承認を要する。 

 

(9) 新株予約権証券の発行制限 

本新株予約権証券は、これを発行しない。 

 

(b) 本新株予約権の総数 

本新株予約権の無償割当の基準日（下記(d)により定義される。） 終の発行済株式数（但し、同時

点において当社の有する当社普通株式の数を除く。）に 1を乗じた数を上限とする。 

 

(c)本新株予約権無償割当の対象となる株主 

本新株予約権の無償割当の基準日（下記(d)により定義される。）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（下記(e)の定めにて新株予約権を行使できない者も含み、自

己株式の保有者としての当社は除く。） 

 

(d)本新株予約権無償割当の基準日及び効力発生日 

(1) 基準日 

当社取締役会が本プランの発動を決定した日以降の日で、当社取締役会が別途定める日とする。 

 

(2) 効力発生日 

基準日以降の日で、当社取締役会が別途定める日とする。 

 

(e)本新株予約権の行使の条件 

(1)  1)特定大量保有者、2)その共同保有者、3)特定大量買付者、4）その特別関係者、もしくは 5)上

記 1)ないし 4)記載の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、又は 6)上記 1)ないし 5)記載の者の関連者のいずれにも該当しない者のみが、本新

株予約権を行使することができる。 

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。)について、20％以上の株券等保有割合（同法第 27 条の

23 第 4 項に定義される。）を保有する者または 20％以上保有することになると当社取締役会が認

める者をいう。 

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（当社取締役会がこれに該
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当すると認めた者を含む。）をいう。なお、同条第 6 項に基づき共同保有者とみなされる者を含

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。）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 1 項に定める場合を含む。）に係る

株券等（同法第 27 条の 2 第 1 項に定義される。）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。）とその者の特別関係者の株券等所有割合とを合計して 20％以上となる

者をいう。 

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 2 項で定める者を除く。 

5） ある者の「関連者」とは、実質的にその者が支配し、その者に支配されもしくはその者と共同の

支配下にある者として当社取締役会が認めた者、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。 

 

(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、当社の子会社又は当社の関連会社 

②当社を支配する意図なく特定大量保有者となった者であると当社取締役会が認めた者であって、

かつ、特定大量保有者になった後 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特定大量保有者ではなくなった

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、当社の特定大量保

有者になった者であると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又は保有することが当社の企業価値、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、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が本新株予約権を行使するために、1)

所定の手続の履行もしくは 2)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 3)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場合に

限り、本新株予約権を行使することができる。但し、当該管轄地域に所在する者が本新株予約権

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準拠法行使手続・条件については、

当社としてこれを履行又は充足する義務は負わないものとする。また、当該管轄地域に所在する

者が本新株予約権を行使することが当該法令上認められない場合（以下「準拠法行使禁止事由」

という。）には、当該管轄地域に所在する者は、本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、1)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 2)そ

の保有する本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、当該本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本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およ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 1)および 2)を充足しても米国証券法上適法に本新株予約権の行使

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、本新株予約権

を行使することができない。 
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(5) 上記(1)ないし(4)の規定に従い本新株予約権を有する者が本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、当該本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。 

 

(f) 本新株予約権の行使方法等 

(1)  本新株予約権の行使の方法および行使の請求場所 

本新株予約権の行使は、当社所定の新株予約権行使請求書（当該本新株予約権者が上記(e)(1)記

載の 1)ないし 6)のいずれにも該当せず、かかるいずれの者のために行使しようとしているもの

ではないこと等の表明・保証条項および補償条項を含む。）に行使する本新株予約権の個数、対

象株式数および住所等の必要事項を記載し、これに記名押印したうえ、必要に応じて別に定める

本新株予約権行使に要する書類ならびに会社法、証券取引法その他の法令およびその関連法規

（日本証券業協会ならびに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、当該行

使に係る本新株予約権の目的たる株式の行使価額全額に相当する金銭を払込取扱場所に払込む

ことにより行われるものとする。なお、本新株予約権者は、その所有する各新株予約権を個別に

行使できるものとし、かかる個別行使の際に残余の本新株予約権がある場合には、当社は、当該

本新株予約権者の個別行使の日付と残余の本新株予約権の個数を新株予約権原簿に記載又は記

録するものとする。 

(2) 本新株予約権行使請求の効力発生時期 

本新株予約権の行使請求の効力発生時期は、上記(1)の規定に従い、行使に係る本新株予約権行

使請求書及び添付書類が払込取扱場所に到着した時とする。本新株予約権の行使の効力は、かか

る本新株予約権の行使請求の効力が生じた場合であって、かつ、当該行使に係る本新株予約権の

目的たる株式の行使価額全額に相当する金銭が払込取扱場所において払い込まれた時に生じる

ものとする。 

 

(g) 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)  承諾については、新株予約権者に、その承諾を求める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書面にて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に承諾したものとみなすことができる。 

 

(h)  証券取引法による届出 

上記各項については、証券取引法による届出を必要とするときは、その届出の効力発生を条件とす

る。 

 

(i)  法令の改正等による修正 

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

た場合においては、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ものとする。 

 

  以上 


