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平成 19 年 5 月 23 日 

各位 

会社名   株 式 会 社 中 央 倉 庫 

代表者名  代表取締役社長    湯浅康平 

(コード番号９３１９ 大証二部) 

問合せ先  常務取締役管理本部長 佐藤廣次 

（ＴＥＬ ０７５－３１３－６１５１） 

 

 

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の基本方針について 

 
  当社は、平成１９年５月２３日開催の取締役会において、当社株式の大量取得行為に関する

対応策（買収防衛策）の基本方針（以下、「本基本方針」という）につき次のとおり決議しました

ので、お知らせいたします。 
 
（１） 平成１９年６月２８日に開催予定の当社定時株主総会（以下、「本株主総会」という）

において以下の議案を付議いたします。 
① 株主総会の決議により本基本方針を決定することができるものとする定款変更議案

（後記「２．定款変更の議案」をご参照ください。） 
② 変更された定款に基づき具体的に本基本方針の内容を決定するための議案（後記「３．

本基本方針の内容の決定の議案」をご参照ください。） 
（２） 当社は、本株主総会においてこれらの議案の承認を得た場合には、本基本方針に基づく

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）（以下、「本プラン」という）の

導入を取締役会で決議し、これを公表する予定です。 
 
１． 定款変更および本基本方針策定の目的等 

 （１）当社の企業価値向上に関する取組み 

当社は、「誠実」｢進歩｣「挑戦」の経営理念のもと、倉庫業を中心とする総合物流を、経済活

動に不可欠な公共性の高い事業であると認識し、事業を通じて顧客のために、また、顧客ととも

に物流システムの合理化および効率化を進めることにより、社会と経済の発展に貢献することを

経営の基本方針としております。 
   

当社は昭和２年の創立以来、事業の安定的な経営基盤を拡充することにより、株主と顧客お

よび従業員並びに地域の皆様の満足度を高めていくことを目標とし、平成 19 年の８０周年に向け

た基盤構築の準備期間として平成１６年度から中期経営計画（ＣHALLENGE―CS80）を推進し

てきました。 
 
平成 19 年度からは、80 周年を大きな飛躍の年と位置づけ、新たにコーポレートスローガン
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「未来を預かる、未来を運ぶ」を制定するとともに、グループ経営中長期ビジョンを策定しまし

た。さらにグループ経営中長期ビジョンを目指す道程として新中期経営計画「PROGRESS－CS
８０」を策定し、コーポレートスローガンに相応しい会社作りに取組んでいます。 
   

グループ経営中長期ビジョンでは、以下の会社作りを目指し企業価値向上に取組みます。 
■ 企業の物流効率化、コスト削減等のソリューションを提案できる総合物流会社 
■ 陸海空機能と物流センター機能を備えたサービス提供力のある総合物流会社 
■ 収益力、健全な財務バランスと高度な品質に支えられた信頼感のある企業 
■ 環境経営、内部統制など CSR を果たせる企業 
■ 未来志向で創造力のある人材育成ができる企業 
 
また、新中期経営計画「PROGRESS－CS８０」では、中長期的な視点に基づいた経営への 

取組みによりお客様の新たな価値創造を物流面からサポートするとともに、企業価値向上ひいて

は株主共同利益の向上を確保していきます。また、「お客様本位」「品質本位」に基づいた提案型

企業への転換を図っていきます。一方、環境変化に迅速に対応するため、“攻めの姿勢”と“スピ

ード感”を持って、これまでの成果を生かしつつも、従来の延長線上ではない飛躍の成長に向け、

以下の具体的取組みを推進していきます。 
① 事業基盤の拡充等による収益力の強化 
② 設備投資への積極的取組みの推進 
③ グリーン経営1の認証取得等の品質向上・サービス開発力の充実 

  ④ 総合物流事業への展開に向けた積極的な取組み 
  ⑤ 内部統制強化と人材育成への取組み 
  ⑥ 配当性向 40％程度の利益還元の継続等の株主共同利益の確保 
 

（２）定款変更および本基本方針策定の目的 

  近時、わが国の資本市場においては、対象会社の取締役会の賛同を得ずに、一方的に大量の

株式買付を行う動きも顕在化しております。当社は、このような株式の大量買付行為であっても、

当社の公共性を踏まえた企業経営を十分に理解し、企業価値・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収提

案についての判断は、 終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。 
 
  しかしながら、株式の大量買付等の中には、企業価値ひいては株主共同の利益に明白な侵害

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

株主が大量買付行為の内容や条件等について十分検討し、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

有利な条件を引き出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・株主共

                                                  
1 環境経営への負荷の少ない事業運営を行うものをいいます。 
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同の利益に資さないものも少なくありません。 
 
  特に、当社は、倉庫業を中心とする総合物流会社として、将来にわたる地域の発展性、立地

条件、採算等を十分研究調査のうえ、拠点政策を展開しております。また、用地取得から倉庫建

築、稼動まで数年を要すること等から中長期的な視点に基づいた経営への取組により企業価値の

向上・株主共同の利益の向上が確保されるものと確信しております。さらに、災害復旧時等にお

ける公共的使命の高い事業の性格から、通常の活動はもとより被災地への生活物資の供給・搬送

等への備えを通じ地域における密接な信頼関係の構築と期待に応えていく社会的責任があります。

また、顧客のニーズに応え 適物流システムの提案や専用システムの提供等を行い、物流コスト

の低下による物流の効率化の実現に向けて努力を重ねております。一方、高度な技能と専門性を

有した人材の育成にも多年のノウハウを持って研鑽を積重ねており、従業員の自己実現の場を提

供し働き甲斐のある職場作りに努力しております。これらが株式の大量買付等を行う者により中

長期的に確保され、向上させられるのでなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀

損されることになります。 
 
  こうした事情に鑑み、当社取締役会は、当社株式の大量買付行為等が行われる場合に、不適

切な買付行為でないかどうかを株主の皆様が判断するために必要な情報や時間を確保したり、株

主の皆様のために買付者と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共

同の利益に反する買付行為を抑止するための枠組みが不可欠であるとの結論に至りました。 
 

当社は、平成 18 年 11 月 22 日開催の取締役会において、当社の企業価値および株主共同の

利益を確保し、向上させることを目的として、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防

衛策）（以下、「原プラン」という）の導入を決議し、本株主総会において当社株主の皆様のご意

思を確認させていただくこととしました。 
 
その後、買収防衛策を巡る様々な議論を踏まえ、当社株主共同利益の確保のための原プラン

の在り方について更なる検討を行ってきました。その結果、当社は本株主総会において、当社株

式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の基本方針を決定することができることを内容

とする定款変更議案（具体的な変更内容においては、下記２．ご参照）につきご承認を頂いた上

で、かかる変更後の定款規定に基づき、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）

の基本方針の決定（その具体的な内容については、下記３．ご参照）を本株主総会にお諮りする

ことといたしました。原プランについては、本株主総会において当社株主の皆様のご意思を確認

することはいたしませんが、本株主総会の終結の時までは引き続き効力を有するものとします。 
 
なお、当社は本日現在、当社株式の大量買付に係る提案等を一切受けておりませんので申し添え

ます。また、平成１９年３月３１日現在の当社の大株主の状況は、以下のとおりとなっておりま

す。 
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氏名または名称
所有株式数

（千株）

発行済株式総

数に対する所

有株式数割合

スティ－ルパートナーズ　ジャパン　ストラテジックファンド

（オフショア）エルピー
2,227 10.88%

東京海上日動火災保険株式会社 1,102 5.39%

株式会社三菱東京UFJ銀行 970 4.74%

株式会社京都銀行 885 4.32%

日本興亜損害保険株式会社 867 4.24%

みずほ信託銀行株式会社 862 4.21%

株式会社滋賀銀行 820 4.01%

中村勝一 764 3.74%

日本生命保険相互会社 738 3.61%

福島晴子 505 2.47%
 

 
２．定款変更の議案 

当社は、下記の規定を新設するとの内容を含む定款変更の議案を、本株主総会に付議します。 
 

記 
    

（株主総会決議事項） 
     当会社の株主総会においては、法令および本定款に別段の定めがある事項をその決議

により定めるほか、当会社株式の大量取得行為に関する対応策の基本方針をその決議によ

り定めることができる。 
前項における当会社株式の大量取得行為に関する対応策とは、当会社が資金調達また

は業務提携などの事業目的を主要な目的とせずに株式の発行、自己株式の処分もしくは株

式無償割当てまたは新株予約権の発行もしくは新株予約権無償割当てを行うことにより当

会社に対する買収の実現を困難にする方策のうち、当会社の企業価値ひいては株主共同の

利益を損なうおそれのある者による買収が開始される前に導入されるものをいう。また、

導入とは、当会社株式の大量取得行為に関する対応策としての株式の発行、自己株式の処

分もしくは株式無償割当てまたは新株予約権の発行もしくは新株予約権無償割当ての決議

を行うなど当会社株式の大量取得行為に関する対応策の具体的内容を決定することをいう。 
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３．本基本方針の内容の決定の議案 

  当社は、上記２．の定款変更議案につき本株主総会においてご承認が得られることを条件と

して、本基本方針の内容を下記のとおりと決定する旨の議案を、本株主総会に付議します。 
 

記 
 

（１）本基本方針の概要 

  当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、（２）以下に定める

ところに基づいた具体的な対応策（以下、「本プラン」という）の導入を当社取締役会において

決議し、本プランの内容を、株式会社大阪証券取引所における適時開示、当社事業報告等の法

定開示書類における開示、当社ホームページ等への掲載等により周知させることにより、当社

株式に対する買付を行う者が遵守すべき手続があること、並びに、当社が、買付者等による権

利行使は認められないとの行使条件および当社が買付者等以外の者から株式と引換えに新株予

約権を取得するとの取得条項が付された新株予約権の無償割当てその他独立委員会が適切と認

める対抗措置（以下、「新株予約権の無償割当て等」という）を実施することがあり得ることを

事前に警告することをもって、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）とする。 
 

（２）「本プラン」の骨子 

(a) 本プランの概要 

   当社は、下記（ｂ）に定める買付等を行う者または提案する者（以下、「買付者等」

という）に対し、下記（ｃ）以下に定める手続きに従って買付等を実施することを求め、

当該買付等についての情報および検討のための時間を確保する。また、下記（e）（ⅰ）の

いずれかに該当する場合には、当該買付者等による権利行使は認められないとの行使条件

など下記（e）（ⅲ）に定める内容を有する新株予約権（以下、「本新株予約権」という）

を、その時点の当社以外の株主に対して新株予約権無償割当ての方法により割当てること

その他独立委員会が適切と認める措置をとることができるものとする。 

 

  （b）対象となる買付等 
     本プランは下記①または②に該当する当社株券等の買付またはこれに類似する行為

（以下、「買付等」という）がなされる場合を適用対象とする。 
    ① 当社が発行者である株券等2について、保有者3の株券等保有割合4が 20%以上となる

買付 
    ② 当社が発行者である株券等5について、公開買付け6に係る株券等の株券等所有割合7

                                                  
2 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。 
3 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。 
4 証券取引法第２７条の２３第４項に定義される。以下同じ。 
5 証券取引法第２７条の２第１項に定義される。以下②において同じ。 
6 証券取引法第２７条の２第６項に定義される。以下同じ。 
7 証券取引法第２７条の２第８項に定義される。以下同じ。 
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およびその特別関係者8の株券等所有割合の合計が 20%以上となる公開買付け 
   

（c）買付者等が遵守すべき買付等の手続 
     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、買付者等の詳細、買付等の目的、方法および内容、買付価格の

算定根拠、買付資金の裏付け、買付後の当社グループの経営方針、その他別途当社取締

役会が本プランの導入に際して定める情報（以下、「本必要情報」という）並びに当該買

付者等が買付等に際して本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を記載した書

面（以下、「買付説明書」と総称する）を当社の定める書式により提出するものとする。 
     当社取締役会は、買付説明書を受領した場合、当該買付説明書を受領した事実を法令

および証券取引所規則に従い適時適切に開示するとともに、速やかにこれを独立委員会

に提出する。独立委員会は、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、適宜回答期限を定めた上、追加的に情報を提

供するよう求めることがある。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するものとする。 
     独立委員会は、当社取締役会に対しても、独立委員会が合理的と認める期間内（但し、

原則として６０日間を超えない）に当該買付等の内容に対する意見並びにその根拠資料、

代替案その他独立委員会が適宜必要と認める情報・資料等の提示を求めることができる。 
 

（d）独立委員会による買付内容の検討・買付者等との交渉 
       上記（ｃ）の提供が十分になされたと独立委員会が認めた場合、独立委員会は、原則

として 長 60 日間の検討期間（但し、必要な範囲で延長・再延長ができるものとし、

延長・再延長する場合には、その旨、延長・再延長の期間および延長・再延長の理由の

概要を開示するものとする。以下、「独立委員会検討期間」という）を設定する。買付

等は、この検討期間が経過した後に初めて実施され得るものとする。 
       独立委員会は、独立委員会検討期間内において買付者等およ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および買付者等

と当社取締役会の事業計画等に関する情報収集・比較検討等を行う。また、独立委員会

は、必要があれば、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当該

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

うものとする。 
     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を含む）の助言を得ることができ

るものとする。 

                                                  
8 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む。）

をいう。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項で定める者を除く。以下同じ。 
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  （e）新株予約権無償割当て等の実施 

（ⅰ）独立委員会による実施・不実施の勧告 
   独立委員会は、次の各号に定めるいずれかの場合には、当社取締役会に対し、本新

株予約権の無償割当て等の実施を勧告する。 
 
 （A）買付者等が上記（ｃ）に定める情報提供並びに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かった場合 
 （B）買付者等および当社取締役会から提供された情報・資料の評価・検討並びに買付

者等との協議・交渉の結果、買付者等による買付等が下記１）ないし６）のいず

れかに該当すると認められる場合 
１）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おそれのある買付等である場合 
      （ア）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 
      （イ）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 
      （ウ）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 
      （エ）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 
      ２）強圧的二段階買付( 初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目の

買付条件を株主に対して不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け

等の株式買付を行うことをいう)等株主に株式の売却を事実上強要するおそれ

のある買付等である場合 
      ３）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 
      ４）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 
      ５）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｣という)
の処遇等の方針等を含む)が、当社の本源的価値に鑑み、不十分または不適当な

買付等である場合 
   ６）買付者等による買付等の後の経営方針または事業計画等の内容が不十分または

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、または当社の企業価値・株主共同の利益を毀損する重大なお

それのある買付等である場合 
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 但し、独立委員会は、当該勧告後買付者等が買付等を撤回した場合その他買付等が存

しなくなった場合、または上記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上記（A）および（B）のいずれにも該当しないと独立委員会が

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中止または割当て後の本新株

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勧告することができ

る。 
  独立委員会は買付者等による買付等が、上記（A）および（B）のいずれにも該当し

ないと判断した場合、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当て等を実施しな

いことを勧告する。 
  但し、独立委員会は、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上記（A）および（B）のいずれかに該当す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等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。 
  独立委員会は、①買付説明書の概要、②提供された本必要情報の概要、③検討期間延

長等の決議、その期間およびその理由の概要、④独立委員会による勧告の事実とその概

要について、当該事実の発生後速やかに、独立委員会が適切と認める事項について、情

報開示を行う。 
 

（ⅱ）当社取締役会による独立委員会の勧告の尊重 
     当社取締役会は、独立委員会の上記勧告を受けて、これを 大限尊重して 終的に速

やかに本新株予約権の無償割当て等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(本新株予約権の無償割当て等の中止を含む)を行うものとする。 
     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、情報開示を行う。 
 
 （ⅲ）新株予約権の無償割当ての主な内容 
    本新株予約権の無償割当ての主な内容は以下のとおりとする。 
    ①本新株予約権の割当て対象となる株主 

当社取締役会が、本新株予約権の無償割当ての取締役会決議(以下、｢本新株予約権無

償割当て決議｣という)において別途定める割当て期日(以下、｢割当て期日｣という)にお

ける当社の 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、その保有する当社株式１株につき本新株予約権３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

で割当てる。 
    ②本新株予約権の無償割当ての効力発生日 
     当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める日とする。 
    ③本新株予約権の目的である株式の種類および数 
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     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｣という)は、別途調整がない限り１株とする。 
    ④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１円を下限とし当社株式１株の時価

の２分の１の金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する。 
    ⑤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また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する。 
    ⑥本新株予約権の行使条件 
     次の（ア）から（カ）に規定する者（以下、「特定買付者等」と総称する）は、原則と

して本新株予約権を行使できない。 
     （ア）特定大量保有者9 
     （イ）特定大量保有者の共同保有者 
     （ウ）特定大量買付者10 
     （エ）特定大量買付者の特別関係者 
     （オ）上記（ア）ないし（エ）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 
     （カ）上記（ア）ないし（オ）記載の者の関連者11 
    ⑦本新株予約権の譲渡制限 
     本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要する。 
    ⑧当社による本新株予約権の取得 
     当社は、いつでも特定買付者等以外の株主が保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（別途調整がない限り）当社普通株式１株を交付 
することができる。その他当社が本新株予約権を取得できる場合およびその条件につ 
いては、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定めるところによ 
るものとする。 

 
（ｆ）独立委員会について 

                                                  
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％以上となると当社取締役会が

認めた者をいう。 
10 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項に定義される。以下、本脚注

において同じ）の買付け等（同法第２７条の２第１項に定義される。以下、本脚注において同じ）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同法施行令第７条第１項に

定める場合を含む）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う。 
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を

いう。「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）をいう。 
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     当社は、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の導入に当たっては、

その発動・不発動等に関する当社取締役会の恣意的判断を排するため、独立委員会を設

置する。独立委員会は３名以上の委員により構成され、委員は、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）当社社外監査役または（ⅲ）社

外の有識者（実績ある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士および学識経験者

等）から選任され、公表するものとする。 
     独立委員会の決議は、原則として委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行う。

但し、委員に事故あるときその他やむをえ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これを行う。 
     その他、独立委員会に関する事項については、別途当社取締役会において定めるもの

とする。 
 
 （ｇ）その他 
     上記（a）ないし（ｆ）に定めるほか、本プランの詳細は、別途当社取締役会が本プラ

ンの導入を決定する決議において定めるものとする。また、上記（a）ないし（ｆ）で引

用する法令の規定は、法令の新設または改廃により、上記（a）ないし（ｆ）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には、当社取締役会において、

当該新設または改廃の趣旨を考慮の上、上記（a）ないし（ｆ）に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ることができるものとする。 
 
 （３）本基本方針の有効期間、廃止および変更 

     本基本方針の有効期間は、本株主総会終了後１年以内に終了する事業年度のうち 終

のものに関する定時株主総会のときまでとする。 
     但し、かかる有効期間の満了前であっても、当社株主総会において本基本方針を変更

または廃止する旨の決議が行われた場合には、本基本方針は当該決議に従いその時点で

変更または廃止される。この場合、本プランは、速やかに、変更後の基本方針に従うよ

う変更され、または廃止されるものとする。 
 
４．本基本方針の高度な合理性 

 （１）買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること 

   本基本方針は、経済産業省および法務省が平成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 

   本基本方針は、当社株式に対する買付等がなされた際に、当該買付等に応じるべきか否か

を株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間
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を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行な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 

   本基本方針は、本総会において承認可決されることにより決定されます。また、上記３．

（３）「本基本方針の有効期間、廃止および変更」に記載したとおり、本基本方針は有効期間

を約１年間とするいわゆるサンセット条項が付されています。また、その有効期間の満了前

であっても、当社株主総会において、本基本方針の変更または廃止の決議がなされた場合に

は、本基本方針も当該決議に従い変更または廃止されることになります。以上の意味におい

て、本基本方針の消長および内容は、当社株主総会の意思に基づくこととなっております。 
 
 （４）独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 

   当社は、本基本方針の導入に当たり、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、当社の社外監査役、社外

取締役また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。なお、本基本方針が本株主総会において承認され、本プランの導入が当社

取締役会で決議された場合、本プランの導入当初における独立委員会の委員には、木下清蔵

氏、坂本正寿氏、海原旦氏の３名が就任する予定です。その略歴については別紙をご参照下

さい。 
 
 （５）合理的な客観的発動要件の設定 

   本基本方針は、上記３．（２）（e）（ⅰ）「独立委員会による実施・不実施の勧告」にて記載

したとおり、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）（ｄ）「独立委員会による買付内容の検討・買付者等との交渉」にて記載した

とおり、買付者等が出現すると、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者(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。 
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５．株主の皆様への影響 

 （１）本基本方針の導入時に株主の皆様に与える影響 

   本基本方針導入時においては、本新株予約権の無償割当て等自体を行わないため、株主お

よび投資家の皆様の権利・利益に直接具体的な影響が生じることはありません。 
 
 （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３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

本新株予約権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することになります。但し、当社は、当社取締役会の決定に

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およ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、本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後において、当社が、本新

株予約権の無償割当てを中止し、または無償割当てされた本新株予約権を無償取得する場合

には、一株あたりの株式の価値の希釈化は生じませんので、一株あたりの株式の価値の希釈

化が生じることを前提にして売買を行った投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を

被る可能性があります。 
 

以上 
 
 



【別紙】独立委員会委員就任予定者 略歴 
木下 清蔵氏 

      昭和 46 年 4 月   安田信託銀行（現 みずほ信託銀行）株式会社入社 
      平成 13 年 10 月   同社常務執行役員 
      平成 15 年 3 月   同社監査役 
      平成 16 年 6 月   株式会社みずほ年金研究所代表取締役社長(現在) 
      平成 18 年 6 月   株式会社中央倉庫取締役(現在) 
 
坂本 正寿氏 

      昭和 43 年 4 月   弁護士登録 
      昭和 49 年 4 月   坂本法律事務所（現 京都成蹊法律事務所）を設立(現在) 
      昭和 57 年 4 月   京都家庭裁判所調停委員・京都簡易裁判所調停委員(現在) 
      昭和 60 年 2 月   株式会社中央倉庫監査役(現在) 
      昭和 61 年 1 月   中央梱包株式会社監査役 
      昭和 62 年 4 月   京都府公害審査会委員 
      平成 5 年 4 月   京都弁護士会会長 
      平成 8 年 4 月   京都府個人情報保護審議会委員 
 
海原 旦氏 

      昭和 37 年 2 月   津田公認会計士事務所入所 
      昭和 40 年 4 月   公認会計士登録 
      昭和 43 年 5 月   等松・青木監査法人(現 監査法人トーマツ)入社 
      昭和 47 年 11 月   同監査法人社員 
      昭和 49 年 5 月   同監査法人代表社員 
      平成 16 年 6 月   株式会社中央倉庫監査役（現在） 

以上 
 


