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平成 19年 5月 15日 
各 位 

会 社 名 日本パーカライジング株式会社 
代表者名 代表取締役社長  小野 駿 
（コード番号  4095 東証第一部） 

問合せ先 取締役管理本部長 庄司作平 
（TEL 03-3278-4333） 

 
 

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、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に

関する基本方針（会社法施行規則第 127 条本文に定義されるものをいい、以下「基本方針」といい
ます）並びに基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配される

ことを防止するための取組み（会社法施行規則第 127 条第 2 号ロ）の一つとして、下記の通り、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）を導入することに関して決

議を行い、あわせて本プランの導入に関する承認議案を平成 19年 6月 28日開催予定の当社定時株
主総会（以下、「本定時株主総会」といいます）に提出することを全取締役の賛成により決定しまし

たのでお知らせします。本プランは、本定時株主総会において上記承認議案につき、株主の皆様にご

承認いただけることを条件に効力を生じるものとします。 
本プランを決定した取締役会には、当社監査役４名全員が出席し、本プランは当社株式の大量取得

行為に関する対応策として相当と判断される旨の意見が表明されています。 
本プランは、下記３．（５）「本プランの有効期間、廃止及び変更」に記載する通り、株主総会の決

議により廃止することや、株主総会で選任された取締役で構成される取締役会の決議で廃止すること

ができるなど、株主の総体的意思によってこれを廃止できる手段が設けられており、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」の定める株主意思の原則を充足しております。 

 
 
１．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

上場会社である当社の株式は、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社

の株式に対する大規模買付提案又はこれに類似する行為があった場合においても、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、当社といたしましては、一概にこれを否定するもの

ではなく、最終的には株主全体の意思により判断されるべきものと考えております。 

しかしながら、近時、わが国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣の賛同を得ずに、

一方的に大規模買付提案を強行する動きが顕在化しております。こうした大規模買付の中には、

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恐れがあるもの、対象会社の取締役会や株主が大規模買付の内容
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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ひいては株主共同の利益に資さないものも少な

くありません。 

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方といたしましては、当社の企業理念、

企業価値のさまざまな源泉、当社を支えていただいているステークホルダーとの信頼関係を十分

に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなければ

ならないと考えております。従いまして、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する恐れのあ

る不適切な大規模買付提案又はこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決

定を支配する者として適当ではないと考えております。 

 

 

２．基本方針の実現に資する取組みについて 

当社では、中期経営計画とコーポレート・ガバナンス強化の両面から、当社の企業価値・株主共

同の利益の向上に取り組んでおります。以下に掲げる取組みは、基本方針の実現に資するものと考

えます。 

（１）企業価値・株主共同の利益の向上に向けた取組み 

①当社の経営の基本方針 

   当社は法律を遵守し、健全で透明な企業経営を行うことを前提に「金属及びその他素材の

表面改質分野において、技術的信頼性・優位性を維持し、世界のリーダーたること」を経営

の基本方針としております。このためには、これまで以上に積極的な技術開発を進め、急激

に変化を遂げるグローバル市場に差別化された製品・プロセスを提供し続けることで、業界

のリーダー企業としてより一層の社会的貢献を果たし、同時に株主の皆様及び社員と共に更

なる発展を目指す企業でありたいと考えております。 

 

②目標とする経営指標 

製品の付加価値向上と差別化技術の開発を柱に、グループ全体で総資産経常利益率（ROA）
8％以上を維持しながら、連結売上高を毎年 3％以上拡大させていくことを目標としておりま
す。 

また、グローバルな戦略展開については、表面処理薬品事業での海外進出先におけるマー

ケットシェアの 50％以上を獲得、維持することを目標とするとともに、長期的な業績拡大を
目指して中国などアジア地区への投資に重点をおき、海外売上高比率 30％を目標としており
ます。 

 

③中長期的な企業価値向上のための取組み 

○海外市場への展開 

自動車業界をはじめ、ユーザー各社の積極的な海外展開による需要の多様化と高度化に

対応するため、今後とも海外での事業展開を積極的に推進してまいります。特に拡大する

BRICs 市場については、中国でのトップシェアを目指すとともに、インドへの事業拠点
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拡大についても計画を進めており、ユーザー個々のニーズに迅速な対応を図るため、現地

サポート体制の強化に力を入れております。 

○新技術の開発 

当社は、技術を最優先とする創業以来の精神と確固たる実績に誇りを持ち、表面改質

分野において、顧客に信頼されタイムリーに提供できる技術の開発に努力してまいりま

した。社会的に有用な付加価値製品とプロセスを市場に提供することは当社の使命でも

あり、今後もこの理念に立脚し、国内のみならず世界を席巻する表面改質技術を創出す

べく、研究開発を推進してまいります。 

○地球環境保全への貢献 

当社の環境方針として、環境保全への取組みを経営の最重点課題の一つととらえ、あ

らゆる素材の表面改質に関連した事業を通じて地球環境保全に貢献する企業を目指しま

す。 

 

（２）コーポレート・ガバナンス強化による企業価値・株主共同の利益向上に向けた取組み 

当社では、上場会社として社会的な使命と責任を果たし、継続的な成長・発展を目指すため

には、コーポレート・ガバナンスの充実が重要な経営課題であると考えております。 
この考えに基づき、①取締役会による重要な意思決定と職務の監督②グループ全般を視野に

おいた経営管理体制による意思決定の迅速化③監査役による取締役の職務執行の監査④社長

直轄の内部監査室による内部監査の実施⑤化学メーカーとしての責任である製商品に関する

安全性確保、品質保証、環境対応及び法令遵守を全社統合的に推進する組織の編成⑥コンプラ

イアンス委員会の設置、リスク管理規定、グループ管理規定の整備、等の施策を実行しており

ます。 
 

当社はこれらの取組みとともに、株主の皆様をはじめ取引先や社員等、ステークホルダーと

の信頼関係をより強固なものにし、企業価値の中長期安定的な向上を目指して努力してまいり

ます。 

 
 
３．本プランの内容 
（１）本プランの導入目的と必要性 

当社取締役会は、当社株式の大量取得行為が行われる場合に、不適切な買付行為でないかど

うかについて、株主の皆様が判断されるために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様の

ために当社取締役会が買付者と交渉を行うことを可能とすること、及び大規模買付ルールが遵

守された場合及び大規模買付ルールが遵守されなかった場合につき、基本方針に即した一定の

対応方針を定める必要があると考えております。このため、当社取締役会は、本定時株主総会

において株主の皆様にご承認いただけることを条件として、本プランの導入を決定いたしまし

た。 
なお、平成 19年 3月 31日現在における当社大株主の状況は、別紙４「当社の大株主及び
当社取締役の株式保有状況」の通りです。また、当社は現時点において当社株式等の大量買付
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等に係る提案を受けているわけではありません。 
本プランにおいては、当社取締役会の恣意的判断を排するため、独立委員会規則（その概要

については別紙１をご参照下さい）に従い、（１）当社社外取締役、（２）当社社外監査役、又

は（３）社外の有識者（実績ある会社経営者、弁護士、公認会計士及び学識経験者等）で、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の判断を経るとともに、株主の皆様に

適時に情報開示をおこなうことにより透明性を確保することとしています。本プラン導入当初

における独立委員会の委員には、別紙２の通り３氏が就任する予定であります。 
 
（２）本プランの発動に係る手続 
 （a）対象となる買付等 

本プランは下記①又は②に該当する当社株券等の買付又はこれに類似する行為（以下「買付

等」といいます）がなされる場合を適用対象とします。買付等を行う者又は提案する者（以下

「買付者等」といいます）は、予め本プランに定められる手続に従うこととします。 
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 
  
（b）買付者等に対する情報提供の要求 

    買付者等は、当社取締役会が別段の定めをした場合を除き、買付等の実行に先立ち、当社取

締役会に対して、以下の各号に定める情報（以下「本必要情報」といいます）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、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、追加的に情報を提供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、かかる情報を追加的に提供していただきます。 
① 買付者等及びそのグループ（共同保有者8、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みます）の詳細（具体的名称、資本構成、事業内容、財務内容等を

含みます） 
② 買付等の目的、方法及び内容（買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、関連する取引

の仕組み、買付等の方法の適法性、買付等の実行の可能性を含みます） 
③ 買付等の価格の算定根拠（算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報及び買付等

                                                   
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。 
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項に定義されます。以下同じ。 
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。 
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。 
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。 
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。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の開示に関する内閣
府令第 3条第 1項で定める者を除きます。以下同じ。 
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。 
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にかか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 大規模買付行為に際しての独立委員会との間における意思連絡の有無及び意思連絡があ

る場合はその内容 
⑥ 買付等の後における当社及び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 
⑦ 買付等の後における当社の従業員、労働組合、取引先、顧客、地域社会その他の当社に係

る利害関係者の処遇等の方針 
⑧ 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 
⑨ その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報 
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、引き続き買付説明書及び本必要情報の提出を求めて買付者等と

協議・交渉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記載の通り、
当社取締役会に対して、下記（４）にその概要が記載される新株予約権（以下「本新株予約権」

といいます）の無償割当て、その他独立委員会が適切と認めた対抗措置（以下「本新株予約権

の無償割当て」といいます）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・代替案の検討 
① 当社取締役会に対する情報提供の要求 
   独立委員会は、買付者等から買付説明書及び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、買付説明書及び本必要情報の内容と当社取締役会の事業計画、当社取締

役会による企業評価等との比較検討を行うために、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（但し、原則として 30日間を超えないものとします）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、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あります。 
② 独立委員会による検討作業 

      買付者等及び（当社取締役会に対して上記の通り情報・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

なされたと独立委員会が認めた場合、対価を円貨の現金のみとする公開買付による当社全

株式の買付の場合は原則として 60日間を超えない検討期間、その他の大規模買付行為の
場合は原則として 90 日間を超えない検討期間（但し、下記（d）③に記載するところに
従い、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るものと

し、以下「独立委員会検討期間」といいます）を独立委員会は設定します。 
   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
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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。 
   買付者等は、独立委員会が、独立委員会検討期間において、当社取締役会を通じて、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。 
   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、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等）の助言を得

ることができるものとします。 
③ 株主及びステークホルダーに対する情報開示 

      独立委員会は、自ら又は当社取締役会等を通じて、買付者等から買付等の提案がなされ

た事実とその概要及び本必要情報の概要その他の状況のうち独立委員会が適切と判断す

る事項について、独立委員会が適切と判断する時点で情報開示を行います。 
 
（d）独立委員会における判断方法 

    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、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

勧告又は決議をした場合、その他独立委員会が適切と考える場合には、独立委員会は、当該勧

告又は決議の事実とその概要その他独立委員会が適切と判断する事項（下記③に従い独立委員

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、延長・再延長の理由の概要

及び延長期間を含みます）について、自ら又は当社取締役会を通じて、速やかに情報開示を行

います。 
① 独立委員会が「本プラン」の発動を勧告する場合 

     独立委員会は、買付者等が上記（b）及び（c）に規定する手続きを遵守しなかった場合、
又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かに該当し、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、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、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。 
     但し、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

を当社取締役会に対して勧告することができるものとします。 
     （ⅰ）当該勧告後に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

いか、若しくは該当しても直ちに本新株予約権の無償割当てを実施することが相当で

はない場合 
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② 独立委員会が本プラン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、若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は相当

では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（c）
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、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。 
但し、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 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、本新株予約権の無償割当ての

実施又は不実施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、合理的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います（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します）。 
      上記延長の決議により独立委員会検討期間が延長された場合、独立委員会は、引き続き、

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又は不

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、独立委員会の上記勧告を受けて、これを最大限尊重して最終的に速やかに

本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施に関する会社法上の機関としての決議（本新株予

約権の無償割当ての中止を含みます）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。なお、買付者等は、当社取締役

会が新株予約権無償割当ての実施又は不実施に関する決議を行うまでの間、買付等を実行して

はなりません。 
 
（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認められる場合、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ます。なお、上

記（２）「本プランの発動に係る手続」（d）の通り、下記の要件に該当し、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かどうかについては、必ず独立委員会の判断を経ることとします。 
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 （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恐れのある買付等である場合 
① 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を要求する行為 
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 
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 
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 
 
（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恐れのある買付等である場合 
 
（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、買付等の実行の

可能性、買付等の後における当社の従業員、労働組合、取引先、顧客、地域社会その他の当社

に係る利害関係者（以下「当社利害関係者」といいます）の処遇等の方針等を含みます）が、

当社の本源的価値に鑑み、著しく不十分又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又は事業計画等の内容が不十分又は不適当であること

等のため、当社と当社利害関係者との間の信頼関係・取引関係等を破壊する、又は当社の企業

価値・株主共同の利益を毀損する重大な恐れのあ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 
  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、以下の通りとします（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）。 
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 （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て期日（以下「割当て期日」といいます）における

当社の最終の発行済み株式総数（但し、同時点において当社の有する当社株式の数を控除します）

と同数を上限として、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しま

す。 
 
（b）割当て対象株主 

   割当て期日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、その保有する当社株式１株につき本新株予約権１個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割合で、本新株予約権を無償で割当てます。 
 
（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個あたりの目的で

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株あたりの価額は金１円を下限とし当社株式１株の時価の 50％相当額を
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
約権無償割当て決議において別途定める期間とします。但し、下記（i）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当たるときは、その翌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 

                                                   
9 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％となると当社取締役会が認めた者
をいいます。但し、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又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その他本心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所定の者は、特定大
量保有者に該当しないものとします。以下同じ。 
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   （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 
  （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

となく譲受け若しくは承継した者 
（ⅵ）上記（ⅰ）ないし（ⅴ）記載の者の関連者11（以下、（ⅰ）ないし（ⅳ）のいずれかに

該当する者を「特定買付者等」と総称します） 
   上記記載の者は、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（但し、かかる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、かかる者の本新株予約権も下記（i）の通り、
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、これと引き換えに、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。 
③ 特定買付者等が有する本新株予約権を取得するときは、これと引き換えに、当該新株予約

権者に対して当該新株予約権1個につき交付株式の当該取得時における時価に相当する価
値の現金、債券、社債若しくは新株予約権付社債その他の財産、又は当該新株予約権に代

わる新たな新株予約権（これらの全部又は一部を当社普通株式に代えることもあり得ま

す）を交付する旨の定めを設ける場合があります。 
 

                                                   
10 公開買付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、本脚注にお
いて同じ）の買付等（同法第 27条の 2第 1項に定義されます。以下、本脚注において同じ）を行う旨の広告を行っ
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 3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。但し、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又は株主共同の
利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本心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
所定の者は、特定大量保有者に該当しないものとします。以下同じ。 
11 ある者の関連者とは、実質的にその者を支配し、その者に支配され若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います。「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）
をいいます。 
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   なお、上記に用いられる用語の定義及び詳細については、別紙３「新株予約権無償割当ての要

項」をご参照下さい。 
 
（５）本プランの有効期間、廃止及び変更 
  本プランは、本定時株主総会において、株主の皆様にご承認いただけることを条件として、同承

認があった日より発効することとし、その有効期限は、平成 22年３月期の事業年度に関する定時
株主総会終結の時までとします。 
  但し、かかる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プランの変更又は廃止の

決議がなされた場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更又は廃止されるものとしま

す。また、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の廃止の決議

がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。 
  なお、当社取締役会は、本プランに反しない範囲、又は会社法、証券取引法、その他の法令若し

くは証券取引所規則の変更又はこれらの解釈・運用の変更、又は税制、裁判例等の変更により合理

的に必要と認められる範囲で独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、又は変更する場合

があります。 
  当社は、本プランが廃止又は変更された場合には、当該廃止又は変更の事実及び（変更の場合に

は）変更内容その他当社取締役会又は独立委員会が適切と認める事項について、情報開示を速やか

に行います。 
 
 
４．本プランの合理性 
（１）買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること 
  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・相当性確保の原則）を全て充足して

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、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期間を確保し、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３．（５）「本プランの有効期間、廃止及び変更」に記載した通り、本定時株主

総会において承認可決の決議がなされることを条件として導入されるものです。また、本定時株主

総会でご承認いただいた後も、その後の当社株主総会において、本プランの変更又は廃止の決議が

なされた場合には、本プランも当該決議に従い、変更又は廃止されることになります。以上の意味

において、本プランの消長及び内容は、当社株主総会の意思に基づくことになっております。  
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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、本プランの導入に当たり、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、当社の社外取締役、社外監査役

又は社外の有識者から選任される委員３名以上により構成されます。 
  また、独立委員会の判断概要については必要に応じ株主の皆様に情報開示をすることとし、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を確保してい

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）及び３．（３）「本新株予約権の
無償割当ての要件」に記載した通り、予め定められた合理的客観的発動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）に記載した通り、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（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）の助言を得ることができることにより、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た仕組みとなっています。 
 
（７）デッドハンド型若しくはスローハンド型買収防衛策ではないこと 
  上記３．（５）「本プランの有効期間、廃止及び変更」に記載した通り、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ことから、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。従って、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。 
  また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型（取締役会の構成の

交代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を要する買収防衛策）でもあ

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 
  本プランは、株主の皆様が大量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等を提供し、さらには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、株主の皆様は、十分な情報を取得して、

大量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、そのことが株主の皆様
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の共同の利益の保護につながるものと考えます。従いまして、本プランの設定は、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、株主及び投資家の皆様との共同の利

益に資するものであると考えております。 
  前述の３（３）において述べたように、買付者等が本プランを遵守するか否かにより当該買付行

為に対する当社の対応方針が異なりますので、株主及び投資家の皆様におかれましては、買付者等

の動向にご注意ください。 
 
（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 
  当社取締役会が本新株予約権の無償割当て決議において、別途定める割当て期日における株主の

皆様に対し、その保有する株式１株につき本新株予約権１個を上限として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、本新株予約権が無償で割当てられます。仮に、株主の

皆様が、権利行使期間内に、所定の行使価額等の金銭の払い込みその他下記（３）「本新株予約権

の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続」（b）において記述する本新株予約権の行使
にかかる手続を経られなければ、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、下記（３）「本新株予約権の無償割当てに

伴って株主の皆様に必要となる手続」（c）に記載する手続により、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、それと引き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

取得の手続をとった場合、特定買付者等以外の株主の皆様は、本新株予約権の行使及び所定の行使

価額相当の金銭の払込みをすることなく、当社株式を受領することとなるため、保有する当社株式

の希釈化は生じません。 
  なお、上記３．（２）｢本プランの発動に係る手続｣（d）に記載する通り、当社は、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、たとえば、買付者等が買付等を撤回した等の事

情により、本新株予約権の行使期間開始日の前日までに、本新株予約権の無償割当てを中止し、ま

たは当社が本新株予約権者に当社株式を交付することなく無償にて本新株予約権を取得すること

があります。その場合には、1株当たりの株式の価値の希釈化は生じませんので、1株当たりの株
式の価値の希釈化が生じることを前提にして当社株式の売買を行った投資家の皆様は、その価格の

変動により相応の影響を受ける可能性があります。 
 
（３）本新株予約権の無償割当に伴って株主の皆様に必要となる手続 
（a）名義書換の手続 

当社取締役会において、本新株予約権の無償割当てを実施することを決議した場合には、

当社は、本新株予約権の無償割当ての割当て期日を公告します。割当て期日における最終の

株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主の皆様に新株予約権が無償にて割当て

られますので、株主の皆様におかれましては、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。もっとも、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、割当て期日における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株主の

皆様は、当該新株予約権の無償割当ての効力発生日において、当然に新株予約権者となるた

め、申込みの手続き等は不要です。 
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 （b）本新株予約権の行使の手続 
当社は、割当て期日における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及び
数、本新株予約権を行使する日等の必要事項、及び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します。本新株予約
権の無償割当て後、株主の皆様におかれては、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個当たり金 1円を下限とし、当社株式 1株の時価の 50％
相当額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定める価格を払込

取扱場所に払込むことにより、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。 

 
（c）本新株予約権の取得の手続き 

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、法定の手続きに従

い、当社取締役会が別途定める日において本新株予約権を取得し、これと引き換えに当社株

式を株主の皆様に交付することがあります。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は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をご提出いただくことがあります。 
上記のほか、割当て方法、行使の方法及び当社による取得の方法の詳細につき、本新株予

約権の無償割当てに関する当社取締役会の決議が行われた後、株主の皆様に対して公表又は

通知いたしますので、当該内容をご確認ください。 
 

以上 
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別紙１ 
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ます。 
 
２． 独立委員会の委員は、３名以上とし、当社経営陣から独立している、（１）当社の社外監査役、

（２）当社の社外取締役又は（３）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

が選任します。但し、社外の有識者は、実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計

士若しくは学識経験者又はこれらに準ずる者とし、また、別途当社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とします。 
 
３． 独立委員会の委員の任期は、選任の時から１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締結の時までとします。但し、当社取締役会の決議により別段の定めをした

場合はこの限りではありません。また、社外取締役、社外監査役で独立委員会委員である者が取

締役、監査役でなくなった場合には、独立委員会委員の任期も同時に終了します。 
 
４． 独立委員会は、必要に応じて、当社の取締役、監査役、従業員その他必要と認める者を出席さ

せ、その意見又は説明を求めることができます。 
 
５． 独立委員会は、随時開催できることとし、その決議は委員の全員が出席し、その過半数をもっ

て行います。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行います。 
 
６． 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、その決定内容を、理由を付して

当社取締役会に対して勧告します。独立委員会は、決議の事実とその概要その他独立委員会が適

切と判断する事項について、自ら又は当社取締役会を通じて、速やかに情報開示を行います。 
   なお、独立委員会の各委員は、決定等にあたっては、当社の企業価値・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、専ら自己又は当社の経営陣の個人的利益を図ること

を目的としてはなりません。 
（１） 本プランの対象となる買付等への該当性の判断 
（２） 本プランの発動に係る新株予約権の無償割当ての実施又は不実施 
（３） 本プランの発動に係る新株予約権の無償割当ての中止又は無償取得 
（４） 本プランの廃止又は変更（但し、変更については、本プランの基本方針に反しない範囲、

又は、会社法、証券取引法、その他の法令若しくは証券取引所規則の変更又はこれらの解

釈・運用の変更、又は税制、裁判例等の変更により合理的に必要と認められる範囲に限り

ます） 
（５） 買付者等及び当社取締役会が独立委員会に提供すべき情報、意見、代替案、資料の決定及

びその回答期限 
（６） 独立委員会の検討期間の設定（但し、原則として対価を円貨の現金のみとする公開買付に
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よる当社全株式の場合は原則として 60日間を超えない検討期間とし、その他の大規模買
付行為の場合は原則として 90日間を超えない検討期間とします）及び当該期間の延長、
再延長 

（７） 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 
 

７． 独立委員会は、６．に定める事項に加え、以下の各号に記載される事項を行うことができます。 
（１） 買付者等の買付等の内容の精査・検討 
（２） 買付者等との交渉・協議 
（３） 代替案の検討 
（４） 株主に対する代替案の提示 
（５） その他本プラン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 
（６） 当会社の取締役会が、別途独立委員会が行うことができるものと定めた事項 
 

８． 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等）の助言を得ること等ができます。 
 

以上 
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別紙２ 
独立委員会委員候補者の略歴（五十音順） 

 
 
辻 亨 （つじ とおる） 
 昭和３６年  ４月 丸紅飯田株式会社（現 丸紅株式会社）入社 
 平成 ３年  ６月 同社取締役 
 平成１１年  ４月 同社代表取締役社長 
 平成１５年  ４月 同社代表取締役会長 
 平成１６年  ４月 同社取締役会長（現在に至る） 
 
 
長吉 泉 （ながよし いずみ） 
 昭和３６年 １２月 公認会計士試験第三次試験に合格 
 昭和４３年 １１月 監査法人東京第一公認会計士事務所（現 みすず監査法人）代表社員 
 平成 ４年  ２月 学校法人明治大学評議員 
 平成１２年 １２月 学校法人明治大学理事長（現在に至る） 
 
 
松尾 翼 （まつお たすく） 
 昭和３５年  ４月 弁護士登録 
 昭和３８年  ４月 松尾法律事務所（現 松尾綜合法律事務所）開設（現在に至る） 
 平成 ６年  ６月 当社監査役（現在に至る） 
 
 松尾 翼氏は、平成１９年６月２８日開催予定の当社第１２２期定時株主総会終結の時をもって

任期満了により当社監査役を退任される予定であります。 
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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） 新株予約権の内容及び数 

株主に割り当てる新株予約権（以下、個別に又は総称して「新株予約権」といいます）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」といいます）において別途

定める割当て期日（以下「割当て期日」といいます）における当社の最終の発行済み株式総

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します）と同数を上限として、

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数とします。 
 

（２） 割当て対象株主 
割当て期日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、その保有する株式１株につき新株予約権１個を上限として当社取締役会が新

株予約権無償割当て決議において別途定める割合で、新株予約権を無償で割当てます。 
 

（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します。 
 

Ⅱ．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 
① 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個あたりの目的であ

る株式の数（以下｢対象株式数｣といいます）は、１株とします。但し、当社が株式の分割又

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いません。 
   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、これを適用します。 
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み株式数（但し、当

社の有する当社株式の数を除きます）の変更又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

条件等を勘案のうえ、対象株式数につき合理的な調整を行うものとします。 
 
（２） 新株予約権の行使に際して出資される財産の価格 
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、その価格は、行使価格（下記②に定

義されます）に対象株式を乗じた価格とします。 
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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株あたりの価格（以下｢行使価格｣と

いいます）は金１円を下限として当社株式１株の時価の 50％相当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格とします。｢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（終値のない日を除きます）
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（気配表示を含みます）の平均値

とし、１円未満の端数は切り上げるものとします。 
 

（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又は新株予約権無償割当て決議において当社取締役が

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。但し下記（６）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、当該取得にかか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当たるときは、その翌営業日を最終日とします。 
 

（４） 新株予約権の行使条件 
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、若しくは（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受け若しくは継承した者、又は、（ⅵ）

上記（ⅰ）ないし（ⅴ）記載の者の関連者（以下、（ⅰ）ないし（ⅵ）のいずれかに該当す

る者を総称して｢特定買付者等｣といいます）は、新株予約権を行使することができません。 
 
なお、上記に用いられる用語は次の通り定義されます。 
（a） 「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みます）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 項に定義されます）が 20％以上となると
当社取締役会が認めた者をいいます。 

（b） 「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

含みます。 
（c） 「特定大量買付者」とは公開買付（証券取引法第 27条の 2第 6項に定義されます）

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 項に定義されます。
以下本（ｃ）において同じ）の買付等（同法第 27条の 2第 1項に定義されます。
以下本（ｃ）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 3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（同法第 27 条の 2 第 8 項に定義
されます。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
上になると当社取締役会が認めた者をいいます。 
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（d） 「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みます）をいいます。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の開示に関

する内閣府令第 3条第 1項で定める者を除きます。 
（e） ある者の「関係者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配され若しくは

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をいいます。「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項に定義されます）をいいます。 
② 上記①にかかわらず、下記（a）ないし（d）の各号に記載される者は、特定大量保有者
又は特定大量買付者に該当しないものとします。 
（a） 当社、当社の子会社（財務諸表等の用語、株式及び作成方法に関する規則第８条

第３項に定義されます）又は当社の関連会社（同規則第８条第５項に定義されま

す） 
（b） 当社を支配する意図がなく上記①（a）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ものであって、かつ上記①（a）の特定大量保有者
に該当することになった後 10日間（但し、当社取締役会はかかる期間を延長する
ことができます）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（a）の特定大量保有者に該当しなくなった者 
（c） 当社による自己株式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

（a）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（但し、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き

ます） 
（d） 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又は株主共同の利

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、当社の企業価値又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又は

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

れている場合に限ります） 
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新株予約権を行使させるに際し、

（ⅰ）所定の手続きの履行若しくは（ⅱ）所定の条件（一定期間の行使禁止、所定の書類

の提出を含む）の充足、又は（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

べて履行又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

ができません。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

履行又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

してこれを履行又は充足する義務は負いません。また、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ませ

ん。 



 21

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（但し、事前の取決めに基づかず、かつ事前の勧誘を行わないも

のとします）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

することができます。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又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及び米国州法にかかる準拠法行使手続・条件を履行又は充足するものとし

ます。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）及

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ま

せん。 
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ものではないこと、及び新株予約権の行

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

する書面並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します。 
⑥ 新株予約権を有する者が本（４）項の規定により、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します。 
 

（５） 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します。 
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（特定買付者等を除きます）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します。 
（a）当該管轄地域に所在する者による新株予約権の全部又は一部の譲渡による取得に関し、

譲渡人及び譲受人が作成し署名又は記名押印した差入書（下記（b）ないし（d）に関
する表明・保証条項、補償条項及び違約金条項を含みます）が提出されているか否か 

（b）譲渡人及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 
（c）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

めに譲り受けしようとしている者ではないことが明らかであるか否か 
（d）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 
 

（６） 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、全ての新株予約権を無償で取得することができます。 
② 当社は、当社取締役会が別に定める当該日の前営業日までに未行使の新株予約権の全てを
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取得し、これと引き換えに、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

ができます。当社はかかる新株予約権の取得を複数回行うことができます。 
③ 特定買付者等が有する本新株予約権を取得するときは、これと引き換えに、当該新株予約

権者に対して当該新株予約権 1 個につき交付株式の当該取得時における時価に相当する
価値の現金、債券、社債若しくは新株予約権付社債その他の財産、又は当該新株予約権に

代わる新たな新株予約権（これらの全部又は一部を当社普通株式に代えることもあり得ま

す）を交付する旨の定めを設ける場合があります。 
 

（７） 合併（合併により当社が消滅する場合に限ります）、吸収分割、新設分割、株式交換、及び株

式移転の場合の新株予約権の交付及びその条件 
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します。 
 

（８） 新株予約権に係る新株予約権証券は発行しません。 
 
（９）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 5月 15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、同日以降、法令の新設又は改廃により、上記各項に定める条項ないし用語の定

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、当該新設又は改廃の趣旨

を考慮の上、上記各項に定める条項ないし用語の定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。 
 

以上 
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別紙４ 
当社大株主及び当社取締役の株式保有状況 

 
１．大株主の状況（平成１９年３月３１日現在） 

株主名 
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 3,596 5.42 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,904 4.37 

明治安田生命保険相互会社 2,789 4.20 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 2,721 4.10 

みずほ信託 退職給付信託新日本製鐵退職金口 

再信託受託者資産管理サービス信託 
2,664 4.01 

株式会社 千葉銀行 2,382 3.59 

株式会社 雄元 2,354 3.55 

財団法人 里見奨学会 2,316 3.49 

旭千代田工業株式会社 2,292 3.45 

株式会社 三井住友銀行 1,556 2.34 

 
 
２．取締役の株式保有状況（平成 19年 3月 31日現在） 

地   位 氏   名 所有株式数（株） 
代表取締役会長 里 見 菊 雄 335,000 
代表取締役社長 小 野  駿  11,000 
代表取締役副社長 里 見 多 一 220,119 
代表取締役副社長 伊 藤 善 和   5,000 
取 締 役 小 林 幹 男   3,000 
取 締 役 岩 松 勝 男   2,015 
取 締 役 羽 立 圭 爾   2,430 
取 締 役 里 見 康 夫  16,000 
取 締 役 宮 脇  憲   2,000 
取 締 役 諸 我  修   5,026 
取 締 役 庄 司 作 平   6,380 
取 締 役 樫 田  晃  11,000 
取 締 役 石 川 健 一   2,000 
取 締 役 川 口  純   1,000 

 


