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各 位 
会社名 株 式 会 社 松   屋 
代表者 代表取締役社長 古屋 浩吉 

     （コード番号 8237 東証第一部） 
問合せ先 総務部ＩＲ室担当部長 

                             木村 昌平 
（ＴＥＬ．代表 03－3567－1211） 

 

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の導入に係る 

基本方針の株主総会への付議について 

 

当社は、本日開催の取締役会において、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買

収防衛策）の導入に係る基本方針について株主総会の決議により決定することができる

ことを内容とする定款変更議案を 2007年 5月 24日開催予定の当社定時株主総会（以下

「本株主総会」という。）に付議する旨決定すると共に、変更された定款に基づき本株主

総会に付議する当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の導入に係る基

本方針（以下「本基本方針」といいます。）の決定の議案を付議することと致しましたの

で、以下のとおり、お知らせいたします。 

当社は、これらの議案を本株主総会において承認を得た場合には、本基本方針に基づ

く買収防衛策の導入を当社取締役会で決議し、これを公表する予定です。 

 

1. 定款変更及び本基本方針策定の目的 

 

（1）中期経営計画「成長基盤確立 3ヵ年計画」への取り組み 

 

松屋グループは、「百貨店事業を核として、グループの力を結集し、お客さまにご

満足いただける上質な商品、文化、サービスを提供する小売グループ」を目標に掲

げ、長期的な企業価値の向上に向けた「成長基盤確立 3ヵ年計画」を 2005年 3月よ

りスタートいたしました。 

本中期経営計画では、「スペシャリティデパートメントストアの実現による競争力

の向上」、「経費構造改革と財務体質の強化」、「グループ経営の推進（百貨店事業と

の相乗効果の発揮）」、及び「市場（株主）との対話を実現する経営の推進」の 4 つ
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を基本方針とし、経営・営業基盤の確立に取り組んでいます。 

● スペシャリティデパートメントストアの実現による競争力の向上 

百貨店事業においては、これまで常にお客様のニーズの変化に対応し、付加価値

の高い上質な商品、サービスを提供してきました。長年蓄積してきたＭＤ力（MD

とはマーチャンダイジングの略です。商売の進め方そのものであり、市場動向の分

析・品揃え計画・仕入計画・販売計画などを状況に対応しながら動的に実施するこ

とを意味します。）と最先端の情報、サービスに加え、銀座・浅草のマーケットを熟

知している強みを活かして、新しい松屋ファンを獲得し、併せて顧客体系の見直し

と固定化に取り組むことで、営業効率と収益性を向上させ、上質な暮らしを提案す

るスペシャリティデパートメントストアとして、競争力の更なる向上を目指すもの

とし、以下の諸施策を実施してまいりました。 

銀座本店においては「圧倒的地域一番店の確立」に向け、昨年度を第 2 次リニュ

ーアルの期と位置付け、「ＮＥＷＩＮＧ（ニューイング）」のコンセプトのもと、フ

ァッションの更なる強化に向けて婦人部門を中心に大幅な改装を実施し、昨年 9 月

にグランドオープンしました。この結果、2004年 2月期より引続き地域一番店を堅

持しております。浅草支店においては、「単店舗黒字化の実現」に向けて、収益率の

高い衣料品の売上拡大を目指し、近隣商圏及びメイン顧客の再認識とこれをもとに

ＭＤの精緻化に取り組みました。併せて開店 75 周年プロモーションを実施し、売

上・収益の拡大に取り組みました。外販事業部においては、「顧客基盤の拡大・活性

化」の実現に向けて、優良法人への積極的なアプローチを通じ、企画提案型商品の

拡販に努め、この結果、前年を大きく上回ることができました。 

 

● 経費構造改革と財務体質の強化 

今 3ヵ年計画においても、前 3カ年計画に引き続き経費構造改革の深耕により、

継続的なコスト削減に取り組み、具体的には、経費構造改革と財務体質の強化を図

るため、2005 年には、賃借料の削減、物流改革に取り組み、また 2006 年には、退

職給付制度の改定、セカンドキャリア支援制度・特別プラン（再就職支援制度）を

実施するなど、経費構造改革の深耕を進め財務体質の強化を図りました。 

 

● グループ経営の推進（百貨店事業との相乗効果の発揮） 
グループ企業においては、市場競争力のある事業、成長の期待できる事業を重点

的に育成するものとし、また、百貨店ビジネスとの相乗効果を最大限発揮できるよ

う、営業における連携を更に強化するため、以下の諸施策を実施してまいりました。 

飲食業である㈱アターブル松屋においては、会社ごとの迅速な意思決定システム

を構築し、固有の営業ノウハウの開発・集積を図るため、2006年 4月に会社分割を

実施し持株会社「アターブル松屋ホールディングス」に移行し、その持株会社の下、
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事業部門ごとに 6 つの会社を設立いたしました。また、本国イタリアでミシュラン

の三ツ星を得ている「エノテーカ ピンキオーリ」を東京店に続き名古屋に出店す

るなど積極的な営業施策を展開してまいりました。ビル総合管理業である㈱シービ

ーケーにおいては、百貨店子会社の強みを活かした商業施設への営業を強化し、ま

た、百貨店外販事業部との連携を図り建装部門において大型物件の獲得を図りまし

た。 

 
● 市場（株主）との対話を重視する経営の推進 

市場（株主）をはじめステークホルダーとの対話を重視する経営をより一層促進

するため、適時・適正かつ積極的な情報開示に向けて 2005年 4月に IR室を設置し

ています。また、同年 8 月には業績向上に対する意欲を高め、業績向上を図り、株

主と利害を共有化することにより企業価値の一層の増大を図るためにストックオプ

ションを導入しました。さらに 2006年 3月には、経営の客観性と合理性を高め、企

業価値の最大化を図るため、役員人事及び役員報酬制度に関する審議・助言を行う

取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置しています。 
 
これらの諸施策を実施した結果、本中期経営計画の 2年目にあたる 2007年 2月期

におきまして、連結売上高 974億 2百万円、連結営業利益 24億 45百万円、営業利

益率 2.5％を計上し、最終年度の目標値を前倒しで達成いたしました。 
 
2008年 3月から始まる事業年度を初年度とする次期中期経営 3カ年計画におきま

しても、「成長基盤確立 3カ年計画」による経営体質の強化を踏まえ、引続きグルー

プ目標である「百貨店事業を核として、グループの力を結集し、お客様にご満足い

ただける上質な商品、文化、サービスを提供する小売グループ」の実現を目指し、

企業価値及び株主共同の利益の向上に取り組んでまいります。 

 

 

（2）コーポレート・ガバナンス強化への取り組み 
 

松屋グループは、企業行動基準に定める「フェア（公正）、リーガル（遵法）、オ

ープン（公開）」の実践を通じて、株主、お客様、お取引先、従業員、地域社会とい

ったステークホルダーとの良好なコミュニケーションを図り、企業としての社会的

責任を果たすことはもとより、企業価値の継続的な向上の実現のため、コーポレー

ト・ガバナンスの強化に取り組んでおります。この一環として従来から社外取締役・

社外監査役を選任しており、現在も社外取締役2名・社外監査役3名を選任してお

ります。今後もこの方針を維持して、コーポレート・ガバナンスの充実に努め、企

業価値・株主共同の利益の最大化を追求してまいります。 
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（3）本基本方針策定の目的  
 

当社は、創業以来、百数十年におよぶ歴史の中で経験により培われた、「顧客第一

主義」、「共存共栄」、「人間尊重」、「堅実経営」、「創意工夫」の５つの経営方針を守

り続け、小売業・百貨店業として、お客様の期待に応えていくことはもとより、銀

座、浅草という地域において当社に求められる企業としての役割を強く意識し、百

貨店としてのあり方を常に考え、企業価値の向上に努めてまいりました。 

流通業界における厳しい競争の中、当社が今後も持続的に企業価値を確保・向上

させていくためには、お客様、お取引先をはじめとするステークホルダーとの信頼

関係を通じて築いてきた松屋ブランドの更なる強化、当社グループの強みである都

市型消費活発層を中心とした優良顧客の深耕および新規顧客の獲得、百貨店事業と

その周辺事業との相乗効果の発揮によるグループ全体としての競争力の向上、地域

社会への貢献などの取り組みを積極的に実行していくことが必要です。 

当社の株式の買付を行う者によりこうした中長期的視点に立った施策が着実に実

行されるのでなければ、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。 

当社は上述の「成長基盤確立 3 ヵ年計画」に基づき、当社の企業価値・株主共同

の利益を確保・向上させるための施策にさらに邁進する所存ですが、近時、わが国

の資本市場においては、対象となる会社の経営陣の賛同を得ることなく、一方的に

大量の株式の買付を強行するといった動きが顕在化しつつあります。 

もとより、当社は、株式の大量買付であっても、当社の企業価値ひいては株主共

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。 

しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等からみて企業価値ひいては

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。 

 

当社取締役会は、当社を巡る企業買収は、最終的には株主の皆様の意思によって

決すべきものと考えておりますが、当社を巡る上記の事情を踏まえ、当社取締役会

は、次の観点から、本基本方針の策定が不可欠であると判断いたしました。 
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当社取締役会は、本基本方針により、当社取締役会の同意のない全ての企業買収を

阻害する意図はありません。本基本方針は、あくまでも上記の目的のため、当社株式

の大量取得行為を行う者に対して、下記 3.以下に定める手続を遵守することを求める
ものです。 
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。 

 

2. 定款変更の議案 

当社は、定款第 52条及び第 53条として下記の 2条を新設するとの内容を含む定款変

更の議案を、本株主総会に付議します。 

記 

（株主総会決議事項） 

第 52条 株主総会においては、法令または本定款に別段の定めある事項をその決議

により定めるほか、企業価値・株主共同の利益を確保・向上させるために当会

社株式の大量取得行為に関する対応策の基本方針をその決議により定めること

ができる。 

2.前項における当会社株式の大量取得行為に関する対応策とは、当会社が資金調

達または業務提携などの事業目的を主要な目的とせずに新株または新株予約権

の発行を行うことにより当会社に対する買収の実現を困難にする方策のうち、

当会社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのある者による買収

が開始される前に導入されるものをいう。また、導入とは、当会社株式の大量

取得行為に関する対応策としての新株または新株予約権の発行決議を行うなど

当会社株式の大量取得行為に関する対応策の具体的内容を決定することをいう。 
 

（特別委員会） 

第 53条 当会社は、前条に定める当会社株式の大量取得行為に関する対応策を導入

した場合、その対応策の発動等について判断の公正性を確保するため、特別委

員会を設置する。 

 
1. 当社株式の大量取得行為が、当社の企業価値、株主共同の利益に与える脅威の
存否を判断し、当社株式の大量取得行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判

断するために必要な情報・時間を確保すること 
2. 当社取締役会が代替案を提供するために必要な情報・時間を確保すること 
3.  当社取締役会が株主及びステークホルダーの利益を確保するために行う大量 
取得行為を行う者との交渉を可能とすること 
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2.特別委員会は 3名以上とし、社外取締役又は社外監査役をもって構成する。 

3.前項の規定にかかわらず、取締役会は、社外取締役及び社外監査役の同意を得

て、社外有識者を特別委員会の構成員に加えることができる。ただし、その人

数は特別委員会の半数以上となってはならない。 

 

3. 本基本方針の決定の議案 
 
当社は、上記 2.の定款変更議案につき本株主総会においてご承認が得られること

を条件として、本基本方針の内容を下記のとおりと決定する旨の議案を、本株主総

会に付議します。 

記 

(1) 本基本方針の概要 

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、以下

(2)に定めるところに基づいた具体的な対応策（以下「本プラン」という。）の導入

を本基本方針が承認された後の当社取締役会において決議し、本プランの内容を、

証券取引所における適時開示、当社事業報告等の法定開示書類における開示、当

社ホームページ等への掲載等により周知させることにより、当社株式に対する買

付を行う者が遵守すべき手続が存すること及び当社が差別的行使条件付新株予約

権の無償割当てを実施することがあり得ることを事前に警告することをもって、

当社株式の大量取得行為に関する対応策（平時の買収防衛策）とする。 

 

(2) 本プランの骨子 

(a) 本プランの概要 

当社は、下記(b)に定める買付等を行う者又は提案する者（以下「買付者等」

という。）に対し、下記(c)に定める手続に従って買付等を実施することを求め、

当該買付等についての情報及び検討のための時間を確保する。また、下記(e)(i)

の各号のいずれかに該当する場合には、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（差別的行使条件）など下記(e)(iii)に定める内容を有す

る新株予約権（以下「本新株予約権」という。）を、その時点の全ての株主に

対して新株予約権無償割当ての方法により割り当てるものとする。 

 

(b) 対象とする買付等 

本プランが対象とする買付等は、次の①又は②に該当する買付又はこれに

類似する行為とする。 
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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及びその特別関係者7の株券等所有割合の合計が 20％以

上となる公開買付け 

 

(c) 買付者等が遵守すべき買付等の手続 

買付者等が買付等を行う場合には、当社取締役会が別段の定めをした場合

を除き、当該買付等の実行に先立ち、当社に対して、買付者等の詳細、買付

等の目的、方法及び内容、買付価格の算定根拠、買付資金の裏付け、買付後

の当社グループの経営方針、その他別途当社取締役会が本プランの導入に際

して定める情報（以下「本必要情報」という。）並びに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」という。）を提出するものとする。 

当社取締役会は、上記の買付説明書を受領した場合、速やかにこれを特別

委員会（その詳細については下記(f)参照。以下同じ。）に提供する。特別委

員会が、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、買付者等は、特別委員会の求めに従い、追加情報を提出する

ものとする。 

特別委員会は、当社取締役会に対しても、特別委員会が合理的と認める期

間内（但し、原則として 60日以内とする。）に当該買付等の内容に対する意

見並びにその根拠資料、代替案その他特別委員会が適宜必要と認める充分な

情報・資料等を提示するよう要求することができる。 

 

(d) 特別委員会による買付内容の検討・買付者等との交渉・代替案の提示 

上記(c)の情報提供が充分になされたと特別委員会が認めた場合、特別委員

会は、原則として最長 60日間の検討期間（但し、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な範囲で延長・

再延長できるものとし、以下｢特別委員会検討期間｣という。）を設定する。

買付等は、この特別委員会検討期間が経過した後に初めて実施され得るもの

                                                 
1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とする。 
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む。 
3証券取引法第 27条の 23第 4項に定義される。以下同じとする。 
4証券取引法第 27条の 2第 1項に定義される。以下②において同じとする。 
5証券取引法第 27条の 2第 6項に定義される。以下同じとする。 
6証券取引法第 27条の 2第 8項に定義される。以下同じとする。 
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。以下同じとする。 
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とする。特別委員会は、特別委員会検討期間内において買付者等及び当社取

締役会から提供された情報・資料に基づき、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評価・検討等を行う。

また、特別委員会は、必要があれば、買付等の内容を改善させるため、直接

又は間接に、当該買付者等と協議・交渉等を行い、もしくは株主に対して当

社取締役会による代替案の提示を行う。 

特別委員会は、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、公認会計士、弁護士等）の助言を得ることができる。 

 

(e) 新株予約権無償割当ての実施 

(i) 特別委員会による実施・不実施の勧告 

特別委員会は、次の各号に定めるいずれかの場合で、かつ必要性・

相当性の観点から本新株予約権の無償割当ての実施が是認されると判

断した場合には、当社取締役会に対し、本新株予約権の無償割当ての

実施を勧告する。 

 

(A) 買付者等が上記(c)に定める情報提供及び特別委員会検討期間の

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) 買付者等及び当社取締役会から提供された情報・資料の評価・

検討並びに買付者等との協議・交渉の結果、買付者等による買

付等が下記 1)ないし 6)のいずれかに該当すると認められる場合 

1) 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
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行為 

2) 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。）等株主に株式等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 

3) 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 

4) 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 

5) 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

社グループの従業員、取引先、顧客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

値に鑑み不十分又は不適当な買付等である場合 

6) 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、顧客等との関係又は当社グループのブラン

ド価値を破壊し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に

反する重大な悪影響を与える買付等である場合 

 

但し、特別委員会は、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、又は上記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上記(A)及び(B)

のいずれにも該当しないと特別委員会が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中止又は割当て後の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。 

特別委員会は、買付者等による買付等が、上記(A)及び(B)のいずれに

も該当しないと判断した場合、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する。 

但し、特別委員会は、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上記(A)及び(B)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。 
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特別委員会は、①買付説明書の提出の事実とその概要、②提供され

た本必要情報の概要、③検討期間延長等の決議とその理由の概要、④

特別委員会による勧告の事実とその概要について、当該事実の発生後

速やかに、特別委員会が適切と認める事項について、情報開示を行う。 

 

(ii) 当社取締役会による特別委員会の勧告の尊重 

当社取締役会は、上記(i)による特別委員会の勧告を最大限尊重し、

本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施等を最終的に決定する。

当社取締役会は、かかる決定を行った場合速やかに、当該決定の概要

その他当社取締役会が適切と認める事項について、情報開示を行う。 

 

(iii) 新株予約権の無償割当ての主な内容 

本新株予約権の無償割当ての主な内容は以下のとおりとする。 

① 本新株予約権の割当対象となる株主 

当社取締役会が本新株予約権の無償割当ての決議（以下「本

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株主名

簿又は実質株主名簿に記載又は記録された当社以外の株主に対

し、その有する当社普通株式 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る。 

② 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

める日とする。 

③ 本新株予約権の目的であ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 個当たりの目的である株式の数は、別途調整が

ない限り 1株とする。 

④ 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出資される財産の当社普通株式

1株当たりの価額は、1円を下限とし当社株式の 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する。 

⑤ 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又は本新株予約権無

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ヶ月間から 2ヶ月間までの範囲で、当社取締役会が本新株予約
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権無償割当て決議において別途定める期間とする。 

⑥ 本新株予約権の行使条件 

次の(ｱ)から(ｶ)に規定する者（以下「特定買付者等」と総称

する。）は、原則として本新株予約権を行使できない。 

(ｱ) 特定大量保有者8 

(ｲ) その共同保有者9 

(ｳ) 特定大量買付者10 

(ｴ) その特別関係者 

(ｵ) 上記(ｱ)ないし(ｴ)記載の者から本新株予約権を当社取締役会

の承認を得ずに譲り受けもしくは承継した者 

(ｶ) 上記(ｱ)ないし(ｵ)記載の者の関連者11 

⑦ 本新株予約権の譲渡制限 

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

承認を要するものとする。 

⑧ 本新株予約権の取得事由 

当社は、いつでも特定買付者等以外の株主が保有する本新株

予約権を取得し、これと引換えに、本新株予約権 1個につき（別

途調整がない限り）当社普通株式 1株を交付することができる。          

その他当社が本新株予約権を取得できる場合及びその条件に

ついては、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議におい

て別途定めるところによるものとする。 

⑨ その他 

その他の本新株予約権の内容は、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ところによるものとする。 

 

 

                                                 
8 「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う。 
9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。 
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項に定義される。以下、本(iii)において同じとする。）の買付け等（同法第 27の 2第 1項に定義さ
れる。以下本(iii)において同じとする。）を行う旨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
会が認めた者をいう。 
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、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。「支配」とは、他の会社等の「財務及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。 
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(f) 特別委員会について 

当社は、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

当たっては、その発動・不発動等に関する当社取締役会の恣意的判断を排す

るため、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特

別委員会を設置する。特別委員会は 3名以上の委員により構成され、委員は、

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

社社外監査役から選任される。取締役会は、社外取締役及び社外監査役の同

意を得て、(iii)社外の有識者（実績ある会社経営者、官庁出身者、弁護士、

公認会計士及び学識経験者等）を特別委員会の構成員に加えることができ、

選任された委員は公表されるものとする。 

特別委員会の決議は、原則として委員全員が出席し、その過半数をもって

これを行う。但し、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、委員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行う。 

その他、特別委員会に関する事項については、別途当社取締役会において

定めるものとする。 

(g) その他 

上記(a)ないし(f)に定めるほか、本プランの詳細は、別途当社取締役会が本

プランの導入を決定する決議において定めるものとする。 

 

(3) 本基本方針の有効期間 

本基本方針の有効期間は、本株主総会終了後 3 年以内に終了する事業年度のう

ち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 

但し、かかる有効期間の満了前であっても、当社株主総会において本基本方針

を変更又は廃止する旨の決議が行われた場合には、本基本方針は当該決議に従い

その時点で変更又は廃止される。この場合、本プランは、速やかに、変更後の基

本方針に従うよう変更され、又は廃止されるものとする。 

 

4. 本基本方針の合理性 

 

(1) 買収防衛策に関する指針の要件の充足 

本基本方針は、経済産業省及び法務省が 2005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

を充足します。 

 

(2) 株主意思の重視 

本基本方針は、上記のとおり本株主総会において承認可決されることにより決定
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されます。 

また、上記 3.(3)「本基本方針の有効期間」に記載したとおり、本基本方針には有

効期間を約 3 年間とするいわゆるサンセット条項が付されており、かつ、その有効

期間の満了前であっても、当社株主総会の決議によりこれを変更又は廃止すること

が可能とされています。従って、本基本方針及びこれに従って導入される具体的な

買収防衛策には、株主の皆様のご意向が十分に反映されることとなります。 

 

(3) 独立性の高い社外者の判断の重視 

上記 3.(2)「本プランの骨子」に記載したとおり、本基本方針においては、買収防

衛策の発動等の運用に関する実質的な判断は、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特別委員会により行われることとされています。この

ように、特別委員会が、当社取締役会が恣意的に買収防衛策の発動を行うことのな

いよう厳しく監視することで、当社の企業価値・株主共同の利益に適うように買収

防衛策の運営が行われる仕組みが確保されています。なお、本基本方針が本株主総

会において承認され、本プランの導入が当社取締役会で決議された場合、本プラン

の導入当初における特別委員会の委員には、根津嘉澄氏、小宮徹氏、石橋博氏、及

び佐藤安弘氏の 4名が就任する予定です。その略歴については別紙 1をご参照下さ

い。 

 

(4) 合理的な客観的要件の設定 

本基本方針においては、上記 3.(2)(e)(i)「特別委員会による実施・不実施の勧告」

にて記載したとおり、合理的な客観的要件が充足されなければ買収防衛策は発動さ

れないものとしており、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

が確保されているものといえます。 

 

 

5. 株主の皆様への影響 

(1) 本基本方針の承認・本プランの導入時に株主の皆様に与える影響 

本基本方針の承認及び本プランの導入時点においてはいずれも、本新株予約権の

無償割当て自体は行われませんので、株主及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 

本プランが導入され、本プランの手続に従い本新株予約権の無償割当てが実

施される場合には、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

設定する割当期日における株主の皆様に対し、その保有する株式 1 株につき本
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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。仮に、

株主の皆様が、権利行使期間内に、所定の行使価額相当の金銭の払込みその他

本新株予約権の行使に係る手続を経なければ、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。但し、

当社は、当社取締役会の決定により、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普通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れば、特定買付者等以外の株主の皆様は、本新株

予約権の行使及び行使価額相当の金銭の払込みをすることなく、当社による本

新株予約権の取得の対価として当社普通株式を受領するため、こうした希釈化

は生じません。なお、特定買付者等については、割り当てられた本新株予約権

の権利行使が認められません。そのため、割当比率に応じて株式の希釈化が生

じ、損害が発生する可能性があります。 
 

以 上 
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別紙 1 

 

特別委員会委員略歴 
 

○ 根津嘉澄（ねづよしずみ） 当社社外取締役 

東武鉄道株式会社 代表取締役社長 

 

【略歴】 

昭和２６年生まれ 

昭和４９年 ４月   東武鉄道株式会社 入社 

平成 ２年 ６月   同社取締役 

平成 ３年 ４月   同社常務取締役 

平成 ５年 ６月   同社代表取締役専務 

平成 ７年 ６月   同社代表取締役副社長 

平成１１年 ６月   同社代表取締役社長（現任） 

平成１４年 ５月   当社社外取締役（現任） 

 

 

 

 

○  小宮徹（こみやとおる） 当社社外取締役 

東京海上日動火災保険株式会社 代表取締役専務 

 

【略歴】 

昭和２３年生まれ 

昭和４５年 ４月   東京海上火災保険株式会社 入社 

平成１２年 ６月   同社取締役企業損害部長 

平成１２年 ７月   同社取締役コマーシャル損害部長 

平成１４年 ６月   同社常務取締役執行役員 

平成１５年 ５月   当社社外取締役（現任） 

平成１６年１０月   東京海上日動火災保険株式会社（合併による社名変更） 

 常務取締役 

平成１７年 ６月   同社代表取締役専務（現任） 
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○ 石橋博（いしばしひろし） 当社社外監査役 

 弁護士 

 

【略歴】 

昭和２３年生まれ 

昭和４９年 ４月   弁護士登録 

丸の内総合法律事務所 入所（現任） 

平成１０年 ５月   当社社外監査役（現任） 

 

 

 
 
○  佐藤安弘（さとうやすひろ）  

 麒麟麦酒株式会社 相談役 

 

【略歴】 

昭和１１年生まれ 

昭和３３年 ４月   麒麟麦酒株式会社 入社 

平成  ８年 ３月   同社代表取締役社長 

平成１３年 ３月   同社代表取締役会長 

平成１６年 ３月   同社相談役（現任） 

 

 

 

 

以 上 
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別紙 2 

当社の大株主の状況 
 
平成 19年 2月 28日現在の当社の大株主の状況は以下のとおりです。 
 

当社への出資状況 
順位 株主名 持株数 

(株) 
出資比率 
（％） 

1 
エスエフピー  バリュー リアリゼーション 
マスター ファンド 
常任代理人 クレディ・スイス証券株式会社 

5,646,900 10.59 

2 松屋取引先持株会 2,851,400 5.35 

3 株式会社三菱東京 UFJ銀行 2,483,000 4.65 

4 株式会社みずほ銀行 
常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社 2,420,000 4.54 

5 東武鉄道株式会社 2,411,000 4.52 

6 東京海上日動火災保険株式会社 2,237,400 4.19 

7 株式会社伊勢丹 2,200,000 4.12 

8 大成建設株式会社 1,900,000 3.56 

9 松岡地所株式会社 1,894,670 3.55 

10 東武土地建物株式会社 1,663,425 3.12 

 

 

以 上 
 

 


