
- 1 - 

平成 19 年 5月 17 日 

各 位 

 

はるやま商事株式会社 

代表取締役 治山 正史  

(コード番号 7416 東京市場 第 1部) 

(問合せ先)管理本部理事 湯浅泰之 

(電話番号) 086-226-7101(代表) 

 

 

「当社の財務及び事業活動を支配する者の在り方に関する基本方針」の決定 

及び「当社が発行者である株券等の大量買付けに関する規則」の制定 

（買収防衛策の導入）に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 19 年 5 月 17 日開催の取締役会において、「当社の財務及び事業活

動を支配する者の在り方に関する基本方針」を決定し、「当社が発行者である株券

等の大量買付けに関する規則」（以下「本規則」という。）の制定（買収防衛策の

導入）を決定しましたので、以下のとおりお知らせ致します。 

 
 

I. 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 

 

当社は、地域に密着し、紳士服等のファッション衣料を通じてライフスタイ

ルを提案する専門店チェーンとして、創業以来、「より良いものをより安く」

の経営理念のもと、「お客様第一主義」を基本方針として、お客様に最高の満

足感を持っていただくために、高品質で高機能な商品の企画、開発、販売に努

めてまいりました。また、同時に、CS 運動（顧客満足運動）を展開させること

により、お客様の意見・要望を最優先に考え、適時に顧客サービスに反映して

いく経営を実践し、発展してまいりました。今後は、衣食住の垣根を越えた総

合的な流通小売業を創造する独自の経営姿勢を推進していく方針です。当社は、

人や環境に優しい地域社会づくりに貢献するために、(1)ローコスト経営の実現、

(2)財務体質の改善・強化、(3)スピーディかつ柔軟な組織への変革、といった

経営課題にも取り組み、当社の企業価値及び株主共同の利益の一層の向上に努

めております。 

 

当社の企業理念と社会的貢献をより合理的かつ効率的に実現するために、当

社は、平成 6 年 11 月大阪証券取引所市場第二部に株式を上場、その後東京証券

取引所市場第二部を経て、同取引所市場第一部の上場企業となるなど、当社経

営の透明性向上と所有・経営の権限明確化を推進してまいりました。当社の財
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務及び事業活動等の経営に関する業務は、当社の最高意思決定機関である株主

総会において、当社株主の総体意思で信任された取締役がこれを執り行ってお

ります。また、平成 11 年７月より執行役員制度を導入し、迅速な経営の意思決

定と業務執行の分離による取締役会の活性化、取締役と執行役員の役割・責任

の明確化を図っています。当社取締役の業務執行については、同じく株主総会

で選任された監査役（全員が社外監査役）が監督機関として監査しております。

以上により現経営陣は、一層の緊張感を持って、当社の企業価値及び株主共同

の利益の最大化に資するべく、日々の経営に当たっております。 

 

他方、当社の本源的な企業価値は、業務執行を行う取締役のほか、従業員、

顧客、取引先あるいは地域社会等様々な関係者に支えられて生み出されており

ます。特に当社が主業とする紳士服等のファッション・生活関連産業において

は、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上のためには、地域社会や

住民に密着することにより可能となるお客様へのきめ細かなサービスの提供や

ライフスタイルの変化などにより多様化する顧客ニーズに的確に応えていくた

めの高感度で高品質な商品の企画開発力、販売力の維持・向上が重要でありま

す。また、このように顧客サービスや高品質・高機能商品の企画開発力等のよ

り一層の向上により、お客様との信頼関係を確保・維持するためには、当社の

活動を財政面から支える健全で強固な財務体質を継続的に維持することも求め

られております。 

従いまして、当社の財務及び事業活動を支配する者は、当社の企業理念、社

会的貢献及び企業価値の源泉を充分に理解し、短期的な収益の確保のみならず、

中長期的な視野に立って、当社を支える様々な関係者を含んだ当社の本源的な

企業価値及び株主共同の利益を継続的に維持・向上させて行くことが必要であ

ると考えます。 

 

当社は、当社の財務及び事業活動を支配する者が、当社の企業価値及び株主

共同の利益を確保・向上する者として最適であるか否かの判断は、最終的には

当社株主の総体意思に基づき行われるべきものであると考えております。 

しかしながら、外部者である買収者から買収の提案を受けた際に、当社株主

の皆様が当社の有形無形の経営資源、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要素を十分に把握した上で、当該買収が当社の企業

価値及び株主共同の利益に及ぼす影響を短期間のうちに適切に判断することは

必ずしも容易でないものと思われます。従いまして、当社株主の皆様に買収の

提案の内容を検討するための十分な情報や時間を提供せずに、当社株式の大量

買付けや買収の提案を行う者は、当社の財務及び事業活動を支配する者として

は不適切であると考えます。 

また、買収提案の中には、その目的等から見て対象会社の企業価値及び株主

共同の利益に対する明白な侵害をもたらすものや対象会社の株主の皆様に株式

の売却を事実上強要するもの等もあります。当社は、このような買収提案を行
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う者についても、当社の財務及び事業活動を支配する者として不適切であると

考えます。 
 
当社は、上記の例を含め、当社の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量買付け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は不適切であり、このような者

に対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひい

ては株主共同の利益を確保する必要があると考えております。 

 

II. 基本方針の実現に資する取組み 

 

１．当社の企業価値の源泉および企業価値向上への取組みについて 

当社は、上記の基本理念を具体化するものとして、中長期視点により経営の

原点である「お客様第一主義」、「より良い物をより安く」に立ち返り、他社

との一層の差別化を図り、消費者に経営方針の理解と賛同を求めていく方針で

す。具体的には、既存店の抜本的活性化・売り場等の演出や、多様化するニー

ズにあった商品のご提供など、お客様にご満足頂けるよう自社の魅力の創造を

行なってまいります。また今後は、衣食住の垣根を越えた総合的な流通小売業

を創造する独自の経営姿勢を推進していく方針であります。また、当社は、人

や環境に優しい地域社会づくりに貢献するために、(1)ローコスト経営の実現、

(2)財務体質の改善・強化、(3)スピーディかつ柔軟な組織への変革、といった

個々の経営課題にも取り組んでおります。 

 

２．コーポレート・ガバナンスの強化 

当社では企業価値の最大化を図る観点から経営の効率化、健全化をより積極

的に進めてまいります。また、株主の皆様の立場に立って、企業価値を最大化

することをコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。 

具体的には、平成 11 年 7 月より執行役員制度を導入し、迅速な経営の意思

決定と業務執行の分離による取締役会の活性化を図っております。同時に、取

締役と執行役員の役割・責任を明確化し、経営の透明性を高めるよう努めてお

ります。また社会の構成員としての企業人に求められる価値観・倫理観を社内

で共有し、企業の創造的な発展と公正な経営を実現するため、常務取締役を委

員長として設置されたコンプライアンス委員会では、社内へのコンプライアン

スの浸透、経営上のリスク事案評価を行い、取締役会へ報告しております。ま

た、当社は監査役会制度を採用しており、3 名の監査役全員が会社法第 2 条第

16 号に定める社外監査役であり、経営の透明性・公正さに対する監視を行って

おります。 

このように企業価値の最大化を図る観点から経営の効率化、健全化をより積

極的に進めてまいります。当社は、今後、さらに企業競争力の強化を図るとと

もに、経営の公正さを高め、コーポレート・ガバナンスの強化に継続して努め
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てまいります。 

 

III. 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 

 

1. 本規則制定の目的 
 

当社は、上記の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の一環として、当社との

合意がないままに、当社経営権の取得や支配権の変動あるいは当社の財務及び事

業活動の支配又は影響力の行使を目的として、当社が発行者である株券等（以下

「当社の株券等」と言います。）の 20％以上の大量買付け（以下「大量買付

け」と言います。）を行う提案（以下「大量買付け提案」と言い、大量買付け又

は大量買付け提案を行う者を「大量買付け者」と言います。）が行われた場合の

手続について規則（以下「本規則」と言います。）を制定することに致しました。 

 

当社は、当社の株券等について大量買付け又は大量買付け提案が行われた場

合であっても、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に資するもので

あれば、これを一概に否定するものではありません。また、会社の経営権の変動

等に関わる大量買付け提案の判断については、最終的には株主総体の意思に基づ

き行われるべきものと考えております。 

しかしながら、特に、紳士服業界では業界再編の動きが活発化している事情

もあり、当社株券等に対する不適切な大量買付又は提案により、当社の企業価値

及び株主共同の利益が毀損される可能性が生じる可能性も否定できません。 

一方、当社は、別紙２及び３のとおり当社取締役及びその関係者により当社

株式の約 48％を保有されております。従って現在は、当社経営陣を中心に安定

した株主構成となっております。しかしながら、株主それぞれの事情により譲渡、

相続その他の処分がなされ、今後は当社取締役及びその関係者による持株割合の

低下や分散化が進んでいく可能性は否定できないと考えております。実際に、近

年の当社取締役及びその関係者の一部による当社株式の処分等に伴い、当社取締

役及びその関係者による持株割合の低下は既に始まっております。また、当社創

業者である代表取締役会長（平成 19 年 3 月 31 日現在 持株比率約 10.7％）は、

高齢でもありますので、今後、譲渡や相続がなされるといった事態が発生するこ

とが具体的に予想され、現在代表取締役会長が保有している当社株券等は分散化

していくものと考えております。また、当社の事業基盤を拡大するための店舗展

開等により、その必要資金を資本市場から調達することも有力な選択肢であるこ

とから、その場合には、当社取締役及びその関係者による持株割合は更に低下し、

当社株主構成が大きく変化することが予測されます。 

このような事情に鑑み、当社は、当社株券等について大量買付け提案が行わ

れた場合、当該大量買付け提案に応じるべきであるか否かを当社株主の皆様が適
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切に判断を行うことができる状況を確保し、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すること、株主の皆様のために大量買付

け者と交渉すること等を可能とするための手続きを予め定めておくことにより、

当社の企業価値及び株主共同の利益を毀損するような弊害のある大量買付けを未

然に回避することが必要不可欠であると判断しました。また、当社取締役会が遵

守すべき手続や当社取締役会による対抗措置が発動される場合の手続等を予め明

確にしておくことにより、当社取締役による恣意的判断が入ることを防ぐことも

可能になると考えております。 

なお、現時点において、特定の第三者から当社株券等の大量買付けを行う旨の

提案や通告を受けているわけではありません。 

 

2. 本規則の概要 
 

(1) 本規則の骨子 
 

本規則は、①規則本文、②大量買付け提案に際し、大量買付け者及びその関

係者が当社に提出する適正な開示情報を明示した「附則１．情報開示を求める

事項」、③必要な場合には対抗措置として発動する、株主の皆様に対する無償

割当てが行われる新株予約権の概要を定めた「附則２．新株予約権の概要」、

及び④対抗措置を発動するか否かの勧告等を当社取締役会に対して行う独立委

員会の概要を定めた「附則３．独立委員会の概要」から構成されています。 

以下では、本規則の主要な事項について、その概要を説明致しております。

本規則の詳細につきましては、本書面添付（参考資料）の「当社が発行者であ

る株券等の大量買付けに関する規則」、「附則１．情報開示を求める事項」、

「附則２．新株予約権の概要」及び「附則３．独立委員会の概要」をご覧下さ

い。 

 

(2) 本規則の主要な事項 

(a) 情報及び資料等の提出の要請 
本規則は、まず、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保・向上させる

ことを目的として、当社の株券等に対して大量買付け提案が行われる場合に、

大量買付け者及びそのグループ等（本規則第 2 条に定義されます。以下「大

量買付け者等」といいます。）に対し、事前に大量買付け提案の内容を検討

するために必要な情報及び資料（詳細は、本規則「附則 1. 情報開示を求め

る事項」をご参照ください。）の提出を求め、当社が、当該大量買付け提案

についての情報収集、検討等を行う期間を確保した上で、株主の皆様に当社

経営陣の計画や代替案等を提示したり、大量買付け者等との交渉等を行って

いくための手続を定めています。 
 

(b) 新株予約権の無償割当てと独立委員会の利用 
大量買付け者等が、本規則において定められた手続に従うことなく大量
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買付けを開始した場合や、大量買付け提案が本規則に定める適正買付け提

案の要件を満たさず、大量買付け者等による大量買付け提案が当社の企業

価値及び株主共同の利益を害するおそれがあると認められる場合（適正買

付け提案の要件については、本規則第４条をご参照ください。）には、当

社は、当該大量買付け者等による権利行使は認められないとの行使条件及

び当社が当該大量買付け者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権

を取得する旨の取得条項が付された新株予約権（その概要は本規則「附則

２．新株予約権の概要」をご参照ください。以下「本新株予約権」といい

ます。）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

により割り当てます。 
なお、本新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得等の判断につ

いては、当社取締役会の恣意的判断を排するため、独立委員会規則（その

概要については「附則３．独立委員会の概要」をご参照下さい。）に従い、

(i)当社社外取締役、(ii)当社社外監査役又は(iii)社外の有識者（実績ある会社

経営者、官庁出身者、投資銀行業務に精通する者、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（以下「独立委員会」といいます。）の判断を経るとともに、当社

株主の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとし

ています。本規則制定当初の独立委員会の委員の氏名及び略歴は本書面添

付（参考資料）のとおりです。 
 

(c) 本新株予約権の行使及び当社による本新株予約権の取得 
仮に、本規則に従って本新株予約権の無償割当てがなされた場合で、大量

買付け者等以外の当社株主の皆様による本新株予約権の行使により、又は当

社による本新株予約権の取得と引換えに、大量買付け者等以外の当社株主の

皆様に対して当社株式が交付された場合には、当該大量買付け者等の有する

当社株式の議決権割合は、最大 1/2 まで希釈化される可能性があります。 
 
 
(3) 本規則に基づく対抗措置の発動又は不発動に係る手続 

(a) 対象となる大量買付け 
本規則は、原則として、当社経営権の取得や支配権の変動あるいは当社の

財務及び事業活動の支配又は影響力の行使を目的として当社の株券等を議決

権割合で 20％以上取得する大量買付けがなされる場合を適用対象とします

（詳細は、本規則第 2条をご参照ください。）。 

当社株券等に対して大量買付けを行おうとする大量買付け者等には、予め

本規則に定められる手続きに従っていただくこととします。 

 

(b) 大量買付け者等に対する情報提供の要求 
大量買付け者等は、大量買付けの実施に先立ち、本規則第 3 条に従い、当

社に対して、当該大量買付け者等が大量買付けに際して本規則に定める手続
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を遵守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下「誓約書」といいます。）

及び本規則附則 1. 「情報開示を求める事項」に定める情報及び資料を提出

していただきます。 
当社取締役会は、大量買付け者等から誓約書並びに当該情報及び資料を受

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します。 
独立委員会は、大量買付け者等から受領した情報及び資料の内容が本規則

第 4 条に定める本必要情報として十分であるか否かを受領後速やかに検討し、

自ら又は当社取締役会を通じてその結果を公表します。独立委員会は、大量

買付け者等から受領した情報及び資料の内容が本規則第 4 条に定める本必要

情報として不十分であると判断した場合には、大量買付け者等に対し、合理

的な回答期限を定めた上、自ら又は当社取締役会等を通じて必要な情報及び

資料を追加的に提出するよう求めることがあります。この場合、大量買付け

者等においては、当該期限までに、必要な情報及び資料を追加的に提供して

いただきます。 
なお、大量買付け者等が本規則に定められた手続に従うことなく大量買付

けを開始した場合には、直ちに、当該大量買付け行為を中止するとともに、

以後本規則に従うよう文書（FAX 若しくはメールによる場合を含む）により

要請します。当該要請後、当該大量買付け行為を中止し、かつ、直ちに本規

則に従う旨の意思表示若しくは具体的是正措置がなされない場合には、当社

取締役会は、本新株予約権の無償割当てを実施します。 
 

(c) 大量買付け提案の内容の検討、大量買付け者等との交渉及び代替案の提示 
① 当社取締役会に対する情報提供の要求 

独立委員会は、大量買付け者等から誓約書及び本規則第 4 条に定める

本必要情報が提出された場合（追加的に要求したものも含みます。）、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大量買付け

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あります。 

② 独立委員会による検討作業 

独立委員会は、本規則第 6 条第 1 項に定める必要情報受領日から原則

として最長 60 日間又は 90 日間の検討期間（本規則第 7 条第 3 項に基づき

延長された場合を含み、以下「独立委員会検討期間」といいます。）を設

定し、当該検討期間内において大量買付け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、当社の企業価値及び株主共同の利益の確

保・向上の観点から、大量買付け者等の大量買付け提案の内容、当社取締

役会による代替案（もしあれば）及び大量買付け者等と当社取締役会の事

業計画等について、比較等の上、当該提案が本規則第 4 条に定める適正買

付け提案の要件に該当するか否かの検討を行います。また、独立委員会は、

必要があれば、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上という観
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点から当該大量買付け提案の内容を改善させるために、当社取締役会等を

通じて当該大量買付け者等と協議・交渉を行うものとし、併せて、株主の

皆様に対し、取締役会が作成した代替案（もしあれば）の提示を行うもの

とします。 

大量買付け者等は、独立委員会が、独立委員会検討期間において、自

ら又は当社取締役会等を通じて、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。

なお、大量買付け者等は、独立委員会検討期間が終了するまでは、大量買

付けを開始することはできないものとします。 

独立委員会が、当初の独立委員会検討期間満了時までに、本新株予約

権の無償割当ての実施また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、当該大量買付け提案の内容の検討、当該大量買付け者及びそ

のグループ等との交渉及び代替案の検討等に必要とされる合理的な範囲内

で、独立委員会検討期間を延長する旨の決議を行うことができます。独立

委員会検討期間を延長する場合は、その期間と理由について公表します。 

③ 株主に対する情報開示 

独立委員会は、自ら又は当社取締役会等を通じて、大量買付け提案の

提出の事実及びその概要並びに必要情報の概要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、独立委員会が適切と判断する時点で

株主の皆様に対する情報開示を行います。 

 

(d) 独立委員会における勧告等 
独立委員会は、本規則第 7 条第 3 項に定める手続に従い、当該大量買付

け提案等につき、当社取締役会に対して本新株予約権無償割当ての実施又

は不実施等についての勧告等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勧告等を行っ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について、速やかに情報開示を行います。 

 

(e) 取締役会の決議 
当社取締役会は、独立委員会から上記勧告を受けた場合には、これを最

大限尊重して速やかに、本新株予約権無償割当ての実施又は不実施等（本

新株予約権の無償割当ての中止及び本新株予約権の無償取得を含みま

す。）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。 

 

(4) 本規則の廃止及び変更又は修正 
 

本規則は、(ｲ)当社取締役会において、適正買付け提案に関する本新株予約

権の無償割当ての不実施が決議された後、当該適正買付け提案を行った大量買

付け者及びその関係者が当社の株券等を議決権で過半数保有するに至った場合、
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(ﾛ)当社取締役会が、本規則の廃止を決定した場合、又は(ﾊ)本規則の 3 年間の

有効期間の満了後、有効期間の延長が行われなかった場合に廃止されます。 

また、本規則は、大量買付け提案が当社に提出される前にあっては、当社株

主全体の利益に重大な影響を及ぼさない限りで、あるいは、大量買付け提案が

提出された以降にあっては、本規則中曖昧なあるいは誤解を生ぜしめるような

条項若しくは齟齬・瑕疵のある条項を是正するために必要がある場合、又は法

令の改正等があった場合には、当社取締役会において変更又は修正を行う場合

があります。 

 

3. 本規則が株主の皆様、投資家の皆様及び大量買付け者に与える影響 
 

(1)株主の皆様に与える影響 
 

本規則が施行されても、本新株予約権の無償割当てが行われない限り、当社

の株主の皆様に直接具体的な影響が生じることはありません。 

当社取締役会の決議により本新株予約権の無償割当ての実施が決定された場

合、割当基準日における株主の皆様に、その保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、下記 4.（2）③において記載する本新株予約

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されることになります。但し、当社は、

下記 4.（2）④に記載する手続により、大量買付け者とその関係者等（大量買

付け者及びその関係者のために行使しようとしている者、大量買付け者及びそ

の関係者による当社の株券等に対する公開買付けに関して公開買付応募申込書

を提出している者、又は公開買付け応募契約を締結している者を含みます。）

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。当社がこのような取得の手続をとった場合、大量買付

け者とその関係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せずに、当社株式を受領することとなります。その場合、

保有する当社株式 1 株あたりの価値の希釈化は生じますが、保有する当社株式

全体の希釈化は生じません。 

 

(2)投資家の皆様に与える影響 

  当社の経営権取得や支配権の変動あるいは当社の財務及び事業活動の支配又

は影響力の行使を目的とした当社の株券等の大量買付け者が現れた場合には、

当社株価の変動が予想されるとともに、対抗措置として新株予約権の無償割当

てが決議された場合には、当社株式 1 株あたりの価値の希釈化が想定されたり、

あるいは新株予約権無償割当て決議後に取得条項により当該新株予約権の無償

取得が行われ新株の交付が行われない場合には、想定された当社株式 1 株あた

りの価値の希釈化が生じない事態なども想定される等、その時々の状況により

当社株価及び株式 1 株あたりの価値が変動する可能性がありますので、投資家
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の皆様は不測の損害を被らない様にご留意下さい。なお、割当基準日以降（権

利落ち日以降）に当社の株主となった場合には、新株予約権の無償割当ては受

けられず、新たに取得した当社株式 1 株あたりの価値が希釈化される場合も想

定されますので、併せてご留意下さい。 

なお、大量買付け提案に関する検討結果その他投資判断に著しい影響を与え

ると想定される重要な事項に関して当社が何らかの決定をした場合には、証券

取引法及び東京証券取引所が定める「上場有価証券の発行者の会社情報の適時

開示等に関する規則」等に則り、広く投資家の皆様に遅滞なく適正かつ公平な

情報が浸透する様に適時開示情報閲覧サービス（TD ネット）や当社ホームペ

ージ上での情報開示を行います。 

 

(3)大量買付け者及びその関係者に与える影響 
 

当社の経営権取得や支配権の変動あるいは当社の財務及び事業活動の支配又

は影響力の行使を目的として当社株券等を議決権割合で 20％以上取得する大

量買付けを行う場合は、本規則を尊重し遵守して頂く必要があります。本規則

に従わずに大量買付けが行われた等の理由により、当社取締役会決議において

対抗措置の発動が決議された場合には、本新株予約権の無償割当てが行われま

す。当該大量買付け者及びその関係者は、本新株予約権の割当てを受けても本

新株予約権の行使は出来ませんので、大量買付け者及びその関係者は当社株式

の保有割合が最大 1/2 程度まで希釈化されることが想定されます。 

 

４．本新株予約権の割当てに伴い当社株主の皆様に必要とされる手続き 
 

(1)所有株式の名義書換手続き 
 

当社は、本規則に従って本新株予約権の無償割当てを行う場合には、本新株

予約権の無償割当てに係る割当基準日の 2 週間前にその旨の公告を致します。

本新株予約権は、割当基準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の皆様に対し割当てられます（但し、新

株予約権証券は発行致しません。）ので、当社株主の皆様は同日までに所有株

式について自己の名義への書換手続きを完了しておく必要があります。名義書

換手続きが完了致しておりませんと、本新株予約権の割当てを受けることはで

きません。なお、株式会社証券保管振替機構（ほふり）へ預託を行っている株

券につきましては、名義書換手続きは不要です。 

  

(2)本新株予約権の行使手続き 
 
①当社は、割当基準日における当社の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載

又は記録された当社株主の皆様に対し、原則として、本新株予約権の行使請求

書（当社株主の皆様が大量買付け者及びその関係者でないこと、大量買付け者
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及びその関係者のために行使しようとしているものでないこと又は大量買付け

者及びその関係者による当社の株券等に対する公開買付けに関して公開買付応

募申込書を提出していないことや公開買付け応募契約の締結をしていないこと

についての表明保証条項及び違約金条項等を記載した書式によります。）その

他本新株予約権の権利行使に必要な書類（以下「権利行使請求書類」といいま

す。）を送付致します。 
 
②当社は、権利行使請求書類の送付に併せて、金銭払込取扱場所並びに行使請

求受付場所をご通知申し上げます。 
 

③大量買付け者及びその関係者等を除く株主の皆様は、権利行使期間内に、金

銭払込取扱場所で本新株予約権の行使価額相当の金銭（発行される当社普通株

式 1 株につき 1 円）の払込み手続きを行って頂き、また権利行使請求書類を行

使請求受付場所にご提出頂くことにより、本新株予約権 1 個につき当社普通株

式 1株の発行を受けることができます。 
 
④当社取締役会が、本新株予約権を取得し、対価として当社普通株式を交付す

る旨の決定をした場合には、当社株主の皆様は、行使価額相当の金銭を払い込

むことなく、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

取ることになります。なお、この場合、当社株主の皆様には、別途、大量買付

け者及びその関係者でないこと、大量買付け者及びその関係者のために行使し

ようとしているものでないこと又は大量買付け者及びその関係者による当社の

株券等に対する公開買付けに関して公開買付応募申込書を提出していないこと

や公開買付け応募契約の締結をしていないことについての表明保証条項及び違

約金条項等を記載した書式による書面をご提出頂く必要があります。 
 

⑤上記のほか、名義書換の方法、権利行使の方法、払い込みの方法等の詳細に

つきましては、本新株予約権の割当てに関する決議が行われた後、当社株主の

皆様に対して情報開示又はご通知申し上げますので、その内容をご確認下さい。 

  

５．本規則の継続的な開示方針 
 

本規則は、適時開示情報閲覧サービス（TD ネット）による開示の他、株主、

投 資 家 の 皆 様 が 随 時 内 容 を 閲 覧 で き るように、当社ホームページ

（http://www.haruyama.co.jp/）上に掲載するほか、本規則を制定している旨を

事業報告書において継続的に記載すると共に、当社本社に常備し閲覧に供するこ

とと致しております。 

 

６．本規則制定にあたっての意思決定手続き等 
 

本規則は、平成 19 年 5 月 17 日開催の当社取締役会の承認を得て制定しました

が、平成 19 年 6 月 28 日開催予定の当社第 33 回定時株主総会において以下の通

り、株主の皆様のご承認をいただく予定です。なお、これら議案のいずれかにご
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承認頂けなかった場合には、本規則はその時点で廃止されるものとします。 

(1) 会社法第 278 条第 3 項但書の規定に基づき、当社定款第 14 条に「当会

社は、株主に対する新株予約権無償割当てに関する事項について、取締

役会の決議によるほか、株主総会の決議又は株主総会の決議による委任

に基づく取締役会の決議により決定することができる。」との規定を新

設する件。 

 

(2) (1)により変更後の当社定款第 14 条の規定に基づき、本定時株主総会に

おける決議により、本規則で定める要領により本新株予約権の無償割当

てに関する事項の決定を行なうことを当社取締役会に委任する件。 

 

IV.  上記の各取組みに対する取締役会の判断及びその理由 

 

1. 基本方針の実現に資する取組み（上記Ⅱ）について 
当社の企業価値の向上策やコーポレート・ガバナンス等への取組みは、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するもので

あり、まさに基本方針の実現に資するものです。 
従って、当該取組みは基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合致するも

のであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。 
 

2. 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（上記Ⅲ）について 
(1) 当該取組みが基本方針に沿うものであること 

本規則は、当社株券等に対する大量買付けがなされた際に、当該大量買付

け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たり、株主の皆様のために大

量買付け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するための枠組みであり、基本方針に沿うも

のです。 
 
(2) 当該取組みが当社の株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の

会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと 
当社は、次の理由から、基本方針に照らして不適切な者による支配を防止

する取組みは、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の

会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。 
 

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 

本規則は、経済産業省及び法務省が平成 17 年 5 月 27 日に発表した

「企業価値及び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（企業価値及び株主共同の利益の確保・
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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 株主意思を重視するものであること 

本規則は、上記 6 にて記載したとおり、本定時株主総会において株

主の皆様のご承認が頂けなかった場合は、本規則はその時点で廃止さ

れます。その意味で、本規則は、株主の皆様の意思に基づくものとな

っております。 

 
③ 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 

当社は、本規則の制定にあたり、当社取締役会の恣意的判断を排除

し、当社株主の皆様のために本規則に基づく対抗措置の発動等に際し

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、(ii)当社社外監査役、又は(iii)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。 
当社株式に対して大量買付け提案がなされた場合には、本規則第 7

条及び第 8 条記載のとおり、独立委員会が、当該大量買付け提案の内

容が当社の企業価値及び株主共同の利益を毀損するか否か等の実質的

な判断を行い、当社取締役会はその判断を最大限尊重して会社法上の

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、当社取締役会が恣意的に本規則

に定める対抗措置の発動等の運用を行うことのないよう、厳しく監視

するとともに、同委員会の判断の概要について株主の皆様に情報開示

をすることから、当社の企業価値及び株主共同の利益に適うように本

規則の透明な運営が行われる仕組みが確保されています。 
 
④ 合理的な客観的発動要件の設定 

本規則第 2 条乃至第 8 条記載のとおり、本規則においては、予め定

められた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。 
 

⑤ 第三者専門家の意見の取得 

本規則第 5 条記載のとおり、大量買付け者等が出現すると、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を含み

ます。）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性・客観性がより強く担保される仕組み
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となっています。 
 

⑥ デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと 

本規則第 12 条記載のとおり、本規則は、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ものとさ

れており、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、本規則を

廃止することが可能です。従って、本規則は、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、当社は期差任期制を採用していないため、本規則はスローハ

ンド型買収防衛策（取締役会の構成員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を要する買収防衛策）でもあ

りません。 
 

なお本規則は、関係法令、東京証券取引所の通達「敵対的買収防衛策

の導入に際しての投資者保護上の留意事項」(平成 17 年 4 月 21 日)、

制度要綱「買収防衛策の導入に係る上場制度の整備等」（平成 18 年 1

月 24 日）、規則「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関

する規則」(平成 18 年 5 月 1 日改正)、及び制度概要・留意事項「買収

防衛策の導入に関する上場制度基本的な考え方と制度概要」（平成 19

年 4 月 1 日）等に沿った内容であり、かつ関連する判例の趣旨を十分

反映して制定したものであります。 

以上 

 

 

（別紙） 

１．「当社が発行者である株券等の大量買付けに関する規則」（買収防衛策）

に関する Q&A 

２．大株主の状況 

３．取締役の株式保有状況 

 

（参考資料） 

１．当社が発行者である株券等の大量買付けに関する規則 

２．附則１．情報開示を求める事項 

３．附則２．新株予約権の概要 

４．附則３．独立委員会の概要 

５．独立委員会委員略歴                     
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別紙１：「当社が発行者である株券等の大量買付けに関する規則」（買収防衛策）

に関する Q&A 

 

 この Q&A は、本規則の理解を深めていただくために作成したものです。詳しくは

本規則本文をご覧ください。 

 

Ｑ１．大量買付け規則（買収防衛策）を制定した理由を教えてください。    

 

Ａ１． 当社は、株式等の大量買付けであっても、当社の企業価値及び株主共同の

利益の確保・向上に資する提案であれば、これを一概に否定するものではあ

りません。また、会社の経営権の変動等に関わる買収提案の判断については、

最終的には株主総体の意思に基づき行われるべきものと考えております。し

かしながら、当社の経営を支配する者としては不適切な者による大量買付け

提案のように、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上を毀損する

ものも少なくありません。 

大量買付け提案が行われた場合、当該大量買付け提案に応じるか否かの判

断を当社株主の皆様が適切に行うことができる状況を確保するため、当社取

締役会は、当社株主の皆様に必要かつ十分な判断材料（当社取締役会による

代替案を含みます。）を提供する必要があるものと考えております。また他

方で、大量買付け提案が行われた際に、その時点における当社取締役の自己

保身など恣意的判断が入ることを防ぐため、対抗措置が発動される場合の手

続等をあらかじめ明確化しておくことも必要であると考えております。以上

の理由により本規則を制定することといたしました。 

 

Ｑ２．本規則に定めるルールを買収防衛策として採用した理由を教えてください。     

 

Ａ２． 当社の買収防衛策は、一言で言えば、平時の株主総会導入、有事の独立委

員会勧告・取締役会決議型のプランです。当社の企業内容や規模、株主構成

等を総合的に考慮したとき、当社経営陣から独立した「独立委員会」の勧告

に基づいて当社取締役会が対抗措置の発動の是非を判断する仕組みを整備す

ることによって当社取締役の恣意的判断を排除し、公正で透明性の高い手続

の下で株主の皆様にも理解を得る方法が望ましいと考え、本規則に定めるル

ールを買収防衛策として採用することに致しました。 

    

Ｑ３．本規則が合理的に運用される工夫はされていますか？               

 

Ａ３． 適正な大量買付けであるのに、当社取締役会が自己保身の目的から新株予

約権の割当てを実施してしまうなど、不当な目的に用いられることがあって

はなりません。当社企業価値や株主共同の利益を守るため、本規則本来の効



- 16 - 

用を適正に発揮させるには、本規則が不当な目的に用いられないよう、その

運用に合理性を確保することが必須です。 

合理的な運用を確保するための方策として、①本規則は、株主総会の承認

を得て施行するものであること、②本規則の手続開始要件が客観的に定めら

れていること、③買収提案者に対して当社取締役会が行う対抗措置の発動に

ついての判断は、当社取締役の恣意的判断を排除するため、当社とは独立し

た第三者の「独立委員会」の勧告に基づいて、誠実かつ慎重に決議されるこ

と、④本規則の有効期間は施行から３年間と定められており、有効期間の延

長を行わなかった場合は廃止されること（サンセット条項の存在）などの工

夫がなされております。 

 

Ｑ４．取締役及びその関係者による持株比率が約 48％の割合であるにもかかわらず、

買収防衛策を導入する理由を教えてください。                      

 

Ａ４． 近時の紳士服業界では業界再編の動きが活発化し、会社との合意や株主の

皆様の意思が全く反映されないままに突然公開買付を伴う経営統合の提案を

行う等の事例も発生し、また他業界でも、株主価値や企業価値を毀損するよ

うな弊害のある企業買収提案がなされた事例もあり、今後もその様な事例が

増加する可能性も否定できません。株主の皆様や投資家の皆様あるいは市場

を混乱させるような弊害のある大量買付け提案や企業買収を未然に防ぐ事前

の措置は、このような当社を取り巻く社会環境の中では、株主価値や企業価

値に対するリスクマネジメントの一環として必要不可欠なものと考えており

ます。 

当社は、別紙２及び３のとおり当社取締役及びその関係者により当社株式

の約 48％を保有されております。従って現在は、当社経営陣を中心に安定し

た株主構成となっております。しかしながら、株主それぞれの事情により譲

渡、相続その他の処分がなされ、今後は当社取締役及びその関係者による持

株割合の低下や分散化が進んでいく可能性は否定できないと考えております。

実際に、近年の当社取締役及びその関係者の一部による当社株式の処分等に

伴い、当社取締役及びその関係者による持株割合の低下は既に始まっており

ます。また、当社創業者である代表取締役会長（平成 19 年 3 月 31 日現在 

持株比率約 10.7％）は、高齢でもありますので、今後、譲渡や相続がなされ

るといった事態が発生することが具体的に予想され、現在代表取締役会長が

保有している当社株券等は分散化していくものと考えております。また、当

社の事業基盤を拡大するための店舗展開等により、その必要資金を資本市場

から調達することも有力な選択肢であることから、その場合には、当社取締

役及びその関係者による持株割合は更に低下し、当社株主構成が大きく変化

することが予測されます。 

また、当社の取締役会における合意形成は、各取締役がその職責を踏まえ

個々に判断し、充分な議論を重ねた上で多数決によって行なわれており、各取
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締役の判断や意思が常に同一という訳ではありません。更に、当社取締役及び

その関係者であっても、当社の株主としての議決権行使は各個人の判断のもと

に行われるものであり、当社の経営権の取得等を目的とした当社株式等の大量

買付提案に際し、その者に当社の経営を委ねるべきか否かの判断は、当社取締

役会の判断とは異なる判断を行うことも尊重しなければなりません。 

以上の理由から、当社では現在取締役及びその関係者で約 48％の株式を保

有している状況ではありますが、今後当社株式の流動性が更に増す可能性は十

分にあり、株主価値や企業価値を毀損するような弊害のある買収提案を未然に

回避する必要があると考え、買収防衛策を導入することと致しました。 

 

Ｑ５．買収防衛策の発動により、株主の皆様や投資家、大量買付け者等が経済的な

損失を被ることがありますか？ 

 

Ａ５． 株主の皆様は、新株予約権の割当ての実施が決定した場合、株主の皆様が

保有する当社普通株式 1 株につき新株予約権 1 個の割合で無償で割当てられ

ますが、仮に、株主の皆様が、権利行使期間内に行使に係る手続を経なけれ

ば、他の株主の皆様による新株予約権の行使により、その保有する当社株式

が希釈化されることになります。 

投資家の皆様は、当社の経営権取得等を目的とした当社の株券等の大量買

付け者が現れた場合には、当社株価の変動が予想されると共に、対抗措置と

して新株予約権の無償割当てが決議された場合には、当社株式 1 株あたりの

価値の希釈化が想定されたり、あるいは新株予約権無償割当て決議後に取得

条項により新株予約権の無償取得が行われ新株の交付が行われない場合には、

想定された当社株式 1 株あたりの価値の希釈化が生じない事態なども想定さ

れる等、その時々の状況により当社株価及び株式 1 株あたりの価値が変動す

る可能性がありますので、不測の損害を被らないようにご留意下さい。なお、

割当基準日以降（権利落ち日以降）に当社の株主となった場合には、新株予

約権の無償割当ては受けられず、新たに取得した当社株式 1 株あたりの価値

が希釈化される場合も想定されますので、併せてご留意下さい。 

大量買付け者等は、本規則に従わずに大量買付けが行われた等の理由によ

り、独立委員会の勧告に基づく当社取締役会決議において対抗措置の発動が

決定された場合には、新株予約権の無償割当てが行われますが、新株予約権

の行使は出来ませんので、保有割合が最大 1/2 程度まで希釈化されることが

想定されます。ただし、新株予約権を当社取締役会承諾のもとに第三者に譲

渡することは可能です。                      
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別紙 2： 大株主の状況 

 

（上位 10位）                    平成 19 年 3月 31 日現在 

氏名又は名称 
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（%) 

治山 正史 2,294 13.9% 

治山 正次 1,759 10.7% 

治山 邦雄 1,643 10.0% 

有限会社 岩渕コーポレーション 1,325 8.0% 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 887 5.4% 

株式会社四国銀行 651 4.0% 

ｽﾃｰﾄ ｽﾄﾘｰﾄ ﾊﾞﾝｸ ｱﾝﾄﾞ ﾄﾗｽﾄ ｶﾝﾊﾟﾆｰ 505019 534 3.2% 

はるやま取引先持株会 423 2.6% 

治山 美智子 359 2.2% 

岩渕 典子 350 2.1% 

合計 10,225 62.03% 

（注）1．上記の表からは、失念株式を除いております。 

2．所有株式数の表示単位未満は、四捨五入にて表示しております。 

3. 当社の発行済株式総数は、16,484,578 株です。 
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別紙３： 取締役の株式保有状況 

 

平成 19年 3月 31 日現在 

氏名又は名称 
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（%) 

代表取締役社長  治山 正史 2,294 13.92% 

代表取締役会長  治山 正次 1,759 10.67% 

取締役相談役   森上 賢二 154 0.93% 

常務取締役    野村 耕市 18 0.11% 

常務取締役    村上 繁雄 18 0.11% 

取締役      齊藤  港 1 0.00% 

合計 4,244 25.74% 

（注）所有株式数の表示単位未満は、四捨五入にて表示しております。 
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（参考資料） 

はるやま商事株式会社 

当社が発行者である株券等の大量買付けに関する規則 

（平成 19 年 5 月 17日制定） 

 

第 1 条 本規則制定の目的 

本規則は、当社との合意がないままに、当社の経営権の取得や支配権の変動あるいは

当社の財務及び事業活動の支配又は影響力の行使を目的として当社が発行者である株券

等(注１)（以下「当社の株券等」という。）を大量に買付けする場合、若しくは当社の企業

価値又は株主共同の利益を毀損する可能性が大きい弊害のある当社の株券等の大量取得

行為を防止するため、当社の株券等を適正に大量買付けする場合の規則を定めるもので

ある。 

 

第 2 条 定義 

本規則において、「大量買付け」とは、当社の株券等を議決権割合(注２)で 20％以上取得

し保有者（注３）となる行為をいい、「大量買付け提案」とは、当社の株券等を議決権割合

で 20％以上取得し保有者となることを内容とする提案をいう。大量買付けを行う者を「大

量買付け者及びそのグループ等」といい、①大量買付けを行う個人、法人又はその他の

団体等で株券等の実質保有者（注４）となるもの（以下「大量買付け者」という）の他、②

その共同保有者(注５)、③その特別関係者（注６）、④大量買付け者を実質的に支配している

者（大量買付け者を直接又は間接に支配しているもの（以下「実質的支配者」という。））、

⑤実質的支配者の共同保有者又は特別関係者、⑥大量買付け者又は実質的支配者及びそ

れらの共同保有者又は特別関係者と当該大量買付けに協調して、若しくは合意の上行動

している者を含む。但し、以下の各号に該当する者は、大量買付け者及びそのグループ

等には含まない。 

(1) 本規則施行日現在において、既に当社の株券等を議決権割合で 20％以上保有してい

る者、及び当社が自己株式を取得したことのみを原因として、自己の意思によること

なく当社の株券等を 20％以上保有することになった者。但し、その者がその後に当社

の株券等を取得した場合は含まない。 

(2) 当社の株券等を議決権割合で 20％以上保有するもので、当社の経営権の取得や支配

権の変動あるいは当社の財務及び事業活動の支配又は影響力の行使を目的としない者。

但し、その者が当社の株券等について議決権割合が 20％未満となるように、当社の株

券等を速やかに処分し又は当社の株券等の保有について当社取締役会が了承する内容

の契約を速やかに締結し、履行する場合に限る。 

(3) 当社、当社の従業員持株制度に基づく持株会（以下「はるやま社員持株会」という。）、

はるやま取引先持株会、はるやま社員持株会又は当社取引先持株会のために当社の株

券等を保有する法人又は受託者等、及びはるやま社員持株会又ははるやま取引先持株

会への資金拠出を目的として当社の株券等を保有する法人又は受託者。 

(4) 第 1 号乃至第 3 号に準じて、当社の経営権の取得、支配権の変動、当社の財務及び

事業活動の支配又は影響力の行使を目的としない者として当社取締役会が認める者。 
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（注 1）本規則において、「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」又は同法第 27 条の 2 第 1 項に規定する「株券等」のいずれかに該

当するものをいう。 

（注 2）本規則において、「議決権割合」とは、①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 3項に基

づき保有者とみなされる者を含む。）及びその共同保有者（下記（注 5）で定

義される者をいう。）に関する株券等保有割合（同法第 27 条の 23 第 4 項に定

義される「株券等保有割合」をいう。）又は②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（株券等の買付けその他の

有償の譲受けをいい、取引所金融商品市場の内外及び売買等の方法を問わな

い。）を行う者の株券等所有割合（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。以下同じ。）及び特別関係者（下記（注 6）で定義される

者をいう。）の株券等所有割合の合計をいう。各株券等所有割合の算出に係る

総議決権の数（同法第 27 条の 2第 8項に規定する「総議決権の数」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「発行済株式の総

数」に該当する。）は、当社が公表している直近の情報を参照できるものとす

る。 

（注 3）本規則において、「保有者」とは、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項に基づき保有者とみなされる者を含む。 

（注 4）本規則において、「実質保有者」とは、自己又は他人の名義をもって株券等を

所有する者のほか、証券取引法第 27 条の 23 第 3 項に定める者を含む。 

（注 5）本規則において、「共同保有者」とは、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

含む。 

（注 6）本規則において、「特別関係者」とは、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。 

 

第3条 大量買付け者及びそのグループによる情報等の提出 

1. 大量買付け者及びそのグループ等は、大量買付けの実施に先立ち、本規則に従って、本規

則を遵守する旨の誓約文言等を記載した誓約書（以下「誓約書」という。）を当社取締役

会に提出しなければならない。また、大量買付け提案を当社取締役会に提出する場合には、

大量買付け者及びそのグループ等は、本規則附則 1．に定める「情報開示を求める事項」

に規定する情報及び資料を提出しなければならない。 

2. 大量買付け者及びそのグループ等から誓約書及び本規則附則 1．に定める「情報開示を求

める事項」に規定する情報及び資料を受領した場合は、当社取締役会は本規則第 5条に規

定する独立委員会（以下「独立委員会」という。）に対して、速やかにこれらを提供する。

独立委員会が、本条第 1項に基づき大量買付け者及びそのグループ等によって当社取締役

会に提供された情報及び資料が、本必要情報（第 4 条に定義する。以下同じ。）として不

十分であると判断した場合には、大量買付け者及びそのグループ等に対し、合理的な回答
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期限を定めた上、自ら又は当社取締役会等を通じて情報及び資料を追加的に提出するよう

求めることができる。この場合、大量買付け者及びそのグループ等においては、当該期限

までに、要請された情報及び資料を追加的に提供するものとする。また、当社取締役会又

は独立委員会から大量買付け者及びそのグループ等に対し、提出された情報及び資料に関

し質問又は問い合わせを行い若しくは説明を求められた場合、大量買付け者及びそのグル

ープ等は誠実に対応するものとする。 

3.大量買付け者及びそのグループ等が本規則に従わずに大量買付け又は大量買付け提案の行

為を開始した場合、当社取締役会は、大量買付け者及びそのグループ等に対して、直ちに、

当該大量買付け又は大量買付け提案の行為を中止するとともに、本規則に従うよう文書

（FAX 若しくはメールによる場合を含む）により要請する。当該大量買付け者及びそのグル

ープが当該要請を受けた後、直ちに、当該大量買付け又は大量買付け提案の行為を中止し、

かつ、本規則に従う旨の意思表示若しくは具体的是正措置を行わない場合には、当社取締

役会は、本新株予約権の無償割当ての決議を行う。 

 

第4条 適正買付け提案の要件 

大量買付け提案のうち、「適正買付け提案」とは、当社の経営権の取得又は支配権の変

動あるいは財務及び事業活動の支配又は影響力の行使を目的として、公開買付け（注７）又

は当社の株主が平等に当社の株券等を売却する機会が与えられているその他の方法によ

り当社の株券等を取得することを内容とする提案であり、かつ以下の各号に規定する要件

の全てを満たすものをいう。 

(1) 附則 1.に定める「情報開示を求める事項」に規定する情報及び資料で、かつ（イ）

又は（ロ）の要件のすべてを満たすもの（以下「本必要情報」という。）であること。 

（イ）大量買付け者及びそのグループ等が提出した情報が、形式的に不備がなく、情

報開示時点で一般に入手可能な情報に照らして、重要な点において不正確なも

のでないこと。 

（ロ）日本国内の弁護士が、大量買付け者及びそのグループ等の法律顧問として、当

社取締役会に対して、当該大量買付け者及びそのグループ等が提出する情報に

関し、重要な事項について虚偽の記載がなく、かつ当該情報提出時の状況に鑑

みて記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要かつ重要

な事実の記載が欠けていない旨の意見書を提出すること。 

(2) 大量買付け者及びそのグループ等は、独立委員会検討期間（第 6条に定義する。）が

終了するまで、公開買付けの開始又はその他の方法による大量買付けの着手を行わ

ず、その他本規則に定める手続を遵守するものであることを内容とするものである

こと。 

(3) 当該大量買付け者及びそのグループ等の大量買付け提案が、濫用目的をもって当社

株券等の大量買付けを行う下記（イ）乃至（チ）のいずれかの類型に該当し、当該

大量買付けが当社の企業価値又は株主共同の利益を毀損する恐れがあるものでない

こと。 

（イ） 大量買付け者及びそのグループ等が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若しくは当社の関係者
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に引き取らせる目的で当社の株券等の大量買付けを行うものであると認めら

れる場合（いわゆるグリーンメイラーである場合） 

（ロ） 大量買付け者及びそのグループ等が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

当該大量買付け者やそのグループ会社等に移譲させるなど、いわゆる焦土化経

営を行う目的で当社の株券等の大量買付けを行うものであると認められる場

合（いわゆる焦土化経営目的である場合） 

（ハ） 大量買付け者及びそのグループ等が当社の経営を支配した後に、当社の資産等

を当該大量買付け者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済財源として流

用する予定で当社の株券等の大量買付けを行うものであると認められる場合

（いわゆる資産等流用目的である場合） 

（ニ） 大量買付け者及びそのグループ等が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株式の高値売り抜けをする目的で当社の株券等

の大量買付けを行うものであると認められる場合（いわゆる配当・高値売り抜

け目的である場合） 

（ホ） 大量買付け者及びそのグループ等が、最初の買付け条件を有利に、二段階目以

降の買付け条件を不利に若しくは明確にしないままの買付け条件を設定し、最

初の買付けに応じなければ既存株主が不利益を被るような状況をつくりだし

て、既存株主に株式の売却を売り急がせるような大量買付け提案又は大量買付

けを予定していると認められる場合（いわゆる二段階以上での強圧的な買付け

提案である場合） 

（ヘ） 大量買付け者及びそのグループ等が真摯に合理的な経営を目指すものではな

く、大量買付け者及びそのグループ等による当社経営支配権取得の目的の如何

を問わず当社若しくは当社株主に回復し難い損害をもたらすと認められる場

合 

（ト） 法令又は定款等に違反し、若しくは本規則を遵守しない大量買付けであること

が認められる場合 

（チ） 当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠な当社の従業員、取引先、顧客、地

域社会等との関係を破壊し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する

重大なおそれをもたらす買付け提案である場合 

（注７）本規則において、「公開買付け」とは、証券取引法第 27条の 2に規定する「公

開買付け」をいう。 

(4) 大量買付け提案の条件（買付け等の対価の価格・種類、買付け等の時期、買付け等の

方法の適法性、買付け等の実現可能性、買付け等の後の経営方針・事業計画、および

買付け等の後における当社の他の株主、従業員、顧客、取引先その他の当社に係る利

害関係者に対する対応方針等を含む。）が当社の本源的価値に照らして十分かつ適当

な大量買付け提案等であること。 
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第5条 大量買付け提案の内容の検討に関する第三者機関の設置 

当社取締役会は、大量買付け提案に対する本新株予約権の無償割当ての実施又は不

実施等の判断等に関して、当社取締役会の恣意的判断を排除し、その客観性及び合理

性を担保するため、当社取締役会の諮問に対して勧告等を行う機関として独立委員会

を設置する。独立委員会及び独立委員会が遵守すべき規則の詳細は、本規則附則 3.

「独立委員会の概要」に定める。なお、独立委員会は、大量買付け提案の内容の検討

等に際し、必要に応じて、当社の費用にて、第三者である専門家（弁護士、公認会計

士、フィナンシャル・アドバイザー、コンサルタント、投資銀行、証券会社等をいい、

以下「外部専門家」という。）の助言を受けることができるものとする。 

 

第6条 独立委員会による検討期間の定め 

1. 大量買付け者及びそのグループ等が第 3 条に基づき当社取締役会に対し附則 1．に定

める「情報開示を求める事項」に規定する情報及び資料（第 3 条第 2 項に基づき追加

的に提出された情報及び資料を含む。以下同じ。）並び誓約書を提出した場合、当社取

締役会を通じてこれらを受領した独立委員会は、当該情報及び資料が第 4 条に定める

本必要情報に該当するか否かを速やかに検討するものとする。独立委員会は、自ら又

は当社取締役会を通じて当該情報及び資料の受領後速やかにかかる検討結果を公表す

るものとし、当該情報及び資料が本必要情報に該当すると公表した日をもって「必要

情報受領日」とする。 

2. 必要情報受領日を起算日として、以下の各号に定める期間を大量買付け提案に関す

る独立委員会の検討期間（但し、第 7 条第 3 項に従い、独立委員会は当該検討期間の

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」という。）とする。 

 (1) 当該大量買付け提案が公開買付けによる当社の株券等の取得の提案であり、その

買付け条件が、現金(全額円貨)を対価とし、発行済株式若しくは応募株式の全て

を対象とするものである場合は、必要情報受領日から 60 日以内とする。 

 (2) 前号以外の大量買付け提案の場合は、必要情報受領日から 90 日以内とする。 

 

第7条 大量買付け提案の内容の評価・検討 

1. 当社取締役会による評価・検討 

当社取締役会は、大量買付け提案を受けた場合、必要に応じ、外部専門家の助

言を受け、大量買付け者及びそのグループ等による大量買付け提案の内容を十分

に評価・検討し、当社取締役会としての意見（留保する旨の意見を含む。以下同

じ。）を慎重に取りまとめ、公表するとともに、独立委員会に対してその根拠資料

を提出することができる。また自ら又は独立委員会の要請に応じ、大量買付け者

等との間で大量買付け提案に関する条件について交渉し、当社取締役会として代

替案を提示することができる。 

2. 独立委員会への諮問 

当社取締役会は、大量買付け提案を受けた場合、第 3 条第 1 項に基づき大量買

付け者及びそのグループ等から受領した誓約書、情報及び資料を独立委員会に対
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して提出した上で、当該大量買付け提案の内容が適正買付け提案の要件を満たす

か否かについて諮問する。 

3.  独立委員会による検討・勧告等 

（1）当社取締役会に対する情報提供の要請及び情報開示 

独立委員会は、大量買付け者及びそのグループ等から当社取締役会を通じて誓

約書及び本必要情報が提出された場合、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大量買付け者及びそのグループ等の大量買付け提案の内

容に対する意見、その根拠資料、代替案がある場合にはその案、及びその他独立

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。 

また、独立委員会は、自ら又は当社取締役会等を通じて、大量買付け提案の

提出の事実及びその概要並びに本必要情報の概要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、独立委員会が適切と判断する時点で当社株主

に対する情報開示を行う。 

（2）独立委員会による検討 

独立委員会は、独立委員会検討期間内において大量買付け者及びそのグループ

等並びに当社取締役会から提供された情報、資料等に基づき、当社の企業価値及

び株主共同の利益の確保・向上の観点から、大量買付け者及びそのグループ等の

大量買付け提案の内容の検討、当社取締役会による代替案がある場合には、その

検討及び大量買付け者及びそのグループ等と当社取締役会の事業計画等に関する

情報収集、比較検討等の上、当該提案が第 4 条に定める適正買付け提案の要件を

満たすか否かの検討を行う。 

また、独立委員会は、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上という

観点から当該大量買付け提案の内容を改善させるために、必要に応じ、自ら又は

当社取締役会等を通じて当該大量買付け者及びそのグループ等と協議・交渉を行

うものとし、また、株主に対して当社取締役会の代替案がある場合にはその案の

提示を行う。この場合、大量買付け者及びそのグループ等は、独立委員会の求め

に応じ、独立委員会又は当社取締役会等との協議・交渉等に応じなければならな

い。  

（3）当社取締役会への勧告等 

独立委員会は、独立委員会検討期間の終了までに、以下の基準に従って、本新

株予約権の無償割当ての実施・不実施について勧告する。大量買付け者及びその

グループ等は独立委員会検討期間の終了まで、大量買付け行為等に着手すること

はできない。なお、独立委員会が当社取締役会に対して下記ｲ.からﾊ.に定める勧

告等を行なった場合には、独立委員会は、当該勧告等の概要について、当社取締

役会を通じて速やかに情報開示を行う。 

 

イ. 独立委員会が本規則により新株予約権無償割当ての実施を勧告する場合 

大量買付け提案の内容の検討の結果、大量買付け提案が第 4条に定める適正買

付け提案の要件を満たしておらず、本新株予約権の無償割当てを実施することが
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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または終了の有無を

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

告する。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、

その後の状況に応じて、本新株予約権の無償割当ての中止、または本新株予約権

を無償にて取得する旨等勧告を当社取締役会に対して行うことができるものとす

る。 

 

ロ. 独立委員会が本規則により本新株予約権無償割当ての不実施を勧告する場合 

大量買付け提案の内容の検討、自ら又は当社取締役会を通じて大量買付け者と

の協議・交渉等を行なった結果、当該大量買付け提案が第 4 条に定める適正買付

け提案の要件を満たしていると判断した場合には、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

ことを勧告する。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

を勧告した後も、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、第 4

条に定める適正買付け提案の要件を充足しないことになった場合には、本新株予

約権の無償割当ての実施の勧告を含む新たな判断を行い、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。 

 

ハ. 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満了時までに、本新株予約権の無償

割当ての実施また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

該大量買付け提案の内容の検討、当該大量買付け者及びそのグループ等との交渉

及び代替案の検討等に必要とされる合理的な範囲内で、独立委員会検討期間を延

長する旨の決議を行うことができる。本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または不実施の勧告を行うよう最大限努

力するものとする。 

 

第8条 当社取締役会の決議 

当社取締役会は、第 7 条第 3 項に基づく大量買付け提案等に関する独立委員会の勧告

を最大限に尊重し、本新株予約権の無償割当ての実施または不実施等（新株予約権の無

償割当ての中止及び本新株予約権の無償取得を含む。）について決議を行うものとする。 

 

第9条 開示情報の使用 

   大量買付け者及びそのグループ等が附則１．に従って当社に提出した情報及び資料（本

必要情報に該当するか否かを問わない。）について、当社及び独立委員会は、当該大量買

付け提案に関し、当社の企業価値又は株主共同の利益を確保・維持し、向上させる目的

で使用するものとする（適切と判断する事項について当社株主に対して情報開示をする

ことを含む。）。この場合、当該大量買付け提案が第 4 条に定める適正買付け提案の要件

を満たすか否かについて独立委員会が検討する場合に外部専門家から助言を受ける目的
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で使用する場合を含む。 

 

第10条 本新株予約権の無償割当ての実施 

大量買付け者及びそのグループ等の大量買付け提案に関して、第 3 条第 3 項又は第 8

条に基づく当社取締役会による本新株予約権の無償割当て決議があった場合、当社は本

新株予約権の無償割当てに必要な行為を行い、当社取締役会が別途定める一定の日（以

下「割当基準日」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

記録された当社株主に対し、速やかに本新株予約権を割り当てる。なお、当社は本新株

予約権の割当てを複数回に亘り行うことができる。  

なお、公開買付けが開始されたことにより割当基準日が定められた場合であっても、

公開買付け期間が延長された場合には、法令で許容される限りにおいて、当社取締役会

は一旦定めた割当基準日を変更する場合がある。また、本新株予約権の無償割当てを実

施する前に当該公開買付けが終了し又は撤回され、これにより大量買付け者及びそのグ

ループ等が出現しなかったときは、当社取締役会は独立委員会の勧告に基づき本新株予

約権の無償割当ては中止する。 

 

第11条 適正買付け提案の競合 

大量買付け者及びそのグループ等による当社の株券等の大量買付け提案（以下「先行

提案」という。）がなされ、本規則に従って独立委員会が先行提案につき適正買付け提案

の要件を満たすか否かの検討を進めている期間中に、新たな大量買付け者及びそのグル

ープ等による大量買付け提案（以下「後行提案」という。）がなされた場合は、後行提案

についても先行提案の独立委員会検討期間の終了前である場合に限り、独立委員会は先

行提案と合わせて検討することができるものとする。但し、先行提案の独立委員会検討

期間の終了後であっても、先行提案者の同意がある場合には、独立委員会は、後行提案

と合わせてこれを検討することができるものとする。 

    

第12条 修正、見直し及び廃止 

1. 本規則の廃止 

本規則は、以下の各号のいずれか最も早く到来する時点で廃止される。なお、本項

に基づき本規則が廃止された場合、当社取締役会は速やかにその旨を公表する。但し、

その場合当社株主に対する別段の通知は行わない。 

(1) 独立委員会の勧告に基づき、当社取締役会において、大量買付け提案につき適正

買付け提案の要件を充足するものとして、本新株予約権の無償割当ての不実施が

決議された後、当該大量買付け提案の条件に基づいて大量買付け者及びそのグル

ープ等によって行われる大量買付けにより、大量買付け者及びそのグループ等が

当社の株券等を議決権で過半数保有するに至った時点 

(2) 本条第 3項の規定に基づき、当社取締役会の決定により本規則が廃止される時点 

(3) 本規則の有効期間の満了日（本規則制定後最初に開催される定時株主総会の開催

日から３年間が経過した日。但し、当社取締役会は、本規則の有効期間の満了に

あたり本規則の見直しを行うものとし、本規則の内容を修正し、本規則の有効期
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間を延長することができる。本規則の有効期間の延長が行われた場合は、本規則

の有効期間の満了日は、当該延長期間終了日まで延長されるものとする。） 

2. 当社取締役会による本規則の修正 

本規則は、本規則第 13 条に規定する場合のほか、当社株主又は本新株予約権の保

有者の同意を得ることなく、当社取締役会の決定により、以下の各号の定めに従って

修正を行うことができる。当該修正は、法令、司法判断又は行政規則の改正又は変更

に応じて行う場合を含む。なお、本項に基づき本規則の修正が行われた場合、当社は

速やかにその旨を公表する。但し、その場合当社株主に対する別段の通知は行わない。 

(1) 大量買付け者及びそのグループ等が当社取締役会に対して大量買付け提案を提出

する前にあっては、当社取締役会は、当社株主全体の利益に重大な悪影響を及ぼ

すものでない限りにおいて、当社取締役会が必要若しくは望ましいと判断した修

正を行うことができる。 

(2) 大量買付け者及びそのグループ等が当社取締役会に対して大量買付け提案を提出

した以降にあっては、当社取締役会は、本規則中曖昧なあるいは誤解を生ぜしめ

るような条項若しくは齟齬・瑕疵のある条項を是正するために当社取締役会が必

要若しくは望ましいと判断した事項に関する修正を行うことができる。 

3. 当社取締役会による本規則の廃止 

本規則は、当社取締役会の決定により、いつでも廃止することができる。なお、

本項に基づき本規則の廃止が行われた場合、当社取締役会は速やかにその旨を公表

する。但し、その場合当社株主に対する別段の通知は行わない。 

 

第13条 法令の改正等による修正等 

1.  本規則及び附則 1．並びに附則 2．において引用する証券取引法の規定は、平成 19

年 5 月 17 日現在施行されている証券取引法（昭和 23 年 4 月 13日法律第 25 号。その

後の改正を含む。）を前提としているものであり、平成 18 年 6月 14 日法律第 65号に

て公布された金融商品取引法が施行された場合、当社は、本規則及び附則１．並びに

附則２．に定める「証券取引法」の条項ないし用語の定義等は、其々適宜合理的な範

囲内で「金融商品取引法」の条項ないし用語の定義に読み替え、また、当社取締役会

の決定により上記の条項ないし用語の定義等について本規則の修正を行うことがで

きるものとする。 

2.  前項のほか、本規則及び附則 1．並びに附則 2．において引用する法令（会社法を含

むが、これに限られない。）の規定は、平成 19年 5月 17 日現在施行されている法令を

前提としているものであり、同日以後、法令の新設、改廃又は改正等により、本規則

及び附則 1．並びに附則 2．に定める条項ないし用語の意義等に修正を加える必要が生

じた場合その他当社取締役会により必要と判断された場合においては、当該新設、改

廃又は改正等の趣旨を考慮の上、本規則及び附則 1．並びに附則 2．定める条項ないし

用語の意義等を適宜合理的な範囲内で読み替え、また、当社取締役会の決定により上

記の条項ないし用語の定義等について本規則の修正を行うことができるものとする。 

 

第14条 準拠法 
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本規則及び本規則に基づき割当てが行われる本新株予約権は日本法を準拠法とし、日

本法に従って解釈されるものとする。 
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（参考資料） 

附則１．情報開示を求める事項 

 

当社が発行者である株券等の大量買付けに関する規則（以下「大量買付け規則」という。）

第 3条に基づき、大量買付け者及びそのグループ等が、当社が発行者である株券等（以下「当

社の株券等」という。）の大量買付けに先立って当社取締役会に提出する大量買付け提案とし

て開示を求める情報及び資料の具体的内容は、原則として、以下の通りとする。 

 

１．大量買付け者及びそのグループ等に関する情報及び資料 

  (1) 本附則において大量買付け者及びそのグループ等とは、大量買付け規則第 2 条に定

める者をいい、本附則中のその他の用語についても、本附則において別段の定めの

ない限り、大量買付け規則に定める用語と同義とする。 

    

  (2) 大量買付け者及びそのグループ等に関して当社に提出する情報及び資料 

大量買付け者及びそのグループ等は大量買付け規則第 3 条第 1 項に従って、以下に

定める情報及び資料を当社取締役会に提出しなければならない。以下の情報及び資

料が日本語で記載されたものでない場合は、その邦訳分を添付する。また、独立委

員会は、上記の当社取締役会に提出された情報及び資料が不十分であると判断した

場合は、合理的な範囲内で追加の情報及び資料の提出を大量買付け者及びそのグル

ープ等に対して求めることができる。 

  

イ．大量買付け者及びそのグループ等が法人又はその他の団体の場合 

① 其々の法人又は団体の名称、設立準拠法、本店所在地、電話番号・FAX 番号及

びメールアドレス並びに大量買付け者以外の各関連者と各大量買付け者との関係

に関する説明書資料。 

 

② 其々の法人又は団体の沿革、定款又はこれに準ずる書面、現在の事業の内容、

関係会社の状況、従業員の状況、過去５年間（設立から５年未満のときは設立時

以降）の事業の状況、役員の状況（略歴付）、出資・寄付の額、企業会計原則に従

って作成した単体ベース及び連結ベースの財務諸表（キャッシュフロー計算書、

重要事項説明書、セグメント情報及び勘定科目明細（連結ベースの財務諸表は監

査証明付。）、税務申告書（写）、設備の状況、株式の状況を提出する。 

なお、日本法人で有価証券報告書提出会社の場合は、過去５年分(有価証券報告

書提出会社となってから５年未満のときは、有価証券報告書提出会社となって以

降)の有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書及び臨時報告書並びにこれら

に関する訂正届出書又は訂正報告書を提出する。 

 

ロ．大量買付け者及びそのグループ等が自然人の場合 

其々の国籍、年齢、本籍地、住所、住民票の抄本又はこれに準ずる書面、電話番

号・FAX番号及びメールアドレス、現在の勤務先の名称、本店所在地、勤務先の電話
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番号・FAX 番号及びメールアドレス、職歴（過去５年間の職業、勤務ないし職務に従

事した法人又は団体がある場合は当該法人又は団体の主たる業務及び本店所在地、

各職務の始期及び終期）並びに破産の有無に関する資料。 

 

ハ．大量買付け者及びそのグループ等に関するその他の情報 

大量買付け者及びそのグループ等に関し、以下の事項がある場合は当該事項に関

係する資料。 

① 日本国内外を問わず、過去 15 年間における科刑処分の有無（交通反則金処分を

除く）、科刑処分を受けたことがある場合は、科刑処分決定の年月日、その罪名、

科された刑罰又は処分の内容及び関与した裁判所名に関する資料を添付する。 

② 日本国内外を問わず、過去 15 年間、司法・行政手続きにより、法律又は法令に

違反する行為として認定され、若しくは違反行為として差止めを命ずる判決、決

定若しくは命令等を受け、又はそのような判決、決定若しくは命令等を求める司

法・行政手続きの対象の有無、その他当社株主の意思決定に際し、重大な影響が

あるものと合理的に考えられる訴訟の当事者となったことがある場合には、当該

判決、決定又は命令等に関する資料を添付する。 

なお、上記①、②共に現在係争中のものを含む。但し、現在係争中の場合は、

当該裁判等の審理に影響が無い範囲内での資料提出で可とする。 

 

２．当社が発行者である有価証券の取引及び保有状況 

大量買付け者及びそのグループ等が其々保有する当社が発行者である全ての有価証

券（以下「当社の有価証券」という。）、過去 1 年間に大量買付け者及びそのグループ

等が行った当社の有価証券に係る全ての取引（取引方法、取引価格、取引場所、相手

方を含む。）及び当社の有価証券に関し、大量買付け者及びそのグループ等が其々取り

交わした全ての契約、取り決め及び合意事項（口頭での合意を含む）に関する資料を

提出する。 

なお、大量買付け者及びそのグループ等が、当社の株券等の買付け等の予約を行っ

ている場合又は当社の株券等の売買取引にかかるオプションの取得及び付与を行って

いる場合で、本資料提出以降に買付け等を行うこととなる当社の株券等がある場合に

は、当該契約の内容、相手方、当該契約にかかる当社の株券等の種類及び数ならびに

買付け等を行う予定日に関する資料を添付する。 

 

３．大量買付け提案の目的及び内容 

大量買付け者及びそのグループ等が行おうとしている公開買付け又はその他の方法

による大量買付け提案の目的及びその内容に関する以下の説明資料を提出する。 

 

  (1) 大量買付け提案の目的等 

大量買付け者及びそのグループ等が行おうとしている公開買付け又はその他の方法

による大量買付け提案の目的及び同提案が成就した場合の当社の企業価値並びに株

主共同の利益に対する効果等に関する説明資料。 
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  (2) 大量買付け提案の条件及び方法 

大量買付け者及びそのグループ等が行おうとしている公開買付け又はその他の方法

による大量買付け提案の条件に関し、取得予定の当社の株券等の総数及び種類、買

付けの方法、対価の種類及び金額、交換比率及び金額、買付開始及び終了予定日、

買付期間延長の可能性、買付の撤回・変更予定の有無、買付けその他の取引に条件

を付す場合はその条件、買付けの対象を当社発行済株式の全株を対象としない場合

の買付条件、二段階以上での買付けを予定している場合はその内容、当該買付けそ

の他の取引に関する税効果に関する資料。 

なお、買付の対価として有価証券が含まれる場合には、当該有価証券の発行会社

に関する本附則１．(2)に準じる資料。 

 

  (3) 公開買付けにおける対価の算定根拠 

大量買付け者及びそのグループ等が行おうとしている公開買付け又はその他の方法

による大量買付け提案の条件に関し、当社の株券等を取得する場合の対価の算定方

法及び算定に用いた数値情報に関する資料。 

 

  (4) 大量買付け資金の調達方法 

大量買付け者及びそのグループ等が行おうとしている当社の株券等に関する公開買

付け又はその他の方法による買付けに必要な資金の総額及び資金調達の方法・条件

(資金提供者の氏名若しくは名称、資金調達契約の類型、調達金額、調達条件、契約

(予定)日、返済条件、金利、提供する担保の内容、保証人その他重要な契約事項並

びに調達資金の返済計画）に関する資料。 

 

  (5) 大量買付け後の計画 

当社の株券等の買付け後に、大量買付け者及びそのグループ等が行おうとしている

以下に掲げる事項に関する計画に関する資料。 

① 合併、会社分割、事業譲渡、株式譲渡、株式交換又は株式移転等の組織再編成 

② 当社定款の変更、上場廃止、解散、清算その他当社経営形態に関する異例な変更 

③ 重要資産（有価証券、無形資産を含む。）の譲渡、移転、供与 

④ 配当方針を含む資本政策、資本構成等に関する経営方針 

⑤ 当社子会社・関連子会社に関する経営方針、組織変更（当社店舗等の存廃を含む。）、

経営陣の交代、当社現従業員の配置転換・解雇を含む労使関係の重大な変更 

⑥ 当社事業運営に関する重大な変更 

⑦ 経営権取得後 5年間の事業計画（前提条件を明示した中期損益計画を含む。） 

⑧ 当社の顧客、取引先、関係会社、地域社会その他の利害関係者の取扱いに関する重

大な変更 

⑨ その他事業運営上の変更を伴う計画、提案、取引又は協議等に関する事項 
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 (6) 公開買付け関連資料 

当社の株券等の大量買付け方法として公開買付けによる場合には、公開買付けを行

うに際して証券取引法で開示が求められている事項のうち、下記に掲げる事項。 

① 証券取引法第 27 条の 3に定める公開買付開始公告の案 

② 同法第 27 条の 9に定める公開買付説明書の案 

 

４．当社との取決め 

    大量買付け者及びそのグループ等と当社、当社経営陣又は当社子会社・関連子会社

との間における、既存又は検討中の重要な契約、取決め又は合意事項に関する資料。 

 

５．法令に基づく許認可等 

① 大量買付け提案に関し日本国内外を問わず適用される可能性のある法令等に基

づく規制事項、独占禁止法又はその他の法令に基づく承認又は許認可の有無。 

② 上記①に関し、遵守すべき規制事項の詳細、遵守するために必要な事項の詳細、

取得すべき承認や許認可の詳細、承認又は許認可が得られる見通しについて当社

取締役会が判断するために必要な具体的情報。 

 

６．当社の大量買付け規則を遵守する旨の誓約書 

当社所定の書式による当社の大量買付け規則を遵守する旨の誓約書に記名捺印（自

筆による署名、法人若しくは団体等の場合は代表取締役若しくは代表者による自署と

する。）の上、資格証明書及び印鑑証明書(いずれも発行から 3ヶ月以内のもの)を添付

し、大量買付け提案の提出時に当社宛提出する。 

 

７．その他の情報及び資料 

上記の他、当社株主が大量買付け提案の受諾の可否につき適正に判断するために必

要であるとして当社取締役会が合理的な範囲内で要請する情報及び資料。 

 

8．提出先 

大量買付け規則並びに本附則に定める情報及び資料等の提出は、当社の本社管理部

宛に料金支払済みの郵便により送付するものとする。 

   【 宛先 】 

〒700-0822 岡山県岡山市表町 1丁目 2番 3号 はるやま商事株式会社 管理部  
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（参考資料） 

附則２．新株予約権の概要  

 

当社が発行者である株券等の大量買付けに関する規則（以下「大量買付け規則」という。）

第 10 条に基づき割当てが行われる新株予約権の概要を以下の通り定める。なお、以下で用い

られる用語は、本附則において別段の定めがない限り、大量買付け規則に定義された用語と

同義とする。 

 

1. 新株予約権の名称 

第１回株主無償割当て取得条項付新株予約権（以下「本新株予約権」という。） 

 

2. 株主に割り当てる本新株予約権の総数 

大量買付け規則第 10条に定める割当基準日における当社の最終の発行済株式総

数（但し、割当基準日において当社が保有する当社普通株式の数を除く。）と同数

とする。 

 

3. 本新株予約権の割当て方法 

割当基準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

れた当社以外の当社株主に対し、保有する当社普通株式１株につき１個の割合で

本新株予約権を割り当てる。 

 

4. 本新株予約権の割当て価額 

無償とする。 
 

5. 本新株予約権無償割当てがその効力を生ずる日 

本新株予約権無償割当て決議において定める。 
 

6. 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はいつでも、当社取

締役会において別途決定される日が到来することを条件として、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、当社取締役会において別途決定される日が到来することを条件とし

て、大量買付け者及びそのグループ等並びに取得日までに当社所定の書式に

よる書面（本新株予約権者が大量買付け者及びそのグループ等に該当せず、

大量買付け者及びそのグループ等のために行使しようとしているものでは

ないこと及び大量買付け者及びそのグループ等による当社の株券等に対す

る公開買付に関し公開買付応募申込書の提出や公開買付応募契約の締結を

していないこと等についての表明保証条項及び違約金条項等を記載した書

式による。）を提出しないもの（但し、当社が当該書面の提出を求めなかっ

た者を除く。）（以下「非適格者」という。）以外の本新株予約権者が保有す
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る本新株予約権のうち、当社取締役会において別途決定される日の前日まで

に未行使の本新株予約権の全てを取得し、代わりに本新株予約権 1個につき

当社普通株式１株を交付することができる。また、かかる取得がなされた日

以降に、本新株予約権者のうち非適格者以外の者が存在すると当社取締役会

が認める場合には、上記の取得がなされた日より後の当社取締役会が定める

日が到来することを条件として、当該者の有する本新株予約権のうち、未行

使のもの全てを取得し、代わりに本新株予約権 1個につき当社普通株式１株

を交付することができるものとし、その後も同様とする。 

(3) 上記(1)の他、当社は本新株予約権無償割当て決議において、本新株予約権

の取得に関する条件及び手続き等を定める。 

 

7. 本新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

(1) 本新株予約権の目的となる株式の種類 

当社普通株式とする。 

(2) 本新株予約権の目的となる株式の数 

① 本新株予約権１個当りの目的となる株式の数（以下「対象株式数」とい

う。）は１株とする。但し、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、対

象株式数は次に定める算式により調整する。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わないものとする。 

調整後の対象株式数＝調整前の対象株式数×分割・併合の比率 

② 調整後の対象株式数は、株式分割の場合は株式分割に係る基準日の翌日

以降、株式併合の場合は会社法 219 条第 1 項に規定する期間満了の日の

翌日以降、これを適用する。 

③ 上記①に定めるほか、組織再編行為（下記 14.で定義される。以下同じ。）

により対象株式数の調整を必要とするときは、組織再編行為の条件等を

勘案の上、対象株式数につき合理的な調整を行うものとする。 

 

8. 本新株予約権の行使に際して出資される財産及びその価額 

各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、各本

新株予約権の行使に際して出資をなすべき当社普通株式の１株当りの額（以下、

「行使価額」という。）に対象株式数を乗じた額とする。 

 

9. 本新株予約権の行使価額 

行使価額は１円とする。 
 

10. 本新株予約権の行使に際して出資される金銭払込取扱場所 

本新株予約権無償割当て決議において定める。 

 

11. 本新株予約権の行使請求期間 

本新株予約権無償割当て決議において決定される日を初日とし、１ヶ月から 3
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ヶ月を越えない範囲で本新株予約権無償割当て決議において定める期間とする。 

なお、上記 6.の規定に基づき当社が本新株予約権を取得する場合、当該取得に係

る本新株予約権についての行使期間は、当該取得日の前日までとする。また、行

使請求期間の最終日が払込取扱場所の休業日にあたる場合は、払込取扱場所の前

営業日を最終日とする。 

 

12. 本新株予約権の行使請求受付場所 

本新株予約権無償割当て決議において定める。 
 

13. 本新株予約権の行使条件 

(1) 大量買付規則第 2 条で定める大量買付け者及びそのグループ等は、本新株

予約権を行使することができない。 

(2) 当社は、本新株予約権の行使の条件（及び取得条項が付された場合は取得

の条件）として、本新株予約権の保有者に、自己が大量買付け者及びその

グループ等ではないこと及び本新株予約権を大量買付け者及びそのグルー

プ等のために保有する者ではないことの確認又は資料の提出を求めること

ができる。上記の確認又は資料の提出がなされない場合には、当社は、当

該本新株予約権の保有者を大量買付け者及びそのグループ等とみなすこと

ができる。 

(3) 本新株予約権者が、当該本新株予約権の行使により将来発行されるべき当

社株式を大量買付け者及びそのグループ等に対して譲渡する旨合意してい

るときは、当該本新株予約権者はその旨を当社に書面で届出なければなら

ない。この場合、当社は、当該本新株予約権の保有者を大量買付け者及び

そのグループ等とみなすことができる。本新株予約権の割当てを受けた当

社株主が、割当て日現在において保有する株式を大量買付け者及びそのグ

ループ等に対して譲渡したとき又は譲渡する旨を合意しているときは、当

社は、当該株式に対して割当てられた本新株予約権の行使により将来発行

されるべき当社株式について、大量買付け者及びそのグループ等に対する

譲渡が合意されたものとみなすことができる。 

(4) 上記の他、外国法令が適用される当該法令の管轄地（以下「当該管轄地」

という。）を所在地又は本拠地とする本新株予約権者は、当該外国法令所定

の手続きの履行、若しくは当該外国法令所定の条件（一定期間の行使禁止、

当該外国法令所定の書類の提出を含む。）の充足、又はその双方（以下「準

拠法による行使及び手続きの条件」という。）が必要とされる場合は、当該

準拠法による行使及び手続きの条件が全て履行又は充足されたと当社取締

役会が認める場合に限り本新株予約権を行使することができる。但し、当

該管轄地を所在地又は本拠地とする本新株予約権者が本新株予約権を行使

するに際し、当社が履行又は充足することが必要とされる準拠法による行

使及び手続きの条件については、当社はこれを履行又は充足する義務は負

わないものとする。また、当該管轄地を所在地又は本拠地とする本新株予
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約権者に本新株予約権を行使させることが当該法令上認められない場合に

は、当該管轄地を所在地又は本拠地とする本新株予約権者は、本新株予約

権を行使することができないものとする。 
 

 

14. 組織再編行為の場合の新株予約権の承継 

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、

吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会

社となる株式交換、または株式移転完全子会社となる株式移転（以下「組織再編

行為」と総称する。）を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生時点において行

使されておらず、かつ当社により取得されていない本新株予約権に代わり、其々

吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、

株式交換完全親会社又は株式移転設立親会社は、当社が本新株予約権株主無償割

当て決議において定める無償割当てに関する事項に基づき新株予約権者に新たに

新株予約権を交付することができるものとする。  

 

15. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本

準備金 

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合、本新株予約権の行使

に際し払い込まれた上記 8.の金銭全額を資本に組み入れ、資本準備金は増加しな

い。 

 

16. 本新株予約権の行使の方法及び行使の請求場所 

本新株予約権の行使は、当社所定の新株予約権行使請求書（本新株予約権者が

買収提案者及びそのグループ等に該当せず、大量買付け者及びそのグループ等の

ために行使しようとしているものではないことについて及び大量買付け者及びそ

のグループ等による当社の株券等に対する公開買付に関し公開買付応募申込書の

提出や公開買付応募契約の締結をしていないこと等についての表明保証条項及び

違約金条項等を記載した書式による。）に本新株予約権者の氏名、住所、行使する

本新株予約権の個数及び対象株式数等の必要事項を記載し、これに記名捺印の上、

必要に応じて別に定める本新株予約権行使に要する書類並びに会社法、証券取引

法その他の法令及び関連法規（日本証券業協会及び東京証券取引所の定める規則

等を含む。）上その時々において要求されるその他の書類（以下「行使請求書添付

書類」という。）を添えて上記 12.で定める行使請求受付場所に提出し、かつ、当

該行使に係る本新株予約権の行使に際して出資すべき上記 8.の金銭を上記 10.で

定める金銭払込取扱場所に払い込むことにより行われるものとする。 

 

17. 本新株予約権行使請求の効力発生時期 

本新株予約権の行使請求の効力は、上記 16.の規定に従い、行使に係る本新株予

約権行使請求書及び行使請求書添付書類の提出並びに当該行使に係る本新株予約
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権の行使に際して出資すべき上記 8.の金銭が払い込まれた時に発生する。 

 

18. 本新株予約権の譲渡制限 

本新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。 

 

19. 本新株予約権証券の発行に関する事項 

本新株予約権証券は、発行しない。 
  

20. 本新株予約権者に対する通知等 

(1) 本新株予約権者に対する通知又は催告は、本新株予約権原簿に記載し又は

記録した当該本新株予約権者の住所（当該新株予約権が別に通知又は催告

を受ける場所又は連絡先を文書により当社に通知をした場合には、その場

所又は連絡先）宛てに書面により行うものとし、かかる通知又は催告は、

通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。 

(2) 上記(1)の通知又は催告の内容等に関する本新株予約権者の承諾について

は、本新株予約権者に上記(1)の通知又は催告が到達したとみなされる日

から 14 日以内に、新株予約権者から当社に対して別段の意思表示がなさ

れない場合には、当社は本新株予約権者がこれを承諾したものとみなすこ

とができる。 

(3) その他本新株予約権者に対する通知は、法令等の定めにより行う。 

 

 21. 当社に対する通知 

本新株予約権者が当社に対して行う通知又は請求は、当社の本社住所の管理部

宛（但し、当社が書面をもって別異の住所及び宛先を指定した場合は、当該住所

若しくは宛先）に交付し又は当該住所及び宛先に対し料金支払い済の郵便により

送付するものとする。 

 

 22. その他の事項 

本概要に定める事項のほか、本新株予約権の割当てに関して法令上必要とされ

る事項は、本新株予約権無償割当て決議又は当社取締役会において定める。 
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附則３．独立委員会の概要  

 

当社が発行者である株券等の大量買付けに関する規則（以下「大量買付け規則」とい

う。）第５条に基づき設置される独立委員会（以下「本委員会」という。）の概要を以下

の通り定める。なお、以下で用いられる用語は、本附則において別段の定めがない限り、

大量買付け規則に定義された用語と同義とする。 

 

１． 本委員会の設置 

本委員会は、当社取締役会の決議により設置される。 

 

２． 委員の構成 

本委員会の委員は３名以上とし、大量買付け提案の内容を客観的かつ合理的に判断す

るため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役、社外監査役及び社

外有識者の中から、当社取締役会が選任する。 

 

３． 本委員会の任務 

本委員会は、次の各号に掲げる事項について決定し、その決定内容を、その理由及び

根拠を付して、当社取締役会に対して勧告する。当社取締役会は、本委員会の勧告を最

大限尊重し、新株予約権の無償割当ての実施また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、本委員会の各委員は、こうした決定にあたっては、当社の企

業価値及び株主共同の利益の確保・向上に資するか否かの観点からこれを行うことを要

し、自己または当社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) 本新株予約権無償割当ての実施または不実施 

(2) 本新株予約権無償割当ての中止または本新株予約権の無償取得 

(3) その他本規則及び各附則で定めた事項 

(4) その他当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が本委員会に諮問した

事項 

 

４． 大量買付け者等との協議・交渉等 

本委員会は、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上という観点から大量買

付け提案等の内容を改善させるために必要があれば、自ら又は当社の取締役会を通じて、

大量買付け者等と協議・交渉等を行うものとする。 

 

５． 独立委員会への出席要請 

本委員会は、必要な情報収集を行うため、当社の取締役、監査役、従業員その他本委

員会が必要と認める者の出席を要求し、本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。 

 

６． 委員の任期 
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本委員会の委員の任期は、選任後 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。ただし、当社取締役会の決議により特段の定

めをした場合はこの限りでない。 

 

７． 外部専門家の助言 

本委員会は、当社の企業価値及び株主共同の利益に資するような本委員会の判断を確

保するため、外部専門家に対して、当社の費用負担により助言等を得ることができる。 

 

８． 本委員会の招集・決議 

(1)本委員会の委員は、当社に対して大量買付け等がなされた場合又は方法の如何にかか

わらず大量買付け者等が当社株券等の大量買付けを行う意向を当社もしくは第三者

に示した場合等その他いつでも本委員会を招集することができる。 

(2)本委員会決議は、原則として、本委員会の委員全員が出席し、その過半数をもってこ

れを行う。ただし、本委員会の委員に事故あるとき、その他やむを得ない事情がある

ときは、本委員会の委員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行う。 
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独立委員会委員略歴 

 

本規則制定当初の独立委員会の委員は、以下の 3 名により構成される予定です。 

 

 

松本 豊（まつもと ゆたか） 

【略 歴】 

昭和 10年３月１日生 

平成５年３月     伊藤忠商事株式会社退職 

平成６年 10月     株式会社リオンドール 代表取締役社長 

平成 12年 10 月    同社相談役 

平成 13年９月     同社退職 

平成 15年６月     監査役就任（現任） 

 

松本 豊氏は会社法第 2 条第 16 号に規定される社外監査役です。同氏と当社との間に

特別の利害関係はありません。 

 

 

熊谷 茂實（くまがい しげみ） 

【略 歴】 

昭和９年２月 24日生 

平成２年７月  広島国税局直税部次長 

平成３年７月   岡山東税務署長 

平成４年７月   広島国税局徴収部長 

平成５年７月   退官 

         税理士登録開業（現職） 

平成 17年６月   監査役就任（現任） 

 

熊谷 茂實氏は会社法第 2 条第 16 号に規定される社外監査役です。同氏と当社との間

に特別の利害関係はありません。 

 

石井 克典（いしい かつのり） 

【略 歴】 

昭和 46年１月 31日生 

平成 12年 10 月  弁護士登録 

平成 12年 10 月  太陽綜合法律事務所入所 

平成 18年５月   太陽綜合法律事務所退所 

平成 18年５月   石井克典法律事務所開所  

 以 上 




