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当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の 

基本方針の株主総会への付議について 

 

当社は、本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）の基本方針について株主総会において決議することができる旨の規定を新設

する定款変更議案」を平成 19 年 6 月 28 日に開催される当社第 86 期定時株主総会（以下

「本定時株主総会」といいます）に付議する旨決議すると共に、変更された定款に基づ

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（以下「本基本

方針」といいます）の決定の議案」を本定時株主総会に付議することを決議致しました

ので、ご報告します。 

当社は、これらの議案が本定時株主総会において承認された場合には、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）」の導入を当社取締役会

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 

(1) 経営の基本方針 

当社を中核とする京王グループは、運輸、流通、不動産、レジャー・サービス等

幅広い事業を通じて、お客様のより良い暮らしを創造していくことにより、地域の

発展と幸せな暮らしの実現に貢献することを基本方針としております。平成 15 年 1

月に「京王グループ理念」と、この理念を具現化するための「グループ経営ビジョ

ン」を制定し、グループ競争力の強化に取り組むとともに、法令・倫理を遵守した

健全な企業活動の展開や、財務体質の強化を推進することで、企業価値・株主の皆

様の共同の利益の向上に努めております。 

また、多くのお客様の人命を預かる鉄道事業者である当社は、「輸送の安全性」

の確保という、極めて重要な公共的使命を担っております。当社はこの使命を果た

し続けていくことで、お客様に「安心」を提供し、当社グループ全体の信頼性を向

上させてきたと自負しており、このことは当社の企業価値の源泉をなすものと考え
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ております。当社は、今後もその使命を果たすため、より一層「経営の安定性」を

高め、鉄道事業における安全対策をはじめ、「事業の継続性」を確保するための中長

期的な視点に立った設備投資を積極的に行う等、「信頼のトップブランド」を確立し

てまいります。 

 

(2) 利益還元に関する基本方針 

当社は安定した配当を継続していくとともに、将来の事業展開と経営環境の変化

に備えた経営基盤の強化に必要な内部留保を充実させながら、業績等を勘案し、株

主の皆様への利益還元をはかっていくことを基本方針としております。したがって、

株主の皆様への安定的な配当の継続が重要であると考えており、平成 15 年 3 月期か

ら 1 株につき年間 6 円の配当を継続しております。今後も長期にわたり安定した配

当を継続していくことを目指し、安定的な利益を確保してまいります。 

 

(3) 具体的な取り組みについて 

当社グループでは、「京王グループ理念」を具現化するための「グループ経営ビ

ジョン」に基づき、当社グループの競争力の強化に取り組むとともに、有利子負債

の圧縮など、財務健全性の向上に努め、また法令・倫理を遵守し、地域社会貢献活

動を行うなど、企業価値・株主の皆様の共同の利益・沿線価値の向上に努めており

ます。今後も「京王グループ理念」の具現化を目指し、当社が長年培ってきた有形・

無形の経営資源を維持・活用し、以下のような具体的な施策に取り組んでまいりま

す。 

第一に、社会に不可欠なインフラを提供する公益交通事業者としての社会的責任

を果たすことを通じて、お客様、お取引先その他のステークホルダーからの信頼を

維持・向上させてまいります。当社グループは、日頃から安全確保を 優先にして

おり、鉄道事業では安全性をさらに高めるため、自動列車制御装置（ＡＴＣ）の導

入による信号システムの抜本的改良工事、地下駅火災対策や構造物の耐震性向上等

に向けた安全対策工事のほか、東京都や調布市と協力しながら調布駅付近連続立体

交差事業を進めております。さらに、京王線笹塚駅以西の鉄道立体化によるボトル

ネック踏切の解消に向けても、引続き関係機関との協議を積極的に実施してまいり

ます。また、駅や鉄道・バス車両のバリアフリー化等のサービス向上策にも積極的

に取り組んでおります。このように鉄道事業における安全確保に向けた投資が重な

ることで、収益面に短期的な影響を与える可能性はありますが、中長期的な視点で

公益交通事業者としての高度な社会的責任を果たしていくことが「輸送の安全性」

「経営の安定性」「事業の継続性」を確保し、ひいては「信頼のトップブランド」の

確立につながり、当社グループの企業価値を一層向上させると考えております。 

第二に、当社沿線が将来にわたって活力を維持できるよう、沿線のお客様のニー
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ズに応える、中長期的な視点に基づいたきめ細やかな生活サービスの提供を進め、

沿線価値の一層の向上に取り組んでまいります。沿線の拠点である新宿、吉祥寺等

の将来構想や聖蹟桜ヶ丘地区の再整備計画の検討を進めるほか、鉄道施設の改良工

事により新たに創出されるスペースの有効利用や自由通路の設置等により駅施設の

利便性を向上させてまいります。また、「Ｈｉ－ＲＯＯＭＳ」等の優良住宅系賃貸物

件の拡充にも努めているほか、「有限責任中間法人 移住・住みかえ支援機構（ＪＴ

Ｉ）」へ参画し、沿線の良質な住宅ストックの循環をはかり、シニア世代および子育

て世代の住みかえニーズに応えるための体制を確立してまいります。さらに、信頼

のブランドを活かした「住んでもらえる、選んでもらえる沿線づくり」に向けた実

験的な試みとして、高幡不動地区において、沿線住民に対する新たな利便性向上を

目指したコミュニティネットワークサービス「京王ほっとネットワーク」のスター

トに続き、「子育て支援マンション」の建設を進めております。このほか、インター

ネット上における沿線ポータルサイト「街はぴ」の開設や、関東地区の多くの交通

事業者との相互利用が可能となった共通ＩＣカード乗車券「ＰＡＳＭＯ（パスモ）」

と「京王パスポートカード」を連携させ、「京王グループ共通ポイント」の利便性を

拡大してまいります。さらに、沿線の行政機関、周辺住民、大学等との協力・連携

を強化し、沿線価値の一層の向上や地域活性化に多角的に取り組むことで、沿線の

魅力を高め、ひいては鉄道旅客輸送人員や当社グループのお客様を維持・拡大する

ことを目指しております。 

   第三に、食品スーパーや生活関連事業の強化・拡大を通じ、グループ事業競争力

の向上を推進してまいります。これまで培ったノウハウをもとに、沿線内にとどま

らず、沿線外への展開も視野に入れ、今後も積極的な事業展開をはかるほか、既存

事業の延長線上にあり、お客様のニーズが見込まれる分野につきましても、事業化

に向けた取り組みを行っていくことで当社グループの成長を推進してまいります。 

   第四に、以上の具体的取り組みの実現に向け、今後も従業員を中長期的な視点で

育成してまいります。「輸送の安全性」「経営の安定性」「事業の継続性」を実現する

実際の担い手は、当社グループの従業員であり、これらの従業員がこれまでに蓄積

された当社グループにおける知識、経験、ノウハウを共有したうえで、将来の当社

グループの成長を推進していくことが重要であると考えております。 

第五に、法令や社会規範の遵守、地球環境への配慮など、企業としての社会的責

任を果たす取り組みを続けることやコーポレート・ガバナンスのより一層の強化を

はかってまいります。すでに法令に基づく内部統制体制の整備や「京王グループ・

コンプライアンス・プログラム」等を推進してきており、環境保全につきましても、

平成 12 年に制定した環境基本方針に基づき、環境法令遵守、各事業の特性に応じた

省エネルギー化や廃棄物削減、資源リサイクル等を積極的に推進し、これらの取り

組みを当社グループ全体に拡大しております。コーポレート・ガバナンスにつきま

 
 

3



 
 

しては、これまでも会社法に基づく特別取締役の選定や取締役会の諮問機関である

指名・報酬委員会の設置、ディスクロージャー委員会の設置などにより迅速な意思

決定や経営の透明性の向上、適時適切な情報開示に努めております。さらに、株主

の皆様から当社の経営を付託された当社経営陣の、株主の皆様に対する責任をより

明確にするため、本定時株主総会において、取締役の任期を 1 年に短縮する予定で

す。今後も、当社が果たすべき社会的責任やコーポレート・ガバナンス体制の整備・

強化につきましては引続き検討を進め、「信頼のトップブランド」の確立をより一層

強固なものとしてまいります。 

 

(4) 定款変更および本基本方針策定の目的 

以上ご説明しましたとおり、当社グループではこれまでの企業運営の方針を維持

しつつ、グループの成長を実現し、企業価値・株主の皆様の共同の利益を確保・向

上させていくための諸施策を実施しております。しかし、近時、わが国の資本市場

においては、新しい法制度の整備や企業構造・企業文化の変化等を背景として、対

象となる経営陣との十分な協議や合意のプロセスを経ることなく、突如として大量

の株式の買付を強行するといった動きが顕在化しております。 

もとより、当社は、株式の大量買付であっても、当社グループの企業価値・株主

の皆様の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ござい

ません。 

しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値・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買付の条件等について検討し、あ

るいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しな

いもの、対象会社が買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買付

者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さない

ものも少なくありません。 

当社グループが企業価値・株主の皆様の共同の利益を向上させていくためには、

①中長期的視点に立った安全対策への積極的な取り組み等、公益交通事業者として

の社会的責任を全うしていくこと、②当社沿線が将来にわたって活力を維持できる

よう、沿線のお客様のニーズに応える、中長期的な視点に基づいたきめ細やかな生

活サービスの提供を進め、沿線価値の一層の向上に取り組むこと、③生活関連事業

の強化・拡大などにより、グループ事業の競争力の向上と成長を推進していくこと、

④当社グループに蓄積された知識、経験、ノウハウを共有し、将来の当社グループ

の成長を担っていく従業員を中長期的な視点で育成していくこと、ならびに⑤法令

や社会規範の遵守、地球環境への配慮など企業としての社会的責任を果たしていく

こと、およびコーポレート・ガバナンスの体制の持続的な見直し、強化を行うこと
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等に重点を置いた施策を着実に遂行していくことにより、「輸送の安全性」「経営の

安定性」「事業の継続性」を確保し、お客様、お取引先その他のステークホルダーか

らの信頼を得て、「信頼のトップブランド」を確立することが不可欠であります。こ

れらが当社の株式の買付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・株主の皆様の共同の利益は毀損されることになります。 

また、当社グループは当社を中核とし、基幹事業である鉄道業をはじめとする運

輸業、不動産業、流通業、レジャー・サービス業など幅広い事業展開を行っており

ます。その目的は、幅広い事業を通じて、お客様のより良い暮らしを創造していく

ことにより、地域発展と幸せな暮らしの実現に貢献することにあります。そのため

には、鉄道沿線におけるバス路線網の充実や、鉄道・バス沿線における商業施設の

開発・運営、小売業の展開、住宅の開発等を行い、沿線の魅力や価値を総合的に高

めることが重要であります。当社グループは沿線を中心に関連性の高い事業を多角

的に展開することで、沿線価値の向上、京王ブランドの確立に努めるとともに、地

域社会の信頼を獲得してまいりました。また、沿線で培った京王ブランドを基礎に、

ビジネスホテル等、域外への柔軟な事業展開もはかることで当社グループ全体の価

値創造に努めております。このように、当社グループにとっては、各事業の有機的

な結びつきにより当社グループの総合力を発揮させる一体的な経営を行うことが極

めて重要であります。 

したがって、外部者である買付者からの買付の提案を受けた際に、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、当社グループが

幅広く展開する各事業分野の有機的結合により実現されるシナジー効果、その他当

社の企業価値を構成する要素を十分に把握し、中長期的な観点も考慮に入れたうえ

で、当該買付が当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益に及ぼす影響を短期間で

適切に判断することは、必ずしも容易ではないものと思われます。 

こうした事情に鑑み、当社取締役会は、当社株式に対する買付が行われた際に、

買付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買付者と交渉

を行うこと等を可能とすることで、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利

益に反する買付行為を抑止できる体制を平時において整えておくことが必要不可欠

との結論に達しました。そこで、当社取締役会は、平成 19 年 3 月 26 日に、暫定的

な措置として、有効期間を平成 19 年 6 月 30 日までとして、「当社株式の大量取得行

為に関する対応策」を決定・導入いたしました。 

当社は、上記暫定的措置の導入後もさらに検討を進め、その結果、本定時株主総

会において、当社株主総会の決議により当社株式の大量取得行為に関する対応策（買

収防衛策）の基本方針を定めることができるとする規定を新設する定款変更案（具

体的な変更内容については下記2.をご参照下さい）につきご承認いただいたうえで、
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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（その具体的な内容については、下記 3.をご参照下さい）の決

定を本定時株主総会にお諮りすることといたしました。なお、現在、当社が具体的

に上述のような不適切な買付の脅威に直面している事実はありません。平成 19 年３

月 31 日現在における当社の大株主の状況は末尾に記載の別表「当社株式の保有状況

の概要」のとおりです。 

 

2. 定款変更の議案 

当社は、下記の 1 条を新設するとの内容を含む定款変更の議案を、本定時株主総会

に付議します。 

 

記 

 

（株主総会決議事項） 

株主総会においては、法令又は本定款に別段の定めがある事項のほか、

本会社株式の大量取得行為に関する対応策の基本方針を決議することがで

きる。 

２． 前項における本会社株式の大量取得行為に関する対応策とは、本会社が

資金調達又は業務提携などの事業目的を主要な目的とせずに新株又は新株

予約権の発行を行なうことにより本会社に対する買収の実現を困難にする

方策のうち、本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、本会社株式の大量取得行為に関する対応策としての新株又は新株予約

権の発行決議を行なうなど本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。 

以 上 

 

3. 本基本方針の決定の議案 

当社は、上記 2.の定款変更議案につき本定時株主総会においてご承認が得られるこ

とを条件として、本基本方針を下記のとおり決定する旨の議案を、本定時株主総会に付

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、以下(2)
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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、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きが存す

ることおよび当社が差別的行使条件付新株予約権の無償割当て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（平時の買収防衛策）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)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)の各号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（差別的行使条件）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、その時点のすべての株主に

対して新株予約権無償割当ての方法により割り当てるものとする。 

 

(b) 対象とする買付等 

本プランが対象とする買付等は、次の①または②に該当する買付またはこれに

類似する行為とする。 

① 当社が発行者である株券等1について保有者2の株券等保有割合3が 20％以上

となる買付 

② 当社が発行者である株券等4について、公開買付け5に係る株券等の株券等所

有割合6およびその特別関係者7の株券等所有割合の合計が20％以上となる公

開買付け 

 

(c) 買付者等が遵守すべき買付等の手続き 

買付者等が買付等を行う場合には、当社取締役会が別段の定めをした場合を除

き、当該買付等の実行に先立ち、当社に対して、買付者等の詳細、買付等の目的、

                                                  
1 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とする。 
2 証券取引法第 27 条の 23 第 3 項に基づき保有者に含まれる者を含む。以下同じとする。 
3 証券取引法第 27 条の 23 第 4 項に定義される。以下同じとする。 
4 証券取引法第 27 条の 2 第 1 項に定義される。以下②において同じとする。 
5 証券取引法第 27 条の 2 第 6 項に定義される。以下同じとする。 
6 証券取引法第 27 条の 2 第 8 項に定義される。以下同じとする。 
7 証券取引法第 27 条の 2 第 7 項に定義される特別関係者（当社取締役会がこれに該当すると認めた者

を含む）をいう。ただし、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。以下同じとする。 
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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）なら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」

という）を提出するものとする。 

当社取締役会は、上記の買付説明書を受領した場合、速やかにこれを企業価値

評価独立委員会（その詳細については下記(f)参照。以下同じ）に提供する。企

業価値評価独立委員会が、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、買付者等は、企業価値評価独立委員会の求めに従い、

企業価値評価独立委員会の定める回答期限までに追加情報を提出するものとす

る。 

企業価値評価独立委員会は、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上と

いう観点から、買付説明書および本必要情報の内容と当社取締役会の経営計画、

当社取締役会による企業評価等との比較検討ならびに株主に対する当社取締役

会の代替案の検討等を行うために、当社取締役会に対しても、企業価値評価独立

委員会が合理的と認める期間内（ただし、原則として 60 日以内とする）に当該

買付等の内容に対する意見ならびにその根拠資料、代替案その他企業価値評価独

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) 企業価値評価独立委員会による買付内容の検討・買付者等との交渉・代替案の

 提示 

上記(c)の情報提供が十分になされたと企業価値評価独立委員会が認めた場合、

企業価値評価独立委員会は、 長 60 日間の検討期間（ただし、必要な範囲で延

長・再延長できるものとし、以下｢企業価値評価独立委員会検討期間｣という）を

設定する。買付等は、この企業価値評価独立委員会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。 

企業価値評価独立委員会は、企業価値評価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評価・検討

等を行う。また、企業価値評価独立委員会は、必要があれば、直接または当社取

締役会を通じて間接に、買付等の内容を改善させるため、当該買付者等と協議・

交渉等を行い、もしくは株主に対して当社取締役会の代替案の提示を行う。なお、

買付者等は、企業価値評価独立委員会が企業価値評価独立委員会検討期間内にお

いて、自らまたは当社取締役会を通じて、検討資料その他の情報提供、協議・交

渉を求めた場合には、速やかにこれに応じなければならないものとする。 

企業価値評価独立委員会は、当社の費用により、独立した第三者である専門家
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（フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士等）の助言を得ることが

できる。 

 

(e) 本新株予約権無償割当ての実施 

(ⅰ)企業価値評価独立委員会による実施・不実施の勧告 

企業価値評価独立委員会は、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)に定める情報提供ならびに企業価値評価独立委員

会検討期間の確保その他本プランに定める手続きを遵守しなかった

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

なら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 7)のいずれかに該当すると認められ、本新株予約権の無

償割当てを実施することが相当であると認められる場合 

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 

(ｱ)株式等を買い占め、その株式につき当社に対して高値で買取り

を要求する行為 

(ｲ)当社の経営を一時的に支配して、当社グループの重要な資産等

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)当社グループ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、当社グループの事業に当面関

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 

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 

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

 
 

9



 
 

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 

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、買付等の実現可能性、買付等の後における当社グループの

顧客、取引先、従業員その他の当社グループに係る利害関係者の処

遇方針等を含む）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 

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ため、鉄道事業の安全性もしくは公共性

または顧客の利益の確保に重大な支障をきたすおそれのある買付

等である場合 

7) 当社の企業価値を生み出すうえで必要不可欠な当社グループの従

業員、取引先等との関係または当社グループの企業文化を破壊する

ことなどにより、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益

に反する重大なおそれをもたらす買付等である場合 

 

ただし、企業価値評価独立委員会は、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か、または該当しても本新株予約権の無償割当て

を実施することもしくは行使を認めることが相当でないと企業価値評価独立

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。 

 

他方、企業価値評価独立委員会は、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か、該当しても本新株予約権の無償割当てを実

施することが相当でないと判断した場合、当社取締役会に対して、本新株予

約権の無償割当てを実施しないことを勧告する。 

ただし、企業価値評価独立委員会は、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

に該当すると判断し、本新株予約権の無償割当てを実施することが相当であ

ると判断するに至った場合には、本新株予約権の無償割当ての実施を含む別

個の判断を行い、これを当社取締役会に勧告することができる。 

 

企業価値評価独立委員会は、①買付説明書の提出の事実とその概要、②提
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供された本必要情報の概要、③企業価値評価独立委員会検討期間延長等の決

議とその理由の概要、④企業価値評価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、企業価値評価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企業価値評価独立委員会の勧告の尊重 

当社取締役会は、上記(i)による企業価値評価独立委員会の勧告を 大限尊

重し、本新株予約権の無償割当ての実施または不実施等を 終的に決定する。

当社取締役会は、かかる決定を行った場合速やかに、当該決定の概要その他

当社取締役会が適切と認める事項について、情報開示を行う。 

 

(ⅲ)本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 本新株予約権の数 

当社取締役会が、本新株予約権の無償割当ての取締役会決議（以下「本

新株予約権無償割当て決議」という）において別途定める割当期日（以

下「割当期日」という）における当社の 終の発行済株式総数（ただ

し、同時点において当社の有する当社株式の数を控除する）に相当す

る数とする。 

② 割当対象株主 

割当期日における当社の 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 1 個の割合で、本新株予約権を無償で割り当

てる。 

③ 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。 

④ 本新株予約権の目的である株式の数 

本新株予約権 1 個当たりの目的である株式の数は、別途調整がない

限り 1株とする。 

⑤ 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株当たりの価額は、

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。 
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⑥ 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か月間

から 2 か月間までの範囲で、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。 

⑦ 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8 

(ｲ) その共同保有者 

(ｳ) 特定大量買付者9 

(ｴ) その特別関係者 

(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り受けもしくは承継した者 

(ｶ) 上記(ｱ)ないし(ｵ)に該当する者の関連者10 

⑧ 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

要するものとする。 

⑨ 本新株予約権の取得 

(ｱ)当社は、本新株予約権の行使期間の初日の前日までの間いつでも

すべての本新株予約権を無償で取得することができる。 

(ｲ)当社は、いつでも特定買付者等以外の株主が保有する未行使の本

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。 

(ｳ)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

                                                  
8 「特定大量保有者」とは、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。 
9 「特定大量買付者」とは、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(ｳ)において同じとする）の買付け等（証券取引法第 27 条の 2 第 1 項

に定義される。以下、本(ｳ)において同じとする）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。 
10 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

下にある者として当社取締役会が認めた者、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

が認めた者をいう。「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 項に定義される）をいう。 
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別途定めるところによるものとする。 

⑩ その他 

その他の本新株予約権の内容は、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) 企業価値評価独立委員会について 

当社は、本プラン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、当社の業務執行を行う経営陣から独立している

委員から構成される企業価値評価独立委員会を設置する。企業価値評価独立委員

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、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公

認会計士および学識経験者等）から選任され、公表されるものとする。 

企業価値評価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。ただし、委員に事故あるときその他やむを得ない事由があ

るときは、委員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行う。 

その他、企業価値評価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。 

 

(3) 本基本方針の有効期間 

本基本方針の有効期間は、本定時株主総会終了後 3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終結の時までとする。 

ただし、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。 

以 上 

 

4. 本基本方針の合理性 

(1) 買収防衛策に関する指針の要件の充足 

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または向上のための買収防衛策に関する指針の定める三
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原則を充足します。 

 

(2) 株主意思の重視 

本基本方針は、上記のとおり本定時株主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」に記載したとおり、本基本方針には

有効期間を約 3 年間とするいわゆるサンセット条項が付されており、かつ、その有

効期間の満了前であっても、当社株主総会の決議によりこれを変更または廃止する

ことが可能とされています。したがって、本基本方針および本プランには、株主の

皆様のご意向が十分に反映されることとなります。 

 

(3) 独立性の高い社外者の判断の重視 

上記 3.(2)「本プランの骨子」に記載したとおり、本基本方針においては、本プ

ランの発動等の運用に関する実質的な判断は、当社の業務執行を行う経営陣から独

立している委員から構成される企業価値評価独立委員会により行われることとされ

ています。このように、企業価値評価独立委員会が、当社取締役会が恣意的に本新

株予約権の無償割当てを行うことのないよう厳しく監視することで、当社の企業価

値・株主の皆様の共同の利益に適うように本プランの運営が行われる仕組みが確保

されています。なお、本基本方針が本定時株主総会において承認可決され、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企業価値

評価独立委員会の委員には、北村敬子氏（社外有識者 中央大学商学部教授）、早﨑 

博氏（当社社外取締役）、黒岩法夫氏（当社社外監査役）および鈴木光春氏（当社社

外監査役）の４名がそれぞれ就任する予定です。各氏の略歴につきましては別紙を

ご参照下さい。 

 

(4) 合理的な客観的発動要件の設定 

本基本方針においては、上記 3.(2)(e)(i)「企業価値評価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、合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなけ

れば本新株予約権の無償割当てはなされないものとしており、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が確保されているものといえます。 

 

(5) 当社取締役の任期の短縮 

当社は、本定時株主総会において、取締役の任期を 1年に短縮する内容を含む定

款変更議案を付議します。こうした取締役任期の短縮により、毎年の取締役の選任

を通じても、本基本方針および本プランにつき、株主の皆様のご意向を反映させる

ことが可能となります。 
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5. 株主の皆様への影響 

(1) 本基本方針の承認・本プランの導入時に株主の皆様に与える影響 

本基本方針の承認および本プランの導入時点においてはいずれも、本新株予約権

の無償割当て自体は行われませんので、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 

本プランが導入され、本プランの手続きに従い本新株予約権の無償割当てが実施

される場合には、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設定す

る割当期日における株主の皆様に対し、その保有する株式 1 株につき本新株予約権

1 個の割合で、本新株予約権が無償にて割り当てられます。仮に、株主の皆様が、

権利行使期間内に、所定の行使価額相当の金銭の払込みその他本新株予約権の行使

に係る手続きを経なければ、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全体の価値が希釈化することになります。ただし、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、これと引換えに当社普通株式を交付することがあります。当社がかかる取得の

手続きを取れば、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行

使価額相当の金銭の払込みをすることなく、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領するため、その保有する当社株式全体の価値の希釈化は

生じません。 

なお、本プランが導入され、一旦本新株予約権無償割当て決議がなされた後に、

当該割当てが中止されたり、本新株予約権が無償取得される場合には、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。 

 

以 上 
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別 紙 

 

企業価値評価独立委員会委員就任予定者略歴 

 

 

○北村 敬子（きたむらけいこ） 

【略歴】 

昭和20年 生まれ 

昭和49年４月 中央大学商学部助教授 

昭和56年４月 中央大学商学部教授 現在に至る 

平成９年11月 中央大学商学部長 

平成11年７月 司法制度改革審議会委員 

平成13年７月 財団法人財務会計基準機構理事 現在に至る 

平成14年４月 法制審議会委員 現在に至る 

平成15年８月 東京地方裁判所委員会委員 現在に至る 

平成16年４月 中央大学副学長 

平成18年１月 中央教育審議会大学分科会大学院部会専門委員 現在に至る 

平成18年11月 税制調査会委員 現在に至る 

 

※北村 敬子氏と当社との間に特別の利害関係はありません。  

 

 

○早﨑 博（はやさきひろし） 当社社外取締役 

【略歴】 

昭和６年 生まれ 

昭和28年４月 住友信託銀行㈱ 入社 

平成元年６月 住友信託銀行㈱取締役社長 

平成５年６月 住友信託銀行㈱取締役会長 

平成10年３月 住友信託銀行㈱相談役 

平成10年６月 当社取締役 現在に至る 

平成11年６月 住友信託銀行㈱特別顧問 現在に至る 

平成19年３月 当社企業価値評価独立委員会委員 現在に至る 

 

  ※早﨑 博氏は、会社法第 2条第 15 号に規定される当社社外取締役です。 

   同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 
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○黒岩 法夫（くろいわのりお） 当社社外監査役 

【略歴】  

昭和 27 年 生まれ 

昭和50年４月 ㈱東京銀行[現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行] 入社 

平成15年６月 ㈱東京三菱銀行[現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行] 執行役員 

平成16年４月 ㈱三菱東京フィナンシャル・グループ 

［現㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ］ 執行役員 

平成17年10月 ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員（リスク統括部長）  

平成18年１月 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員（総合リスク管理部長） 

平成18年６月 当社常勤監査役 現在に至る 

平成19年３月 当社企業価値評価独立委員会委員 現在に至る 

 

  ※黒岩 法夫氏は、会社法第 2条第 16 号に規定される当社社外監査役です。 

   同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 

なお、同氏は当社常勤監査役就任に伴い、㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ  

および㈱三菱東京ＵＦＪ銀行を退職しております。 

 

 

○鈴木 光春（すずきみつはる） 当社社外監査役 

【略歴】 

昭和７年 生まれ 

昭和37年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 

昭和53年４月 高裁判所司法研修所弁護教官（民事） 

昭和56年４月 東京地方裁判所調停委員 

昭和57年１月 高裁判所司法修習生考試委員会考査委員 

平成11年11月 日本弁護士連合会資格審査会委員 

平成18年６月 当社監査役 現在に至る 

平成19年３月 当社企業価値評価独立委員会委員 現在に至る 

 

  ※鈴木 光春氏は、会社法第 2条第 16 号に規定される当社社外監査役です。 

  同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。  
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別 表 

 

当社株式の保有状況の概要 

（平成 19 年 3 月 31 日現在） 

 

氏名または名称 住所 所有株式数 

（千株） 

発行済株式総数に対する

所有株式数の割合(%)

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内 1丁目 6-6 44,948 6.99

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町 1丁目 13-1 31,750 4.94

太陽生命保険株式会社 東京都港区海岸 1丁目 2-3 29,310 4.56

日本マスタートラスト 

信託銀行株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町 2丁目 11-3 23,144 3.60

日本トラスティ・サービス 

信託銀行株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海 1丁目 8-11 21,598 3.36

住友信託銀行株式会社 大阪府大阪市中央区北浜 4 丁目 5-33 18,240 2.84

株式会社三菱東京 UFJ 銀行 東京都千代田区丸の内 2丁目 7-1 10,589 1.65

日本トラスティ・サービス 

信託銀行株式会社(中央三井

信託銀行退職給付信託口) 

東京都中央区晴海 1丁目 8-11 10,000 1.56

富国生命保険相互会社 東京都千代田区内幸町 2丁目 2-2 9,590 1.49

株式会社みずほコーポレー

ト銀行 

東京都千代田区丸の内 1丁目 3-3 8,000 1.24

（注） 上記のほかに自己株式 25,118 千株を所有しております。なお発行済株式総数に対す

る所有株式数の割合は 3.91%であります。 
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