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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（以下「本取締役会」といいます。）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（以下「本基本方針」

といいます。）に関して、次のとおり決議しましたので、お知らせ致します。 

 

(1) 平成 19 年 6 月 27 日開催予定の当社第 169 回定時株主総会（以下「本株主総会」といい

ます。）において、以下の議案を付議いたします。 

① 株主総会の決議により本基本方針を決定することができるものとする定款変更議

案（後記 3「定款変更議案 1」をご参照下さい。） 

② 当社の発行可能株式総数を 5 億株とする定款変更議案（後記 4「定款変更議案 2」

をご参照下さい。） 

③ 変更された定款に基づき本基本方針の具体的内容を決定するための議案（後記 5「本

基本方針の決定の議案」をご参照下さい。） 

 

(2) 当社は、本株主総会において上記（1）の各議案の承認を得た場合には、本基本方針に

従って当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）を導入すること、及びそ

の一環として新株予約権の発行登録を行うことを取締役会で決議し、これを公表する予

定です。 

 

１．当社における企業価値向上の取組について 

当社は本日、創立 100 周年を迎えました。この間、当社は、紙素材を提供することに
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より、社会経済の発展と生活文化の向上に努めて参りました。また当社は、こうした企

業活動を通して、企業価値の長期安定的な向上を図ることを、経営の 重要課題と認識

しております。 

当社グループは平成 15 年 4 月に「北越製紙企業理念」を制定し、同時に中期経営計画

「ジャンプ 100 計画」を策定しております。 

「北越製紙企業理念」は、100 年に亘る歴史を踏まえ、また、新たな次の一世紀に向か

って躍進するために制定されたものであります。その第一項目は、「法を遵守し、透明性

の高い企業活動を通じて、顧客・株主・取引先・地域社会より信頼される企業となる。」

であります。コーポレートガバナンスに対する真摯な取り組みと、総てのステークホル

ダーと良好な関係を保持することが、企業価値向上の前提と考えているからです。 

「ジャンプ 100 計画」は、魅力ある製紙企業として更に飛躍することを目標として、

創立 100 周年にあたる本年度（平成 19 年度）を 終年度として、以下のような重点項目

を掲げて、現在鋭意取り組んでいる中期経営計画です。 

①カスタマーオリエンテッド営業の推進 

②洋紙・白板紙設備における生産効率向上の具現化 

③特殊紙分野の増収と新規分野の開拓 

④グループ内の人材育成とスリム化の推進 

⑤環境重視経営の推進 

⑥連結経営の一層の強化 

 

当社は、お客様のニーズに即した製品とサービスを提供し、また、グループ各社が一体

感を維持しながら、各個別企業の自主性や創意工夫を発揮して参りました。「ジャンプ 100
計画」は開始後 4年間を経過致しましたが、その間、業界他社を上回る売上高成長率を達

成することができました。 

直近期の利益は、現下の原燃料価格高騰により、大きく影響を受けております。これに

つきましては、「ジャンプ 100 計画」 終年度の施策（効率向上、バイオマスエネルギー

の有効利用、生産・販売数量増）により、平成 19 年度には、所期の利益目標は下回るも

のの、平成 18 年度を上回る連結経常利益を確保できる予定であります。本年度におきま

しても、業界トップレベルの競争力を更に高めるべく、取り組んでまいります。 
 
こうした中、さらなる企業価値の向上策と致しまして、平成 18 年 5 月 18 日に、連結

売上高のほぼ 3 分の 1 にあたる 550 億円を投じ、当社新潟工場に 4 基目となる塗工紙生

産設備の増設を決定し、公表致しました。 

これまで当社は、国内需要が増加している分野である塗工紙の生産販売に注力して参り

ましたが、当社製品の品質と環境に対する先進的な取組に対して、顧客の皆様よりご理解

を頂き、ご要請に対する生産能力が不足するようになったためです。従いまして、現状不
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足している塗工紙の生産能力を増強し、工場の海外移転に頼らず地域社会に根ざしつつ、

今後の長期的な品質とコストにおける国際競争力の強化も併せて達成する所存でありま

す。 

当社は、平成 18 年 7 月 21 日付で合意した三菱商事株式会社（以下「三菱商事」といい

ます。）との業務提携、及び、同年 12 月 1 日付けで合意した日本製紙株式会社との戦略的

業務提携、並びに、同月 25 日付けで締結した大王製紙株式会社との技術提携などの多角

的提携により、更なる競争力の強化を図ってまいります。 

さらに、当社は、従業員の計画的かつ効率的な人員配置で事業のスリム化を実現すると

ともに、従業員の安定的な雇用を確保しております。当社は、労使の相互信頼を重視し、

従業員との日常の意思疎通を通じて製造現場の創意工夫を促すとともに、従業員の意見を

経営に積極的に取り入れております。新抄紙機建設等の大型設備投資を実行する際も、設

計段階から従業員の意見を積極的に取り入れることにより、新設備の早期かつ効率的な立

ち上げを実現してまいりました。 

以上のように、当社と致しましては、先進の技術と従業員との強固な信頼関係をベース

として、環境負荷を低減した紙素材の提供を通して、顧客・株主・取引先・地域社会等に

貢献できる会社となり、ひいては企業価値の増大も達成できるものと考えております。 

 

２．定款変更及び本基本方針策定の目的 

以上のとおり、当社は「ジャンプ 100 計画」の推進と、その成果を踏まえた新潟工場

新塗工抄紙機の増設により、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

ることに真摯に取り組んでおります。しかしながら、我が国の資本市場においても、対象

となる会社の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、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。 

言うまでもなく、当社は、株式の大量買付であっても、当社自身の企業価値を増大さ

せ、株主利益を向上させるものであれば、これを一概に否定するものではありません。会

社の支配権の移転については、 終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと、

認識しております。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却って

企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するもの、株主に株式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充分な時間や情報を提供しないもの等、対象会

社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なからず見受けられます。 

 当社の属する製紙産業は、設備の投資から回収まで長期間を要するものであり、中長

期的視点での経営判断が必要とされます。当社は適宜・適切な設備投資を実施し、国際競

争力を確保して参りましたが、こうした努力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、向上させられなくてはなりません。また、当社の競争力の源泉は設備の比較

優位性だけでなく、需要家の皆様から当社製品の品質と短期間での納品をはじめとしたお
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客様の要請に応えるきめ細かなサービスに対して、多くの御支持を頂いていることにあり

ます。さらに、当社グループ従業員の一体感を持った、高いモチベーションも、当社の企

業価値の極めて重要な部分を構成しているものと認識しております。その中で、当社とそ

の事業がなされる地域社会との関係も重要と考えられております。 

 このような、無形の価値を維持することも、当社の企業価値、ひいては株主共同の利

益の確保、向上にとって不可欠です。買付者から大量の株式買付の提案があった場合にお

いて、当社の株主の皆様が、当社の有形無形の経営資源、中長期的に将来を見据えた施策

の潜在的効果その他当社の企業価値を構成する多様な諸要素を十分に把握した上で、当該

買付が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に及ぼす影響を適切に判断することは必

ずしも容易でないものと思料されます。 

 以上の諸事情を考慮し、当社取締役会は、当社株式に対する買付が行われた場合、買

付に応じる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共同の利益に反する買付行為を抑止するため、

平成 18 年 7 月 19 日に、有効期間を平成 19 年 6 月開催予定の次期定時株主総会（本株主

総会を指します。）の終結時までとして、「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収

防衛策）」（以下「旧プラン」といいます。）を決定・導入いたしました。 

当社は、その後も更に当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上のための

適切な施策につき検討を進め、その結果、本株主総会において、当社株主総会の決議によ

り本基本方針を定めることができるとする規定の新設を含む内容の定款変更案（具体的な

変更案については下記 3 参照）につきご承認をいただいた上で、かかる変更後の定款規定

に基づき、本基本方針の決定（その具体的内容については、下記 5 参照）を本株主総会に

お諮りすることといたしました。また、現在の当社の発行可能株式総数は 4 億株であり、

現在の発行済株式総数は 2 億 1,400 万株余に達しているため、本基本方針において予定さ

れている対抗措置の発動に備えるとともに、今後の機動的な資本政策を可能とするため、

現行定款に定める当社の発行可能株式総数を4億株から5億株に増加させる旨の定款変更

議案（具体的な変更案については下記 4 参照）も併せて本株主総会にお諮りするものであ

ります。 
なお、当社は、旧プラン導入時に、旧プランの有効期間を本株主総会の終結時から平

成 22 年６月開催予定の定時株主総会の終結時までとし、取締役の任期を 1 年に短縮する

定款変更決議案を本株主総会に付議することによって、毎年の定時株主総会における取締

役の選任議案に関する議決権の行使を通じて旧プランに関する株主の皆様の意思を確認

する手続を経る予定である旨公表いたしましたが、その後の検討の結果、当社株式の大量

取得行為に関する対応策についてより直接的に株主の皆様の意思を反映させるべく、取締

役の任期を変更するのではなく、本基本方針の有効期間を本株主総会の終結時から 1 年間

と短縮することにより、毎年の定時株主総会において本基本方針に関する株主の皆様の意
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思を確認することといたしました。 

当社株式の保有状況の概要は、別紙のとおりとなっております。そのうち当社と提携

関係にある三菱商事が 24.09％、日本製紙株式会社（以下「日本製紙」といいます。）が

8.58％、大王製紙株式会社（以下「大王製紙」といいます。）が 2.00％保有しておりま

す。三菱商事、日本製紙及び大王製紙は、それぞれ当社とは提携関係にあるものの、これ

ら 3社の間に相互の提携関係があるわけではなく、また、これら 3社が共同して当社議決

権を行使することを合意しているわけでもありません。さらに、当社は、現在、三菱商事

との間で平成 18 年 7 月 21 日付けで締結した業務提携契約に基づく業務提携を推進中で

あります。当社取締役会は、かかる業務提携の推進により当社の企業価値の更なる向上が

見込まれるものと認めており、三菱商事による当社の株券等の取得・保有は当社の企業価

値又は株主共同の利益に反しないと認められることから、三菱商事による当社株式の取

得・保有について旧プラン及び本基本方針に基づく対抗措置が発動されることはありませ

ん。 

このような状況に加え、今後の資金調達等によって相対的に大株主の保有割合が低下

することも考えられる中、不適切な者によって株券等保有割合が 20％以上となるような

当社株式の買付が行われた場合には、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対して明

白な侵害をもたらすおそれがあり、これに対する対応策が依然として必要となります。な

お、現時点におきましては、特定の第三者より当社取締役会に対して大量買付行為に関す

る提案及び打診を受けている事実はございません。 

 

３．定款変更議案 1（変更部分は下線部） 

当社は、下記の規定を当社定款第 17 条に新設し、第 17 条以下を 1 条ずつ繰り下げ

る旨の定款変更議案を、本株主総会に付議します。 

記 

第 17 条（決議事項）（新設） 

１．株主総会においては、法令または本定款に別途定めのある事項をその決議により

定めるほか、当会社の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

行または無償割当てを行うこと等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または無

償割当て決議を行う等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。 
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４．定款変更議案 2（変更部分は下線部） 

当社は、下記の規定を変更する旨の定款変更議案を、本株主総会に付議します。 

記 

第 5条（発行可能株式総数）（変更前） 

当会社の発行可能株式総数は、4億株とする。 

 

第 5 条（発行可能株式総数）（変更後） 

当会社の発行可能株式総数は、5億株とする。 

 

５．本基本方針の決定の議案 

当社は、上記 3 の定款変更議案１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、下記（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、当社株式に対する大量買付を行う者が遵守すべき手続きが存する

こと並びに当社が差別的行使条件及び差別的取得条項付新株予約権の無償割当てを

実施することその他の対抗措置を発動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 
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、

当社株式に対する買付等（下記(b)「対抗措置の発動に係る手続」(i)に定義される。以下

同じ。）が行われる場合に、買付者等（下記(b)「対抗措置の発動に係る手続」(i)に定義

される。以下同じ。）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、株主に対して当社

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

定める。また、買付者等による買付等が下記(3)「対抗措置発動の要件」(a)ないし(h)に
該当し、対抗措置を発動することが相当であると認められる場合は、当社は、原則とし

て会社法その他の法律及び当社定款が当社取締役会の権限として認める措置（以下「対

抗措置」という。）をとり、当該買付等に対抗することがある。当社取締役会は、具体
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的にいかなる対抗措置を講じるかについては、その時点で も適切と当社取締役会が判

断したものを選択することとするが、現時点における具体的な対抗措置としては、新株

予約権の無償割当てを行うことを予定しており、その場合には、差別的行使条件及び差

別的取得条項が付された新株予約権（詳細については下記(4)「本新株予約権の無償割当

ての概要」参照。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（会社法第 277 条以降に規定される。）により割り当てる。 
なお、対抗措置の発動、不発動又は中止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、当社経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会（以下「独

立委員会」という。）の判断を経るとともに、株主に対して適時に情報開示を行うこと

により透明性を確保するものとする。 
 

(b) 対抗措置の発動に係る手続 
(i) 対象となる買付等 

本プランは、以下①ないし③に該当する行為（当社取締役会が当該行為と同視しう

ると合理的に判断した行為を含む。以下、「買付等」と総称する。）を対象とする。 
① 当社が発行者である株券等1について、大規模買付者グループ（注 1）の、買付け

等の後における株券等保有割合2の合計が 20%以上となる買付け等 
② 当社が発行者である株券等3について、公開買付け4の後における公開買付者グルー

プ（注 2）の株券等所有割合5の合計が 20%以上となることを目的とする公開買付

け 
③ 当社が発行者である株券等についての買付け等又は公開買付けの実施にかかわら

ず、大規模買付者グループと、当該大規模買付者グループとの当社の株券等に係

る株券等保有割合の合計が 20%以上となるような当社の他の株主との間で、当該

他の株主が当該大規模買付者グループに属するいずれかの者の共同保有者6に該

当するに至るような合意その他の行為、又は当該大規模買付者グループに属する

いずれかの者と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくは

                                                  
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様とする。 
2証券取引法第 27 条の 23 第 4 項に定義される株券等保有割合につき、株券等の保有者及び共同保有者以外

の大規模買付者グループに属する者を同項に規定する共同保有者とみなして算出した割合をいう。以下、

別段の定めがない限り同様とする。 
3証券取引法第 27 条の 2 第 1 項に定義される。 
4証券取引法第 27 条の 2 第 6 項に定義される。以下、同じ。 
5証券取引法第 27 条の 2 第 8 項に定義される株券等所有割合につき、公開買付者及び特別関係者以外の公

開買付者グループに属する者を同項に規定する特別関係者とみなして算出した割合をいう。以下、別段の

定めがない限り同様とする。 
6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 項により共同保有者とみなされる

者を含む（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含む。）。以下、同じ。 
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それらの者が共同ないし協調して行動する関係7を樹立する行為 
（注 1） 

「大規模買付者グループ」とは、当社が発行者である株券等の保有者8及びその共同

保有者、これらの者との間にフィナンシャル・アドバイザリー契約を締結している投

資銀行、証券会社その他の金融機関その他当該保有者又は共同保有者と実質的利害を

共通にしている者、並びにこれらの者が実質的に支配し又はこれらの者と共同ないし

協調して行動する者として当社取締役会が合理的に認めた者を合わせたグループをい

う。 
（注 2） 

「公開買付者グループ」とは、公開買付者自身と、その特別関係者9、これらの者と

の間にフィナンシャル・アドバイザリー契約を締結している投資銀行、証券会社その

他の金融機関その他公開買付者又はその特別関係者と実質的利害を共通にしている者、

公開買付代理人、及びこれらの者が実質的に支配し又はこれらの者と共同ないし協調

して行動する者として当社取締役会が合理的に認めた者を合わせたグループをいう。 
 
以下、公開買付者グループ及び大規模買付者グループと、上記③において定める「他

の株主」とを併せて、「買付者等」という。 
 

(ii) 買付者等に対する情報提供の要求 
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、①買付者等の詳細、②買付等の目的、方法及び内容、③買付

等の価額の算定根拠、④買付等の資金の裏付け、⑤買付等の後の当社グループの経営

方針、事業計画、資本政策及び配当政策、⑥買付等の後における当社の従業員、取引

先、顧客、地域社会その他当社に係る利害関係者に対する処遇方針ないし影響、⑦当

社取締役会又は独立委員会が合理的に必要と判断する情報、⑧その他別途当社取締役

会が本プラン導入に際して定める情報（以下「本必要情報」という。）及び当該買付

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」と総称する。）を、当社の定める書式により提出するもの

とする。 
当社取締役会は、買付説明書を受領した場合、速やかにこれを独立委員会に提供す

るものとする。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

                                                  
7このような関係が樹立されたか否かの判定は、新たな出資関係、取引ないし契約関係、役員兼任関係及び

資金提供関係等の形成や、当該大規模買付者グループに属する者及び当該他の株主が当社に対して直接間

接に及ぼす影響等を基礎に行うものとする。 
8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 項により保有者とみなされる者を含む

（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含む。）。以下、同じ。 
9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う（当社取締役会がこれに該当すると認めた者

を含む。）。以下、同じ。  
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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、本必要情報を追加的に提出するよう求めることができる。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するものとする。 
なお、独立委員会は、当社取締役会に対しても、独立委員会が定める合理的な期間

内に買付者等の買付等の内容に対する意見、その根拠資料、及び代替案（もしあれば）

その他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

ことができる。 
 

（iii）独立委員会による検討作業 
買付者等から買付説明書及び本必要情報の提供が充分になされたと独立委員会が

認めた場合、独立委員会は、原則として 長 60 営業日10の検討期間（但し、必要に

応じて延長・再延長をその決議をもって行うことができるものとし、以下「独立委員

会検討期間」という。）を設定する。 
独立委員会は、独立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及び買付者

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、必要があれば、

当該買付等の内容を改善させるために、直接又は間接に、当該買付者等と協議・交渉

を行うものとする。 
なお、買付者等は、独立委員会検討期間が終了するまでは、買付等を開始すること

はできないものとする（独立委員会が対抗措置の発動を勧告している場合も同様とす

る。）。 
独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（フィナンシャル・アドバイザー、

公認会計士、弁護士、コンサルタント等。）の助言を得ることができるものとする。 
 

 (iv)独立委員会における対抗措置発動勧告等 
独立委員会は、買付者等による買付等が下記(3)「対抗措置発動の要件」に定める要

件のいずれかに該当し対抗措置の発動が相当であると判断した場合には、独立委員会

検討期間の開始又は終了の有無を問わず、当社取締役会に対して、対抗措置の発動を

勧告（但し、独立委員会は、必要と認めた場合には対抗措置の発動時期等について条

件等を付して勧告をすることができる。）する。なお、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、原則として、当社取締役会に対して、対抗措置を発動することを勧告するものと

する。 
但し、独立委員会は、一旦対抗措置の発動を勧告した後も、以下のいずれかの事由

                                                  
10 行政機関の休日に関する法律（昭和 63 年法律第 91 号）第 1 条第 1 項各号に掲げる日を除いた日をいう。 
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に該当すると判断した場合には、対抗措置発動の中止を含む別個の判断を行い、これ

を当社取締役会に対して勧告することができるものとする。 
① 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 
② 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)「対抗措置発動の要件」に定める要件のいずれにも該当しないか、もしく

は該当しても直ちに対抗措置を発動することが相当ではない場合 
なお、当社が対抗措置の発動として本新株予約権の無償割当てを実施し、本新株予

約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後（権利落ち日以降）において、当社

が対抗措置発動の中止により本新株予約権を無償取得して新株を交付しない場合には、

１株あたりの株式の価値の希釈化は生じないので、当社株式の株価の希釈化が生じる

ことを前提にして売買を行った投資者の方は、株価の変動により不測の損害を被る可

能性がある。 
 

(V)独立委員会が対抗措置の不発動を勧告する場合 
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)「対抗措置発動の要件」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対抗措置を発動することが相当でないと判断した場

合、又は当社取締役会が独立委員会の要求にかかわらず上記(ii)に規定する意見及び独

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、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、対抗措置の不発動を勧告

する。 
但し、独立委員会は、一旦対抗措置の不発動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)「対抗措置

発動の要件」に定める要件のいずれかに該当し対抗措置を発動することが相当である

と判断するに至った場合には、対抗措置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する。 
 

(vi)独立委員会が独立委員会検討期間の延長を行う場合 
独立委員会が、当初の独立委員会検討期間終了時までに、対抗措置の発動又は不発

動の勧告を行うに至らない場合には、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、独立委員会

検討期間を延長する旨の決議を行うものとする（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の手続によるものとする。）。 
 

(vii)独立委員会による情報開示 
独立委員会は、自ら又は当社取締役会等をして、①買付説明書の提出の事実とその
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概要、②本必要情報の概要、③独立委員会検討期間延長等の決議とその理由の概要、

④独立委員会による勧告の事実とその概要、⑤その他の情報のうち独立委員会が適切

と判断する事項について、独立委員会が適切であると合理的客観的に判断する時点で

情報開示を行う。 
 
(viii)取締役会の決議 

当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断にあたっては、独立委員会の上

記勧告を 大限尊重する。 
当社取締役会は、対抗措置の発動又は不発動等に関する決議（対抗措置の発動又は

不発動の中止を含む。）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、情報開示を行う。 
 

(3) 対抗措置発動の要件 

対抗措置発動の要件は以下のとおりとする。 
(a) 上記(2)(b)「対抗措置の発動に係る手続」に定める情報提供及び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) 下記に掲げる買付等である場合 

① 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 
② 当社の経営を一時的に支配して、当社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 
③ 当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 
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 
(c) 強圧的二段階買付（ 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

付を行うことをいう。）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) 買付者等による支配権取得により、従業員・取引先・顧客・地域社会（製紙産業とし

ての工場立地の特殊性、環境関連規制の不遵守による地域住民の健康・安全への悪影

響、工場閉鎖・リストラ等による地域住民の雇用に与える悪影響等）その他の利害関

係者の利益が著しく損なわれ、それにより中長期的に当社の企業価値ひいては株主共

同の利益が著しく毀損されると合理的な根拠をもって判断される場合 
(g) 買付者等による買付等の後の経営方針又は事業計画等の内容が著しく不十分又は不

適当であることが客観的かつ合理的に明らかである場合（買収提案の内容につき、(i)
その実現可能性に客観的かつ合理的な疑いがある場合、(ii)資金面に著しい支障が生ず

る客観的かつ合理的な可能性がある場合（買収時の資金調達により、財務状況が著し

く悪化する客観的かつ合理的な可能性がある場合を含む。）、(iii)当社の生産活動に

おける安全性若しくは生産性に重大な支障をきたす客観的かつ合理的な可能性があ

る場合、(iv)顧客の理解が得られない客観的かつ合理的な可能性がある事業運営・拡

大を行うものである場合、(v)顧客との取引条件に大幅な変更を生じる客観的かつ合理

的な可能性がある場合、(vi)中長期的な企業価値の確保・向上の観点から見て必要で

ある従業員の理解を得ることが客観的かつ合理的に困難である場合。） 
(h) 法令又は定款等に違反する買付等である場合 
 
(4) 本新株予約権の無償割当ての概要 

 当社取締役会は、具体的にいかなる対抗措置を講じるかについては、その時点で

も適切と当社取締役会が判断したものを選択することとするが、現時点における本プ

ランに基づき実施する対抗措置としては、本新株予約権の無償割当てを予定しており、

対抗措置として本新株予約権の無償割当てが選択された場合の本新株予約権の概要は、

以下のとおりとする。 
 (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。）

における当社の発行可能株式総数から 終の発行済株式総数（但し、同時点において当

社の有する当社株式の数を控除する。）を減じた株式の数を上限として、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数とする。当社取締役会は、割当総

数がこの上限を超えない範囲で、複数回にわたり新株予約権の割当てを行うことがある。 
(b) 割当対象株主 

割当期日における当社の 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
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社以外の株主に対し、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

割合で、本新株予約権を無償で割り当てる。 
(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する。 
(d) 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であ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（以下「対象株式数」という。）は、原則として１株とする。た

だし、当社取締役会は、本新株予約権無償割当て決議において、発行可能株式総数の範

囲内で、対象株式数を 1 株を超える数又は 1 株未満の数と定めることができる。 
(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。 
(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、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する。 
(g) 本新株予約権の行使条件 

買付者等、又は買付者等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、その他当社取締役会が、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

を行使することができない。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な

い。その他詳細については、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。 
(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する。 
(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の到来をもって、全ての本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、当該日の前営業日までに未行使の本新株予約権の全てを取得し、

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

ができるものとする。また、当社はかかる本新株予約権の取得を複数回行うこと
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ができるものとする。 
 

(5) 本基本方針の有効期間、廃止及び変更 

 本基本方針の有効期間は、平成 20 年 3 月期にかかる次期定時株主総会の終結時まで

とし、本基本方針の有効期間満了と同時に本プランも廃止する。なお、当社は、次期

定時株主総会において、本基本方針を、必要に応じた変更を加えた上で議案として諮

ることを予定しており、同定時株主総会において承認された場合にはこれを更新する

ことを予定している。 
但し、本基本方針の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ものとし、この場合、本プランは、速やかに、変更後の

基本方針に沿うよう変更又は廃止されるものとする。 
 
6. 本基本方針の高度な合理性 

(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 
 本基本方針は、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 
 本基本方針は、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) 株主の合理的意思に依拠したものであること 
 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さ

れます。また、上記 5.(5)「本基本方針の有効期間、廃止及び変更」に記載したとおり、

本基本方針の有効期間は平成 20 年 3 月期にかかる次期定時株主総会の終結時までと限

定されており、かつその有効期間の満了前であっても、当社株主総会において、本基

本方針の変更又は廃止の決議がなされた場合には、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とになり、その場合、本プランも、速やかに、変更後の

基本方針に沿うよう変更又は廃止されるものとされており、本基本方針及び本プラン

の消長及び内容は、当社株主の皆様の合理的意思に依拠したものとなっております。 
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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 
 本基本方針においては、上記 5.(2)「本プランの骨子」に記載したとおり、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、独立委員会を設置することとしております。 
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)当社社外監査役又

は(ii)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（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独立委員会の委員は、社外監査役佐藤歳二氏、同内田一

夫氏及び株式会社アルビレックス新潟代表取締役会長池田弘氏がそれぞれ就任する予

定です。）。 
また、独立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・株主共同の利益に資する範囲で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 
 本基本方針においては、上記 5.(2)(b)「対抗措置の発動に係る手続」及び(3)「対抗措

置発動の要件」にて記載したとおり、予め定められた合理的な客観的発動要件が充足

されなければ本プランに基づく対抗措置が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 5.(2)(b)「対抗措置の発動に係る手続」にて記載したとおり、買付者等が出現す

ると、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者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、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. 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、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に直接具体的な影響が生じる

ことはありません。 
 

(2)  対抗措置発動時に株主の皆様に与える影響 
本プランが導入され、本プランに基づき本新株予約権無償割当て決議がなされた場

合、株主の皆様においては、本新株予約権の行使期間内に、必要書類を提出した上、

行使価額に相当する金銭を払い込む必要があります。仮に、株主の皆様が、本新株予
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約権の行使及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。 
但し、当社は、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、この場合、特定買付者等以外の株主の皆様

は、本新株予約権の行使及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の希釈化は原則として生じません。 
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、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、又は

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、これらの場合には、当社株式の株価

に相応の変動が生じる可能性があります。 
 

以上
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別紙 

 

当社株式の保有状況の概要 

（平成 19 年３月 31 日現在） 

 

 

1. 当社が発行する株式の総数     400,000,000 株 

 

2. 発行済株式総数          214,052,054 株 

 

3. 単元株式数以上所有している株主数    3,951 名 

(１単元の株式数 500 株) 

  なお、平成 18 年 12 月 25 日開催の当社取締役会において、単元株式数の変更に関す

る定款の一部変更を決議し、平成 19 年 3 月 1 日より、１単元の株式数を従来の 1,000

株から 500 株に変更致しました。 

 

 

4. 大株主（上位 10 名） 

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(%) 

三菱商事㈱ 東京都千代田区丸の内２－３－１ 51,564 24.09 

日本製紙㈱ 東京都千代田区有楽町１－12－１ 18,367 8.58 

日本マスタートラスト信託銀行㈱

(信託口) 
東京都港区浜松町２－11－３ 10,677 4.99 

日本トラスティ・サービス信託銀

行㈱(信託口) 
東京都中央区晴海１－８－11 8,176 3.82 

日本興亜損害保険㈱ 東京都千代田区霞が関３－７－３ 5,992 2.80 

日本トラスティ・サービス信託銀

行㈱ (住友信託銀行再信託分・王

子製紙㈱退職給付信託口) 

東京都中央区晴海１－８－11 5,614 2.62 

㈱みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内１－３－３ 4,697 2.19 

大王製紙㈱ 愛媛県四国中央市三島紙屋町 2-60 4,286 2.00 

㈱第四銀行 新潟県新潟市東堀前通７－1071－1 4,217 1.97 

㈱北越銀行 新潟県長岡市大手通２－２－14 4,215 1.97 

計 ― 117,809 55.04 
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(注) 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(住友信託銀行再信託分・王子製紙㈱退職給付信託口)につ

いては、王子製紙㈱が所有していた当社株式を退職給付信託として委託した信託財産であり、議

決権は王子製紙㈱の指図により行使されることとなっています。 

 

5. 当社役員の当社株式の保有状況 

 (1) 全役員の保有株式数合計 357,101 株 

 (2) 発行済株式総数に対する全役員の所有株式数合計の割合 0.1668% 

 

(注)上記は、平成 19 年 3 月 31 日現在の保有状況であり、平成 19 年 4 月 7 日に逝去した常勤監査

役故土川正男氏の持ち株数 31,000 株を含んでおります。 
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