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当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の導入について 

 

当社は、本日開催の取締役会において、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上さ

せることを目的として、当社株式の大量取得行為に関する対応策（以下「本プラン」といいます。）の

具体的内容を決定し本日付で導入するとともに、その一環として新株予約権の発行登録を本日付で行

うことを決議しましたので、以下のとおり、お知らせいたします。 

 

1.当社における企業価値・株主共同の利益の向上の取り組みについて 

 

(1)経営の基本方針 

当社を中核とする京王グループは、運輸、流通、不動産、レジャー・サービス等幅広い事業

を通じて、お客様のより良い暮らしを創造していくことにより、地域の発展と幸せな暮らしの

実現に貢献することを基本方針としております。平成 15 年 1 月に「京王グループ理念」と、こ

の理念を具現化するための「グループ経営ビジョン」を制定し、グループ競争力の強化に取り

組むとともに、法令、倫理を遵守した健全な企業活動の展開や、財務体質の強化を推進するこ

とで、企業価値・株主の皆様の共同の利益の向上に努めております。 

  また、多くのお客様の人命を預かる鉄道事業者である当社は、「輸送の安全性」の確保という、

極めて重要な公共的使命を担っております。当社はこの使命を果たし続けていくことで、お客

様に「安心」を提供し、当社グループ全体の信頼性を向上させてきたと自負しており、このこ

とは当社の企業価値の源泉の根幹をなすものと考えております。当社は、今後もその使命を果

たすため、より一層「経営の安定性」を高め、鉄道事業における安全対策をはじめ、「事業の継

続性」を確保するための中長期的な視点に立った設備投資を積極的に行う等、「信頼のトップブ

ランド」を確立してまいります。 
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(2)利益還元に関する基本方針 

  当社は安定した配当を継続していくとともに、将来の事業展開と経営環境の変化に備えた経

営基盤の強化に必要な内部留保を充実させながら、業績等を勘案し、株主の皆様への利益還元

を図っていくことを基本方針としております。したがって、 株主の皆様への安定的な配当の継

続が重要であると考えており、平成 15 年 3 月期から 1株につき年間 6円の配当を継続しており

ます。今後も長期にわたり安定した配当を継続していくことを目指し、安定的な利益を確保し

てまいります。 

 

(3)具体的な取り組みについて 

  当社グループでは、「京王グループ理念」を具現化するための「グループ経営ビジョン」に基

づき、当社グループの競争力の強化に取り組むとともに、有利子負債の圧縮等、財務健全性の

向上に努め、また法令、倫理を遵守し、地域社会貢献活動を行う等、企業価値・株主の皆様の

共同の利益・沿線価値の向上に努めております。今後も「京王グループ理念」の具現化を目指

し、当社が長年培ってきた有形・無形の経営資源を維持・活用し、以下のような具体的な施策

に取り組んでまいります。 

  第一に、社会に不可欠なインフラを提供する公益交通事業者としての社会的責任を果たすこ

とを通じて、お客様、お取引先その他のステークホルダーからの信頼を維持・向上させてまい

ります。当社グループは、日頃から安全確保を最優先にしており、鉄道事業では安全性をさら

に高めるため、自動列車制御装置（ATC）の導入による信号システムの抜本的改良工事、地下駅

火災対策や構造物の耐震性向上等に向けた安全対策工事のほか、東京都や調布市と協力しなが

ら調布駅付近連続立体交差事業を進めております。さらに、京王線笹塚駅以西の鉄道立体化に

よるボトルネック踏切の解消に向けても、引続き関係機関との協議を積極的に実施してまいり

ます。また、駅や鉄道・バス車両のバリアフリー化等のサービス向上策にも積極的に取り組ん

でおります。このように鉄道事業における安全確保に向けた投資が重なることで、収益面に短

期的な影響を与える可能性はありますが、中長期的な視点で公益交通事業者としての高度な社

会的責任を果たしていくことが「輸送の安全性」、「経営の安定性」、「事業の継続性」を確保し、

ひいては「信頼のトップブランド」の確立につながり、当社グループの企業価値を一層向上さ

せると考えております。 

  第二に、当社沿線が将来にわたって活力を維持できるよう、沿線のお客様のニーズに応える、

中長期的な視点に基づいたきめ細やかな生活サービスの提供を進め、沿線価値の一層の向上に

取り組んでまいります。沿線の拠点である新宿、吉祥寺等の開発計画や聖蹟桜ヶ丘地区の再整

備計画の検討を進めるほか、鉄道施設の改良工事により新たに創出されるスペースの有効利用

や自由通路の設置等により駅施設の利便性を向上させてまいります。また、Hi‐ROOMS 等の優

良住宅系賃貸物件の拡充にも努めているほか、「有限責任中間法人 移住・住みかえ支援機構（Ｊ

ＴＩ）」へ参画し、沿線の良質な住宅ストックの循環を図り、シニア世代および子育て世代の住
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みかえニーズに応えるための体制を確立してまいります。さらに、信頼のブランドを活かした

「住んでもらえる、選んでもらえる沿線づくり」に向けた実験的な試みとして、高幡不動地区

において「子育て支援マンション」の建設に着手するほか、沿線住民に対する新たな利便性向

上を目指したコミュニティネットワークサービス「京王ほっとネットワーク」をスタートさせ

ます。このほか、インターネット上における沿線ポータルサイト「街はぴ」の開設や、関東地

区の多くの交通事業者との相互利用が可能となった共通ＩＣカード乗車券「ＰＡＳＭＯ（パス

モ）」と「京王パスポートカード」を連携させ、「京王グループ共通ポイント」の利便性を拡大

してまいります。さらに、沿線の行政機関、周辺住民、大学等との協力・連携を強化し、沿線

価値の一層の向上や地域活性化に多角的に取り組むことで、沿線の魅力を高め、ひいては鉄道

旅客輸送人員や当社グループのお客様を維持・拡大することを目指しております。 

  第三に、食品スーパーや生活関連事業の強化・拡大を通じ、グループ事業競争力の向上を推

進してまいります。これまで培ったノウハウをもとに、沿線内にとどまらず、沿線外への展開

も視野に入れ、今後も積極的な事業展開を図るほか、既存事業の延長線上にあり、お客様のニ

ーズが見込まれる分野につきましても、事業化に向けた取り組みを行っていくことで当社グル

ープの成長を推進してまいります。 

  第四に、上述の具体的取り組みの実現に向け、今後も従業員を中長期的な視点で育成してま

いります。「輸送の安全性」、「経営の安定性」、「事業の継続性」を実現する実際の担い手は、当

社グループの従業員であり、これらの従業員がこれまでに蓄積された当社グループにおける知

識、経験、ノウハウを共有した上で、将来の当社グループの成長を推進していくことが重要で

あると考えております。 

  第五に、法令や社会規範の遵守、地球環境への配慮等、企業としての社会的責任を果たす取

り組みを続けることやコーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図ってまいります。すで

に法令に基づく内部統制体制の整備や「京王グループ・コンプライアンスプログラム」等を推

進してきており、環境保全につきましても、平成 12 年に制定しました環境基本方針に基づき、

環境法令遵守、各事業の特性に応じた省エネルギー化や廃棄物削減、資源リサイクル等を積極

的に推進し、これらの取り組みを当社グループ全体に拡大しております。コーポレート・ガバ

ナンスにつきましては、これまでも会社法に基づく特別取締役の選任や取締役会の諮問機関で

ある指名・報酬委員会の設置、ディスクロージャー委員会の設置等により迅速な意思決定や経

営の透明性の向上、適時適切な情報開示に努めております。さらに、株主の皆様から当社の経

営を付託された当社経営陣の、株主の皆様に対する責任をより明確にするため、平成 19 年 6月

に予定される当社定時株主総会（以下「次回定時株主総会」といいます。）において、取締役の

任期を 1 年に短縮する予定です。今後も、当社が果たすべき社会的責任やコーポレート・ガバ

ナンス体制の整備・強化につきましては引続き検討を進め、「信頼のトップブランド」の確立を

より一層強固なものとしてまいります。 
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2.本プラン導入の目的－当社グループの企業価値・株主の皆様の共同の利益の確保・向上 

 

 以上ご説明しましたとおり、当社グループではこれまでの企業運営の方針を維持しつつ、グ

ループの成長を実現し、企業価値・株主の皆様の共同の利益を確保・向上させていくための諸

施策を実施しております。しかし、近時、わが国の資本市場においては、新しい法制度の整備

や企業構造・企業文化の変化等を背景として、対象となる経営陣との十分な協議や合意のプロ

セスを経ることなく、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。 

  もとより、当社は、株式の大量買付であっても、当社グループの企業価値・株主の皆様の共

同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではございません。 

  しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に

対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対

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

案を提案するための十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等、対象会社の企業価値・

株主共同の利益に資さないものも少なくありません。 

  当社グループが企業価値・株主の皆様の共同の利益を向上させていくためには、①中長期的

視点に立った安全対策への積極的な取り組み等、公益交通事業者としての社会的責任を全うし

ていくこと、②当社沿線が将来にわたって活力を維持できるよう、沿線のお客様のニーズに応

える、中長期的な視点に基づいたきめ細やかな生活サービスの提供を進め、沿線価値の一層の

向上に取り組むこと、③生活関連事業の強化・拡大等により、グループ事業の競争力の向上と

成長を推進していくこと、④当社グループに蓄積された知識、経験、ノウハウを共有し、将来

の当社グループの成長を担っていく従業員を中長期的な視点で育成していくこと、ならびに⑤

法令や社会規範の遵守、地球環境への配慮等、企業としての社会的責任を果たしていくこと、

およびコーポレート・ガバナンスの体制の持続的な見直し、強化を行うこと等に重点を置いた

施策を着実に遂行していくことにより、「輸送の安全性」、「経営の安定性」、「事業の継続性」を

確保し、お客様、お取引先その他のステークホルダーからの信頼を得て、「信頼のトップブラン

ド」を確立することが不可欠であります。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・株主の皆様の共同の利益は毀損

されることになります。 

  また、当社グループは当社を中核とし、基幹事業である鉄道業をはじめとする運輸業、不動

産業、流通業、レジャー・サービス業等幅広い事業展開を行っております。その目的は、幅広

い事業を通じて、お客様のよりよい暮らしを創造していくことにより、地域発展と幸せな暮ら

しの実現に貢献することにあります。そのためには、鉄道沿線におけるバス路線網の充実や、

鉄道・バス沿線における商業施設の開発・運営、小売業の展開、住宅の開発等を行い、沿線の
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魅力や価値を総合的に高めることが重要であります。当社グループは沿線を中心に関連性の高

い事業を多角的に展開することで、沿線価値の向上、京王ブランドの確立に努めるとともに、

地域社会の信頼を獲得してまいりました。また、沿線で培った京王ブランドを基礎に、ビジネ

スホテル等、域外への柔軟な事業展開も図ることで当社グループ全体の価値創造に努めており

ます。このように、当社グループにとっては、各事業の有機的な結びつきにより当社グループ

の総合力を発揮させる一体的な経営を行うことが極めて重要であります。 

したがって、外部者である買付者からの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、将来を見据えた施策の潜在的効果、当社グループが幅広く展開する各事

業分野の有機的結合により実現されるシナジー効果、その他当社の企業価値を構成する要素を

十分に把握し、中長期的な観点も考慮に入れた上で、当該買付が当社の企業価値・株主の皆様

の共同の利益に及ぼす影響を短期間で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。 

  こうした事情に鑑み、当社取締役会は、当社株式に対する買付が行われた際に、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

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

当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に反する買付行為を抑止するための枠組みと

して、下記 3.以下にその詳細を記載する本プランの導入が必要不可欠であると判断しました。 

  このような買収防衛策につきましては、本来株主の皆様のご意向を確認した上で導入するの

が望ましいものであり、当社としては、次回定時株主総会において、株主の皆様に買収防衛策

の導入につきご意向を確認させていただく予定です。しかしながら、企業買収をめぐる近時の

状況に鑑みると、次回定時株主総会において株主の皆様のご意向を確認させていただくまでの

間にも、上記のような不適切な買付により当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益が害され

る危険が否定できず、これを防止するためには、現段階で一定の暫定的措置を講じておく必要

があります。 

  以上の理由により、当社取締役会は、次回定時株主総会までの暫定的措置として、本プラン

を導入することを決定いたしました。もっとも、下記 3.(6)「本プランの廃止および変更等」

のとおり、次回定時株主総会までの間であっても、株主の皆様のご意向に従い、株主総会また

は取締役会の決議に基づいて本プランが廃止されることはあります。 

  なお、現在、当社が具体的に上述のような不適切な買付の脅威に直面している事実はありま

せん。平成 18 年 9 月 30 日現在における当社の大株主の状況は、別添「当社株式の保有状況の

概要」のとおりです。 

 

3.本プランの内容 

 

(1) 本プランの概要 
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(a) 本プランの発動に係る手続の設定 

本プランは、まず、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを目的とし

て、当社株式に対する買付等（下記(2)「本プランの発動に係る手続」(a)に定義されます。以

下同じ。）が行われる場合に、買付者または買付提案者（以下、併せて「買付者等」といいま

す。）に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求め、当社が、当該買付等についての

情報収集・検討等を行う期間を確保した上で、株主の皆様に当社経営陣の計画や代替案等を

提示したり、買付者等との交渉等を行っていくための手続を定めています（下記(2)「本プラ

ンの発動に係る手続」をご参照下さい。）。 

 

(b) 新株予約権の無償割当てと企業価値評価独立委員会の利用 

買付者等が本プランにおいて定められた手続に従うことなく買付を行う等、買付者等によ

る買付等が当社の企業価値・株主共同の利益を害するおそれがあると認められる場合（その

詳細については下記(3)「本新株予約権の無償割当ての要件」をご参照下さい。）には、当社

は、当該買付者等による権利行使は認められないとの行使条件および当社が当該買付者等以

外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得する旨の取得条項が付された新株予約権

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

新株予約権」といいます。）を、その時点のすべての株主に対して新株予約権無償割当ての方

法（会社法第 277 条以降に規定されます。）により割り当てます。 

なお、本新株予約権の無償割当ての実施、不実施または取得等の判断については、当社取

締役会の恣意的判断を排するため、企業価値評価独立委員会規程（その概要については別紙

1 をご参照下さい。）に従い、(i)当社社外取締役、(ii)当社社外監査役または(iii)社外の有識者

（実績ある会社経営者、官庁出身者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士およ

び学識経験者等）で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される企業

価値評価独立委員会の判断を経るとともに、株主の皆様に適時に情報開示を行うことにより

透明性を確保することとしています。本プランの導入当初における企業価値評価独立委員会

の委員には、当社社外取締役の早﨑 博 氏、および当社社外監査役の黒岩 法夫 氏、鈴木 光

春 氏がそれぞれ就任しました（各委員の氏名および略歴については別紙 2 をご参照下さい。）。 

 

(c) 本新株予約権の行使および当社による本新株予約権の取得 

仮に、本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされた場合で、買付者等以外の株

主の皆様により本新株予約権が行使された場合、または当社による本新株予約権の取得と引

換えに、買付者等以外の株主の皆様に対して当社株式が交付された場合には、当該買付者等

の有する当社株式の議決権割合は、最大 50%まで希釈化される可能性があります。 

 

 



 

本プランにおいては、本新株予約権は、以下①または②に該当する買付またはこれに類似

する行為（以下、併せて「買付等」といいます。）がなされたときに、本プランに定められる

手続に従い無償割当てがなされることとなります。 
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(2) 本プランの発動に係る手続 

 

(a) 対象となる買付等 

① 当社が発行者である株券等1について、保有者2の株券等保有割合3が 20%以上となる買付 

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

びその特別関係者7の株券等所有割合の合計が 20%以上となる公開買付け 

 

(b) 買付者等に対する情報提供の要求 

上記(a)に定める買付等を行う買付者等は、当社取締役会が別途認めた場合を除き、買付等

の実行に先立ち、当社に対して、以下の各号に定める、買付等の内容の検討に必要な情報（以

下「本必要情報」といいます。）および当該買付者等が買付等に際して本プランに定める手続

を遵守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下「買付説明書」と総称します。）を、当社の

定める書式により提出していただきます。 

当社取締役会は、上記の買付説明書を受領した場合、速やかにこれを企業価値評価独立委

員会に提供するものとします。企業価値評価独立委員会は、これを受けて、当該買付説明書

の記載内容が本必要情報として不十分であると判断した場合には、買付者等に対し、適宜回

答期限を定めた上、自らまたは当社取締役会等を通じて本必要情報を追加的に提出するよう

求めることがあります。この場合、買付者等においては、当該期限までに、本必要情報を追

加的に提供していただきます。 

 

① 買付者等およびそのグループ（共同保有者8、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。）の詳細（具体的名称、資本構成、財務内容等を

含みます。） 

② 買付等の目的、方法および内容（買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、関連す

 
1 証券取引法第 27 条の 23 第 1 項に定義されます。以下別段の定めがない限り同じとします。 
2 証券取引法第 27 条の 23 第 3 項に基づき保有者に含まれる者を含みます。 
3 証券取引法第 27 条の 23 第 4 項に定義されます。以下同じとします。 
4 証券取引法第 27 条の 2 第 1 項に定義されます。以下②において同じとします。 
5 証券取引法第 27 条の 2 第 6 項に定義されます。以下同じとします。 
6 証券取引法第 27 条の 2 第 8 項に定義されます。以下同じとします。 
7 証券取引法第27条の2第7項に定義される特別関係者（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）

をいいます。ただし、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項で定める者を除きます。以下同じとします。 
8 証券取引法第 27 条の 23 第 5 項に規定される共同保有者をいい、同条第 6項に基づき共同保有者とみなされると

当社取締役会が認めた者を含みます。以下同じとします。 
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る取引の仕組み、買付等の方法の適法性、買付等の実現可能性に関する情報等を含み

ます。） 

③ 買付等の価額の算定根拠（算定の前提となる事実・仮定、算定方法、算定に用いた数

値情報ならびに買付等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内

容、そのうち少数株主に対して分配されるシナジーの内容を含みます。） 

④ 買付等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名称、調

達方法、関連する取引の内容を含みます。） 

⑤ 買付等の後の当社グループの経営方針、事業計画、資本政策および配当政策 

⑥ 買付等の後における当社の顧客、取引先、従業員その他の当社に係る利害関係者の処

遇方針 

⑦ その他企業価値評価独立委員会が合理的に必要と判断する情報 

 

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

買付等を開始したものと認められる場合には、引続き買付説明書および本必要情報の提出を

求めて買付者等と協議・交渉等を行うべき特段の事情がある場合を除き、原則として、下記

(d)①記載のとおり、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当てを実施することを勧

告します。 

 

(c) 買付等の内容の検討・買付者等との交渉・代替案の提示 

① 当社取締役会に対する情報提供の要求 

企業価値評価独立委員会は、買付者等から買付説明書および企業価値評価独立委員会

から追加提出を求められた本必要情報（もしあれば）が提出された場合、当社の企業価

値・株主共同の利益の確保・向上という観点から買付説明書および本必要情報の内容と

当社取締役会の経営計画、当社取締役会による企業評価等との比較検討等を行うために、

当社取締役会に対しても、企業価値評価独立委員会が定める合理的な期間内（原則とし

て 60 日以内とします。）に買付者等の買付等の内容に対する意見（留保する旨の意見を

含むものとします。以下同じ。）、その根拠資料、および代替案（もしあれば）その他企

業価値評価独立委員会が適宜必要と認める情報・資料等を速やかに提示するよう要求す

ることがあります。 

② 企業価値評価独立委員会による検討作業 

買付者等および（当社取締役会に対して上記①のとおり情報・資料等の提示を要求し

た場合には）当社取締役会から情報・資料等（追加的に要求したものも含みます。）の

提供が十分になされたと企業価値評価独立委員会が認めた場合、企業価値評価独立委員

会は、原則として最長 60 日間の検討期間（ただし、下記(d)③に記載するところに従い、

企業価値評価独立委員会は当該期間の延長・再延長をその決議をもって行うことができ
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るものとし、以下「企業価値評価独立委員会検討期間」といいます。）を設定します。 

企業価値評価独立委員会は、企業価値評価独立委員会検討期間内において買付者等お

よび当社取締役会から提供された情報・資料等に基づき、当社の企業価値・株主共同の

利益の確保・向上の観点から、買付者等の買付等の内容の検討、当社取締役会による代

替案の検討および買付者等と当社取締役会の事業計画等に関する情報収集・比較検討等

を行います。また、企業価値評価独立委員会は、必要があれば、直接または当社取締役

会等を通して間接に、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から当

該買付等の内容を改善させるために、当該買付者等と協議・交渉を行うものとし、また、

株主の皆様に対して当社の代替案の提示を行うものとします。 

買付者等は、企業価値評価独立委員会が、企業価値評価独立委員会検討期間において、

自らまたは当社取締役会等を通じて、検討資料その他の情報提供、協議・交渉等を求め

た場合には、速やかにこれに応じなければならないものとします。なお、買付者等は、

企業価値評価独立委員会検討期間が終了するまでは、上記(a)①または②に該当する買付

等を開始することはできないものとします。 

企業価値評価独立委員会の判断が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資する

ようになされることを確保するために、企業価値評価独立委員会は、当社の費用で、独

立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタン

トその他の専門家を含みます。）の助言を得ることができるものとします。 

③ 株主に対する情報開示 

企業価値評価独立委員会は、自らまたは当社取締役会等を通じて、買付説明書の提出

の事実とその概要および本必要情報の概要その他の情報のうち企業価値評価独立委員

会が適切と判断する事項について、企業価値評価独立委員会が適切と判断する時点で株

主の皆様に対する情報開示を行います。 

 

(d) 企業価値評価独立委員会における判断方法 

企業価値評価独立委員会は、買付者等が出現した場合において、以下の手続に従い、当社

取締役会に対する勧告を行うものとします。なお、企業価値評価独立委員会が当社取締役会

に対して下記①から③に定める勧告または決議をした場合その他企業価値評価独立委員会が

適切と考える場合には、企業価値評価独立委員会は、当該勧告または決議の事実とその概要

その他企業価値評価独立委員会が適切と判断する事項（下記③に従い企業価値評価独立委員

会検討期間を延長・再延長する旨の決議を行う場合にはその旨および延長・再延長の理由の

概要を含みます。）について、速やかに情報開示を行います。 

① 企業価値評価独立委員会が本プランの発動を勧告する場合 

企業価値評価独立委員会は、買付者等が上記(b)および(c)に規定する手続を遵守しなか

った場合、または買付者等の買付等の内容の検討、買付者等との協議・交渉の結果、買
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付者等による買付等が下記(3)「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める要件のいず

れかに該当すると判断し本新株予約権の無償割当てを実施することが相当であると判断

した場合には、企業価値評価独立委員会検討期間の開始または終了の有無を問わず、当

社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当てを実施することを勧告します。 

ただし、企業価値評価独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての実施の勧告を

した後も、以下のいずれかの事由に該当すると判断した場合には、本新株予約権の無償

割当ての効力発生日までは本新株予約権の無償割当ての中止、本新株予約権の無償割当

ての効力発生日後本新株予約権の行使期間の初日の前日までは本新株予約権の無償取得

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。 

(i) 当該勧告後買付者等が買付等を撤回した場合その他買付等が存しなくなった場

合 

(ii) 当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買付者等による買付等

が下記(3)「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める要件のいずれにも該当

しない場合 

② 企業価値評価独立委員会が本プランの不発動を勧告する場合 

企業価値評価独立委員会は、買付者等の買付等の内容の検討、買付者等との協議・交

渉の結果、買付者等による買付等が下記(3)「本新株予約権の無償割当ての要件」に定め

る要件のいずれにも該当しないか、もしくは該当しても本新株予約権の無償割当てを実

施することが相当ではないと判断した場合、または当社取締役会が企業価値評価独立委

員会の要求にかかわらず上記(c)①に規定する意見および企業価値評価独立委員会が要

求する情報・資料等を所定期間内に提示しなかった場合には、企業価値評価独立委員会

検討期間の終了の有無を問わず、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当てを

実施しないことを勧告します。 

ただし、企業価値評価独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての不実施の勧告

をした後でも、当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買付者等によ

る買付等が下記(3)「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める要件のいずれかに該当

すると判断するに至った場合には、本新株予約権の無償割当ての実施を含む別個の判断

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 企業価値評価独立委員会が企業価値評価独立委員会検討期間の延長を行う場合 

企業価値評価独立委員会が、当初の企業価値評価独立委員会検討期間終了時までに、

本新株予約権の無償割当ての実施または不実施の勧告を行うに至らない場合には、企業

価値評価独立委員会は、当該買付者等の買付内容の検討、当該買付者等との協議・交渉、

代替案の検討等に必要とされる範囲内で、企業価値評価独立委員会検討期間を延長する

旨の決議を行います（なお、当該期間延長後、さらなる期間の延長を行う場合において

も同様の手続によるものとします。）。 
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上記延長の決議により企業価値評価独立委員会検討期間が延長された場合、企業価値

評価独立委員会は、引続き、情報収集、検討等を行うものとし、延長期間内に本新株予

約権の無償割当ての実施または不実施の勧告や代替案の提示等を行うよう最大限努める

ものとします。 

 

(e) 取締役会の決議 

当社取締役会は、企業価値評価独立委員会から上記勧告を受けた場合には、これを最大限

尊重して速やかに、本新株予約権無償割当ての実施または不実施等（本新株予約権の無償割

当ての中止を含みます。）に関する会社法上の機関としての決議を行うものとします。 

当社取締役会は、上記取締役会決議を行った場合速やかに、当該決議の概要その他当社取

締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。 

 

(3) 本新株予約権の無償割当ての要件 

 

当社は、買付者等による買付等が下記のいずれかに該当する場合、上記(2)「本プランの発動

に係る手続」(e)に記載される当社取締役会の決議により、本新株予約権の無償割当てを実施す

ることを予定しております。なお、上記(2)「本プランの発動に係る手続」(d)のとおり、下記の

要件に該当するかどうかについては、必ず企業価値評価独立委員会の判断を経ることになりま

す。 

(a) 上記(2)「本プランの発動に係る手続」(b)に定める情報提供および企業価値評価独立委員

会検討期間の確保その他本プランに定める手続を遵守しない買付等である場合 

(b) 下記に掲げる行為その他これに類似する行為により、当社の企業価値ひいては株主共同

の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付等である場合 

(ア) 株式等を買い占め、その株式等につき当社に対して高値で買取りを要求する行為 

(イ) 当社の経営を一時的に支配して、当社グループの重要な資産等を廉価に取得する等、当

社の犠牲の下に買付者等の利益を実現する経営を行うような行為 

(ウ) 当社グループの資産を買付者等やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として

流用する行為 

(エ) 当社の経営を一時的に支配して、当社グループの事業に当面関係していない高額資産等

を処分させ、その処分利益をもって、一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による

株価の急上昇の機会を狙って高値で売り抜ける行為 

(c) 強圧的二段階買付（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

件を株主に対して不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式買付を

行うことをいいます。）等株主に株式の売却を事実上強要するおそれのある買付等である

場合 
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(d) 当社に、当該買付等に対する代替案を提示するために合理的に必要な期間を与えること

なく行われる買付等である場合 

(e) 当社株主に対して、本必要情報その他買付等の内容を判断するために合理的に必要とさ

れる情報を十分に提供することなく行われる買付等である場合 

(f) 買付等の条件（対価の価額・種類、買付等の時期、買付等の方法の適法性、買付等の実

現可能性、買付等の後における当社グループの顧客、取引先、従業員その他の当社グル

ープに係る利害関係者の処遇方針等を含みます。）が当社の本源的価値に鑑み不十分また

は不適当な買付等である場合 

(g) 買付者等による買付等の後の経営方針または事業計画等の内容が不十分または不適当で

あるため、鉄道事業の安全性もしくは公共性または顧客の利益の確保に重大な支障をき

たすおそれのある買付等である場合 

(h) 当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠な当社グループの従業員、取引先等との関係

または当社グループの企業文化を破壊すること等により、当社グループの企業価値ひい

ては株主共同の利益に反する重大なおそれをもたらす買付等である場合 

 

(4) 本新株予約権の無償割当ての概要 

 

本プランに基づき実施する本新株予約権の無償割当ての概要は、以下のとおりです（本新株

予約権の詳細については、別紙 3「新株予約権無償割当ての要項」をご参照下さい。）。 

 

(a) 本新株予約権の数 

当社取締役会が、本新株予約権の無償割当ての取締役会決議（以下「本新株予約権無償割

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

おける当社の最終の発行済株式総数（ただし、同時点において当社の有する当社株式の数を

控除します。）に相当する数とします。 

 

(b) 割当対象株主 

割当期日における当社の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当社

以外の株主に対し、その保有する当社株式 1 株につき本新株予約権 1 個の割合で、本新株予

約権を無償で割り当てます。 

 

(c) 本新株予約権の無償割当ての効力発生日 

当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める日とします。 

 

(d) 本新株予約権の目的である株式の数 
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本新株予約権 1 個当たりの目的である株式の数（以下「対象株式数」といいます。）は、別

途調整がない限り 1 株とします。 

 

(e) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出

資される財産の当社株式 1 株当たりの価額は、1 円を下限とし当社株式 1 株の時価の 2 分の 1

の金額を上限とする金額の範囲内で、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において

別途定める価額とします。 

 

(f) 本新株予約権の行使期間 

本新株予約権の無償割当ての効力発生日または本新株予約権無償割当て決議において当社

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

本新株予約権無償割当て決議において別途定める期間とします。ただし、下記(i)項②に基づ

き当社による本新株予約権の取得がなされる場合、当該取得に係る本新株予約権についての

行使期間は、当該取得日の前営業日までとします。また、行使期間の最終日が行使に際して

払い込まれる金銭の払込みの取扱場所の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とし

ます。 

 

(g) 本新株予約権の行使条件 

(i)特定大量保有者9、(ii)特定大量保有者の共同保有者、(iii)特定大量買付者10、(iv)特定大量

買付者の特別関係者、もしくは(v)上記(i)ないし(iv)に該当する者から本新株予約権を当社取締

役会の承認を得ることなく譲り受けもしくは承継した者、または、(vi)上記(i)ないし(v)記載の

者の関連者11（以下、(i)ないし(vi)に該当する者を「特定買付者等」と総称します。）は、原則

として本新株予約権を行使することができません。また、外国の適用法令上、本新株予約権

の行使にあたり所定の手続が必要とされる非居住者も、原則として本新株予約権を行使する

ことができません（ただし、非居住者のうち当該外国の適用法令上適用除外規定が利用でき

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

 
9 「特定大量保有者」とは、当社が発行者である株券等の保有者で、当該株券等に係る株券等保有割合が 20％以

上となると当社取締役会が認めた者をいいます。 
10 「特定大量買付者」とは、公開買付けによって当社が発行者である株券等（証券取引法第 27 条の 2第 1項に定

義されます。以下、本(iii)において同じとします。）の買付等（同法第 27 の 2第 1 項に定義されます。以下本

(iii)において同じとします。）を行う旨の公告を行った者で、当該買付等の後におけるその者の所有（これに

準ずるものとして同法施行令第 7条第 1 項に定める場合を含みます。）に係る株券等の株券等所有割合がその者

の特別関係者の株券等所有割合と合計して 20％以上となると当社取締役会が認めた者をいいます。 
11 ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしくはその者と共同の支配下にある

者として当社取締役会が認めた者、またはその者と協調して行動する者として当社取締役会が認めた者をいい

ます。「支配」とは、他の会社等の「財務および事業の方針の決定を支配している場合」（会社法施行規則第 3

条第 3項に定義されます。）をいいます。 
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当社による当社株式を対価とする取得の対象となります。詳細については、別紙 3「新株予

約権無償割当ての要項」をご参照下さい。）。 

 

(h) 本新株予約権の譲渡 

本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要します。 

 

(i) 当社による本新株予約権の取得 

① 当社は、本新株予約権の行使期間の初日の前日までの間いつでも、当社が本新株予約権

を取得することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別に定

める日において、すべての本新株予約権を無償で取得することができるものとします。 

② 当社は、当社取締役会が別に定める日において、特定買付者等以外の者が有する本新株

予約権のうち当社取締役会が定める当該日の前営業日までに未行使の本新株予約権のす

べてを取得し、これと引換えに、本新株予約権 1 個につき対象株式数の当社株式を交付

することができます。当社はかかる本新株予約権の取得を複数回行うことができます。 

 

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 3「新株予約権無償割当

ての要項」をご参照ください。 

 

(5) 本プランの有効期間 

 

本プランの有効期間は、平成 19 年 6 月 30 日までとします。本プランに基づいて本新株予約

権の無償割当てを行う場合には、この期間内に当社取締役会においてその決議を行うものとし

ます。 

 

(6) 本プランの廃止および変更等 

 

本プランの導入後、その有効期間の満了前であっても、①当社の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、または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。 

したがって、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、本プランの有効期間中であっても、当社取締役会は、必要に応じて本プランを見直し、

もしくは変更し、または別の買収防衛策を導入する場合があります。 

当社は、本プランが廃止または変更された場合には、当該廃止または変更の事実および（変

更の場合には）変更内容その他当社取締役会または企業価値評価独立委員会が適切と判断する
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事項について、速やかに情報開示を行います。 

なお、本プランにおいて引用する法令の規定は、平成 19 年 3 月 26 日現在施行されている規

定を前提としているものであり、同日以後、法令の新設または改廃により、本プランの各条項

ないし用語の意義等に修正を加える必要が生じた場合には、当社取締役会において当該新設ま

たは改廃の趣旨を考慮の上、本プランの条項ないし用語の意義等を適宜合理的な範囲内で読み

替えることができるものとします。 

 

4.本プランの高度な合理性 

 

(1) 買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること 

 

本プランは、経済産業省および法務省が平成 17 年 5 月 27 日に発表した「企業価値・株主共

同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株

主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則）を完

全に充足しています。 

 

(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 2.「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等と

交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、

向上させるという目的をもって導入されるものです。 

 

(3) 株主意思を重視するものであること 

 

本プランは、上記 2.「本プラン導入の目的」にて記載したとおり、次回定時株主総会までの

間の暫定的措置として導入されるものです。このことから、本プランの有効期限は平成 19 年 6

月 30 日に設定されており、当社は、次回定時株主総会において、本プランと同様のプランまた

は別の買収防衛策を導入することにつき、改めて株主の皆様のご意向を確認させていただくこ

とになります。また、上記 3.(6)「本プランの廃止および変更等」にて記載したとおり、本プラ

ンの有効期間の満了前であっても、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

場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、その意味で、本プランの存続の適否

には、株主の皆様のご意向が反映されることとなっております。 
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(4) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 

 

当社は、本プランの導入にあたり、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様のため

に本プランの発動等の運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として、企業価値評価

独立委員会を設置しました。 

企業価値評価独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、(i)当社社外取

締役、(ii)当社社外監査役、または(iii)社外の有識者のいずれかに該当する委員 3 名以上により

構成されます（上記 3.(1)「本プランの概要」(b)にて記載したとおり、本プランの導入当初にお

ける企業価値評価独立委員会の委員は、早﨑 博 氏、黒岩 法夫 氏および鈴木 光春 氏の 3 名

です。）。 

当社株式に対して買付等がなされた場合には、上記 3.(2)「本プランの発動に係る手続」にて

記載したとおり、こうした企業価値評価独立委員会が、企業価値評価独立委員会規程に従い、

当該買付等が当社の企業価値・株主共同の利益を毀損するか否か等の実質的な判断を行い、当

社取締役会はその判断を最大限尊重して会社法上の機関としての決議を行うこととします。 

このように、企業価値評価独立委員会によって、当社取締役会が恣意的に本プランの発動を

行うことのないよう、厳しく監視するとともに、同委員会の判断の概要については株主の皆様

に情報開示をすることとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に適うように本プラン

の透明な運営が行われる仕組みが確保されています。 

 

(5) 合理的な客観的発動要件の設定 

 

本プランは、上記 3.(2)「本プランの発動に係る手続」(d)および 3.(3)「本新株予約権の無償割

当ての要件」にて記載したとおり、予め定められた合理的かつ詳細な客観的要件が充足されな

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

の仕組みを確保しているものといえます。 

 

(6) 第三者専門家の意見の取得 

 

上記 3.(2)「本プランの発動に係る手続」(c)にて記載したとおり、買付者等が出現すると、企

業価値評価独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、

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

こととされています。これにより、企業価値評価独立委員会による判断の公正さ・客観性がよ

り強く担保される仕組みとなっています。 

 

(7) デッドハンド型買収防衛策ではないこと 
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上記 3.(6)「本プランの廃止および変更等」にて記載したとおり、本プランは、当社の株主総

会で選任された取締役で構成される取締役会により廃止することができるものとされており、

当社の株券等を大量に買い付けた者が、当社株主総会で取締役を指名し、かかる取締役で構成

される取締役会により、本プランを廃止することが可能です。 

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

せてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。 
 
5.株主の皆様への影響 

 

(1) 本プランの導入時に株主の皆様に与える影響 

 

本プランの導入時点においては、本新株予約権の無償割当て自体は行われませんので、株主

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

 

(2) 本新株予約権の無償割当て時に株主の皆様に与える影響 

 

(a) 本新株予約権の無償割当ての手続および名義書換手続 

当社取締役会において、本新株予約権無償割当て決議を行った場合には、当社は、当該決

議において割当期日を定め、これを公告いたします。この場合、割当期日における最終の株

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（以下「割当対象株主」とい

います。）に対し、その保有する当社株式 1 株につき本新株予約権 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。従いまして、株主の皆様におかれては、割当期日に間に合

うよう、速やかに株式の名義書換手続を行って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、名義書換手続は不要です。）。なお、割当対象株

主の皆様は、当該本新株予約権の無償割当ての効力発生日において、当然に本新株予約権に

係る新株予約権者となるため、申込の手続等は不要です。 

なお、一旦本新株予約権無償割当て決議がなされた場合であっても、当社は、上記 3.(2)

「本プランの発動に係る手続」(d)①に記載した企業価値評価独立委員会の勧告を最大限尊重

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

または本新株予約権の無償割当ての効力発生日後、本新株予約権の行使期間の初日の前日ま

でに本新株予約権を無償にて取得する場合があります。これらの場合には、1 株あたりの株

式の価値の希釈化は生じませんので、1 株あたりの株式の価値の希釈化が生じることを前提

にして売買を行った投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。 
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(b) 本新株予約権の行使の手続 

当社は、割当対象株主の皆様に対し、原則として、本新株予約権の行使請求書（行使に係

る本新株予約権の内容および数、本新株予約権を行使する日等の必要事項、ならびに株主ご

自身が本新株予約権の行使条件を充足すること等についての表明保証条項、補償条項その他

の誓約文言を含む当社所定の書式によるものとします。）その他本新株予約権の権利行使に必

要な書類を送付いたします。本新株予約権の無償割当て後、株主の皆様においては、本新株

予約権の行使期間内に、これらの必要書類を提出した上、本新株予約権 1 個当たり 1 円を下

限とし、当社株式 1 株の時価の 2 分の 1 の金額を上限とする金額の範囲内で当社取締役会が

本新株予約権無償割当て決議において定める行使価額に相当する金銭を払込取扱場所に払い

込むことにより、1 個の本新株予約権につき、原則として 1 株の当社株式が発行されること

になります。 

仮に、株主の皆様が、こうした本新株予約権の行使および行使価額相当の金銭の払込を行

わなければ、他の株主の皆様による本新株予約権の行使により、その保有する当社株式が希

釈化することになります。 

ただし、当社は、下記(c)に記載するところに従って特定買付者等以外の株主の皆様から本

新株予約権を取得し、それと引換えに当社株式を交付することがあります。当社がかかる取

得の手続を取った場合、特定買付者等以外の株主の皆様は、本新株予約権の行使および行使

価額相当の金銭の払込をせずに当社株式を受領することとなり、その保有する当社株式全体

の価値の希釈化は生じません。 

 

(c) 当社による本新株予約権の取得の手続 

当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法定の手続に従い、

当社取締役会が別に定める日において、特定買付者等以外の株主の皆様から本新株予約権を

取得し、これと引換えに当社株式をかかる株主の皆様に交付することがあります。この場合、

かかる株主の皆様は、行使価額相当の金銭を払い込むことなく、当社による当該本新株予約

権の取得の対価として、1 個の本新株予約権につき原則として 1 株の当社株式を受領するこ

とになります。なお、この場合、かかる株主の皆様には、別途、ご自身が特定買付者等でな

いこと等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式による

誓約書をご提出いただくことがあります。 

 

上記のほか、本新株予約権の割当て方法、行使の方法および当社による取得の方法の詳細に

つきましては、本新株予約権の無償割当て決議が行われた後、株主の皆様に対して公表または

通知いたしますので、当該内容をご確認下さい。 

以 上 



 

別紙 1 
企業価値評価独立委員会規程の概要 

 
・ 企業価値評価独立委員会は当社取締役会の決議により設置される。 
・ 企業価値評価独立委員会の委員は、3 名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立し

ている、(i)当社社外取締役、(ii)当社社外監査役、または(iii)社外の有識者のいずれかに該当

する者の中から、当社取締役会が選任する。ただし、社外の有識者は、実績ある会社経営者、

官庁出身者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士もしくは学識経験者またはこ

れらに準ずる者でなければならず、また、別途当社取締役会が指定する善管注意義務条項等

を含む契約を当社との間で締結した者でなければならない。 
・ 企業価値評価独立委員会委員の任期は平成 19 年 6 月 30 日までとする。ただし、当社取締役

会の決議により別段の定めをした場合はこの限りでない。また、社外取締役または社外監査

役であった企業価値評価独立委員会委員が、取締役または監査役でなくなった場合には、企

業価値評価独立委員会委員としての任期も同時に終了するものとする。 
・ 企業価値評価独立委員会は、以下の各号に記載される事項について決定し、その決定の内容

を、その理由を付して当社取締役会に対して勧告する。当社取締役会は、この企業価値評価

独立委員会の勧告を最大限尊重して、新株予約権無償割当ての実施または不実施等に関する

会社法上の機関としての決議を行う。なお、企業価値評価独立委員会の各委員および当社各

取締役は、こうした決定にあたっては、当社の利益に資するか否かの観点からこれを行うこ

とを要し、専ら自己または当社の経営陣の個人的利益を図ることを目的としてはならない。 
① 本新株予約権の無償割当ての実施または不実施 
② 本新株予約権の無償割当ての中止または本新株予約権の無償取得 
③ 本プランの廃止または変更 
④ その他当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が企業価値評価独立委

員会に諮問した事項 
・ 上記に定めるところに加え、企業価値評価独立委員会は、以下の各号に記載される事項を行

う。 
① 本プランの対象となる買付等への該当性の判断 
② 買付者等および当社取締役会が企業価値評価独立委員会に提供すべき情報およびそ

の回答期限の決定 
③ 買付者等の買付等の内容の精査・検討 
④ 買付者等との交渉・協議 
⑤ 代替案の提出の要求・代替案の検討・提示 
⑥ 企業価値評価独立委員会検討期間の延長 
⑦ その他本プランにおいて企業価値評価独立委員会が行うことができると定められた

事項 
⑧ 当社取締役会が別途企業価値評価独立委員会が行うことができるものと定めた事項 

・ 企業価値評価独立委員会は、買付者等に対し、買付説明書および買付説明書の記載内容が本

必要情報として不十分であると判断した場合には、本必要情報を追加的に提出するよう求め

る。また、企業価値評価独立委員会は、買付者等から買付説明書および企業価値評価独立委

 



 

員会から追加提出を求められた本必要情報が提出された場合、当社の取締役会に対しても、

所定の合理的な期間内に、買付者等の買付等の内容に対する意見およびその根拠資料、代替

案（もしあれば）その他企業価値評価独立委員会が適宜必要と認める情報・資料等を提示す

るよう要求することができる。 
・ 企業価値評価独立委員会は、必要があれば、直接または当社取締役会等を通して間接に、当

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

させるために、買付者等と協議・交渉を行うものとし、また、株主に対する代替案の提示を

行うものとする。 
・ 企業価値評価独立委員会は、必要な情報収集を行うため、当社の取締役、監査役、従業員そ

の他企業価値評価独立委員会が必要と認める者の出席を要求し、企業価値評価独立委員会が

求める事項に関する説明を求めることができる。 
・ 企業価値評価独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイ

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

ができる。 
・ 各企業価値評価独立委員会委員および当社代表取締役は、買付等がなされた場合その他いつ

でも企業価値評価独立委員会を招集することができる。 
・ 企業価値評価独立委員会の決議は、原則として、企業価値評価独立委員会の委員全員が出席

し、その過半数をもってこれを行う。ただし、委員に事故あるときその他やむを得ない事由

があるときは、企業価値評価独立委員会委員の過半数が出席し、その議決権の過半数をもっ

てこれを行うことができる。 
 

以 上 

 



 

別紙 2 
企業価値評価独立委員会委員略歴 

 
○早﨑 博（はやさきひろし） 当社社外取締役 

【略歴】 
昭和６年 生まれ 

昭和28年４月 住友信託銀行㈱ 入社 
平成元年６月 住友信託銀行㈱取締役社長 

平成５年６月 住友信託銀行㈱取締役会長 

平成10年３月 住友信託銀行㈱相談役 

平成10年６月 当社取締役 現在に至る 

平成11年６月 住友信託銀行㈱特別顧問 現在に至る 
  ※早﨑 博氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定される当社社外取締役です。 
   同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 
  
○黒岩 法夫（くろいわのりお） 当社社外監査役 

【略歴】  
昭和 27 年 生まれ 
昭和50年４月 ㈱東京銀行[現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行] 入社 

平成15年６月 ㈱東京三菱銀行[現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行] 執行役員 

平成16年４月 ㈱三菱東京フィナンシャル・グループ 

［現㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ］ 執行役員 

平成17年10月 ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員（リスク統括部長）  

平成18年１月 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員（総合リスク管理部長） 

平成18年６月 当社常勤監査役 現在に至る 
  ※黒岩 法夫氏は、会社法第 2 条第 16 号に規定される当社社外監査役です。 
   同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 

なお、同氏は当社常勤監査役就任に伴い、㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループおよび 

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行を退職しております。 
 
○鈴木 光春（すずきみつはる） 当社社外監査役 

【略歴】 
昭和７年 生まれ 

昭和37年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 

昭和53年４月 最高裁判所司法研修所弁護教官（民事） 

昭和56年４月 東京地方裁判所調停委員 

昭和57年１月 最高裁判所司法修習生考試委員会考査委員 

平成11年11月 日本弁護士連合会資格審査会委員 

平成18年６月 当社監査役 現在に至る 

  ※鈴木 光春氏は、会社法第 2 条第 16 号に規定される当社社外監査役です。 
  同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。  

 



 

別紙 3 
 

新株予約権無償割当ての要項 
 

Ⅰ. 新株予約権無償割当てに関する事項の決定 

 
(1) 新株予約権の内容および数 

株主に割り当てる新株予約権（以下、個別にまたは総称して「新株予約権」という。）の内容は

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

の無償割当て決議（以下「新株予約権無償割当て決議」という。）において別途定める割当期日

（以下「割当期日」という。）における当社の最終の発行済株式総数（ただし、同時点において

当社の有する当社株式の数を控除する。）に相当する数とする。 
 

(2) 割当対象株主 
 割当期日における当社の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当社以外

の株主に対し、その保有する株式 1 株につき新株予約権 1 個の割合で、新株予約権を無償で割り

当てる。 
 

(3) 新株予約権の無償割当ての効力発生日 
 当社取締役会が新株予約権無償割当て決議において別途定める日とする。 

 

Ⅱ. 新株予約権の内容 
 
(1) 新株予約権の目的である株式の数 

1) 新株予約権 1 個当たりの目的である株式の数（以下「対象株式数」という。）は、1 株とす

る。ただし、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、対象株式数は次の算式によ

り調整されるものとし、調整の結果生ずる 1 株未満の端数は切り捨てるものとし、現金に

よる調整は行わない。 
 

調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率 
 

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

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

当社の有する当社株式の数を除く。）の変更または変更の可能性を生ずる行為を行う場合で、

対象株式数の調整を必要とするときには、株式無償割当て、合併、会社分割その他の行為

の条件等を勘案の上、対象株式数につき合理的な調整を行うものとする。 
 
(2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

 



 

1) 新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、行使価額（下記 2）に

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

という。）は、1 円を下限とし当社株式 1 株の時価の 2 分の 1 の金額を上限とする金額の範

囲内で、当社取締役会が新株予約権無償割当て決議において別途定める価額とする。「時価」

とは、新株予約権無償割当て決議の前日から遡って 90 日間（終値のない日を除く。）の東

京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む。）の平均値とし、

1 円未満の端数は切り上げるものとする。 
 
(3) 新株予約権の行使期間 

 新株予約権の無償割当ての効力発生日または新株予約権無償割当て決議において当社取締役会

が別途定める日を初日とし、1 カ月間から 2 カ月間までの範囲で当社取締役会が新株予約権無償

割当て決議において別途定める期間とする。ただし、下記(7)項 2)の規定に基づき当社による新

株予約権の取得がなされる場合、当該取得に係る新株予約権についての行使期間は、当該取得日

の前営業日までとする。また、行使期間の最終日が行使に際して払い込まれる金銭の払込みの取

扱場所の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 
 
(4) 新株予約権の行使の条件 

1)  (i)特定大量保有者、(ii)特定大量保有者の共同保有者、(iii)特定大量買付者、(iv)特定大量買

付者の特別関係者、もしくは(v)上記(i)ないし(iv)に該当する者から新株予約権を当社取締役

会の承認を得ることなく譲り受けもしくは承継した者、または、(vi)上記(i)ないし(v)記載の

者の関連者（以下、(i)ないし(vi)に該当する者を総称して「特定買付者等」という。）は、

新株予約権を行使することができない。 
 
なお、上記に用いられる用語は次のとおり定義される。 
① 「特定大量保有者」とは、当社が発行者である株券等（証券取引法第 27 条の 23 第 1

項に定義される。以下別段の定めがない限り同じ。）の保有者（同法第 27 条の 23 第

3 項に基づき保有者に含まれる者を含む。）で、当該株券等に係る株券等保有割合（同

法第 27 条の 23 第 4 項に定義される。）が 20%以上となると当社取締役会が認めた者

をいう。 
② 「共同保有者」とは、証券取引法第 27 条の 23 第 5 項に定義される共同保有者をいい、

同条第 6 項に基づき共同保有者とみなされると当社取締役会が認めた者を含む。 
③ 「特定大量買付者」とは、公開買付け（証券取引法第 27 条の 2 第 6 項に定義される。）

によって当社が発行者である株券等（同法第 27 条の 2 第 1 項に定義される。以下本

③において同じ。）の買付等（同法第 27 条の 2 第 1 項に定義される。以下本③におい

て同じ。）を行う旨の公告を行った者で、当該買付等の後におけるその者の所有（こ

れに準ずるものとして同法施行令第 7 条第 1 項に定める場合を含む。）に係る株券等

の株券等所有割合（同法第 27 条の 2 第 8 項に定義される。以下同じ。）がその者の特

別関係者の株券等所有割合と合計して 20%以上となると当社取締役会が認めた者を

いう。 

 



 

④ 「特別関係者」とは、証券取引法第 27 条の 2 第 7 項に定義される特別関係者（当社

取締役会がこれに該当すると認めた者を含む。）をいう。ただし、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、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしくはその

者と共同の支配下にある者として当社取締役会が認めた者、またはその者と協調して

行動する者として当社取締役会が認めた者をいう。「支配」とは、他の会社等の「財

務および事業の方針の決定を支配している場合」（会社法施行規則第 3 条第 3 項に定

義される。）をいう。 
2) 上記 1)にかかわらず、下記①ないし④の各号に記載される者は、特定大量保有者または特

定大量買付者に該当しないものとする。 
① 当社、当社の子会社（財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則第 8 条第

3 項に定義される。）または当社の関連会社（同規則第 8 条第 5 項に定義される。） 
② 当社を支配する意図がなく上記 1) (i)に記載する要件に該当することになった者であ

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

ることになった後 10 日間（ただし、当社取締役会はかかる期間を延長することがで

きる。）以内にその保有する当社の株券等を処分等することにより上記 1) (i)の特定大

量保有者に該当しなくなった者 
③ 当社による自己株式の取得その他の理由により、自己の意思によることなく、上記

1) (i)の特定大量保有者に該当することになった者である旨当社取締役会が認めた者

（ただし、その後、自己の意思により当社の株券等を新たに取得した場合を除く。） 
④ その者が当社の株券等を取得・保有することが当社の企業価値または株主共同の利益

に反しないと当社取締役会が認めた者（特定買付者等に該当すると当社取締役会が認

めた者についても、当社の企業価値または株主共同の利益に反しないと当社取締役会

は別途認めることができ、また、一定の条件の下に当社の企業価値または株主共同の

利益に反しないと当社取締役会が認めた場合には、当該条件が満たされている場合に

限る。） 
3) 適用ある外国の法令上、当該法令の管轄地域に所在する者に新株予約権を行使させるに際し、

(i)所定の手続の履行もしくは(ii)所定の条件（一定期間の行使禁止、所定の書類の提出等を

含む。）の充足、または(iii)その双方（以下「準拠法行使手続・条件」と総称する。）が必要

とされる場合には、当該管轄地域に所在する者は、当該準拠法行使手続・条件がすべて履

行または充足されたと当社取締役会が認めた場合に限り新株予約権を行使することができ、

これが充足されたと当社取締役会が認めない場合には新株予約権を行使することができな

い。なお、当該管轄地域に所在する者に新株予約権を行使させるに際し当社が履行または

充足することが必要とされる準拠法行使手続・条件については、当社取締役会としてこれ

を履行または充足する義務は負わない。また、当該管轄地域に所在する者に新株予約権の

行使をさせることが当該管轄地域における法令上認められない場合には、当該管轄地域に

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

ル 501(a)に定義する適格投資家（accredited investor）であることを表明、保証し、かつ(ii)

 



 

その保有する新株予約権の行使の結果取得する当社普通株式の転売は東京証券取引所にお

ける普通取引（ただし、事前の取決めに基づかず、かつ事前の勧誘を行わないものとする。）

によってのみこれを行うことを誓約した場合に限り、当該新株予約権を行使することがで

きる。当社は、かかる場合に限り、当該米国に所在する者が当該新株予約権を行使するた

めに当社が履行また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・条件を履行または充足するものとする。なお、米

国における法令の変更等の理由により、米国に所在する者が上記(i)および(ii)を充足しても

米国証券法上適法に新株予約権の行使を認めることができないと当社取締役会が認める場

合には、米国に所在する者は、新株予約権を行使することができない。 
5) 新株予約権を有する者は、当社に対し、自らが特定買付者等に該当せず、かつ、特定買付者

等に該当する者のために行使しようとしている者ではないこと、および新株予約権の行使

条件を充足していること等の表明・保証条項、補償条項その他当社が定める事項を誓約す

る書面ならびに法令等により必要とされる書面を提出した場合に限り、新株予約権を行使

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

あっても、当社は、当該新株予約権を有する者に対して、損害賠償責任その他の責任を一

切負わないものとする。 
 

(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金 
  新株予約権の行使により当社株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金の

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

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

規定により新株予約権を行使することができない者（特定買付者等を除く。）であるときは、

当社取締役会は、以下の事由等を勘案して上記 1)の承認をするか否かを決定する。 
① 当該管轄地域に所在する者による新株予約権の全部または一部の譲渡による取得に

関し、譲渡人および譲受人が作成し署名または記名捺印した差入書（下記②ないし④

に関する表明・保証条項、補償条項および違約金条項を含む。）が提出されているか

否か 
② 譲渡人および譲受人が特定買付者等に該当しないことが明らかか否か 
③ 譲受人が当該管轄地域に所在しない者であり、かつ、当該管轄地域に所在する者のた

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

 
(7) 当社による新株予約権の取得 

1) 当社は、新株予約権の行使期間の初日の前日までの間いつでも、当社が新株予約権を取得す

ることが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別に定める日にお

いて、すべての新株予約権を無償で取得することができる。 

 



 

2) 当社は、当社取締役会が別に定める日において、特定買付者等以外の者が有する新株予約権

のうち、当社取締役会の定める当該日の前営業日までに未行使の新株予約権のすべてを取

得し、これと引換えに、新株予約権 1 個につき対象株式数の当社株式を交付することがで

きる。当社はかかる本新株予約権の取得を複数回行うことができる。 
 
(8) 合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換、および株式移

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

 
(9) 新株予約権証券の発行 

新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。 
 

(10) 法令の改正等による修正 
 上記で引用する法令の規定は、平成 19 年 3 月 26 日現在施行されている規定を前提としているも

のであり、同日以後、法令の新設または改廃により、上記各項に定める条項ないし用語の意義等

に修正を加える必要が生じた場合には、当社取締役会において、当該新設または改廃の趣旨を考

慮の上、上記各項に定める条項ないし用語の意義等を適宜合理的な範囲内で読み替えることがで

きるものとする。 
以 上 

 



 

 

別添 
 

当社株式の保有状況の概要 
（平成 18 年 9 月 30 日現在） 

 
１．発行可能株式の総数      1,580,230,000 株 
 
２．発行済株式総数        642,754,152 株（自己株式 25,034,728 株を含む） 
 
３．単元株式数以上所有している株主数   30,685 名 
  （１単元の株式数 1,000 株） 
 
４．大株主（上位 10 名） 

氏名または名称 住所 所有株式数 

（千株） 

発行済株式総数に

対する 

所有株式数の 

割合(%) 

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６－６ 44,948 6.99

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町１丁目１３－１ 31,750 4.94

太陽生命保険株式会社 東京都港区海岸１丁目２－３ 29,310 4.56

日本トラスティ・サービス 

信託銀行株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海１丁目８－１１ 28,007 4.36

日本マスタートラスト 

信託銀行株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町２丁目１１－３ 23,854 3.71

住友信託銀行株式会社 大阪府大阪市中央区北浜４丁目５－３３ 18,240 2.84

株式会社三菱東京 UFJ 銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７－１ 10,589 1.65

日本トラスティ・サービス 

信託銀行株式会社(中央三井

信託銀行退職給付信託口) 

東京都中央区晴海１丁目８－１１ 10,000 1.56

富国生命保険相互会社 東京都千代田区内幸町２丁目２－２ 9,590 1.49

株式会社みずほコーポレー

ト銀行 

東京都千代田区丸の内１丁目３－３ 8,000 1.24

計 － 214,288 33.34

（注） 上記のほかに自己株式 25,034 千株を所有しております。なお発行済株式総数に対する所有株

式数の割合は 3.89%であります。 
 
 


