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平成19年5月14日 

各  位 

会 社 名   シチズンホールディングス株式会社 

代表者名   代 表 取 締 役 社 長 梅原 誠 

（コード番号 7762  東証第1部） 

問合せ先   常務取締役株式ＩＲ室担当 山田 修 

（TEL. ０４２―４６８―４９３４） 

 

当社株券等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、本日開催の取締役会において、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保し、

向上させることを目的として、特定株主グループ1の議決権割合2を20％以上とすることを目

的とする当社株券等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（いずれもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、

市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問わない。以下、このような買付行

為又はこれに類似する行為を「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行う者又は大

規模買付行為を提案する者を「大規模買付者」という。）に関する対応方針（以下「本方針」

という。）を決定しましたので、以下のとおりお知らせいたします。 

なお、社外監査役2名を含む当社監査役4名はいずれも、本対応策の導入に同意しており

ます。 

 

１．当社における企業価値・株主共同の利益向上への取組み 

当社は、昭和5年5月に尚工舎時計研究所（大正7年設立）を母体とし、腕時計の製造、販

売を目的に設立されました。シチズングループはその名のとおり、世界の市民「CITIZEN」

によりよい製品・サービスを提供することを使命とし、“市民に愛され市民に貢献する”と

                                                  
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う。）の

保有者（同法第 27 条の 23 第 1 項に規定する保有者をいい、同条第 3 項に基づき保有者とみなされる者を

含む。以下同じ。）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
項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。以下同じ。）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う。）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む。）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

る特別関係者をいう。）を意味します。 
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う。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う。）も加算するものとする。）又は(ii) 特定

株主グループが、注 1 の(ii)記載の場合は、当該大規模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う。）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、総議決権の数（同法第 27 条の 2 第 8 項に規定するものをいう。）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う。）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。 
3 証券取引法第 27 条の 23 第 1 項に規定する株券等を意味します。以下同じとします。 
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いう企業理念のもと、「市民に愛され親しまれるモノづくり」を通じて世界の人々の暮らし

に貢献していくことを基本方針としています。 

設立以来、上記の企業理念や基本方針のもと、当社は、シチズングループとして、グルー

プ各社の自主性を尊重する風土の中で、グループ各企業間で競い合いながら、それを活力

として競争力を高め、成果を上げてまいりました。しかし、グループ内での研究開発体制

の重複やシナジー効果の不足、ブランド価値の拡散といった諸問題が発生してきたことか

ら、特に平成14年から平成17年にかけて、高付加価値経営への転換やコスト競争力強化と

効率化等を目的に、グループ内再編を実施し、グループの構造改革を実行してまいりまし

た。 

国際的な競争環境の激化や経済のボーダレス化を受けて、更なるグループ経営体制の見直

しが必要であると考え、平成17年5月に、「高付加価値創造型グループへの転換」を目的に、

更なるシチズングループの再編とグループ成長戦略を設定いたしました。平成18年7月には、

当社はグループ各企業の活力を活かしながら、グループとしての総合力を結集し、世界で

戦える競争力を維持強化することを目的に、平成19年4月1日を目処に純粋持株会社体制へ

移行することを公表するなど、継続的にグループ経営体制の見直しを行い、企業価値およ

び株主共同の利益を確保・向上させることに注力してまいりました。グループ内組織再編

に加えて、平成19年1月には、株式会社ミヤノとの資本・業務提携を行うことを決議し、工

作機械分野における競争力の強化に関する施策を実行していく予定であり、また、平成19

年4月には小型精密モータ分野の事業強化を目的に株式会社千葉精密（現シチズン千葉精密

株式会社）の株式を取得いたしました。 

なお、当社は平成19年4月1日からの純粋持株会社「シチズンホールディングス株式会社」

への移行に先立ち、去る3月23日に平成22年3月期を 終年度とする中期経営方針を新たに

策定いたしました。新たな経営方針として、時計、産業用機械、電子機器製品の安定高収

益事業と成長事業のバランスのとれた 適な事業ポートフォリオを志向しながら、営業利

益率10%以上を恒常的に達成できる高収益企業体質を再構築していくことを目指します。当

社のコアコンピタンスである「超小型技術」、「超精密技術」、「低消費電力技術」といった

要素技術、製造技術を基盤として、グループ会社の強みを生かしつつ、全体 適を目指し

たグループ戦略の実践と、経営資源の 適配分を進めます。そのためのコーポレート・ガ

バナンス強化の方策として、新たに社外取締役2名の登用による透明性の確保、事業参入撤

退ルールの厳格な運用、選択と集中などによる更なる事業再編等を計画しております。ま

た、事業投資の積極化のため、戦略投資枠500億円を設定すると同時に、資本構成の 適化

に向けた純粋持株会社体制にふさわしい財務戦略の構築を進め、株主還元性向30%以上を堅

持していく方針です。 

当社は更なる成長のためにコアコンピタンスである3つの技術をベースに据えた中期経営

方針のもと、「CITIZEN」というブランドにこめられた企業理念に相応しい企業であり続け

るための経営施策を実行し、株主の皆様をはじめ顧客、取引先、社員、社会というすべて
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のステークホルダーから支援され、市民に愛され市民に貢献することにより、企業価値お

よび株主共同の利益を向上させていく所存であります。 

 

２．本方針導入の目的 

上記のとおり、当社は、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保・向上させるための

施策に邁進する所存ですが、近時、わが国の証券市場においては、法制度の変革や企業構

造・企業文化の変化等を背景として、対象となる会社の経営陣と十分な協議や合意のプロ

セスを経ることなく、大規模買付行為を強行するといった動きがみられます。 

もとより、当社は、上場企業である以上、当社株券等の売買は、株主・投資家の皆様の

自由な判断においてなされるのが原則であり、当社に対して大規模買付行為が行われた場

合においても、これに応じるべきか否かの判断は、 終的には株主の皆様の判断に委ねら

れるべきものであると考えており、大規模買付行為であっても、当社の企業価値及び株主

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、現時点における法制度、金融環境を前提とした場合、その目的・手法等

から見て、真摯に合理的な経営を目指すものではなく、会社に回復し難い損害をもたらす

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、対象会社の株主や取締役会

が買付け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示するため

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など、当社の企業価値又は株主共同

の利益に資さない大規模買付行為が行われる可能性も否定できません。 

とりわけ、当社が今後も持続的に企業価値・株主共同の利益を確保・向上させていくた

めには、上述の当社の企業理念や事業特性を理解した上で、グループ経営戦略を中長期的

視点に立って着実に実行していくことが必要ですが、大規模買付者によりこれらの施策が

着実に実行されない場合、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。 

こうした事情に鑑み、当社取締役会は、当社に対する大規模買付行為が行われた際に、

当該買付行為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、株主の皆様のために買付者と交渉を行うこ

となどを可能とすることで、当社の企業価値・株主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、下記にその詳細を記載する本方針の導入が必要不可欠であると判

断しました。 

なお、現在当社は、買収の具体的な脅威に晒されているわけではありません。また、平

成19年3月31日現在の当社の大株主の状況は別紙1記載のとおりです。 
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３．大規模買付ルールの内容 

当社取締役会は、大規模買付行為は、以下に定めるルール（以下「大規模買付ルール」

という。）に従って行われることが、当社の企業価値・株主共同の利益に合致するものと考

えます。大規模買付ルールとは、①事前に大規模買付者が当社取締役会に対して必要かつ

十分な情報を提供し、②当社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。なお、当社取締役会は、大規模買付ルールを適正に運用

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するための機関として、独立委

員会を設置します。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

立している当社社外取締役及び社外有識者の中から選任します。独立委員会は、大規模買

付ルールに定める事項その他当社取締役会が諮問した事項について勧告するものとし、当

社取締役会は当該勧告を 大限尊重して会社法上の機関としての決議等を行うものとしま

す。また、独立委員会は、大規模買付ルールにおいて定める事項その他当社取締役会が別

途定める事項を行うこともできるものとします。独立委員会は、当社の費用で、弁護士、

フィナンシャル・アドバイザー等の外部専門家の助言を受けることができるものとします。

独立委員会に関するその他の事項については、独立委員会規則（その概要については別紙2

ご参照）に定めるものとします。本方針導入当初における独立委員会委員には、山本一元

氏、青木昭明氏及び鳥飼重和氏にそれぞれご就任いただきます（各委員の氏名及び略歴に

ついては別紙3ご参照）。 

大規模買付ルールの具体的内容としては、まず、大規模買付者に、当社取締役会に対し

て、当社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十分な情報（以下「大

規模買付情報」という。）を日本語で作成された書面で提供していただきます。その一般的

な項目は以下のとおりです。 

① 大規模買付者及びそのグループ（共同保有者、特別関係者及び（ファンドの場合は）

各組合員その他の構成員を含む。）の詳細（具体的名称、資本構成、事業内容、財務

内容等を含む。） 

② 大規模買付行為の目的、方法及び内容（買付対価の価額・種類、買付時期、関連する

取引の仕組み、買付方法の適法性、買付実行の実現可能性等を含む。） 

③ 買付対価の算定根拠（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

報並びに買付け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む。） 

④ 買付資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含む。）の具体的名称、調達方法、

関連する取引の内容を含む。） 

⑤ 買付行為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 買付行為後における当社の従業員、取引先、顧客その他当社に係る利害関係者の処遇

等の方針 

⑦ 当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策 
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 大規模買付情報の具体的内容は、大規模買付行為の内容によって異なることもあり得る

ため、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、まず当社取締役会宛に、

大規模買付ルールに従う旨の誓約文言等を記載した当社所定の書式により日本語で作成さ

れた意向表明書をご提出いただくこととします。意向表明書には、大規模買付者の名称、

住所、設立準拠法、国内連絡先及び提案する大規模買付行為の概要を明示していただきま

す。当社取締役会は、当該意向表明書を直ちに独立委員会に交付するものとし、独立委員

会は、当該意向表明書の受領後、10営業日以内に、自ら又は当社取締役会を通じて、大規

模買付者から当初提供していただくべき大規模買付情報のリストを大規模買付者に交付し

ます。なお、独立委員会が、当初提供していただいた情報だけでは大規模買付情報として

不足していると判断した場合には、自ら又は当社取締役会を通じて、十分な大規模買付情

報が揃うまで追加的に情報提供をしていただくことがあります。 

また、独立委員会は、当社取締役会に対しても適宜回答期限（原則として60日を上限と

する。）を定めた上、大規模買付行為に対する意見（留保する旨の意見を含む。）及びその

根拠資料、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・資料等を要

求することがあります。 

大規模買付行為の提案があった事実、当社取締役会又は独立委員会に提供された大規模

買付情報及び当社取締役会から独立委員会に提供された情報・資料等は、独立委員会が当

社株主の皆様の判断のために必要であると認めた場合には、適切と判断する時点で、その

全部又は一部を、自ら又は当社取締役会を通じて開示します。 

 次に、独立委員会は、大規模買付情報の提供及び当社取締役会による情報・資料等の提

供が完了した後、原則として60日間を独立委員会による評価、検討、交渉、意見形成のた

めの期間（ただし、独立委員会はこの期間を延長することができるものとし、延長された

場合、当社は、独立委員会の決議の概要、延長の理由及び延長期間等について、速やかに

情報開示を行う。以下「独立委員会評価期間」という。）として与えられるものとします。

従って、大規模買付行為は、独立委員会評価期間の経過後にのみ開始されるものとします。

独立委員会評価期間中、独立委員会は、提供された大規模買付情報を十分に評価・分析し、

独立委員会としての意見を慎重にとりまとめ、公表します。また、必要に応じ、自ら又は

当社取締役会を通じて、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

協議・交渉し、当社取締役会による株主の皆様への代替案の提示を勧告することもありま

す。大規模買付者は、独立委員会が情報提供、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。 

 

４．大規模買付行為への対応方針 

（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、独立委員会は、当社取締役会に対して、当社の企業価値及び株主共同の利益を
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守ることを目的として、新株予約権無償割当てを行い、大規模買付行為に対抗することを

勧告します。この場合、当社取締役会は、かかる独立委員会の勧告を 大限尊重して、新

株予約権無償割当ての実施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。新

株予約権無償割当てを行う場合の概要は別紙4記載のとおりとします。なお、新株予約権無

償割当てを行う場合には、対抗措置としての効果を勘案した行使期間、行使条件及び取得

条項を設けることがあります。 

（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、独立委員会は、当社取締役会に対し

て、原則として大規模買付行為に対する対抗措置を発動しないことを勧告します。この場

合、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、当該買付提案に

対する反対意見の表明、代替案の提示、当社株主の皆様への説得等を行うに止め、当該大

規模買付行為に対する対抗措置はとらないものとします。 

大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、当社株主の皆様において、当該買付提案及

び当社が提示する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮の上、ご判断いただくこ

とになります。 

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、独立委員会が、当該大規

模買付行為が当社の企業価値又は株主共同の利益を著しく損なうと判断した場合、具体的

には、 

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、ただ株価をつり上げて高値

で株式を当社又は当社関係者に引き取らせる目的であると判断される場合 

② 当社の経営を一時的に支配し、当社又は当社グループ会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

ープ会社等に移譲させるなどの目的があると判断される場合 

③ 当社の経営を支配した後、当社又は当社グループ会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目的があると判断される場

合 

④ 当社の経営を一時的に支配して、当社又は当社グループ会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

て当社株式の高値売り抜けを目的としていると判断される場合 

⑤ 初の買付けで全株式の買付けを勧誘することなく、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、公開買付け等を行うなど、当社株主の皆様に当

社株式の売却を事実上強要するおそれがある買付行為である場合 

において、独立委員会は、当社取締役会に対して、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、当該大規模買付行為に対する対抗措置として新株予約権無償割当

てを実施することを勧告します。この場合、当社取締役会は、かかる独立委員会の勧告を
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大限尊重して、新株予約権無償割当ての実施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。 

（３）対抗措置発動の中止等について 

 大規模買付行為に対して、独立委員会が対抗措置として新株予約権無償割当てを実施す

ることを決定した後、状況の変化や当該大規模買付行為の内容に明らかな変更等が見られ

た場合、独立委員会は、新株予約権無償割当ての効力発生前においては新株予約権無償割

当ての中止を、また、新株予約権無償割当ての効力発生後、新株予約権の行使期間の開始

日までの間においては新株予約権の無償取得を、それぞれ勧告することがあります。 

 逆に、大規模買付行為に対して、独立委員会が対抗措置として新株予約権無償割当てを

実施しないことを決定した後に、当該大規模買付行為が当社の企業価値又は株主共同の利

益を著しく損なうと判断される状況となった場合には、独立委員会は、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、当該大規模買付行為に対する対抗措置として

新株予約権無償割当てを実施することを勧告することがあります。 

 これらの場合、当社取締役会は、かかる独立委員会の勧告を 大限尊重して、それぞれ

の場合に応じて新株予約権無償割当ての中止、新株予約権の無償取得又は新株予約権無償

割当ての実施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。 

 

５．当社株主の皆様・投資家の皆様に与える影響等 

（１）大規模買付ルールが株主・投資家に与える影響等 

 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、さらには、

必要に応じて当社株主の皆様が代替案の提示を受ける機会を保証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、十分な情報の下で、大規模買付行為に応じるか否

かについて適切な判断をしていただくことが可能となります。 

 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

を行う上での前提となるものであり、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４．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、当社株主及び投資

家の皆様におかれましては、大規模買付者の動向及びそれに対する当社の対応にご注意く

ださい。 

（２）対抗措置発動時に株主・投資家に与える影響 

 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及び大規模買付ルールを遵守し

た場合であっても、独立委員会が、当該大規模買付行為が当社の企業価値又は株主共同の

利益を著しく損なうと判断した場合には、当社取締役会に対して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、新株予約権無償割当てを実施することを勧告し、当
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社取締役会がこれを 大限尊重して新株予約権無償割当ての実施に関する会社法上の機関

としての決議を行うことがありますが、当該新株予約権無償割当てにより当社株主の皆様

（大規模買付者を含む特定株主グループに属する者等を除く。）がその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。当社取締

役会が独立委員会の勧告を 大限尊重し、対抗措置として新株予約権無償割当てを実施す

ることを会社法上の機関として決定した場合には、法令及び証券取引所規則に従って、適

時適切な開示を行います。 

なお、対抗措置として新株予約権無償割当てを実施した場合、当社株主の皆様がとる必

要のある手続としては、別途取締役会が決定し公告する新株予約権無償割当ての割当日ま

でに、名義書換を完了していただく必要があります。また、新株予約権を行使して株式を

取得するためには、所定の期間内に一定の金額の払込みを完了していただく必要がありま

す。これらの手続の詳細につきましては、実際に新株予約権無償割当てを行うこととなっ

た際に、法令及び証券取引所規則に基づき別途お知らせいたします。 

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において、当社が、新株予約権

の無償割当てを中止し、又は無償割当てされた新株予約権を無償取得する場合には、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。 

 

６．本方針の合理性 

（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」の定める三原則を完全に充足して

います。 

（２）株主意思を重視するものであること（株主総会決議とサンセット条項） 

 下記７.にて記載しているとおり、当社は本定時株主総会において、本方針の導入につき

議案としてお諮りすることにより、株主の皆様のご意向を確認させていただく予定です。

また、当社取締役の任期は1年となっていますので、たとえ本方針の有効期間中であっても、

取締役の選任を通じて株主の皆様のご意向を示していただくことが可能です。 

（３）独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 

 当社は、本方針の導入にあたり、取締役の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために、

本方針の発動及び廃止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

委員会を設置します。 

 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)当社社外取締役又は

(ii)社外の有識者の中から、当社取締役会が選任いたします。 

 実際に当社株式に対して買付等がなされた場合には、上記４.にて記載したとおり、独立
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委員会が、独立委員会規則に従い、当該買付等が当社の企業価値・株主共同の利益を毀損

するか否か等について取締役会への勧告を行い、当社取締役会はその判断を 大限尊重し

て新株予約権無償割当ての実施又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

こととします。 

 このように、独立委員会によって、取締役が恣意的に対抗措置の発動を行うことのない

よう、厳しく監視するとともに、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

示をするものであり、当社の企業価値・株主共同の利益に資するべく本方針の透明な運営

が行われる仕組みが確保されています。 

（４）合理的な客観的要件の設定 

 本方針は、上記４.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であります。 

（５）第三者専門家の意見の取得 

 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（フィナンシャ

ル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む。）の助言

を得ること等ができるとしています。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しております。 

（６）デッドハンド型やスロー・ハンド型の買収防衛策ではないこと 

 本方針は、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いつでも廃

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ようとする者が、

自己の指名する取締役を当社株主総会で選任し、かかる取締役で構成される取締役会によ

り、本方針を廃止することが可能です。 

 従って、本方針は、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。また、当社は、取締役任期

を１年とし期差任期制を採用していないため、本方針はスロー・ハンド型（取締役の交替

を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間がかかる買収防衛策）で

もありません。 

 

７．本方針の適用開始と有効期限等 

 本方針は、平成19年5月14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3月31日に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結

の時までとします。当社は、同株主総会において、本方針の導入につき議案としてお諮り

することにより、株主の皆様のご意向を確認させていただく予定です。同株主総会におい

て、本方針の導入につき株主の皆様のご承認をいただいた場合4、本方針の有効期限はさら

に3年以内に終了する事業年度のうち 終のものに関する定時株主総会の終結の時まで延

                                                  
4 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数のご賛同をいただいた場合を意味します。 
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長されるものとします。 

また、当社取締役会は、本方針の有効期間中であっても、法令・証券取引所規則の改正・

解釈の変更や司法判断の動向等を踏まえ、今後、必要に応じて本方針を変更若しくは廃止

し、又は新たな対応策等を導入することがあります。その場合には、その内容を速やかに

お知らせいたします。 

 

以 上 
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別紙1 

当社大株主の状況（平成19年3月31日現在） 

 

No. 株主名 所有株式数 議決権比率 

1 スティールパートナーズジャパンストラテジックフ

ァンドオフショアエルピー 

千株 

40,500.0 

%

11.71

2 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 15,324.7 4.43

3 日本生命保険相互会社 14,750.8 4.26

4 ザチェースマンハッタンバンクエヌエイロンドン 13,324.9 3.86

5 ザチェースマンハッタンバンク３８５０３６ 11,881.9 3.43

6 ザバンクオブニューヨーク－ジャスディックトリー

ティーアカウント 

10,740.9 3.10

7 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 9,908.8 2.86

8 東京海上日動火災保険株式会社 9,585.8 2.77

9 オーエム０４エスエスビークライアントオムニバス 7,784.6 2.25

10 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口

４） 

7,711.2 2.23

なお、当社は自己株式を33,678.5千株保有しております。 

以上 
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別紙2 

独立委員会規則の概要 

 

1. 独立委員会は当社取締役会の決議により設置される。 

2. 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)

当社社外取締役又は(ii)社外の有識者の中から、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、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士

若しくは会社法等を主たる研究対象とする研究者又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。 

3. 独立委員会委員の任期は、選任の時から3年以内に終了する事業年度のうち 終のもの

に関する定時株主総会の終結の時までとする。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、社外取締役であった独立委員会委員が、取

締役でなくなった場合（ただし、再任された場合を除く。）には、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。なお、上記にかかわらず、本プラン導入当初の

独立委員会委員の任期は、平成19年3月31日に終了する事業年度に関する定時株主総会

の終結の時までとする。 

4. 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、この独立委員会の勧

告を 大限尊重して、新株予約権無償割当ての実施又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、独立委員会の各委員及び当社各取締役は、こうした決定

にあたっては、専ら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

これを行うことを要し、自己又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 本方針の対象となる大規模買付行為への該当性 

② 新株予約権無償割当ての実施若しくは不実施 

③ 新株予約権の無償割当ての中止 

④ 新株予約権の無償取得 

⑤ 本方針の廃止又は変更 

⑥ その他当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が独立委員会に諮問し

た事項 

5. 上記4.に定めるところに加え、独立委員会は、以下の各号に記載される事項を行うこ

とができる。 

① 大規模買付者及び当社取締役会が独立委員会に提供すべき情報及びその回答期限の

決定 

② 大規模買付者の大規模買付行為の内容の精査・検討 
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③ 大規模買付者との交渉・協議 

④ 取締役会に対する代替案の提出の要求・代替案の検討 

⑤ 独立委員会検討期間の延長 

⑥ その他本方針において独立委員会が行うことができると定められた事項 

⑦ 当社取締役会が別途独立委員会が行うことができるものと定めた事項 

6. 独立委員会は、意向表明書受領後、10営業日以内に、自ら又は当社取締役会を通じて、

大規模買付者から当初提供してもらうべき大規模買付情報のリストを大規模買付者に

交付する。独立委員会は、当初提供してもらった情報だけでは大規模買付情報として不

足していると判断した場合には、自ら又は当社取締役会を通じて、十分な大規模買付情

報が揃うまで追加的に情報提供するよう求める。また、独立委員会は、当社取締役会に

対しても適宜回答期限（原則として60日を上限とする。）を定めた上、大規模買付行為

に対する意見（留保する旨の意見を含む。）及びその根拠資料、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・資料等を提示するよう要求することができ

る。 

7. 独立委員会は、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大規模

買付行為の内容を改善させるために必要があれば、直接又は間接に、大規模買付者と協

議・交渉を行うことができる。 

8. 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、従業員その他独

立委員会が必要と認める者の出席を要求し、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。 

9. 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、コンサルタントその他の専門家を含む。）の助言を得ること等がで

きる。 

10. 各独立委員会委員は、大規模買付行為がなされた場合その他いつでも独立委員会を招

集することができる。 

11. 独立委員会の決議は、原則として、独立委員会委員のうち3分の2以上が出席し、その

過半数をもってこれを行う。但し、やむを得ない事由があるときは、独立委員会委員の

過半数が出席し、その過半数をもってこれを行うことができる。 

 

以上 
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別紙3 

独立委員会委員の氏名及び略歴 

 

山本 一元（やまもと かずもと） 昭和８年７月22日生 

〔略歴〕 

昭和58年６月 旭化成工業株式会社（現 旭化成株式会社）取締役 

昭和62年６月 同社常務取締役 

平成２年６月 同社専務取締役 

平成７年６月 同社取締役副社長 

平成９年６月 同社取締役社長 

平成15年４月 同社取締役副会長 

平成15年６月 同社常任相談役（現職） 

平成17年６月 東京瓦斯株式会社社外取締役（現職） 

平成18年６月 東陶機器株式会社社外取締役（現職） 

 

平成19年６月 当社社外取締役就任予定 

 

※山本一元氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に規定される社外取締役候補者の要

件を満たす社外取締役候補であり、本年6月開催の定時株主総会で選任後、就任する予定

です。同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 

 

青木 昭明（あおき てるあき） 昭和16年10月18日生 

〔略歴〕 

平成元年６月 ソニー株式会社取締役 

平成８年６月 同社常務取締役 

平成10年４月 ソニー・エレクトロニクス・インク（米国法人）社長兼COO 

平成12年５月 ソニー株式会社執行役員上席常務 

平成15年６月 同社業務執行役員専務 

平成17年５月 財団法人ソニー教育財団専務理事（現職） 

平成18年２月 マイクロン・テクノロジー・インク（米国法人）社外取締役（現職） 

 

平成19年６月 当社社外取締役就任予定 

 

※青木昭明氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に規定される社外取締役候補者の要

件を満たす社外取締役候補であり、本年６月開催の定時株主総会で選任後、就任する予定

です。同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 
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鳥飼 重和（とりかい しげかず） 昭和22年３月12日生 

〔略歴〕 

昭和50年10月 税務会計事務所勤務 

昭和61年10月 司法試験合格 

平成２年４月 第二東京弁護士会登録 

平成６年４月 鳥飼総合法律事務所代表（現職） 

 

※鳥飼重和氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 

 

以上 
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別紙4 

新株予約権無償割当ての概要 

 

１．新株予約権無償割当てに関する事項の決定 

（１）新株予約権の内容及び数 

新株予約権の内容は下記２．の記載に基づくものとし、新株予約権の数は当社取締

役会で定める割当期日（以下「割当期日」という。）における当社の 終の発行済株

式総数（ただし、当社の有する当社株式の数を控除する。）の2倍に相当する数を上

限として、当社取締役会が別途定める数とする。 

（２）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株

主に対し、その保有する株式1株につき新株予約権2個を上限として当社取締役会が

別途定める割合で、新株予約権を割り当てる。 

（３）新株予約権無償割当ての効力発生日 

当社取締役会が別途定める日とする。 

 

２．新株予約権の内容 

（１）新株予約権の目的である株式の種類及び数 

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、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

式の分割又は株式の併合を行う場合等には、所要の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 

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円以上

で当社取締役会が定める額とする。 

（３）新株予約権の行使期間 

   新株予約権無償割当ての効力発生日又は当社取締役会が別途定める日を初日とし、1

ヶ月間から3ヶ月間までの範囲で当社取締役会が別途定める期間とする。ただし、新

株予約権の取得がなされる場合は取得日の前営業日までとする。 

（４）新株予約権の行使条件 

大規模買付者を含む特定株主グループに属する者等に行使を認めないこと等を新株

予約権の行使条件として定めることがある。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。 

（５）新株予約権の譲渡制限 

新株予約権の譲渡による取得については、取締役会の承認を要することとする。 

（６）新株予約権の取得 

   大規模買付者を含む特定株主グループに属する者等以外の者が保有する新株予約権
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を当社が取得し、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

ること等を新株予約権の取得条項として定めることがある。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）その他 

その他必要な事項については、当社取締役会において別途定めるものとする。 

 

以 上 


