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当社株式の大量買付行為への対応策(買収防衛策)の導入について 

 

 

当社は、平成１９年５月２１日開催の当社取締役会において、会社法施行規則１２７条

に定める「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」（以

下「会社の支配に関する基本方針」といいます。）を決定するとともに、当社および当社グ

ループ会社（以下「当社グループ」といいます。）の企業価値ひいては株主共同の利益を確

保し、さらに向上させることを目的として、当社株式の大量買付行為への対応策（買収防

衛策）（以下「本プラン」といいます。）の具体的内容を決定いたしましたので、以下のと

おり、お知らせいたします。本プランは、第９５期事業年度に係る当社定時株主総会（以

下「本定時株主総会」といいます。）における株主の皆様のご承認を条件に導入することと

いたします。なお、本プランの具体的内容を決定した当社取締役会には、社外監査役３名

を含む当社監査役５名が出席し、その全員が本プランの導入に賛成しております。 

なお、現時点において、特定の第三者から大量買付行為を行う旨の通告や提案を受けて

いるわけではありません。 
 

 

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 
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１ ．当社グループの企業価値の源泉 

当社は、古い歴史を持つ「東京証券」と、中部地域を地盤とする「東海丸万証券」が 2000
年 10月に合併して誕生した証券会社です。 
当社グループは、株式、債券、投資信託を中心とする資産運用のお手伝いなどを主体と

した対面によるリテール営業に強みを有しております。お客様のニーズに真摯に耳を傾け、

魅力ある商品や投資情報サービスの提供を通じて、ベストな解決策を提示することにより、

お客様にとって信頼感のある魅力的な証券会社を目指して参りました。 
当社グループは、「貯蓄から投資」への流れが進む中で銀行、証券、保険など各金融市場

の垣根が一層低下し競争が激化している昨今、お客様の利便性を向上させるためにはどの

ようなサービス展開が可能であるか、公正な証券市場の発展を担う一企業としてどのよう

な企業責任が果たせるか、などの諸課題について取り組むことに当社グループの存在意義

があると考えております。このような使命に対して、当社グループは、金融のプロフェッ

ショナルの自覚と社会に貢献する企業であるという倫理観を持って企業努力を続けること

が、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上をもたらすものと考え

ております。 
こうした取組みを支える、当社グループの企業価値の源泉は、①証券市場のプロフェッ

ショナルとして蓄積してきた証券業の専門知識②東海地区を中心とした地域の株主の皆様、

お客様、お取引先等、様々な関係者と長年にわたり培ってきた信頼関係、③経営戦略を実

現するための明確な行動目標及び企業風土の基盤となるコーポレートカルチャー、にあり

ます。 
当社グループは、多様化するお客様のニーズに応えるプロフェッショナル集団として専

門スキルを高めるため、「リテールカンパニー」と「投資銀行カンパニー」のカンパニー制

を導入しております。リテールカンパニーでは、お客様の資力、商品理解力、リスク許容

度に応じた商品提供を主体としたお客様との対面によるコンサルティング営業を行い、投

資銀行カンパニーでは、お客様である法人企業に対して、新規株式公開（IPO）、公募・売
出にあたっての支援を行う引受業務に注力するとともに、企業の更なる発展を強力にサポ

ートすべく、M&A関連アドバイザリー業務等を手がけております。 
また、当社グループが有する顧客基盤は、特に愛知県を中心とした東海地区（愛知、岐

阜、三重）にあり、この地域では平成 19年 3月末現在で全国 74店舗のうち 35店舗のネッ
トワークがあります。このネットワークは業界最多であり、お客様からの預り資産及び口

座数双方とも当社全体の約 5割がこの東海地区によって占められております。 
また、東海地区で唯一、引受審査機能、調査センターを同地区に持つ強みから、同地区

の IPO引受参入比率は 18年度は 100％を誇ります。 
このように、当社グループは、地域の株主の皆様、お客様、お取引先等、様々な関係者

との信頼関係を背景に、地域経済の発展になくてはならない存在となっております。また

、当社グループは、様々なイベントへの協賛や参加など「企業市民としての活動」を通じ
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て社会参加を行い、地域のお客様に貢献する「コミュニティハウス」として、豊かな健全

な社会の維持・発展に寄与することを目指しております。 
変化の激しい証券市場の中、従業員一人一人が、時代のニーズにあった姿を目指す自己

変革の意識とプロフェッショナルである自覚と責任を持ち、常に変化を恐れず、お客様の

ニーズにあった高付加価値サービスを創造することを可能としております。 
 

２ ．基本方針の内容 

当社取締役会は、上場会社として当社株式の自由な売買が認められている以上、当社取

締役会の賛同を得ずに行われる、いわゆる「敵対的買収」であっても、当社グループの企

業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではあ

りません。また、株式会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるかどうかの判断も、最

終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えています。 
しかしながら、株式の大量買付行為（III ２．（２）において定義されます。）の中には、

その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、

株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式

の大量買付の内容等について検討するためあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案す

るために必要な十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収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収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。当社グループが独立系証

券会社として業界での確固たる地位を築き、当社グループが構築してきたコーポレートブ

ランド・企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させていくためには、Ｉ １．の企
業価値の源泉を維持するとともに、当社の掲げる経営計画を実行していくことが必要不可

欠であり、これらが当社の株式の大量買付行為を行う者により中長期的に確保され、向上

させられるのでなければ、当社グループ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。また、外部者である買収者からの大量買付行為の提案を受けた際には、

前記事項のほか、当社グループ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

その他当社グループの企業価値を構成する事項等、さまざまな事項を適切に把握した上で、

当該買付が当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に及ぼす影響を判断する必要

があります。 
当社としては、当社株式に対する大量買付が行われた際に、株主の皆様が当該大量買付

に応じるべきか否かを判断するに際し、必要十分な情報の提供と一定の評価期間が与えら

れた上で、熟慮に基づいた判断を行うことができるような体制を確保することが、当社グ

ループの企業価値ひいては株主共同の利益に資するものと考えております。 
当社取締役会は、当社株式に対する大量買付行為が行われた際に、当該大量買付行為に

応じるべきか否かを株主の皆様が判断するため、および当社取締役会が株主の皆様に代替

案を提案するために必要な情報や時間を確保し、ひいては株主の皆様のために買収者と交
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渉を行うこと等を可能とする枠組みが、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益

に反する大量買付を抑止するために必要不可欠であり、当社グループの企業価値ひいては

株主共同の利益を著しく損なう大量買付行為（詳細につきましては、III ２．（６）イ．

①乃至⑥をご参照ください。）に対しては、当社は必要かつ相当な対抗をすることにより、

当社グループ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 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社の支配に関する基本方針

の実現に資する特別な取組み 

 

当社は、会社の支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組みとして、以下の取組

みを行っております。 

 

 

１ ．経営３ヵ年計画に基づく取組み 

当社グループは、独立系証券会社として業界での確固たる地位を築いていくために、2006

年 4 月に「経営 3 ヵ年計画：Innovation Jump Up 5」を策定いたしました。経営 3 ヵ年計

画のビジョンとして「３つの数値目標」を掲げ、2009 年 3 月には｢収益力｣：経常利益 400

億円以上、「収益性」：ROE15％以上、「信用力」：格付けシングル A 以上の目標を掲げてお

ります。 

こうした状況を踏まえ、当社は、このような新時代に対応する当社の目指すべき姿とし

て「プレミアハウス」を実現するという中期ビジョンを掲げております。「プレミアハウス」

とは、差別化された商品やサービスの提供など、さまざまな角度で専門性を持ち、社員の

資質も高く、独自の営業ネットワークを持ち、組織力など企業内容の充実度を誇れる会社

のことです。このビジョンを実現するための具体的なターゲットは以下の 3点となります。 
①お客様のニーズに常にベストな解決策を提供できる「ソリューションハウス」 

②当社の基盤となる地域のお客様に貢献する「コミュニティハウス」 

③お客様への最高の品質の商品を提供する「プロダクツハウス」 
さらに、その具体的戦略として「５つの改革」と、それらの改革を支える「IT 戦略とア

ライアンス戦略」を掲げ、その内容は、 
①コーポレート・ガバナンス/コーポレートカルチャーの改革 
②ビジネスポートフォリオ/ビジネスモデルの改革 
③ネットワークの改革 
④商品・サービスの改革 
⑤社員の役割及び生産性の改革 

であり、さらに上記①～⑤を支える「IT 戦略とアライアンス戦略」に基づき、具体的な施
策をそれぞれ実行しております。 
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当社グループは、以上のような経営 3 カ年計画の達成に向けた諸施策を着実に実行する

ことにより、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に努めてまい

ります。なお、経営 3ヵ年計画の詳細については、平成 18年（2006年）5月 11日付で別途

開示しております。「経営 3ヵ年計画：Innovation Jump Up 5」（2006年 4月～2009年 3月）

の概要をご参照ください。 

 

 

２．コーポレート・ガバナンスの強化充実に向けた取組み 

当社では、コーポレート・ガバナンスの強化充実に向けて、執行役員制度を導入して「経

営と執行の分離」を図るとともに、取締役の諮問機関である「検査委員会」を設置すると

ともに、同委員として社外取締役を招聘するなどし、社外取締役によるチェックが機能し

やすい体制としております。 

また、平成１７年９月より、リテール分野および投資銀行分野の専門化を図るためカン

パニー制を導入し、「リテールカンパニー」、「投資銀行カンパニー」を新設し、新組織

のもとで、意思決定の迅速化と全社的な収益力の向上を図っております。 

さらに、コーポレート・ガバナンスとしての内部統制システム等の整備・構築およびコン

プライアンス体制の充実にも積極的に取り組んでおり 今後はより一層のガバナンスの強

化・充実に取り組んでいく所存であります。 
 

以上のように、経営3ヵ年計画に基づく取組みは、当社グループの企業価値ひいては株主

共同の利益を向上させ、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう

買付者が現れる危険性を低減するものと考えます。また、コーポレート・ガバナンスの強

化充実に向けた取組みは、経営3ヶ年計画を推進し、企業価値ひいては株主共同の利益の向

上を図る基盤となるものと考えます。従って、かかる取組みは、会社の支配に関する基本

方針に沿うものであると考えます。 

 

 

III 会社の支配に関する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．本プラン導入の必要性について 

Ｉにおいて述べましたとおり、当社取締役会は、当社株式に対する大量買付行為が行わ

れた際に、当該大量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

締役会が株主の皆様に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

ために買収者と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社グループの企業価値ひい
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ては株主共同の利益に反する大量買付を抑止するための枠組みが必要不可欠であると考え

ております。 
また、当社は公開会社であることから、株主の皆様の自由な意思に基づく取引等により当

社株式が転々譲渡されることは勿論のこと、またかかる株式の譲渡・株主構成の変動等に

より今後当社の発行する株式の流動性が増す可能性があること等に鑑みると、今後当社グ

ループの企業価値ひいては株主共同の利益に反する株式の大量買付がなされる可能性も否

定できません。 
以上の理由により、当社取締役会は、本定時株主総会で株主の皆様のご承認をいただけ

ることを条件として、本プランを導入することを決定いたしました。 
なお、現時点において、特定の第三者から大量買付行為を行う旨の通告や提案を受けてい

るわけではありません。 
 
 

２．本プランの内容 

（１）本プランの概要 

イ．基本方針 
本プランは、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させる

ことを目的として、当社の株券等の大量買付行為が行われる場合に、大量買付行為を

行おうとする者（以下「大量買付者」といいます。）に対し、（i）事前に大量買付行為

に関する必要かつ十分な情報の提供を求め、（ii）大量買付行為についての情報収集・

検討等を行う時間を確保した上で、（iii）株主の皆様に対し当社経営陣の計画や代替案

等を提示すること、あるいは大量買付者との交渉を行っていくための手続きを定めて

います。かかる必要かつ十分な情報の提供と大量買付行為についての情報収集・検討

等を行う時間を確保するため、大量買付者には、取締役会評価期間（III ２．（４）に

おいて定義されます。）が経過するまで大量買付行為の開始をお待ちいただくことを要

請するものです。 
 
ロ．新株予約権無償割当ての利用 

大量買付者が本プランにおいて定められた手続に従うことなく買付等を行う等、当

社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合（詳

細につきましては、III ２．（６）イ．①乃至⑥をご参照ください。）には、当社は、

当該買付者等による権利行使は２年間認められないとの行使条件および当社が当該買

付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（その主な内容は III ２．（９）「本新株予約権の無償割当ての概要」にて

後述するものとし、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（会社法第 277条以降に規定されます。）により割
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り当てます。 

 
ハ．独立委員会の設置と同委員会への諮問 

大量買付者が本プランに定められた手続きを遵守したか否か、大量買付行為が企業

価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうか否かおよび新株予約権無償割当てを実

施するか否かの検討並びに判断については、その客観性、公正性および合理性を担保

するため、当社は、取締役会から独立した組織として独立委員会を設置し、本プラン

に定めた対抗措置の発動に関して当社取締役会は、かかる独立委員会に必ず諮問する

こととします。 
独立委員会は、大量買付者、当社の取締役、監査役、従業員等に必要に応じて独立

委員会への出席を要求し、必要な情報について説明を求めながら、取締役会から諮問

を受けた事項について審議・決議し、その決議の内容に基づいて、当社取締役会に対

し勧告を行います。この勧告は公表されるものとし、当社取締役会はかかる勧告を最

大限尊重して新株予約権無償割当ての実施また不実施につき速やかに決議を行うもの

とします。 
本プランは、取締役会の決議に際しては独立委員会による勧告手続を経なければな

らず，かつ同勧告を最大限尊重しなければならないものとすることにより、取締役会

の判断の客観性、公正性および合理性が確保できるよう設計されています。 
なお、当社取締役会が諮問する、かかる新株予約権無償割当ての概要につきまして

はIII ２．（９）をご参照ください。 
 

（２）対象となる大量買付行為 

本プランは、以下の①乃至③のいずれかに該当しまたはその可能性がある行為がな

され、またはなされようとする場合（以下「大量買付行為」といいます。）を適用対象

とします。 
 

① 当社が発行者である株券等1に関する大量買付者の株券等保有割合2が 20％以

上となる当該株券等の買付その他の取得3 

                                                  
1 証券取引法第 27 条の 23 第 1 項に定義される株券等をいいます。以下本書において別段の定めがない限

り同じとします。 
2 証券取引法第 27 条の 23 第 4 項に定義される株券等保有割合をいいます。以下本書において同じとしま

す。なお、かかる株券等保有割合の計算上、(ⅰ)同法第 27 条の 2第 7項に定義される特別関係者、ならび

に(ⅱ)大量買付者との間でファイナンシャル・アドバイザー契約を締結している投資銀行、証券会社その

他の金融機関ならびに大量買付者の公開買付代理人および主幹事証券会社（以下「契約金融機関等」とい

います。）は、大量買付者の共同保有者（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ま

す。以下同じ。）とみなします。また、かかる株券等保有割合の計算上、当社の発行済株式の総数は、当社

が公表している直近の情報を参照することができるものとします。 
3 売買その他の契約に基づく株券等の引渡請求権を有することおよび証券取引法施行令第 14条の 6に規定

される各取引を行うことを含みます。 
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② 当社が発行者である株券等4に関する大量買付者の株券等所有割合5とその特

別関係者6の株券等所有割合との合計が20％以上となる当該株券等の買付その

他の取得7 

③ 当社が発行者である株券等に関する大量買付者が、当社の他の株主との間で当

該他の株主が当該大量買付者の共同保有者に該当することとなる行為を行う

ことにより、当該大量買付者の株券等保有割合が20％以上となるような行為8 
 

（３）情報提供の要求 

大量買付行為を行う大量買付者には、当社取締役会が不要と判断した場合を除き、

大量買付行為の実行に先立ち、当社に対して、当社株主の皆様の判断および当社取締

役会としての意見形成のために必要かつ十分な情報（以下「本必要情報」といいます。）

および大量買付者が大量買付行為に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓

約文言等を記載した書面（以下「買付説明書」といいます。）を、当社の定める書式

および方法により提出していただきます。 

本必要情報の具体的内容は大量買付者の属性および大量買付行為の内容によって異

なりますが、一般的な項目は以下のとおりです。 

 

① 大量買付者およびそのグループ（共同保有者、特別関係者および（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（大量買付者の具体的

名称、事業内容、資本構成、財務内容、当社グループの事業と同種の事業につ

いての経験等に関する情報を含みます。） 

② 大量買付行為の目的、方法および内容（大量買付行為の対価の価額・種類、大

量買付行為の時期、関連する取引の仕組み、大量買付行為の方法の適法性、大

量買付行為および関連する取引の実現可能性等を含みます。） 

③ 当社株式の取得対価の算定根拠（算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数

値情報、大量買付行為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

ーの内容等）および取得資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みま

                                                  
4 証券取引法第 27 条の 2第 1 項に定義される株券等をいいます。②において同じとします。 
5 証券取引法第27条の2第8項に定義される株券等所有割合をいいます。以下本書において同じとします。

なお、かかる株券等所有割合の計算上、当社の総議決権の数は、当社が公表している直近の情報を参照す

ることができるものとします。 
6 証券取引法第 27 条の 2第 7 項に定義される特別関係者をいいます。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けの開示に関する内閣府令第 3条第 2項で定める者を除き

ます。なお、(ⅰ)同法第 27 条の 23 第 5項に定義される共同保有者および(ⅱ)契約金融機関等は、大量買

付者の特別関係者とみなします。以下本書において同じとします。 
7 買付けその他の有償の譲受けおよび証券取引法施行令第 6条第 2項に規定される有償の譲受けに類する

ものを含みます。 
8 当該大量買付者が当該他の株主との間で行う株券等の取得もしくは譲渡または当社の株主としての議決

権その他の権利の行使に関する合意その他証券取引法第 27 条の 23 第 5項および同条第 6項にかかる共同

保有者に該当することとなる行為の一切をいいます。 
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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。） 

④ 当社グループの経営に参画した後に想定している経営者候補（当社グループの

事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。）、経営方針、

事業計画、財務計画、資本政策、配当政策、資産活用策等 

⑤ 当社グループの取引先、顧客、従業員、地域関係者等のステークホルダーと当

社グループとの関係に関し、大量買付行為完了後に予定する変更の有無および

その内容 

⑥ その他取締役会または独立委員会が合理的に必要と判断する情報 

 

なお、当初提供していただいた情報を精査した結果、それだけでは不十分と認めら

れる場合には、当社取締役会は、大量買付者に対して本必要情報が揃うまで追加的に

情報提供を求めます。大量買付行為の提案があった事実および当社取締役会に提供さ

れた本必要情報は、当社株主の皆様の判断のために必要であると認められる場合には、

当社取締役会が適切と判断する時点で、その全部または一部を開示します。 

また、当社取締役会は、本必要情報を受領した場合は、速やかにこれを独立委員会

に提供します。独立委員会は、本必要情報および買付説明書に記載の内容が不十分で

あると判断した場合は、大量買付者に対し、適宜合理的な期限を定めた上、直接また

は間接に本必要情報を追加提出するように求めることがあります。 

当社取締役会または独立委員会が本必要情報の提供が完了したと判断した場合には、

当社取締役会は、直ちにその旨を当社株主の皆様に対して開示いたします。 

 

（４）取締役会による意見、代替案等の提示 

大量買付者より情報提供が十分になされたと認めた場合、当社取締役会は、６０日

間（対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合）ま

たは９０日間（その他の大量買付行為の場合）の検討期間(以下「取締役会評価期間」
といいます。)を設定します。大量買付行為は、取締役会評価期間経過後にのみ開始さ
れるものとします。 
なお、独立委員会が取締役会評価期間内に新株予約権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こと等、当社取締役会が取締役会評価期間内に新株予約権

無償割当ての実施または不実施に関する決議に至らないことにつき止むを得ない事情

がある場合、当社取締役会は、独立委員会の勧告に基づき、必要な範囲内で取締役会

評価期間を最大３０日間延長することができるものとします。当社取締役会が取締役

会評価期間の延長を決議した場合、当該決議された具体的期間およびその具体的期間

が必要とされる理由を、直ちに株主の皆様に対して開示いたします。 
当社取締役会は、取締役会評価期間内において大量買付者から提供された情報・資

料に基づき、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上という観
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点から、大量買付者の大量買付行為の内容の評価・検討等を行います。また、当社取

締役会は、株主の皆様のご意向の把握に努めるとともに、取引先、顧客、従業員、地

域関係者等からも必要に応じて意見を聴取するほか、その判断の合理性・客観性を高

めるために、当社経営陣から独立した第三者（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む。以下「外部専門家等」と

いいます。）の助言を得ることができるものとします。 
その上で、当社取締役会は、大量買付行為の内容を検討し大量買付行為の内容を改

善させるために、必要に応じ、大量買付者と協議、交渉を行います。大量買付者は、

当社取締役会が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。 
当社取締役会は、その判断の透明性を高めるため、大量買付者から提出された買付

説明書の概要、大量買付者の大量買付行為の内容に対する当社取締役会の意見、当社

取締役会が代替案を作成した場合にはその概要、その他当社取締役会が適切と判断す

る事項について、営業秘密等開示に不適切と当社取締役会が判断した情報を除き、株

主の皆様に対し、当社取締役会が適切と判断する時点で情報開示を行います。 
 

（５）独立委員会による評価、検討 

独立委員会は、大量買付者および当社取締役会から提供された情報・資料に基づき、

当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上の観点から、大量買付

者の大量買付行為の内容の評価・検討等を行います。また、独立委員会は、株主の皆

様のご意向の把握に努めるとともに、取引先、顧客、従業員、地域関係者等からも必

要に応じて意見を聴取するほか、その判断の合理性・客観性を高めるために、必要に

応じて、当社の費用で、外部専門家等の助言を得ることができるものとします。 
独立委員会は、その判断の透明性を高めるため、大量買付者から提出された買付説

明書の概要、大量買付者の大量買付行為の内容に対する当社取締役会の意見、当社取

締役会から提出された代替案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、

営業秘密等開示に不適切と独立委員会が判断した情報を除き、取締役会を通じて株主

の皆様に対し、速やかに情報開示を行います。 
 
（６）独立委員会の勧告手続 

独立委員会は、取締役会評価期間内に、以下に定めるところにより、当社取締役会

に対して大量買付行為に関する勧告を行うものとします。 
 
イ．大量買付者が本プランに定められた手続を遵守した場合 

大量買付者が本プランに定められた手続を遵守した場合には、独立委員会は、原則

として、当社取締役会に対して、新株予約権無償割当ての不実施を勧告します。 
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但し、本プランに定められた手続が遵守されている場合であっても、独立委員会は、

大量買付行為が当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判

断したときは、新株予約権無償割当ての実施（その実施に必要な手続・条件の決定を

含みます）を勧告します。具体的には、以下の類型に該当すると認められる場合には、

原則として、大量買付行為が当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を著し

く損なう場合に該当するものと考えます。 
① 次のａ．乃至ｄ．までに掲げる行為等により当社グループの企業価値ひいては

株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある大量買付行為で

ある場合 
ａ．株式を買い占め、その株式について会社側に対して高値で買取りを要求す

る行為 
  ｂ．会社を一時的に支配して、会社の重要な資産等を廉価に取得する等会社の

犠牲の下に大量買付者の利益を実現する経営を行うような行為 
    ｃ．会社の資産を大量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

して流用する行為 
ｄ．会社経営を一時的に支配して会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ねらって高値で売り抜ける行為 
② 強圧的二段階買付け（最初の買付条件よりも二段階目の買付条件を不利に設定

し、あるいは二段階目の買付条件を明確にしないで、公開買付け等の株式買付

け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おそれが

ある大量買付行為である場合 
③ 大量買付者による支配権取得により、取引先、顧客、従業員、地域関係者等の

ステークホルダーの利益が損なわれ、それによって当社グループの企業価値ひ

いては株主共同の利益が著しく損なわれる場合 
④  大量買付行為の条件（対価の種類・価額、大量買付行為の時期、買付方法の

適法性、大量買付行為の後における当社グループの従業員、顧客、取引先等の

ステークホルダーへの対応方針等を含みます。）が当社グループの企業価値ひ

いては株主共同の利益に鑑み著しく不十分または不適当な大量買付行為であ

る場合 
⑤ 大量買付者の経営陣または主要株主もしくは出資者に反社会的勢力と関係を

有する者が含まれている場合等、大量買付者が公序良俗の観点から当社の支配

株主として不適切であると合理的な根拠をもって判断される場合 
⑥ その他①乃至⑤に準ずる場合で、当社グループの企業価値ひいては株主共同

の利益を著しく損なうと判断される場合 
 

 11



 

ロ．大量買付者が本プランに定められた手続を遵守しない場合 

大量買付者により、本プランに定める手続が遵守されない場合で、当社取締役会が

その是正を書面により要請した後５営業日以内に是正がなされない場合には、独立委

員会は、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上のために新株

予約権無償割当てを実施させないことが必要であることが明白であることその他の特

段の事情がある場合を除き、原則として、当社取締役会に対して、新株予約権無償割

当ての実施を勧告します。 

 

独立委員会の勧告がなされた場合、当社は、独立委員会の意見およびその意見の理

由ならびにその他適切と認められる情報を、法令および関係する証券取引所の規則に

従って適時適切な開示を行います。 

 

（７）当社取締役会による決議 

当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、新株予約権無償割当

ての実施または不実施その他必要な決議を行うものとします。なお、当社取締役会は、

大量買付行為が撤回された場合その他当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変

動が生じた場合には、新株予約権無償割当ての中止その他の決定を行うことができる

ものとします。これらの決議を行った場合、当社は、当社取締役会の意見およびその

意見の理由ならびにその他適切と認められる情報を、法令および関係する証券取引所

の規則に従って適時適切な開示を行います。 

 
（８）本必要情報の変更 

III２．（３）の規定に従い、当社が本必要情報の提供が完了したと判断した旨開示
した後、当社取締役会または独立委員会が、大量買付者によって当該本必要情報につ

き重要な変更がなされたと判断した場合には、原則として、従前の本必要情報を前提

とする大量買付行為について進めてきた本プランに基づく手続は中止され、変更後の

本必要情報を前提とする大量買付行為について、変更前とは別個の大量買付行為とし

て本プランに基づく手続が改めて適用されるものとします。 
 

（９）新株予約権無償割当ての概要 

本プランに基づく新株予約権無償割当ての概要は、以下のとおりです。 
イ．新株予約権の数 

本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議（以下「新株予約権無償割当て決

議」といいます。）において当社取締役会が別途定める一定の日（以下「割当期日」と

いいます。）における当社の最終の発行済株式総数（但し、同時点において当社の有す

る当社株式の数を控除します。）と同数とします。 
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ロ．割当対象株主 
割当期日における当社の最終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録され

た当社以外の株主に対し、その有する当社株式 1 株につき新株予約権 1 個の割合で、

新株予約権を割り当てます。 

 

ハ．新株予約権の無償割当ての効力発生日 
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とします。 

 

ニ．新株予約権の目的である株式 
新株予約権 1個の目的である株式9の数（以下「対象株式数」といいます。）は、1株

とします。 

 

ホ．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する出資の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して

出資される財産の株式 1株当たりの価額は、1円以上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額とします。 

 

ヘ．新株予約権の行使期間 
当社取締役会が新株予約権無償割当て決議において、別途定めた日を初日（以下、

かかる行使期間の初日を「行使期間開始日」といいます。）とし、２年１ヶ月間から２

年３ヶ月間までの範囲で別途定める期間とします。ただし、下記リ．②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

まれる金銭の払込取扱場所の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とします。 

 

ト．新株予約権の行使条件 
(Ⅰ)特定大量保有者10、(Ⅱ)特定大量保有者の共同保有者、(Ⅲ)特定大量買付者11、(

                                                  
9 将来、当社が種類株式発行会社（会社法第 2条第 13号）となった場合においても、①本新株予約権の行
使により発行される当社株式および②本新株予約権の取得と引換えに交付する株式は、いずれも当社が本

定時株主総会開催時において、現に発行している株式（普通株式）と同一の種類の株式を指すものとしま

す。 
10 原則として、当社が発行者である株券等の保有者で、当該株券等に係る株券等保有割合が 20%以上であ
る者（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、その者が当社の株券等

を取得・保有することが当社グループの企業価値ひいて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所定の者は、特定大量保有

者に該当しないものとします。本書において同じとします。 
11 原則として、公開買付けによって当社が発行者である株券等（証券取引法第 27条の 2第 1項に定義され
ます。以下本脚注 11において同じとします。）の買付け等（同法第 27条の 2第 1項に定義されます。以下
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Ⅳ)特定大量買付者の特別関係者、もしくは(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もしくは承継した者、または、

(Ⅵ)上記(Ⅰ)ないし(Ⅴ)に該当する者の関連者12（以下、(Ⅰ)ないし(Ⅵ)に該当する者を

「非適格者」といいます。）は、原則として新株予約権の無償割当ての効力発生日から

２年間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、新株予約

権の行使にあたり所定の手続が必要とされる非居住者も、原則として本新株予約権を

行使することができません（但し、非居住者のうち当該外国の適用法令上適用除外規

定が利用できる者等の一定の者は行使することができるほか、非居住者の有する本新

株予約権も、下記リ．のとおり、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。）。 

 

チ．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、当社取締役会の承認を要します。 

 

リ．当社による新株予約権の取得 

①当社は、行使期間開始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、当社取締役会が別途定める日に

おいて、全ての本新株予約権を無償にて取得することができるものとします。 

②当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が有する本新株

予約権のうち当該当社取締役会が定める日の前営業日までに未行使のもの全てを取得

し、これと引換えに、本新株予約権 1 個につき対象株式数の当社株式等を交付するこ

とができます。 

また、かかる取得がなされた日以降に、新株予約権を有する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

当該当社取締役会が別途定める日において、当該者の有する新株予約権のうち当該当

社取締役会の定める日の前営業日までに未行使のもの全てを取得し、これと引換えに、

新株予約権 1 個につき対象株式数の当社株式等を交付することができるものとし、そ

の後も同様とします。 

                                                                                                                                                  
本脚注 11において同じとします。）を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所
有（これに準ずるものとして証券取引法施行令第 7条第 1項に定める場合を含みます。）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%以上となる者（当社取締役会がこれ
らに該当すると認めた者を含みます。）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

当社グループの企業価値ひいて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所定の者は、特定大量買付者に該当しないものとし

ます。本書において同じとします。 
12 ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしくはその者と共同の支配下
にある者（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）、また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。なお、「支配」とは、他の会社等の「財務および事業の方針の

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。 
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③当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者が有する本新株予約権を

取得し、これと引換えに、本新株予約権 1 個につき当社普通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、社債もしくは新株予約権付社債その他の財産、

または本新株予約権に代わる新たな新株予約権（これらの全部または一部を当社普通

株式に代えることもあり得ます。）を交付することができるものとします。 

 

３．株主・投資家等の皆様に与える影響等 

（１）本プランの株主・投資家の皆様に与える影響等 

本プランは、当社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を提供し、さらには、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、十分な情報のもとで、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、そのことが当社グループの企業価値ひいて

は株主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、

当社株主および投資家の皆様が適切な投資判断を行ううえでの前提となるものであり、

当社株主およ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、III ２．において述べたとおり、大量買付者が本プランに定められた手続きを

遵守するか否か等により大量買付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、当

社株主および投資家の皆様におかれましては、大量買付者の動向にご注意ください。 
 

（２）対抗措置発動時に株主・投資家の皆様に与える影響等 

当社取締役会は、企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、会社

法その他の法律および当社定款により認められている対抗措置をとることがあります

が、当該対抗措置の仕組上、当社株主の皆様（本プランに違反した大量買付者および

当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと認められるような

大量買付行為を行う大量買付者を除きます。）が法的権利また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。当社取締役会が新株

予約権無償割当てを実施することを決定した場合には、法令およ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することを決議し、当該新株予

約権無償割当てを受けるべき株主が確定した後において、当社が当該新株予約権無償

割当てを中止し、また無償割当てされた当該新株予約権を無償取得する場合には、結

果として一株当たりの株式の価値の希釈化は生じないことから、一株当たりの株式の

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。 
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（３）対抗措置の発動に伴って株主の皆様に必要となる手続 

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

当社は、新株予約権無償割当てに係る割当期日を公告いたします。割当期日における

当社の最終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された株主の皆様に新株

予約権が無償にて割り当てられますので、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頂く必要があります。（証券保管振替機構に対する預託を行

っている株券につきましては、名義書換手続は不要です。） 
なお、割当て方法、名義書換方法、行使の方法および当社による取得の方法の詳細

につきましては、対抗措置の発動に関する当社取締役会の決議が行われた後、株主の

皆様に対して情報開示または通知いたしますので、当該内容をご確認ください。 
 
４．本プランの有効期間等 

本プランの有効期間は、本定時株主総会の終結の時から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します。 
ただし、有効期間の満了前であっても、株主総会または取締役会の決議によって本

プランを廃止することができます。なお、取締役会は、本プランの有効期間中に独立

委員会の承認を得たうえで、本プランを修正し、または変更する場合があります。 
当社は、本プランの廃止または変更がなされた場合には、当該廃止または変更の事

実および（変更の場合には）変更の内容その他の事項について、情報開示を速やかに

行います。 
 
 

Ⅳ 本プランが会社の支配に関する基本方針に沿うものであり、株主共同の利益を損なうも

のではないこと、会社役員の地位の維持を目的とするものでないこと及びその理由 

 
（１）会社の支配に関する基本方針に沿うものであること 

      本プランは、大量買付行為者に大量買付に関する必要かつ十分な情報を当社取締役
会に事前に提供すること、情報判断のための一定の評価期間が経過した後にのみ大量

買付行為を開始することを求め、当社所定のルールを遵守しない大量買付行為者には

対抗措置を講じることとしています。 
      また、ルールが遵守された場合でも、大量買付行為により当社のが企業価値および

株主共同の利益が損なわれると判断される場合は、大量買付行為者に対し対抗措置を

講じることとしていることから、本プランは会社支配に関する基本方針に沿うもので

あると考えております。 
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（２）株主共同の利益を損なうものではないこと  

本プランは株主共同の利益を尊重する考え方に基づき設計され、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取締役会の意見の提供、代替

案の提示を受ける機会を確保するものです。本プランにより株主の皆様は適切な投資

判断を行うことが可能となり、株主共同の利益に資するものと考えます。 
さらに、本プランの発効は株主総会の承認を条件としており、また、III ４.記載の

とおり、本プランの有効期間の満了前であっても、当社株主総会において、本プラン

を廃止が決定された場合には、本プランはその時点で廃止されることからも、本プラ

ンは当社株主の共同の利益を損なうものではないと考えております。 
 
（３）会社役員の地位の維持を目的とするものでないこと 

本プランは、対抗措置の発動に関する合理的な客観的要件が設定されていること、

当社取締役会から独立性の高い社外者により構成される独立委員会が設置されており、

対抗措置の発動に際しては必ず独立委員会の判断を経ることを要し、当社取締役会は

同委員会の勧告を最大限尊重するものであることなどにより、その内容において公正

性・客観性が担保される工夫がなされ、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。 
 

以 上 
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別紙１ 
独立委員会規則の概要 

 

・ 独立委員会は当社取締役会の決議により設置される。 

・ 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)当社社外監査役または(ii)社外の有識者のいずれかに該当する者（（i

）についてはその補欠者を含みます。）から、当社取締役会が選任する。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、当社の事業に精通

する者、弁護士、公認会計士もしくは会社法等を主たる研究対象とする研究者ま

た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秘

密保持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。 

・ 独立委員会委員の任期は、平成１９年６月開催予定の本定時株主総会終了後３年

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終結の時までと

する。なお、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。 

・ 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。なお、独立委員会の各委員は、

こうした決定にあたっては、当社グループ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、自己また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 新株予約権無償割当ての実施または不実施 

② 新株予約権無償割当ての中止または新株予約権の無償取得 

③ 取締役会評価期間の延長 

④ その他当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が独立委員会に

諮問した事項 

・ 上記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 本プランの対象となる大量買付行為への該当性の判断 

② 大量買付者および当社取締役会が独立委員会に提供すべき情報およびその

回答期限の決定 

③ 大量買付者の大量買付行為の内容の精査・検討 

④ 当社取締役会に対する代替案の提出の要求・代替案の検討 

⑤ 本プランの修正または変更の承認 

⑥ 本プラン以外の買収防衛策の導入の是非の判断 

⑦ 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 

⑧ 当社取締役会が別途独立委員会の行うことができるものと定めた事項 

・ 独立委員会は、大量買付者に対し、買付説明書および提出された情報が本必要情
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報として不十分であると判断した場合には、追加的に情報を提出するよう求める

ことができる。また、独立委員会は、大量買付者から買付説明書および本必要情

報が提出された場合、当社取締役会に対しても、所定の期間内に、大量買付者の

大量買付行為の内容に対する意見およびその根拠資料、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等を提示するよう要求することができ

る。 

・ 独立委員会は、必要な情報収集を行うため、大量買付者、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に対して、必要な説明及び帳票類の提

出を求めることができる。 

・ 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を含む。）の助言を

得ることができる。 

・ 独立委員会の各委員は、大量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。 

・ 独立委員会の決議は、原則として、独立委員会委員のうち過半数が出席し、その

過半数をもってこれを行う 

 

以 上 

 

本件に関するお問い合わせは、広報・ＩＲ室 03-3566-8710 までお願いします。 
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別紙２ 
 

独立委員会委員の略歴 

 
本プラン導入当初の独立委員会の委員は、以下の３名（五十音順）を予定しております。 

 

加藤 正樹（かとう まさき） 

昭和 20 年 4 月 15 日生 

昭和 44 年 10 月  監査法人 丸の内会計事務所入所（現監査法人 トーマツ） 

昭和 49 年 10 月  公認会計士登録 

昭和 56 年 6 月  監査法人 丸の内会計事務所 社員登用 

平成 4 年 6 月  監査法人サンワ・トーマツ青木（現監査法人 トーマツ）代表社員登用 

平成 19 年 6 月  監査法人 トーマツ退職予定 

 

     

長野 厖士（ながの  あつし） 

昭和 19 年 3 月 20 日生 

昭和 41 年 4 月  大蔵省入省(平成 10 年 4 月まで) 

昭和 58 年 1 月  在イギリス日本国大使館参事官 

平成 2 年 6 月  主税局総務課長 

平成 5 年 7 月  銀行局担当審議官 

平成 8 年 1 月  証券局長 

平成 12 年 10 月  第二東京弁護士会登録 

平成 14 年 11 月  西村ときわ法律事務所 顧問 

    現在に至る 

 

            

森末 暢博（もりすえ のぶひろ） 

昭和 18 年 8 月 28 日生 

昭和 40 年 9 月  司法試験合格 

平成 8 年 4 月  弁護士登録（森末法律事務所所長） 

平成 17 年 6 月  国分寺市代表監査委員 

平成 18 年 6 月  当社監査役就任（現任） 

    現在に至る 

     

（注） 森末暢博氏は、会社法第 2条第 16 号に規定される当社社外監査役であります。 

 

 
以 上 
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別紙３ 
当社の大株主の状況 

 

平成１９年３月３１日現在の当社の大株主の状況は、以下のとおりです。 

株   主   名 所 有 株 式 数

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 
（注1） 

三井住友海上火災保険株式会社 
株

28,507,351 

％ 

10.74 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

（信託口） 
13,211,000 4.98  

株式会社三菱東京UFJ 銀行 12,016,853 4.53  

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信

託口) 
9,013,000 3.40  

明治安田生命保険相互会社 5,000,000 1.88  

中央三井信託銀行株式会社 4,800,000 1.81  

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

（信託口 4） 
3,941,000 1.48  

ステート ストリート バンク アンド トラスト
カンパニー 3,490,988 1.32  

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

(住友信託銀行再信託分・トヨタ自動車株式

会社退職給付信託口) 

3,461,000 1.30  

株式会社中京銀行 3,258,971 1.23  

 
（注）1. 発行済株式総数は、自己株式を控除しております。 

2.上記のほか、当社が保有しております自己株式 20,116 千株があります。 
 

以   上 
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