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当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）について 

 

 当社は、本年４月６日開催の当社取締役会において、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、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（以

下「本プラン」といいます。）を決定いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

本プランは、本日の取締役会決議をもって発効しますが、本年６月に開催される予定の当

社第８３回定時株主総会において株主の皆様にお諮りし、万一ご承認いただけない場合に

は、その時点で自動的に廃止されます。なお、平成１８年９月３０日現在における当社の

大株主の状況は別紙３のとおりです。また、当社は本日現在、当社株式の大規模買付けに

かかる申入れ、提案等を一切受けておりません。 

 

１．本プラン導入の目的 

 

(1) 当社の企業価値の源泉について 

  当社は、「人・社会・環境との調和のもとに、優れた技術で暮らしに役立つ製品やサー

ビスを提供し、世界の人々に貢献します」を企業理念とし、差別化力のあるオリジナル

な技術を武器として、高い成長が見込まれる分野で多角的に事業を展開し、社会的に有

用な新しい価値を提供し続けることで、その存在をグローバルに認知された企業グルー

プになることを目指しています。 
  現在当社が有している５０を越える製品群は、化成品、機能性樹脂、発泡樹脂製品、

食品、ライフサイエンス、エレクトロニクス、合成繊維の７つの部門に分類することが

できますが、そのラインナップは、か性ソーダ、塩化ビニール樹脂、塩ビ強化用樹脂、

発泡ポリスチレン樹脂、発泡スチレンペーパー、マーガリン、ショートニング、パン酵

母（イースト）、コエンザイムＱ１０、抗生物質中間体、血液浄化システム、超耐熱性フ

ィルム、光学用フィルム、太陽電池、アクリル系合成繊維など、極めてバラエティに富

んだものです。これらの製品群ひいては事業活動がこのように広範囲にわたっているの

は、創立以来６０年近くにわたり、不断の研究・技術開発によって新事業を創出しなが

ら、事業構造のイノベーションを繰り返してきたことの現れです。 

そして、一見すると脈絡がないように見える事業や製品群も、元をたどって行くと、

高分子技術、高分子加工技術、分子設計技術、無機材料技術、発酵技術などのいくつか
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の基本技術に支えられていることがわかります。当社の事業はそれらの基本技術と、そ

こから枝分かれした技術を有機的に活用することによって創出・拡大してきたものであ

ると言えます。 

 

(2) 当社の企業価値・株主共同の利益を確保し向上させるための取り組みについて 

  当社は、次の基本方針に沿って、企業理念の具現化と企業価値の継続的な向上に取り

組んできています。 

○ 多角経営を基本に、高成長・高付加価値事業群と安定収益事業群を複合化しなが

ら、高成長・高収益を実現する。 
○ 経営資源を成長分野に重点投入するとともに、継続的なコスト改善活動により利

益率の向上に取り組む。 
○ 経営の推進力を「次の成長分野を睨んだ研究開発」、「海外事業展開の一層の強化」

とこれらの共通の土台となる「高い目標に積極果敢に挑戦する人材」に置く。  
   また、当社ならびに当社グループの中期的に目指す将来像を、「差別化力のあるオ

リジナルな技術を武器として、高い成長性が見込まれる分野で多角的に事業を展開

し、社会的に有用な新しい価値を提供し続けることで、その存在をグローバルに認

知された企業グループ」と描き、その実現に向け、以下を主要な重点項目に掲げて

第２３回中期計画を推進しております。 
○ 当社の得意技術が活かせる、機能性樹脂分野、エレクトロニクス分野、ライフサ

イエンス分野を重点戦略分野として、引き続き重点的に経営資源を投入していくと

ともに、将来の成長に向けて、研究開発においても経営戦略と密接にリンクする重

点領域を絞り込み資源を投入していく。 
○ 事業毎のポートフォリオの位置づけを見直したうえで各事業の特性に応じ競争力

と収益力を強化していく。 
○ 事業拡大に向けて、事業基盤を整備するとともにグループ一体となった事業運営

を強化し、同時に、一層のグローバル化を積極的に推進する。 
 

(3) 本プラン導入の必要性について 

  当社がその株式を上場している公開会社である以上、当社の株式が市場で自由に取引

されるべきことは当然であり、仮に当社取締役会の賛同を得ずに行われる、いわゆる「敵

対的買収」がなされたとしても、それが企業価値ひいては株主共同の利益につながるも

のであるならば、これを一概に否定するものではありません。しかしながら、近年従来

に比して活発に行われるようになった公開会社株式の大規模買付けの中には、その目的

や態様からみて、明らかに、企業価値・株主共同の利益をかえりみることなく、もっぱ

ら買収者自らの利潤のみを追求しようとするもの、株主に株式売却を事実上強要するも

の、対象会社の取締役会や株主が大規模買付の内容等について検討し、あるいは対象会

社の取締役会が代替案を提案するために十分な時間や情報を提供しないもの等、対象会

社の企業価値・株主共同の利益を損なうと思われるものも散見されます。 
  当社が、当社の企業価値の源泉を見失うことなく、その企業価値・株主共同の利益を
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確保・向上させていくためには、中長期的なビジョンに立って、既存事業群に対する的

確な経営資源配分を継続する一方で、研究・技術開発力を軸とした新規事業の創出にチ

ャレンジし続けていくことが必須ですが、上に例示したような敵対的かつ濫用的買収が

当社を対象会社として行われた場合には、安定的な経営を推進するうえでの撹乱要因と

なり得ますので、そのリスクを排除しておくことは、当社の企業価値ひいては株主共同

の利益を守ることにつながるものであり、そのための対応策を検討し導入することは、

当社取締役会に課せられた責務でもあると考えます。 
 

２．本プランの概要 

   本プランは、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

導入するものですが、その概要は、以下のとおりです。 

 

(1) 当社の株券等に対する大規模な買付を行おうとする際に遵守されるべき所定の手

続（以下「大規模買付ルール」といいます。）を予め定めておいて、当該買付行為に関す

る必要かつ十分な情報提供を求め、当該買付行為についての情報収集・検討を行い、ま

た株主の皆様に対して当社取締役会としての意見や代替案等を提示する、あるいは買付

者との交渉を行っていく機会と時間を確保する。 

 

(2) 買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合、あるいは、大規模買付ルールを遵

守した場合であっても、当社に回復しがたい損害を与えるなど当社の企業価値・株主共

同の利益を著しく損なうと判断される場合には、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、そのような買付行為に対する対抗措置を取ることがある。 

 

３．本プランの対象となる買付行為 

  本プランは、特定株主グループ（注 1）の議決権割合（注 2）が２０%以上となる当社

株券等（注 3）に対する買付行為（以下「大規模買付行為」といい、予め当社取締役会

が同意したものを除き、市場買付、公開買付等の具体的な買付方法を問いません。）を対

象とします。 

（注1） 特定株主グループとは、(i)当社の株券等１の保有者２及びその共同保有者

３、または(ii)当社の株券等４の買付け等５を行う者及びその特別関係者 ６

を意味し、以下同じとします。 

                                                  
１ 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。 
２ 証券取引法第 27 条の 23 第 1 項に規定する保有者をいい、同条第 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 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。 
４ 証券取引法第 27 条の 2 第 1 項に規定する株券等をいいます。 
５ 証券取引法第 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。 
６ 証券取引法第 27 条の 2 第 7 項に規定する特別関係者をいいます（当社取締役会がこれに該当すると

認めた者を含みます。）。 
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（注2） 議決権割合とは、(i)特定株主グループが、注 1 の(i)に該当する場合は、

当社の株券等の保有者の株券等保有割合、または(ii)特定株主グループが

注 1 の(ii)に該当する場合は、当社の株券等の買付けを行う者及びその特

別関係者の株券等保有割合の合計をいい、以下同じとします。議決権割合

の算定に当たっては、総議決権及び発行済株式の総数は、有価証券報告書、

半期報告書及び自己株券買付け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または同法

第 27 条の 2 第 1 項に規定する株券等のいずれかに該当するものを意味し、

以下同じとします。 

 

４．大規模買付ルール 

当社取締役会が設定する大規模買付ルールとは、①大規模買付者は当社取締役会に対

して大規模買付行為に先立ち必要かつ十分な情報を提供しなければならず、②当社取締

役会が当該情報を検討するために必要である一定の評価期間が経過した後にのみ、大規

模買付者は大規模買付行為を開始することができるというものであり、具体的には以下

のとおりです。 

 

(1) 大規模買付ルール遵守表明書の提出 

大規模買付行為を行う者（以下「大規模買付者」といいます。）は、大規模買付ルー

ルに従って大規模買付行為を行う旨の「大規模買付ルール遵守表明書」を当社取締役

会宛に提出していただきます。 

「大規模買付ルール遵守表明書」には、大規模買付者の名称及び住所、設立準拠法、

代表者の氏名、国内連絡先、提案する大規模買付行為の概要並びに大規模買付ルール

に従う旨の誓約を記載していただきます。 

 

(2) 大規模買付情報の提供 

当社取締役会は、大規模買付ルール遵守表明書の受領後５営業日以内に、当該大規模

買付行為の評価、検討に必要かつ十分な情報として大規模買付者から提供されるべき

情報（以下「大規模買付情報」といいます。）のリストを大規模買付者に交付し、情報

提供を求めます。また、当初提供された情報だけでは、大規模買付情報として不足し

ていると考えられる場合には、追加的に情報提供を求めます。 

なお、大規模買付情報の項目の一部は、以下のとおりです。 

①大規模買付者及びそのグループの概要 

②大規模買付行為の目的、方法及び内容 

③大規模買付行為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 

④買付対価の算定根拠（算定に当たり参考とした第三者による評価書、意見書その

他これらに準ずるものがある場合には、その写しを含む。） 
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⑤買付資金の裏付け（調達方法、買付資金の供与者（実質的提供者を含む。）の名称

その他の概要を含む。） 

⑥大規模買付行為完了後に意図する当社及び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 

⑦当社及び当社グループの従業員、取引先、地域社会その他の利害関係者と当社及

び当社グループとの関係に関する大規模買付行為完了後の対応方針 

 

(3) 当社取締役会による評価検討 

当社取締役会は、大規模買付者が当社取締役会に対して大規模買付情報の提供を完了

した後、大規模買付行為の評価検討の難易度に応じて、次の期間（以下「取締役会評価

期間」といいます。）を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案

のための期間として与えられるものとします。ただし、当社取締役会が、後述する対抗

措置の発動に関する特別委員会の勧告について特別委員会に対し再考を促した場合は、

それぞれ 大１４日間延長できるものとします。なお、特別委員会が当社取締役会に対

し、大規模買付者による大規模買付情報の提供が完了したと判断される旨を勧告したと

きは、その時をもって大規模買付情報の提供が完了したものと取扱うこととし、その場

合には当社取締役会はその旨を速やかに情報開示いたします。 

① 対価を円貨の現金のみとする公開買付による当社全株式の買付の場合には 60 日

間 

② その他の大規模買付行為の場合は 90 日間 

当社取締役会は、適宜必要に応じて外部専門家等の助言を得ながら、提供された大規

模買付情報を十分に評価検討し、当社取締役会としての意見を取りまとめ、公表します。 

当社取締役会が必要と判断した場合には、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株主へ代替案を提示することもあり

ます。 

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べきものとします。 

 

５．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ない場合 

 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、具体的な買付方法の如何に

かかわらず、当社取締役会は、新株予約権の無償割当（以下「無償割当」といいます。）

を行い、大規模買付行為に対する対抗措置（以下「対抗措置」といいます。）を取ること

ができるものとします。 

当社取締役会が対抗措置として行う無償割当の概要は、別紙１に示します。 

 

(2) 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、反対意見の表明、代替案の提示、株主の皆様へ
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の説得等に止め、原則として、対抗措置は取らないこととします。ただし、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当社に回復しがたい損

害を与えるなど当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、

当社取締役会は、対抗措置として無償割当を行うことができることとします。 

 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とは、次の①

から⑥のいずれかに該当するものをいいます。当該大規模買付行為が次の①から⑥のい

ずれかに該当すると認められない場合は、当社は対抗措置を講じないこととします。 

① 真に当社の経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価を吊り上げて高

値で株式を当社又は当社関係者に引き取らせる目的で当社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） 

② 当社の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大規模買付者やそのグループ会社等に移転

させる目的で当社の株式の買収を行っている場合 

③ 当社の経営を支配した後に、当社の資産を大規模買付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当社の株式の買収を行っている場

合 

④ 当社の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

券等の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当社株式の高

価売り抜けをする目的で当社の株式の買収を行っている場合 

⑤ 上記①から④のほか、大規模買付者が真摯に合理的な経営を目指すものではなく、

大規模買付者による支配権取得が当社に回復しがたい損害をもたらす場合 

⑥ 大規模買付者の提案する当社株式の買付方法が、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、一段階目の買付条件よりも二段階目の買付

条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付等の株式買付を行なう

ことをいいます。）など、株主の皆様の判断の機会又は自由を制約し、事実上、

株主の皆様に当社株式の売却を強要するおそれがあると判断される場合 

 
なお、当社取締役会は、必要に応じて大規模買付者と協議・交渉を行い、対抗措置と

しての新株予約権の無償割当を決定した後であっても、大規模買付者から大規模買付行

為の根幹に関する事項の変更提案が行なわれるなど、判断の基礎となった事項に重要な

変更が生じた場合には、対抗措置の発動により生じる株主の皆様の権利確定前であり、

かつ株主共同の利益を損なわない場合に限り、新株予約権の無償割当の中止等、対抗措

置の停止を行うことがあります。 

 

(3)当社取締役会は、下記６で述べるように、特別委員会の勧告を 大限尊重するものとし

ます。 
 
(4) 当社取締役会は、（1）及び（2）により対抗措置をとるか否かについて決定した場合は、

6 



当該決定の内容及びその判断理由並びに特別委員会の勧告の概要及びその判断理由その

他取締役会が適切と判断した事項について、適時に情報開示いたします。 

 

６．特別委員会 

 

(1) 特別委員会の設置 

 当社取締役会の恣意的判断を排除することにより、大規模買付ルールを適正に運用す

るとともに、対抗措置発動の合理性、公正性を担保するため、当社取締役会から独立し

た組織として、特別委員会を設置します。 

 

(2) 特別委員会の構成と委員の資格要件 

特別委員会は当社社外監査役及び社外有識者からなる３名以上の委員で構成し、当社

取締役からの真の独立性を有することを資格要件とします。 

 当初の委員会メンバーとその略歴を別紙２に示します。 

 

(3) 特別委員会の役割 

 特別委員会の役割の主なものは次のとおりです。なお、特別委員会の判断が、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、特別

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 

① 当社取締役会は、特別委員会に対し、大規模買付ルールに基づいて大規模買付者

から提供された情報をその都度速やかに提供し、大規模買付者による大規模買付

情報の提供が完了したと判断されるか否かについて諮問します。特別委員会は、

大規模買付者による大規模買付情報の提供が完了したと判断されるときは、当社

取締役会に対し、その旨を速やかに勧告するものとし、当社取締役会はかかる勧

告を受けたときはその旨を速やかに情報開示いたします。 

② 当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、特別委員会に対し対抗措置の発動の

可否について諮問します。特別委員会は、この諮問を受け、遅くとも取締役会評

価期間の 終日の７日前までに、当社取締役会に対し対抗措置の発動の可否につ

いて勧告を行うものとします。対抗措置を発動するかどうかは当社取締役会の決

議によりますが、その決議にあたり、当社取締役会は、特別委員会の勧告を 大

限に尊重するものとします。なお、当社取締役会は特別委員会の勧告に対し、１

回に限り、再考を促すことができるものとします。これは、当社取締役会が、特

別委員会の判断過程に重大な瑕疵がある等の特段の事情がない限り、特別委員会

の勧告に従う方針であることに基づくものです。当社取締役会が特別委員会の勧

告に対し再考を促した場合は、当社取締役会はかかる事実及び再考を促した理由

を速やかに情報開示いたします。また、この場合には、取締役会評価期間は 大

１４日間延長されうるものとします。 
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７．有効期間 

 本プランの有効期間は、導入の日から３年経過後に 初に招集される定時総会終結の

時までとします。 

 

８．株主総会の承認 

本プランは、本日の取締役会決議をもって発効しますが、本年６月に開催される当社

第８３回定時株主総会に独立した議案として上程し、株主の皆様にお諮りいたします。

万一同定時総会においてご承認いただけない場合には、本プランはその時点で自動的に

廃止されます。 

 

９．本プランの合理性 

 

(1) 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること 

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」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、上述のとおり、当社株式に対する大規模買付行為が行われた際に、当該

大規模買付行為が適切なものであるか否かを株主の皆様が判断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交渉を行うことなどを可能とすることで、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、上述のとおり、本年６月開催予定の当社第８３回定時株主総会において

株主の皆様にお諮りし、万一同定時総会においてご承認いただけない場合には、その時

点で自動的に廃止されます。 

また、本プランの有効期間は導入の日から３年経過後に 初に招集される定時総会終

結の時までと設定されておりますが、その時点までに当社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、

株主の皆様の意向が反映されるものとなっています。 

 

(4) 独立性の高い社外者の判断を重視していること 

当社は、本プランの導入にあたり、取締役の恣意的判断を排除することにより、大規

模買付ルールを適正に運用するとともに、対抗措置発動の合理性、公正性を担保するた

め、当社取締役会から独立した組織として、特別委員会を設置します。 
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特別委員会は、社外監査役、社外有識者から構成します。 

  当社に対して大規模買付行為がなされた場合には、特別委員会が、当該買付行為が当

社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものであるか否かを判断し、当社取締役

会はその勧告を 大限尊重して対抗措置を発動するか否かを決定します。特別委員会の

勧告の概要及び判断の理由等については適時に株主の皆様に情報開示いたします。 
このように、特別委員会によって、当社取締役の恣意的行動を厳しく監視すると共に、

その勧告の概要および判断の理由等については適時に株主の皆様に情報開示することと

されており、当社の企業価値･株主共同の利益に資する範囲で本プランの運用が行われる

仕組みが確保されております。 

 

(5) 合理的な客観的要件を設定していること 

本プランにおいては、上述のとおり、大規模買付行為に対する対抗措置は合理的かつ

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計されており、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を取得できること 

大規模買付者が出現すると、特別委員会は、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とされています。これにより、特別委員会による判断

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) デッドハンド型の買収防衛策ではないこと 

上述のとおり、本プランは、当社株主総会で廃止することができるものとされており、

従って、本プランは、いわゆるデッドハンド型の買収防衛策（取締役の構成員の過半数

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。 

 

１０．株主・投資家に与える影響等 

 

(1) 大規模買付ルールの影響等 

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、そのた

めに必要な期間を確保し、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

障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

が当社株主全体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、当社株主及び投資家の皆様が適切な投資判断を行う前提として適切なもの

であり、当社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５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、当社株主及び投
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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) 対抗措置発動時の影響等 

 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等には、当社取締役会は、特

別委員会の勧告を得た上で、当社の企業価値及び株主共同の利益を守ることを目的とし

て、対抗措置として、新株予約権を発行す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を除きます。）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が生じることは想定しておりません。

ただし、大規模買付ルールに違反した大規模買付者等については、対抗措置が講じられ

た場合には、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。本対応方針の公表は、大規模買付者が大規模買付ルールに違反することが

ないよう予め注意を喚起し、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守するように誘導し

ようとするものです。  
 なお、株主の皆様には、新株予約権を行使していただき当社株式を取得していただく

ことにより、保有比率の低下や財産的な損失は生じませんが、新株予約権の行使により

株式を取得するためには、一定の金額の払込みをしていただく必要がある場合がありま

す。ただし、当社が新株予約権を当社株式と引き換えに取得することができると定めた

場合には、当社が手続を取れば、当社取締役会が取得の対象として決定した新株予約権

を保有する株主の皆様は、行使価格相当の金額を払い込むことなく、当社による当該新

株予約権の取得の対価として、当社株式を取得することになります。かかる手続の詳細

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

知らせいたします。 

 名義書換未了の当社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、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。 

 

以上 
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別紙１ 

対抗措置として行う無償割当の概要 

 

１．無償割当の対象となる株主及びその割当条件 

 当社取締役会が別途定め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に対し、その所有株式（ただし、当社の有する当社普通株式を

除きます）１株につき１個の割合で新株予約権を無償で割り当てます。 

 

２．新株予約権の目的となる株式の種類及び株式数 

 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１個当たりの

目的となる株式の数は１株とします。ただし、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します。 

 

３．割り当てる新株予約権の総数 

 新株予約権の割当総数は、割当期日における当社の発行済株式総数を上限として当

社取締役会が定める数とします。 

 

４．新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額 

 新株予約権１個当たり１円とします。ただし、後記８に記載の取得条項付新株予約

権を発行する場合には、払込みは必要ありません。 
 

５．新株予約権の譲渡 

   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。 

 

６．新株予約権の行使条件 

(i)大規模買付者、(ii)その共同保有者、(iii)その他特別関係者等は新株予約権を

行使することができません。 

 

７．行使期間 

新株予約権の行使期間については、新株予約権の発行日（ただし、新株予約権発行決

議において当社取締役会が別途これに代わる日を定めた場合には当該日）を初日とし、

１カ月間以上２カ月間以内の範囲で新株予約権の発行決議において取締役会が定める

ものとします。ただし、後記８に記載の取得条項付新株予約権を発行する場合には、

新株予約権の行使は原則として予定されません。 
 

８．その他 

当社による新株予約権の取得事由その他必要な事項については、当社取締役会が別

途定めるものとします。なお、当社が当社株式と引き換えに新株予約権を取得できる

旨の取得条項を付した新株予約権を発行する場合があります。 
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別紙２ 

特別委員会委員 

 

本プラン導入当初の特別委員会の委員は以下 3 名の方々です。 

 

○ 井口 武雄（いのくち たけお）氏 

 （略 歴） 

１９６５年 ４月 大正海上火災保険株式会社入社 

１９９３年 ６月 三井海上火災保険株式会社 取締役火災新種商品企画部長 

１９９６年 ４月 取締役社長 

２００１年１０月 三井住友海上火災保険株式会社 取締役会長共同 高経営責任者 

２００６年 ６月 取締役会長退任 

 （公職・諸団体） 

１９９７年１１月 東京商工会議所 常議員（現職） 

１９９９年 ４月 社団法人経済同友会 幹事（現職） 

２００３年 １月 総務省 電波管理審議会 会長代理（現職） 

２００３年 ９月 外務省独立行政法人評価委員会 委員長代理（現職） 

 

○ 中東 正文（なかひがし まさふみ）氏 

 名古屋大学大学院法学研究科教授（専門：商法、会社法、証券取引法） 

 （略 歴） 

１９９１年 ３月 名古屋大学大学院法学研究科博士課程（前期課程）修了 

１９９６年 ４月 名古屋大学法学部助教授 

１９９９年 ４月 名古屋大学大学院法学研究科助教授 

２００２年 ４月 名古屋大学大学院国際開発研究科助教授（併任、２００５年３月まで） 

２００５年 ４月 名古屋大学大学院法学研究科教授（現在に至る）  

 （公職・諸団体） 

２００４年１２月 財団法人日本証券経済研究所 証券取引法研究会 委員 

２００６年 ７月 法務省法務総合研究所 アジア・太平洋代表訴訟研究会 研究員 

 

○ 塚本 宏明（つかもと ひろあき）氏 

 弁護士法人大江橋法律事務所 代表社員 弁護士 

 当社 社外監査役 

（略 歴） 

１９６６年１０月 司法試験合格 

１９６９年 ４月 弁護士登録 （萩野・蝶野法律事務所勤務） 

１９８１年 １月 石川・塚本・宮崎法律事務所設立 

１９８３年 １月 大江橋法律事務所と改称  

１９９８年 ６月 当社 社外監査役 
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別紙３ 

大株主の状況 

平成 18 年 9 月 30 日現在 

 

氏名又は名称 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) 

東京都港区浜松町二丁目11番
３号 28,886 8.08 

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海一丁目８番
11号 23,158 6.48 

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目
６番６号 16,773 4.69 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町一丁目
１番２号 15,458 4.32 

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口4) 

東京都中央区晴海一丁目８番
11号 15,402 4.31 

株式会社カネカ 大阪府大阪市北区中之島三丁
目２番４号 14,373 4.02 

明治安田生命保険相互会社 
（常任代理人 資産管理サー
ビス信託銀行株式会社） 

東京都千代田区丸の内二丁目
１番１号 
（東京都中央区晴海一丁目８
番12号晴海アイランドトリト
ンスクエアオフィスタワーＺ
棟） 

13,125 3.67 

三井住友海上火災保険株式会
社 

東京都中央区新川二丁目27番
２号 12,324 3.45 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目
７番１号 11,544 3.23 

ルクセンブルグオフショアジ
ャスディックレンディングア
カウント 
（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） 

WOOLGATE HOUSE COLEMAN STREET 
LONDON  EC2D  2HD ENGLAND 
（東京都中央区日本橋兜町６
番７号） 

6,000 1.68 

計 ― 157,045 43.92 
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