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会社の支配に関する基本方針及び 

当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）について 
 
当社は、本日開催された取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在

り方に関する基本方針及び特定株主グループ（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、又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（いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、

また市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。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

策（以下「本プラン」といいます。）を、以下の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。 
本プランの有効期間は、平成19年6月開催予定の定時株主総会の終結の時までとし、当該定時株主

総会において、本プランに関する株主の皆様のご意思を確認させていただくため、議案としてお諮

りすることとします。 
また、本プランを決定いたしました取締役会には、監査役全員が出席し、いずれも本プランの具

体的運用が適正に行われることを条件として、本プランに賛成する旨の意見を述べております。 
なお、本日現在、当社株式の大規模買付に関する打診及び申し入れ等は一切ございませんので念

のために申し添えておきます。 
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。）及びその共同保有者（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項に基づく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。）又は、 

(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、取引所有価証券市場において行われるものを含みます。）を行う者及びそ

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、当該保有者の株券等保有割合（証券取引法第27条の23第4

項に規定する株券等保有割合をいいます。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。）も加算するものとします。）

又は、 

(ii) 特定株主グループが、注1の(ii)記載の場合は、当該買付者及び当該特別関係者の株券等保有割合（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。 

各株券等保有割合の算出に当たっては、総議決権（同法第27条の2第8項に規定するものをいいます。）及び発

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、半期報告書及び

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項又は同法第27条の2第1項に規定する株券等を意味します。 
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Ⅰ 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 
 

上場会社である当社の株式は、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社

の株式に対する大規模買付提案又はこれに類似する行為があった場合においても、当社といたし

ましては、一概に否定するものではなく、 終的には株主の皆様の自由な意思により判断される

べきであると考えます。 
しかしながら、近年わが国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣の賛同を得ずに、

一方的に大規模買付提案又はこれに類似する行為を強行する動きが顕在化しております。 
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、当社の企業理念、企業価値

のさまざまな源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価

値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えておりま

す。従いまして、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付

提案又はこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として

不適切であると考えます。 
 

Ⅱ 基本方針の実現に資する取組み 
 

当社では、株主、投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、当社の企業

価値ひいては株主共同の利益を向上させるための取組みとして、以下の施策を実施しております。

この取組みは、今般決定しました上記Ⅰの基本方針の実現に資するものと考えております。 
 
「中期３ヵ年経営指針」等による企業価値向上への取組み 
 当社では、「たゆまざる革新のもと限りなき前進を図り広く社会に貢献する。」を企業理念と

し、この理念のもと、 

１．予測される業界の激動に柔軟に対応できる企業体質を確立する。 

２．量を追わず質の向上に視点を置き、独自技術、生産技術の向上を実現する。 

３． 新設備、新システム等の導入を進め、生産性向上と収益改善を実現し、利益を共有す

る関係者の信頼を得る企業環境を創造する。 

を事業目的とした第６次中期経営計画（平成17年４月～平成20年３月の３ヵ年）を策定し、実行

しております。 

 更に本計画の初年度である平成17年11月には、当社の進むべき道をより明確にするため企業理

念を新たに、 

「日本金属グループは、圧延事業とその加工品事業を中核に、新しい価値の創造を推進し、広く

社会に貢献する。」 

とし、全社一丸となり第６次中期経営計画の達成に取組んでおります。 

 当社では、この計画の達成に当たり、たゆまぬ価値創造への挑戦を進め、日本金属のブランド

力を高め、収益を確保し、ステークホルダーへの利益還元を継続してまいります。 

 また、これらの実現のために、新たな価値創造に向かって戦略的投資を積極的に進めており、

当期には極薄ステンレス鋼帯用焼鈍設備や更なる多品種少量生産化の対応として新生産管理シス

テムを導入し、また、来期の稼動を目標に極薄ステンレス鋼帯用新型圧延機の設置を進めており

ます。 

 今後も当社におきましては、中長期的視点に立ち、新たな計画を策定・実行し企業価値の拡大

を進めるとともに、事業活動を遂行するにあたりましては「社会と共生し、信頼される会社作り」

を信条とし、すべてのステークホルダーから信頼される企業として株主価値の向上に努めてまい

ります。 
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Ⅲ 本プランの内容（基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の

決定が支配されることを防止するための取組み） 
 
１．大規模買付ルールの設定及び本プラン導入の目的 
 
 企業価値ひいては株主共同の利益の中長期的な向上又は確保を目指す当社の経営にあたっては、

幅広いノウハウと豊富な経験、並びに顧客、従業員及び取引先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。これら当社の事業特性に関する十分な理解がなくて

は、株主の皆様が将来実現することのできる株主価値を適切に判断することはできません。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当社の本源的

な企業価値と比べて妥当か否か、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

買付者及び取締役会の双方から必要かつ十分な情報が提供されることが不可欠であり、当社株式

をそのまま継続保有することを考える株主の皆様にとっても、大規模買付者が考える当社の経営

に参画したときの経営方針や事業計画の内容等は、その継続保有を検討するうえで重要な判断材

料であります。同様に、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、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。 
当社取締役会では、これらを考慮し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、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

取締役会としての意見を独立した外部専門家（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）の助言を受けながら慎重に検討したうえで開示いたし

ます。さらに、必要と認めれば、大規模買付提案の条件の改善交渉や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、株主の皆様は取締役会の意見を参考にし

つつ、大規模買付者の提案と取締役会から代替案が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、 終的な判断を決定するために必要な情報と機会を与えられることとなります。 
以上のことから、当社取締役会は大規模買付行為が一定の合理的なルールに従って行われるこ

とが、企業価値ひいては株主共同の利益の向上又は確保に合致すると考え、以下の内容の大規模

買付行為がなされた場合における情報提供等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。）を設定するとともに、前述Ⅰの基本方針に照らして不適切な者によって大規模買

付行為がなされた場合には、それらの者によって当社の財務及び事業の決定が支配されることを

防止するための取組みとして対抗措置を含めた本プラン（別紙1のフローチャートをご参照くださ

い。）を導入することといたしました。 
 

２．大規模買付ルールの概要 
 

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取締役会に対して必

要かつ十分な情報を提供し、②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。その概要は以下のとおりです。 
 

（1）意向表明書の当社への事前提出 
大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社代表取締役宛に、大規模買

付ルールに従う旨の誓約及び以下の内容等を記載した意向表明書をご提出いただきます。 
① 大規模買付者の名称、住所 
② 設立準拠法 
③ 代表者の氏名 
④ 国内連絡先 
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⑤ 提案する大規模買付行為の概要等 
 

（2）必要情報の提供 
取締役会は、上記（1）の意向表明書受領後、10営業日以内に株主の皆様の判断及び取締役会と

しての意見形成のために提供いただくべき必要かつ十分な情報（以下「本必要情報」といいます。）

のリストを大規模買付者に対して交付いたします。本必要情報の具体的内容は大規模買付者の属

性及び大規模買付行為の内容によって異なりますが、一般的な項目の一部は以下のとおりです。 
①大規模買付者等及びそのグループ（共同保有者、特別関係者及び組合員（ファンドの場合）

その他の構成員を含みます。）の詳細（名称、事業内容、経歴又は沿革、資本構成、財務内

容等を含みます。） 
②大規模買付の目的、方法及び内容（買付の対価の価額・種類、買付時期、関連する取引の仕

組み、買付方法の適法性、買付実行の可能性等を含みます。） 
③買付価格の算定根拠（算定の前提となる事実、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相乗効果の内容を含みます。） 
④買付資金の裏付け（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。） 
⑤大規模買付後における当社及び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 
⑥大規模買付後における当社の従業員、取引先、顧客その他の当社に係る利害関係者の処遇方

針 
 

なお、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、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。大規

模買付行為の提案があった事実及び提供された本必要情報は、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、取締役会が適切と判断する時点で、その全部又は一部を開示いたします。 
 

（3）取締役会の意見の開示等 
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の場合）

又は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、意見形成、

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。従いまして、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、取締役会は独立した外部専門家（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）の助言を受けながら、提供された本必要情

報を十分に評価･検討し、取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、開示いたします。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、株主の皆様

に対し代替案を提示することもあります。 
 

３．大規模買付行為が為された場合の対応 
 
（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、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の表明や代替案を提示することによ

り、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、株主の皆様において、当該買付提案又は当社が

提示する当該買付提案に対する意見や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。 
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但し、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が会社に回復

し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断され

る場合には、取締役の善管注意義務に基づき、例外的に新株予約権の無償割当等、会社法その他

の法律及び当社定款上検討可能な対抗措置をとることがあります。具体的には、以下のいずれか

の類型に該当すると判断された場合には、当該大規模買付行為は当社の企業価値ひいては株主共

同の利益を著しく損なうと認められる場合に該当するものと考えます。 
 
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っている場合（いわゆるグリーンメーラーで

ある場合） 
②会社経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、

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っている場合 
③会社経営を支配した後に、当社の資産を当該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っている場合 
④会社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の買収を行っ

ている場合 
⑤買付者の買付方法が強圧的二段階買収（ 初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二

段階目の買収条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで公開買付等の株式の買付を行う

ことをいいます。）など、株主の判断の機会又は自由を制約し、株主に株式の売却を事実上強

要するおそれがある場合 
 
（2）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、取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、

新株予約権の無償割当等、会社法その他の法律及び当社定款上検討可能な対抗措置をとり、大規

模買付行為に対抗する場合があります。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 も適切と取締役会が判断したものを選択することとします。取締役会が具体的対抗措置とし

て、例えば新株予約権の無償割当を選択した場合の概要は別紙2に記載のとおりですが、実際に新

株予約権の無償割当をする場合には、議決権割合が一定割合以上の特定株主グループに属さない

ことを新株予約権の行使条件とすることや新株予約権者に対して当社株式と引き換えに当社が新

株予約権を取得する旨の取得条項をつけるなど、対抗措置としての効果を勘案した条件を設ける

ことがあります。 
 
４．対抗措置の合理性及び公正性を担保するための制度及び手続 
 
（1）独立委員会の設置 

大規模買付ルールに従って一連の手続きが進行されたか否か、あるいは大規模買付ルールが遵

守された場合でも、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損な

うものであることを理由として対抗措置を講じるか否かについては、取締役会が 終的な判断を

行いますが、本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、

その判断の客観性及び合理性を担保するため、独立委員会を設置することといたしました（独立

委員会規程の概要につきましては、別紙3をご参照ください。）。独立委員会の委員は3名以上とし、

公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外監査
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役から選任します。また、必要に応じて社外有識者（注4）からの選任も視野に入れております。

設置当初における独立委員会の委員は、社外監査役として水野隆司氏、安念満氏及び小川和洋氏

が就任する予定です（略歴につきましては、別紙4をご参照下さい。）。 
 

注4 ：社外有識者とは、 

経営経験豊富な企業経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会社法等を主たる研究対象と

する学識経験者、又はこれらに準ずる者を対象として選任するものとします。 

 
（2）対抗措置の発動の手続 

本プランにおいては、上記３．(1)大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、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。但し、上記３．(1)に記載のとおり例

外的に対抗措置をとる場合、並びに上記３．(2)に記載のとおり対抗措置をとる場合には、その判

断の合理性及び公正性を担保するために、取締役会は対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対

して対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は大規模買付ルールが遵守されているか

否か、十分検討した上で対抗措置の発動の是非について勧告を行うものとします。 
なお、当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際して、独立委員会の勧告を 大

限尊重するものとします。 
 
（3）対抗措置発動の停止等について 

上記３．(1)又は(2)において、当社取締役会が具体的対抗措置を発動することを決定した後、当

該大規模買付者が大規模買付行為の撤回又は変更を行った場合など対抗措置の発動が適切でない

と取締役会が判断した場合には、独立委員会の意見又は勧告を十分に尊重した上で、対抗措置の

発動の停止又は変更等を行うことがあります。例えば、対抗措置として新株予約権を無償割当す

る場合において、権利の割当を受けるべき株主が確定した後に、大規模買付者が大規模買付行為

の撤回又は変更を行うなど対抗措置の発動が適切でないと取締役会が判断した場合には、効力発

生日までの間は、独立委員会の勧告を受けた上で、新株予約権の無償割当を中止することとし、

また、新株予約権の無償割当後においては、独立委員会の勧告を受けた上で、当該新株予約権を

無償取得（当社が新株予約権を無償で取得することにより、株主の皆様は新株予約権を失います。）

することにより、対抗措置発動の停止を行うことができるものとします。 
このような対抗措置発動の停止を行う場合は、独立委員会が必要と認める事項とともに、速や

かに開示いたします。 

 
５．本プランが株主及び投資家に与える影響等 
 
（1）大規模買付ルールが株主及び投資家に与える影響等 

本プランにおける大規模買付ルールは、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取締役会の意見を提供し、株主の皆様が代

替案の提示を受ける機会を確保することを目的としています。これにより株主の皆様は、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ひいては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、株主及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、株主及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、株主及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。 
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（2）対抗措置発動時に株主及び投資家の皆様に与える影響  
当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、取締役会

が上記３．に記載した具体的な対抗措置をとることを決定した場合には、法令及び当社が上場す

る証券取引所の上場規則等にしたがって、当該決定について適時適切に開示いたします。 

対抗措置の発動時には、大規模買付者等以外の株主の皆様が、法的権利又は経済的側面におい

て格別の損失を被るような事態は想定しておりません。対抗措置として、例えば新株予約権の無

償割当が行われる場合は、割当期日における株主の皆様は、その保有する株式数に応じて新株予

約権を無償で割当てられることとなります。その後当社が取得条項を付した新株予約権の取得の

手続きをとる場合には、大規模買付者等以外の株主の皆様は、当社による当該新株予約権の取得

の対価として当社株式を受領するため格別の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券の株主を除きます。）

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を受け、当該新株予約権と引き換

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又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。 

なお、独立委員会の勧告を受けて、当社取締役会の決定により当社が当該新株予約権の発行の

中止又は発行した新株予約権の無償取得を行う場合には、1株当たりの株式の価値の希釈化は生じ

ませんので、当該新株予約権の無償割当を受けるべき株主が確定した後（権利落ち日以降）に当

社株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買等を行った株主又は投資家の皆様は、株価

の変動により不測の損害を被る可能性があります。 

大規模買付者等については、大規模買付ルールを遵守しない場合や、大規模買付ルールを遵守

した場合であっても、当該大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なう

と判断される場合には、対抗措置が講じられることにより、結果的にその法的権利又は経済的側

面において不利益が発生する可能性があります。本プランの公表は、大規模買付者が大規模買付

ルールに違反することがないようにあらかじめ注意を喚起するものであります。 

 

（3）対抗措置発動に伴って株主の皆様に必要となる手続き 

対抗措置として、例えば新株予約権の無償割当が行われる場合には、割当期日における株主の

皆様は引受けの申込みを要することなく新株予約権の割当てを受け、また当社が取得条項を付し

た新株予約権の取得の手続きをとる場合には、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、当該新株

予約権に関する申込みや払込み等の手続きは必要となりません。 

また、名義書換未了の株主の皆様に関しましては、新株予約権の割当を受けるためには、別途

当社取締役会が決定し公告する新株予約権の割当期日までに、名義書換を完了していただく必要

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、名義書換手続きは不

要です。）。 

これらの手続きの詳細につきましては、実際に新株予約権の無償割当を行うことになった際に、

法令及び当社が上場する証券取引所の上場規則等に基づき別途お知らせいたします。 

 

６．本プランの適用開始、有効期間、継続及び廃止 
 

本プランは、平成19年3月7日に開催された当社取締役会の決議をもって同日より発効すること

とし、有効期限は平成19年6月に開催される定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）

終結の時までとします。但し、本定時株主総会において本プランの継続について株主の皆様の意

思をお諮りする予定であり、本定時株主総会において出席株主の皆様の議決権の過半数のご賛同

を得られなかった場合には、本定時株主総会終了後速やかに本プランを廃止します。 
本定時株主総会で株主の皆様にお諮りする本プランの有効期間は３年間（平成22年6月に開催予
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定の定時株主総会時まで）とし、以降、本プランの継続（一部修正した上での継続を含む）につ

いては定時株主総会の承認を経ることとします。 
また、本プランの廃止は、定時株主総会により承認された後であっても、①株主総会において

本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、②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。 
                                         以 上 
 
 

 

（ご参考） 

当社株式の状況（平成18年9月30日現在） 
 
１．発行可能株式総数  240,000,000株 
 
２．発行済株式総数    66,971,336株 （自己株式28,664株を除く） 
 
３．株主数        8,705名 
 
４．大株主（上位10名） 

当社への出資の状況 株主名 
 持株数 出資比率 

新日鐵住金ステンレス株式会社 
伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 
ＪＦＥ商事株式会社 
日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株式会社(信託口4) 
富国生命保険相互会社 
日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行株式会社 
株式会社損保ジャパン 
株式会社みずほコーポレート銀行 
日新製鋼株式会社 
西松建設株式会社 

 8,725千株 
 3,787千株 
 2,820千株 
 1,750千株 
 1,205千株 
 1,148千株 
 1,025千株 
 1,000千株 
 1,000千株 
 900千株 

 13.02% 
 5.65% 
 4.21% 
 2.61% 
 1.79% 
 1.71％ 
 1.53％ 
 1.49％ 
 1.49％ 
 1.34％ 

注）表示単位未満は切り捨てて表示しております。 
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（別紙１） 

本プランの内容（大規模買付行為が開始された場合のフローチャート） 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hｈ 
 
 
 
 
 

以 上 

大規模買付者の出現 

対
抗
措
置
の
発
動
 

提出あり（ルールの遵守） 提出なし 

内
容
不
備
な
し
 

内容不備・不足あり 

是
正
・
追
加
要
請
 

対抗措置不発動 

再
提
出
な
し
 

当社への意向表明書及び必要情報の提出 

再
提
出
あ
り
 

独立委員会 

ルールを遵守していても、企業価値を著し
く損なうと判断した場合、取締役会は例外
的に対抗措置の発動を諮問 

取締役会 
独立委員会の勧告を 

大限尊重する 

対抗措置を発動、不発動の勧告

ルールを遵守しない場合、 
取締役会は対抗措置の発動を諮問 

発動の判断 不発動の判断 

取締役会の意見表明、代替案提示 取締役会評価 ６
０
日
又
は
９
０
日
の
取
締
役
会
評
価
期
間

（
ル
ー
ル
の
不
遵
守
） 
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（別紙２） 
新株予約権無償割当の概要 

 
1. 新株予約権無償割当の対象となる株主及び発行条件 
当社取締役会で定める基準日における 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

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及び数 
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、当社が株式分割又は株式併

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、あらかじ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３） 

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、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を

行う経営陣から独立している社外監査役、社外取締役及び社外有識者の中から、当社取締役会

が選任する。 

 

・ 独立委員会は、取締役会から諮問のある事項について、原則としてその決定の内容を、その理

由及び根拠を付して取締役会に対して勧告する。なお、独立委員会の各委員は、こうした決定

にあたっては、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

ことする。 

 

・ 独立委員会は、投資銀行、証券会社、弁護士その他外部の専門家に対し、当社の費用負担によ

り助言を得ることができる。 

 

・ 独立委員会決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行う。 

 

以 上 
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（別紙４） 

独立委員会の委員略歴 

 

水野 隆司 
 （略歴）  

 昭和 43年 4月 八幡製鐵株式會社入社（現新日本製鐵株式會社）入社 

 平成 3年 11月 同社君津製鐵所生産業務部長 

 平成 11年 6月 新日鐵化学株式会社常務取締役 

 平成 15年 6月 新日本製鐵株式會社顧問 

 平成 15年 10月 新日鐵住金ステンレス株式会社常務取締役 

 平成 16年 6月 当社監査役 

現在に至る 

 平成 18年 4月 新日鐵住金ステンレス株式会社取締役専務執行役員 

現在に至る 

 

安念 満 
 昭和 40年 4月 株式会社富士銀行入行 

 平成 2年 7月 同行業務渉外部長 

 平成 4年 5月 同行名古屋支店長 

 平成 4年 6月 同行取締役 

 平成 7年 5月 同行常務取締役 

 平成 10年 4月 同行専務取締役 

 平成 11年 3月 日本橋興業株式会社取締役社長（代表取締役） 

 平成 14年 10月 株式会社富士総合研究所取締役社長（代表取締役） 

 平成 16年 10月 みずほ情報総研株式会社取締役社長（代表取締役） 

 平成 17年 6月 当社監査役 

現在に至る 

 

小川 和洋 
 昭和 63年 3月 公認会計士登録 

現在に至る 

 平成 16年 7月 小川和洋会計事務所開業 

現在に至る 

 平成 16年 11月 税理士登録 

現在に至る 

 平成 17年 6月 当社監査役 

現在に至る 

以 上 


