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2007年5月23日 
各 位 

 
 
 
 

 
 
 
 
会社の支配に関する基本方針及び当社株式等の大規模買付行為への対応策 

（買収防衛策）について 
 
当社は、本日開催された取締役会において、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を決定いたしました。 
また、こ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として、特定株主グループ(注1)の議決権割合(注
2)を20％以上とすることを目的とする当社株券等(注3)の買付行為、又は結果として特定株

主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為及びこれに類する行為

（いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開

買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、かかる買付行為等を「大規模買

付行為」といい、かかる買付行為等を行う者を「大規模買付者」といいます。）に対する

対応策（以下、「本対応策」といいます。）を、以下の通り決定いたしましたのでお知ら

せいたします。 
基本方針及び本対応策を決定いたしました取締役会には、社外取締役全員が出席し、い

ずれも本対応策の具体的運用が適正に行われることを条件として、基本方針及び本対応策

に賛成する旨の意見を述べております。 
なお、本日現在、当社株券等の大規模買付行為に関する打診や申し入れ等は一切ござい

ませんので念のため申し添えます。 
注1 ：特定株主グループとは、 

(i)  当社の株券等(証券取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。)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。以下同じとします。)及びその共同

保有者 (同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づく共同保有者

とみなされる者を含みます。以下同じとします。) 又は、 
(ii)  当社の株券等（同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。）の買付け等(同法第27

条の2第1項に規定する買付け等をいい、取引所有価証券市場において行われるものを含みま

す。)を行う者及びその特別関係者(同法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。) 
を意味します。 

注2 ：議決権割合とは、 
(i)  特定株主グループが、注1の(i)記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合（同法第27条の

23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保

有者の保有株券等の数（同項に規定する保有株券等の数をいいます。以下同じとします。）

も加算するものとします。）又は、 
(ii)  特定株主グループが、注1の(ii)記載の場合は、当該買付者及び当該特別関係者の株券等所有
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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います。）の合計をいいます。 
議決権割合の算出に当たっては、総議決権（同法第27条の2第8項に規定するものをいいます。）

及び発行済株式の総数（同法第27条の23第4項に規定するものをいいます。）は、有価証券報告

書、半期報告書及び自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができ

るものとします。 
注3 ：株券等とは、証券取引法第27条の2第1項又は同法第27条の23第1項に規定する株券等を意味し

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 

（会社法施行規則第 127 条（平成 18 年法務省令第 12 号）にいう、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） 
 

当社取締役会は、当社株式の買付提案等を受け入れるかどうかは、 終的には、当社

株主の皆様の判断に委ねられるべきものであり、当社株主の皆様が適切な判断を行なう

ためには、当社株式の買付等が行なわれようとする場合に、当社取締役会を通じ、当社

株主の皆様に十分な情報が提供される必要があると考えます。 
そして、対価の妥当性等の諸条件、買付けが当社グループの経営に与える影響、買付

者による当社グループの経営方針や事業計画の内容等について当社株主の皆様に十分

に把握していただく必要があると考えます。 
しかし、当社株式の買付等の提案の中には、会社や株主に対して買付けに係る提案内

容や代替案等を検討するための十分な時間や情報を与えないもの、買付けに応じること

を株主に強要するような仕組みを有するもの、買付条件が会社の有する本来の企業価

値・株主共同の利益に照らして不十分又は不適切であるもの等、当社の企業価値・株主

共同の利益を毀損する恐れをもたらすものも想定されます。  
このような企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付行

為や買付提案を行う者は、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適切

ではないと考えています。 
 
Ⅱ 基本方針の実現に資する取組み 
 

当社では、中期経営計画の着実な実行、積極的な株主還元、及びコーポレート・ガバ

ナンス体制の更なる強化を通じて、企業価値・株主共同の利益の向上に取組んでいます。

以下に掲げるこれらの取組みは、今般決定しました上記Ⅰの基本方針の実現に資するも

のと考えています。 
 
１．中期経営計画の実行を通じた企業価値・株主共同の利益の向上の取組み 
 

当社グループは、富士レビオ株式会社と株式会社エスアールエルの経営統合及び 2005
年 7 月のみらかホールディングス発足以来、経営統合時に策定した第一次中期経営計画

(2005-2007 年度)を着実に実行し、「高収益体質企業への変革」を優先課題として取り組

んでまいりました。臨床検査薬事業においては、宇部新工場の稼動、CanAg Diagnostics 
AB(現フジレビオダイアグノスティックス(スウェーデン))の買収など、国内・海外にお

ける事業展開を加速するための基盤整備を着実に進めてまいりました。受託臨床検査事

業におきましては、受託臨床検査会社の統合を実行し、業務の再編と合理化による収益
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性の改善を推し進めてまいりました。また、その他の事業につきましても、事業の選択

と集中による収益力の強化を推進してまいりました。 
しかしながら、医療制度改革による医療関連事業へのマイナス影響並びに競争の激化

は当初の想定を上回るものであり、当社グループを取り巻く事業環境は、一段と厳しさ

を増しております。このような市場環境が予測される中、当社グループの中核的事業で

ある臨床検査薬事業及び受託臨床検査事業並びにその他事業のさらなる拡大・成長を実

現するために、このたび 2007 年度から 2010 年度までの期間を対象とした第二次中期経

営計画を新たに策定いたしました。今後は、第二次中期経営計画の実行により、｢グロ

ーバルなライフサイエンス企業｣としての企業価値・株主共同の利益の継続的な向上を

実現するための経営諸施策をスピード感を持って着実に実行してまいります。 
 
２．積極的な株主還元を通じた企業価値・株主共同の利益向上の取組み 
 

当社では、将来の経営環境の変化と潜在的な成長機会への投資に備え、必要な内部留

保を充実させながら、配当を中心に株主の皆様に積極的な利益還元を図っていくこと

を目標としています。当社では 2005 年 7 月のみらかホールディングス発足前、2004
年 12 月期には 1 株につき年間 15 円の配当を実施しておりましたが、2007 年 3 月期

（2005 年 3 月期より決算期を変更しています）には 1 株につき年間 32 円の配当を実

施することを本日開催の取締役会において決議し、2008 年 3 月期には 1 株につき年間

44 円の配当を予定しております。 
 

３．コーポレート・ガバナンス体制の更なる強化を通じた企業価値・株主共同の利益向上

の取組み 
 

当社では 2005 年 6 月より委員会設置会社に移行し、監督と執行を明確に分離し、

業務執行を迅速に展開できる執行体制を確立しております。コーポレート・ガバナン

ス体制の観点からは、2006 年 6 月から取締役 9 名のうち 4 名を独立性の高い社外取

締役とし、法令に従って監査委員会、報酬委員会、指名委員会を設置して更なる経営

の透明性確保、公正性の向上を目指した取組みを継続しています。インセンティブ・

報酬の観点からは、企業価値・株主共同の利益を向上させることを 重要課題と位置

付け、執行役に対する業績連動型報酬制度を導入するとともに、業績との連関が高く

ない退職慰労金制度を廃止し、また株主の皆様と執行役その他従業員の利益を共有化

する目的からストックオプション制度を導入しております。これら執行役・取締役に

対する報酬は有価証券報告書、事業報告にて開示させて頂いております。その他、株

主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けた施策として、株主の皆様が適切な議

決権行使をして頂く時間を確保する目的から招集通知を株主総会の 3 週間以上前に発

送するとともに、株主総会集中日を回避するなど、様々な施策を実施しています。ま

た、これら適切なガバナンス体制の維持・強化の重要性から、内部統制システムの基

本方針を定め、監査委員会による監査体制の強化、子会社・関連会社を含めた管理規

程の整備を進め企業集団における業務の適正を確保するための体制を構築するなど、

更なる整備強化を進めております。 
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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．大規模買付ルール導入の目的 
 

当社取締役会は、上記Ⅰに述べた基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務

及び事業の方針が決定されることを防止するための取組みとして、大規模買付行為が行

われる場合に、買付けに応じるべきか否かを株主の皆様に適切に判断いただけるように、

当社取締役会が大規模買付者から必要な情報を入手するとともに、その大規模買付行為

や買付提案を評価・検討する時間を確保し、株主の皆様へ代替案も含めた判断のために

必要な情報を提供することを目的として、大規模買付ルールの導入を決定致しました。 
また、大規模買付者による情報提供の十分性その他大規模買付ルールの遵守の如何、

大規模買付行為の企業価値・株主共同の利益への影響及び本対応策に基づく対抗措置の

発動等について、取締役会の判断の透明性、客観性、公正性及び合理性を担保するため、

社外取締役等を中心とする独立委員会を設置し、これらの点についての判断を独立委員

会に委ね、取締役会は独立委員会の判断に原則として従うこととしております。 
 
２．大規模買付ルールの内容 
 

当社取締役会が設定する大規模買付ルールとは、①事前に大規模買付者が取締役会に

対して必要かつ十分な情報を提供し、②取締役会による一定の評価期間が経過した後に

大規模買付行為を開始する、というものです。その概要は以下のとおりです。 
 
（1）意向表明書の当社への事前提出 

大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社代表執行役宛に、

大規模買付ルールに従う旨の誓約及び以下の内容等を記載した意向表明書をご提出いた

だきます。 
① 大規模買付者の名称、住所 
② 設立準拠法 
③ 代表者の氏名 
④ 国内連絡先 
⑤ 提案する大規模買付行為の概要等 

 
（2）必要情報の提供 

当社は、上記（1）の意向表明書受領後5営業日以内に、株主の皆様の判断並びに独立

委員会及び取締役会としての意見形成のために大規模買付者から独立委員会及び取締役

会 T P

 
P Tに対して提供いただくべき必要かつ十分な情報（以下、「本必要情報」といいます。）

のリストを当該大規模買付者に交付します。リストの作成にあたっては、取締役会は独

立委員会の意見を求めるものとし、独立委員会の意見に従って本必要情報のリストを決

定するものとします。なお、本必要情報の具体的内容は大規模買付者の属性及び大規模

買付行為の内容によって異なりますが、一般的な項目の一部は以下のとおりです。 
① 大規模買付者及びそのグループ（共同保有者、特別関係者及び組合員（ファンド

の場合）その他の構成員を含みます。）の詳細（名称、事業内容、経歴又は沿革、

資本構成、財務内容等を含みます。） 
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② 大規模買付行為の目的、方法及び内容（買付等の対価の価額・種類、買付け等の

時期、関連する取引の仕組み、買付け等の方法の適法性、買付け等の実現可能性

等を含みます。） 
③ 買付け等の価格の算定根拠（算定の前提となる事実や仮定、算定方法、算定に用

いた数値情報並びに買付け等に係る一連の取引により生じることが予想されるシ

ナジーの内容及びその根拠を含みます。） 
④ 大規模買付行為の資金の裏付け（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

策及び配当政策の概要 
⑥ 大規模買付行為後における当社の従業員、取引先、顧客その他の当社に係るステ

ークホルダーの処遇方針 
⑦ 必要な政府当局の承認、第三者の同意等、大規模買付行為の実行にあたり必要な

手続の内容及び見込み、また大規模買付行為に対する独占禁止法その他の競争法

並びにその他大規模買付者又は当社が事業活動を行っているか製品を販売してい

る国又は地域の重要な法律の適用可能性や、これらの法律が大規模買付行為の実

行にあたり支障となるかどうかについての考え及びその根拠 T P

 
P T 

 
取締役会は、大規模買付者から情報の提供を受けた場合、速やかに独立委員会に受領した

情報を提供します。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

十分と独立委員会が判断した場合には、独立委員会は大規模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ることがあります。大規模買付行為の提案があった事実

及び取締役会又は独立委員会に提供された本必要情報は、開示が可能となった時点で、全

部又は可能になった部分を開示します。 

 
 
（3）取締役会による評価期間等 

大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が取締役会に対し本必要情報

の提供を完了した後、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）又は90日間（その他の大規模買付行為の場合）を独立委員会及び

取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間（以下、「取締

役会評価期間」といいます。）とします。大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過

後にのみ開始されるものとします。取締役会評価期間中、取締役会は外部専門家（ファ

イナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタント等の専門家）の助

言を受けながら、提供された本必要情報を十分に評価・検討し、取締役会としての意見

を慎重にとりまとめ、公表します。必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為

に関する条件改善について交渉し、取締役会として株主の皆様に対し代替案を提示する

こともあります。また、取締役会は、取締役会評価期間の開始後直ちに、独立委員会に

その評価、検討及び意見形成を依頼します。独立委員会は、独自に本必要情報の評価・

検討を行い、本対応策に従い当社取締役会がとるべき対応について勧告を行います。取

締役会が代替策の提示を検討する場合には、代替策についても独立委員会にその評価・

検討を依頼し、独立委員会はその内容も踏まえて勧告を行います。 T P

 
P T 
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３．大規模買付行為がなされた場合の対応策 
 
（1）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合 

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、取締役会は、仮に当該大規模

買付行為に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代

替案を提示することにより、株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付

行為に対する対抗措置はとりません。大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、株主

の皆様において、当該買付提案及び当社が提示する当該買付提案に対する意見、代替案

等をご考慮の上、ご判断いただくことになります。 
但し、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が会

社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なう

と判断される場合には、例外的に新株予約権の無償割当て等、会社法その他の法律及び

当社定款が認める対抗措置をとることがあります。具体的には、以下のいずれかの類型

に該当すると判断された場合には、当該大規模買付行為は当社の企業価値・株主共同の

利益を著しく損なうと認められる場合に該当するものと考えます。 
 

① 真に当社の経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高

値で株式を会社関係者に引き取らせる目的で買収行為を行っている場合（いわゆ

るグリーンメーラーである場合） 
② 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買収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買収行為を行っている場合 
③ 当社の経営を支配した後に、当社の資産を当該買収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予定で買収行為を行っている場合 
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不動産、有価証

券など高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさ

せるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って株式の高価売り

抜けをする目的で買収行為を行っている場合 
⑤ 大規模買付者の提案する当社株式の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収（

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の買付けを行うことをいいます。）

等の、株主の判断の機会又は自由を制約し、事実上、株主に当社の株式の売却を

強要するおそれがある場合 
⑥ 大規模買付者の提案する買付条件（買付対価の種類及び金額、当該金額の算定根

拠、買い付ける株券等の上限の有無その他の条件の具体的内容、違法性の有無、

実現可能性等を含むがこれに限りません。）が当社の企業価値・株主共同の利益に

照らして著しく不十分又は不適切である場合 
 
（2）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合 

大規模買付者が意向表明書を提出しない場合、大規模買付者が取締役会評価期間の経

過前に大規模買付行為を開始する場合、大規模買付者が大規模買付ルールに従った十分

な情報提供を行わない場合、又はその他大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない

場合には、具体的な買付方法の如何にかかわらず、取締役会は、当社の企業価値・株主

共同の利益を守ることを目的として、新株予約権の無償割当て等、会社法その他の法律
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及び当社定款が認める対抗措置をとり、大規模買付行為に対抗する場合があります。 
 
（3）独立委員会の設置 

大規模買付ルールに従って一連の手続きが進行されたか否か、あるいは大規模買付ル

ールが遵守された場合でも、当該大規模買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益を

著しく損なうものであることを理由として対抗措置を講じるか否かについては、取締役

会が 終的な判断を行いますが、本対応策を適正に運用し、取締役会によって恣意的な

判断がなされることを防止し、その判断の客観性及び合理性を担保するため、独立委員

会規程（概要につきましては、別紙1をご参照ください。）を定め、独立委員会を設置す

ることといたしました。独立委員会の委員は3名以上とし、公正で中立的な判断を可能と

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及び社外有識者（注

4）の中から選任します。設置当初における独立委員会の委員は、社外取締役として鏑木 
伸一氏、油井 直次氏及び服部 暢達氏が就任する予定です（略歴につきましては、別紙2
をご参照下さい。）。 
独立委員会は、独立委員会が必要と判断した場合には、当社の費用により、外部専門

家（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタント等の専門

家）の助言を得ることができます。 
注4 ：社外有識者とは、経営経験豊富な企業経営者、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、会社法等を主たる研究対象とする学識経験者、又はこれらに準ずる者を対象と

して選任するものとします。 
 
（4）対抗措置の発動の手続 

本対応策においては、上記(1) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、

原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。対抗措置を講じる可能

性があるのは、上記(2) に記載のとおり大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなか

った場合か、上記(1) に記載の例外的な場合に限られます。 
また、対抗措置をとるかどうかの判断にあたって、その合理性及び公正性を担保する

ために、独立委員会に情報を提供してその評価・検討を依頼し、独立委員会の勧告に原

則として従って、取締役会は対抗措置の是非を決定するものとします。 
具体的にいかなる手段を講じるかについては、独立委員会の意見を踏まえて、その時

点で も適切と取締役会が判断したものを選択することとします。取締役会が対抗措置

として、例えば新株予約権の無償割当てをする場合の概要は別紙3に記載のとおりですが、

実際に新株予約権の無償割当てをする場合には、議決権割合が一定割合以上の特定株主

グループに属さないことを新株予約権の行使条件や取得条件とするなど、対抗措置とし

ての効果を勘案した行使期間、行使条件及び取得条件を設けることがあります。 
 
（5）対抗措置発動の停止等について 

上記(1)又は(2)において、当社取締役会が具体的対抗措置を講ずることを決定した後、

当該大規模買付者が大規模買付行為の撤回又は変更を行った場合など対抗措置の発動が

適切でないと独立委員会が判断した場合には、当社取締役会は、独立委員会の勧告に従

って、対抗措置の発動の停止又は変更等を行うことがあります。対抗措置として、例え

ば新株予約権を無償割当てする場合において、権利の割当てを受けるべき株主が確定し

た後に、大規模買付者が大規模買付行為の撤回又は変更を行うなど対抗措置の発動が適

切でないと取締役会が判断したときには、行使期間開始までの間は、独立委員会の勧告
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を受けた上で、新株予約権無償割当ての中止、又は新株予約権無償割当て後において、

当社が無償で新株予約権を取得する方法により対抗措置発動の停止を行うことができる

ものとします。 
このような対抗措置発動の停止を行う場合は、独立委員会が必要と認める事項ととも

に速やかな情報開示を行います。 
 
４．株主・投資家に与える影響等 
 
（1）大規模買付ルールが株主・投資家に与える影響等 

大規模買付ルールは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するた

めに必要な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、株主の

皆様が代替案の提示を受ける機会を確保することを目的としています。これにより株主

の皆様は、十分な情報のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適切な判断を

することが可能となり、そのことが当社の企業価値・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、大規模買付ルールの設定は、株主及び投資家の皆様が適

切な投資判断を行ううえでの前提となるものであり、株主及び投資家の皆様の利益に資

するものであると考えております。 
なお、上記３．のとおり、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守するか否かにより

大規模買付行為に対する当社の対応策が異なりますので、株主及び投資家の皆様におか

れましては、大規模買付者の動向にご注意ください。 
 
（2）対抗措置の発動が株主及び投資家の皆様に与える影響  

当社取締役会は、当社の企業価値・株主共同の利益を守ることを目的として、上記３．

のとおり、対抗措置をとることがありますが、取締役会が具体的な対抗措置をとること

を決定した場合には、法令及び当社が上場する証券取引所の上場規則等にしたがって、

当該決定について適時・適切に開示します。  
対抗措置の発動時には、大規模買付者以外の株主の皆様が、法的権利又は経済的側面

において格別の損失を被るような事態は想定しておりません。対抗措置として、例えば

新株予約権の無償割当てが行われる場合は、取締役会で別途定めて公告する割当期日に

おける 終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、その所有株

式数に応じて新株予約権が割り当てられますので、名義書換未了の株主の皆様には、当

該割当期日までに名義書換を完了していただく必要があります（証券保管振替機構に対

する預託を行っている株券については名義書換手続は不要です。）。また、新株予約権

を行使して株式を取得するためには、所定の期間内に一定の金額の払込みを完了してい

ただく必要があります。但し、当社が新株予約権を当社株式と引き換えに取得できる旨

の取得条項に従い当該新株予約権の取得の手続きを取る場合には、大規模買付者以外の

株主の皆様は、新株予約権の行使価額相当の金銭を払い込むことなく、当社による当該

新株予約権の取得の対価として当社株式を受領することになります。これらの手続の詳

細につきましては、実際に新株予約権を発行又は取得することとなった際に、法令及び

当社が上場する証券取引所の上場規則等にしたがって、別途お知らせいたします。 
割当期日において名義書換未了の株主の皆様（証券保管振替機構に対する預託を行っ

ている株券の株主を除きます。）に関しましては、他の株主の皆様が当該新株予約権の

無償割当てを受け、当該新株予約権の行使によるかあるいはその取得と引き換えに当社

株式を受領することに比して、結果的にその法的権利又は経済的側面において不利益が
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発生する可能性があります。  
なお、独立委員会の勧告を受けて、当社取締役会が当該新株予約権の発行の中止又は

発行した新株予約権の無償取得（当社が新株予約権を無償で取得することにより、株主

の皆様は新株予約権を失います。）を行う場合には、1株当たりの株式の価値の希釈化は

生じず、当社株式の株価に相応の変動が生じる可能性があります。例えば、当該新株予

約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後（権利落ち日以降）に当社株式の価値

の希釈化が生じることを前提にして売買等を行った株主又は投資家の皆様は、株価の変

動により不測の損害を被る可能性があります。  
大規模買付者については、大規模買付ルールを遵守しない場合や、大規模買付ルール

を遵守した場合であっても大規模買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく

損なうと判断される場合には、対抗措置が講じられることにより、結果的にその法的権

利又は経済的側面において不利益が発生する可能性があります。本対応策の公表は、大

規模買付者が大規模買付ルールに違反することがないようにあらかじめ注意を喚起する

ものであります。 
 
５．大規模買付ルールの適用開始、有効期間、継続及び廃止 
 

本対応策は、2007年6月26日に開催される定時株主総会（以下、「本定時株主総会」

といいます。）において、出席株主（議決権行使書により議決権行使を行う株主を含み

ます。）の皆様の議決権の過半数のご賛同を得られた場合には、ご賛同の決議をもって

同日より発効することとします。有効期限は本定時株主総会の日から3年間（2010年6月
に開催予定の定時株主総会の終結時まで）とし、以降、本対応策の継続（一部修正した

上での継続を含みます。）については定時株主総会の承認を経ることとします。 
本対応策は、その有効期間中であっても①株主総会において本対応策を廃止する旨の

決議が行われた場合、又は②取締役会により本対応策を廃止する旨の決議が行われた場

合には、その時点で廃止されるものとします。また、取締役会は、本対応策の有効期間

中であっても、株主総会での承認の趣旨の範囲内で、本対応策を修正する場合がありま

す。 
 

以 上 
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（別紙１） 
独立委員会規程の概要 

 
・ 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、公正で中立的な判断を可能とするため、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及び社外有識者の中から、当社取締

役会が選任する。 
 
・ 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、取締役会に勧告を行う。

当社取締役会は、原則として独立委員会の勧告に従って、決議を行うものとする。 
 

① 対抗措置の発動の是非 
② 発動が決定された対抗措置の停止又は変更等 
③ 大規模買付者が当社取締役会及び独立委員会に提供すべき情報及び提供された情

報の十分性 
 
・ 独立委員会は、投資銀行、証券会社、弁護士その他外部の専門家より、当社の費用負

担により助言を得ることができる。 
 
・ 独立委員会決議は、原則として、独立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。但し、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、

委員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行う。 
 

以 上 
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（別紙２） 
独立委員会の委員略歴 

いずれも当社の社外取締役です。 
鏑木 伸一 （かぶらぎ しんいち） 

  昭和 17 年 ２月２日生 
  昭和39年４月 厚生省入省 

昭和42年10月 内閣総理大臣官房審議室 

昭和46年４月 在タイ日本国大使館書記官 

昭和56年８月 経済企画庁総合計画局計画官 

昭和60年８月 厚生省年金局企画課長 

平成２年６月 東海北陸地方医務局長 

平成７年７月 日本赤十字社国際部長 

平成14年５月 日本製薬工業協会常務理事 

平成17年６月 当社取締役（現任） 
   

油井 直次  (ゆい なおじ) 
  昭和23年 1月21日生 

昭和47年４月 アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー入社 

昭和61年９月 同社パートナー（共同経営者） 

平成３年９月 同社アジア太平洋地区製造業統括パートナー 

平成13年10月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科非常勤講師 

平成15年２月 油井アソシエイツ㈱代表取締役（現任） 

平成15年３月 ㈱エスアールエル監査役 

平成17年６月 当社取締役（現任）  
   

服部 暢達 （はっとり のぶみち） 
  昭和 32 年 12 月 25 日生 

昭和 56 年４月 日産自動車㈱入社 

平成元年６月 ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー 

ニューヨーク本社入社 

平成２年９月 ゴールドマン・サックス証券会社東京支店 

平成５年６月 同社バイス・プレジデント 

平成 10 年 11 月 同社マネージング・ディレクター 

平成 15 年９月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授  

平成 17 年６月 当社取締役（現任） 

平成 17 年 11 月 ㈱ファーストリテイリング取締役（現任） 

平成 18 年 10 月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員教授（現任） 
以 上 
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（別紙３） 

新株予約権無償割当の概要 
 
1. 新株予約権無償割当の対象となる株主及びその割当方法 
当社取締役会で定める割当期日における 終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録

された株主に対し、その所有する当社普通株式（但し、当社の所有する当社普通株式を除

く。）1株につき1個の割合で新たに払込みをさせないで新株予約権を割当てる。 
 
2. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的と

なる株式の数は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は、所要の調

整を行うものとする。 
 
3. 株主に割当てる新株予約権の総数 
当社取締役会が定める割当期日における当社発行可能株式総数から当社普通株式の発行済

株式の総数（当社の所有する当社普通株式を除く。）を減じた株式数を上限とする。当社

取締役会は、複数回にわたり新株予約権の割当を行うことがある。 
 
4. 各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1円以上で当社取締

役会が定める額とする。 
 
5. 新株予約権の譲渡制限 
新株予約権の譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 
 
6. 新株予約権の行使条件 
議決権割合が20％以上の特定株主グループに属する者（但し、あらかじめ当社取締役会が

同意した者を除く。）でないこと等を行使の条件として定める。詳細については、当社取

締役会において別途定めるものとする。 
 
7. 新株予約権の行使期間等 
新株予約権の割当てがその効力を生ずる日、行使期間、取得条項その他必要な事項につい

ては、当社取締役会が別途定めるものとする。なお、取得条項については、上記6.の行使

条件のため新株予約権の行使が認められない者以外の者が有する新株予約権を当社が取得

し、新株予約権1個につき当社取締役会が別途定める株数の当社普通株式を交付すること

ができる旨の条項を定めることがある。 
以 上 
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（別紙４） 
当社株式の状況（2007 年 3 月 31 日現在） 

 
１．発行可能株式総数  200,000,000株 
 
２．発行済株式総数   60,839,566株 
 
３．株主数      8,688 名 
 
４．大株主（上位10名） 

当社への出資の状況 株主名 
 持株数 

（千株） 
出資比率

（％） 
ベア スターンズ アンド カンパニー 
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 
スティールパートナーズ ジャパン ストラテジックファンド（オ

フショア）エルピー 

株式会社みずほ銀行 
日本生命保険相互会社 
バンク オブ ニューヨーク ジーシーエム クライアント 

アカウンツ イー アイエスジー 

第一生命保険相互会社 
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４） 
明治安田生命保険相互会社 
 

5,758.5 
4,411.2 
3,929.7 
3,237.5 

 
2,132.1 
1,972.5 
1,954.0 

 
1,940.7 
1,317.1 
1,272.2 

9.47 
7.25 
6.46 
5.32 

 
3.50 
3.24 
3.21 

 
3.19 
2.16 
2.09 

(注)１．日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）及び日本トラスティ・サービ

ス信託銀行株式会社（信託口）、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信

託口４）の株式数は、全て信託業務に係るものであります。 
  ２．株式会社みずほ銀行の株式数には、株式会社みずほ銀行が退職給付信託の信託財

産として提出している当社株式2,131.5千株（持株比率3.50%）を含んでおります。

（株主名簿上の名義は、「みずほ信託退職給付信託みずほ銀行口 再信託受託者 

資産管理サービス信託」であります。） 

 
 

以 上 
 


