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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）の導入について 

 

 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（以下「本プラン」とい

います。）の具体的内容を以下のとおり決定しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

１． 本プラン導入の目的 

当社グループは、「不動産価値創造を通じて、心の豊かさにつながるホスピタリティサービスを提供する」

ことをミッションに不動産価値創造に関する幅広いソリューション事業と、シニア向け住宅等の施設運営

業務を行っております。当社グループは、低収益不動産に対し、賃貸マンション、分譲マンション、シニ

アハウジング、ビジネスホテル、商業・娯楽施設等、特定の用途に限らず各不動産の特性に適合した不動

産価値創造を行う「不動産コンサルティング事業」、高齢化社会に対応し、高齢者が安全で快適に生活でき

る住居空間とコミュニティの提供を目的として運営･サービスを行う「シニアハウジング＆サービス事業」、

ゴルフ場やリゾート施設等の運営を行う「リゾート＆スポーツ、その他事業」を展開しており、これら各

事業の競争力の強化とともに、事業間の有機的連携により相乗効果を高め、当社グループ一体となって企

業価値の向上を目指します。なかでも、今後の当社グループの成長の要の一つである「シニアハウジング

＆サービス事業」は、高齢者を対象とした終の棲家に結びつくものであり、長期的に安全・安心・快適な

運営・サービスの提供、および安定した経営が不可欠であり、当該事業が、「不動産コンサルティング事業」

および「リゾート＆スポーツ、その他事業」と有機的連携を図り成長していくことが、当社グループの企

業価値の 大化を目指すにあたっては非常に重要なものと考えております。 

 

一方、別紙１のとおり平成 19 年５月 31 日現在、当社役員およびその関係者によって発行済株式総数の 

 約 38%が保有されておりますが、その比率は徐々に低下傾向にあります。また、平成 17 年６月発行の円貨

建転換社債型新型予約権付社債の転換や、平成 18 年 11 月に野村證券株式会社に対して割当を行った新株

予約権の行使により、その比率は低下する可能性があります。さらに、当社役職員およびその関係者とい

えども各々の事情に基づき今後当社の株式を譲渡その他の処分をしていく可能性も否定できません。それ

に加えて、当社の今後のチャーミング・スクウェアを中心としたシニア事業の展開において資本市場を活

用した資金調達を行うことも選択肢の一つであり、その場合には各株主の持株比率が希釈化される可能性

もあります。これらの事由を鑑みると、当社の発行する株式の流動性は更に増し、今後当社および当社グ

ループの株式の大量買付が行われる可能性は否定できません。 
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もちろん、当社は、企業の成長、中長期的な企業価値の極大化を目指す過程において、企業買収や提携は

一つの有力な手段と考えております。したがって、当社株式の大量買付による当社グループの経営への関与

は、それが当社グループの企業価値を高めることにつながるものである限り、なんら否定するものではあり

ません。また、当社グループへの経営への関与又は支配権の移転を伴う買付提案に応じるか否かの判断は、

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、株式の大量買付においては、その目的等から見て明らかに企業価値を損なうと考えられ

るもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、対象会社の取締役会や株主が買付の条件

等について検討するに十分な情報や時間を提供しないものなど、明らかに企業価値を毀損し株主の利益を

損なう場合も想定されます。そこで、当社取締役会では、当社株式の大量買付の提案・実施がなされるに

際しては、株主が適切な判断を行うに十分な情報提供がなされ、かつ十分な熟慮期間を与えられるために、

また当社の企業価値が毀損され、株主にとって不本意な形で不利益が生じることを未然に防止するために

一定の合理的なルールを定めることといたしました。なお、現時点において特定の第三者より当社株式の

大量買付を行う旨の提案を受けている事実はありません。 

 

２． 本プランの概要 

本プランの内容は、本書面に添付した「本プランの内容」記載のとおりですが、その特徴は以下のとお

りです（本項における各用語の正確な定義につきましては、「本プランの内容」をご確認ください。）。 

 

(1) 本プランの発動に係る手続の設定 

本プランは、まず、当社株式に対する買付が行われる場合に、買付者に対し、事前に買付に関する情報

の提供を求め、当社がかかる買付についての情報収集・検討等を行う期間を確保したうえで、株主の皆様

に当社経営陣の計画等を提示したり、買付者との協議・交渉等を行っていくための手続を定めております。 

 

(2) 新株予約権の無償割当てと独立委員会の利用 

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を行う場合、その他買付者による買付が

当社の企業価値・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には、当社は、かかる買付者に

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を、新株予約権無償割当ての方法により、割り当

てます。 

なお、新株予約権無償割当てを行うか否か等の判断については、当社取締役会による恣意的判断のおそ

れを排除するため、当社社外取締役等によって構成される独立委員会を設置し（その決議要件・決議事項

等については、「本プランの内容」別紙２「独立委員会規則」をご確認ください。）、当社取締役会は、独立

委員会の勧告を 大限尊重しなければならないこととしましたので、本プランの運用における客観性・合

理性も十分確保されるものとなっております。 

 

(3) 新株予約権の行使および当社による本新株予約権の取得 

仮に、本プランに従って上記(2)の新株予約権無償割当てが行われ、買付者以外の株主の皆様により新株

予約権が行使された場合、または当社による新株予約権の取得と引換えに、買付者以外の株主の皆様に対

して当社株式が交付された場合、買付者の有する当社株式の議決権割合を 大 50％まで希釈化させる可能

性があります。 
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本プランの内容 

 

１．本プランの対象となる買付等 

本プランの対象となる当社株式の大量取得行為とは、以下の各号に該当する買付またはその提案（以下 

併せて「買付等」といい、買付等を行う者を「買付者等」といいます。）を行うことをいいます。 

(1) 当社が発行者である株券等(注１)について、保有者(注２)の株券等保有割合(注３)が 20％以上となる 

    買付 

(2) 当社が発行者である株券等について、公開買付け(注４)に係る株券等(注５)の株券等所有割合(注６)    

およびその特別関係者(注７)の株券等所有割合の合計が 20％以上となる公開買付け 

 

(注１) 株券等：証券取引法第 27 条の 23 第１項に定義されます。以下別段の定めがない限り同じとし

ます。 

(注２) 保有者：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みます。 

(注３) 株券等保有割合：証券取引法第 27 条の 23 第４項に定義されます。 

(注４) 公開買付け：証券取引法第 27 条の２第６項に定義されます。 

(注５) 株券等：証券取引法第 27 条の２第１項に定義されます。 

(注６) 株券等所有割合：証券取引法第 27 条の２第８項に定義されます。以下別段の定めがない限り

同じとします。 

(注７) 特別関係者：証券取引法第 27 条の２第７項に定義されます。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１項で

定める者を除きます。 

  

２．新株予約権無償割当てのプロセス 

本プランにおいて、新株予約権を、新株予約権無償割当ての方法により、割り当てる場合のプロセスは 

以下のとおりです（以下割り当てられる新株予約権を「本新株予約権」といい、新株予約権無償割当ての 

方法により割り当てることを「本新株予約権無償割当て」といいます。）。 

 

(1) 買付者等に対する情報提供の要求 

買付者等が買付等を行う場合には、当社取締役会が友好的な買付等であると認めた場合を除き、当該

買付等の実行に先立ち、当社に対して、下記各号に定める情報（以下「買付情報」といいます。）および

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を記載した書面（以下「買付説明書」と

いいます。）を提出していただきます。当社取締役会は、独立委員会に対し検討を依頼するとともに、買

付者等より提出された全ての情報を独立委員会に提出します。 

取締役会は、買付情報が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

うえで、買付情報を追加的に提出するよう要求することとします。この場合、買付者等には、定められ

た期限までに、買付情報を追加提出していただきます。また、買付者等が提出した買付情報は、株主の

判断に必要かつ適切と認められる範囲において、適時開示の規則を尊重し、必要かつ適切と認められる

時点で、その全部または一部を開示します。 

① 買付者等およびそのグループ（共同保有者（注８）、特別関係者および（ファンドの場合は）組合員 

その他の構成員を含みます。）の概要（具体的名称、資本関係、財務内容等を含みます。） 

② 買付等の目的、方法および内容（買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、関連する取引の仕組 

み、買付等の方法の適法性、買付等の実現可能性等を含みます。） 
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③ 買付等の価格の算定根拠（算定の前提となる事実･仮定、算定方法、算定に用いた数値情報ならびに 

買付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額およびその算定根拠等を含みま 

す。） 

④ 買付等の資金の裏づけ（買付等の資金の提供者（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 買付等の後の当社グループの経営方針、事業計画、資本政策および配当政策 

⑥ 買付等の後における当社グループの従業員、取引先、顧客、地域社会その他の当社に係る利害関係 

者に関する方針 

⑦ その他当社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  

 

(注８) 共同保有者：証券取引法第 27 条の 23 第５項に定義されます。同条第６項に基づき共同保有者 

とみなされる者を含みます。 

 

 (2) 取締役会による評価期間 

  買付者等が当社取締役会に対し買付説明書および買付情報の提供を完了した後、当社取締役会は、取

締役会による評価・検討、買付者等との交渉、買付等に対する意見形成、代替案立案のための期間（以

下「評価期間」といいます）として、60 日間の期間を設定します。ただし、取締役会は評価期間の延長

が必要と判断した場合は、独立委員会に諮問し、その勧告を 大限尊重したうえで必要に応じて評価期

間をさらに延長できるものとします。なお、取締役会は、独立委員会の勧告を受け、評価期間を延長す

る場合には、延長期間とその理由を適切な時点で開示します。 

買付者等による買付は、かかる評価期間の経過後にのみ開始されるものとしてます。なお、取締役会

は、買付者等が本プランに定められた手続きに従うことなく、評価期間内に買付等を開始したものと認

められる場合には、引き続き買付説明書および買付情報の提出を求めて買付者等と協議・交渉を行うべ

き特段の事情がある場合を除き、原則として、下記２．(3)①記載に従った独立委員会からの本新株予約

権の無償割当実施の勧告を前提に、本プランの発動を決議します。 

 評価期間中、取締役会は、独立委員会に諮問し、また必要に応じて外部専門家等の助言を受けながら、

提供された買付情報を十分に評価、検討します。また、取締役会は必要に応じ、当社の企業価値・株主

共同の利益の確保・向上の観点から、買付者等との間で協議・交渉を行うこと、または、株主の皆様に

対し代替案を提示することがあります。 

 

 (3) 独立委員会の検討・判断 

  独立委員会は、買付者等が出現し、当社取締役会が検討を依頼した場合において、以下の手続に基づ

き検討・判断を行うものとします。 

 

① 独立委員会は、検討に必要な情報・資料等を受領後、評価期間内（ただし、下記２．(3)④に記載す 

   るところに従い、独立委員会はかかる期間を延長することができるものとします。）に、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、買付者等と当社取締役会との間の協議・交渉

経緯等の検討、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・比較検討等を行います。ま

た、独立委員会は、必要と判断した場合、当社の企業価値・株主共同の利益の観点から買付者等によ

る買付等の内容を改善させるために、直接、買付者等と協議・交渉を行うことができます。 

独立委員会は、独立委員会の判断が適切になされることを確保するために、自らの裁量により、当 

      社の費用で、外部専門家の助言を得ることができるものとします。 
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② 独立委員会は、買付者等が本プランに定める手続を遵守しなかった場合、または本プランに定める 

手続を遵守したにもかかわらず、買付者等による買付等が下記３．「本新株予約権無償割当ての要件」

に定める要件のいずれかに該当した場合のいずれかの場合において、これにより本新株予約権無償割

当てを行うことが相当と判断した場合には、評価期間の終了の有無を問わず、当社取締役会に対して、

本新株予約権無償割当てを行うことを勧告します。 

   独立委員会は、勧告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、勧告後速やかに、情 

報開示を行います。 

ただし、独立委員会は、上記の勧告後、かかる判断の前提となった事実関係等に変動が生じるなど

して本新株予約権無償割当てを行うことが相当でないと判断するに至った場合には、行使期間開始日

の前日までの間、（無償割当ての効力発生時までは）本新株予約権の無償割当ての中止、または（無償

割当ての効力発生時の後は）本新株予約権を無償にて取得する旨の新たな勧告を行うことができるも

のとし、かかる場合には、独立委員会は、勧告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。 

  

③ 独立委員会は、本プランに定める手続を遵守したうえで、買付者等による買付等が３．「本新株予約 

 権無償割当ての要件」に定める要件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無償

割当てを行うことが相当でないと判断した場合には、評価期間の終了の有無を問わず、当社取締役会

に対して、本新株予約権割当てを行わないことを勧告します。 

  独立委員会は、勧告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、勧告後速やかに、情

報開示を行います。 

   ただし、独立委員会は、上記の勧告後、かかる決議の判断の前提となった事実関係等に変動が生

じるなどして本新株予約権無償割当てを行うことが相当と判断するに至った場合には、本新株予約権

無償割当てを行うことの勧告を含む別個の判断を行うことができるものとし、かかる場合には、独立

委員会は、勧告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。 

  

④ 独立委員会が、当初の評価期間終了時までに、本新株予約権無償割当てを行うことまたは行わないこ 

との勧告を行うに至らない場合には、独立委員会は、買付者等の買付等の内容の検討、買付者等との

交渉、代替案作成等に必要とされる合理的な範囲内で、評価期間を延長する旨の決議を行います（な

お、上記のとおりの期間延長後、更なる期間の延長を行う場合においても同様の手続によるものとし

ます。）。 

  独立委員会は、評価期間を延長するに至った理由、延長期間その他独立委員会が適切と判断する事

項について、情報開示を行います。 

  上記決議により評価期間を延長した場合、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無償割当てを行うことまたは行わないことの勧告や代替案の提示等

を行うよう努めるものとします。 

 

(4) 取締役会の決議 

  当社取締役会は、独立委員会から上記本新株予約権無償割当てを行うことまたは行わないことの勧告

を受けた場合、これを 大限尊重して、速やかに決議を行うものとします。 

当社取締役会は、本新株予約権無償割当てを行うことまたは行わないことの決議を行った場合、直ち

にかかる決議の概要その他取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。 
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３．本新株予約権無償割当ての要件 

 独立委員会は、買付者等による買付等が、以下の要件のいずれかに該当し本新株予約権無償割当てを行 

うことが相当と判断する場合、本新株予約権無償割当てを行うことを取締役会に勧告します。 

(1) 本プランに定める手続を遵守しない買付等 

(2) 下記に掲げる行為により、当社の企業価値、株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれの 

ある買付等 

① 株式を買い占め、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 

② 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 

③ 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 

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 

  (3) 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います。）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 

(4) 当社取締役会に対し、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 

(5) 当社株主に対して、買付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 

  (6) 買付の条件（対価の価額・種類、買付の時期、買付方法の適法性、買付の実現可能性、買付後におけ 

る当社グループの従業員、取引先、顧客、地域社会その他の当社に係る利害関係者に関する方針等を含

みます。）が当社の本源的価値に鑑み不十分または不適切な買付等 

(7) 買付後の経営方針又は事業計画の内容が不十分または不適当であるために、当社事業施設の利用者の 

権利および利益の確保に重大な支障をきたすおそれのある買付等 

 

４．本新株予約権の主な内容 

本プランに基づき新株予約権無償割当ての方法により割当てられる本新株予約権の主な内容は、下記の 

 とおりです。 

  (1) 割当対象株主 

本新株予約権無償割当てに関する決議（以下「本新株予約権無償割当て決議」といいます。）を行う時

に当社取締役会が定める日（以下「割当期日」といいます。）における 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に対し、その保有株式（但し、当社の保有する当社株式を除きます。）１

株につき新株予約権１個の割合で、新株予約権無償割当ての方法により、割り当てます。 

(2) 本新株予約権の目的とする株式の種類及び数 

本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、本新株予約権１個当たりの目的となる株

式数は、別途調整がない限り１株とします。 

  (3) 新株予約権の総数 

割当期日における 終の発行済株式総数（但し、同時点において当社の保有する当社株式の数を除き 

ます。）を上限とします。 

(4) 無償割当の効力発生日 

本新株予約権無償割当て決議において、当社取締役会が定める日とします。 
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(5) 本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額 

本新株予約権の行使により交付される株式１株当たりの払込金額は、１円とします。 

(6) 本新株予約権の行使期間 

本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が定める新株予約権の効力発生日から、 短１ヶ

月 長２ヶ月の間で、上記の決議において当社取締役会が定める期間とします。 

(7) 本新株予約権の行使条件 

買付者等が実質的に保有する本新株予約権は、いかなる場合においても、行使することができないも

のとします。当社は、本新株予約権の行使の条件として、本新株予約権の保有者に、自己が買付者等で

はないこと等の誓約文言を含む当社所定の書式による書面の提出を求め、かかる書面の提出がなされな

い場合は、買付者等とみなすことができるものとします。 

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もしくは承継した者は、いかなる場合におい

ても、行使することができないものとします。 

当社は、本新株予約権を有する者が、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買付

者等に対して譲渡する旨合意しているときは、そのような合意をしている者を、買付者等とみなすこと

ができます。 

当社は、本新株予約権の割当てを受けた株主が、割当期日現在において保有する株式を買付者等に対

して譲渡したときまたは譲渡する旨合意したときは、保有する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株式について、買付者等に対する譲渡が合意されたものとみなすこと

ができます。 

(8) 本新株予約権の譲渡制限 

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要します。 

(9) 当社による本新株予約権の取得 

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、独立委員会の勧告を受けたうえで、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、買付者等以外の株主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、これを引換えに、原則と 

して本新株予約権１個につき１株の当社株式を交付することができます。 

(10) その他 

当社取締役会は、本新株予約権無償割当て決議の際、適宜適切な変更を加える場合があります。その 

    他、上記に定める事項のほか、本新株予約権無償割当てに関して法令上必要とされる事項は、当社取締

役会において定めます。 

 

５．本プランの有効期間 

 本プランの有効期間は、平成 19 年定時株主総会(平成 19 年 8 月 24 日開催予定)終結の時までとします。 

また、本プランは平成 19 年定時株主総会において議案として諮り、普通決議にて承認を得ることとします。 

本株主総会において株主の皆様の承認をいただいた場合には、本プランの有効期間は平成 22 年定時株主総 

会終結の時まで延長されるものとします。ただし、有効期間の満了前であっても、当社の株主総会におい 

て本プランを廃止する旨の議案が承認された場合、または当社取締役会により本プランを廃止する旨の決 

議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。 

 また、当社は、本プランの有効期間中であっても、証券取引法改正等、関係法令等の改正・整備等を踏 

まえた当社取締役会の検討に基づき、企業価値および株主共同の利益の確保・向上の観点から、必要に応 
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じて本プランを見直し、もしくは変更する場合があります。ただし、上記本プランの見直し、もしくは変 

更に際しては、事前に独立委員会の勧告を得るものとします。 

当社は、本プランが廃止または変更された場合には、廃止または変更の事実その他当社取締役会が適切 

  と判断する事項について、情報開示を速やかに行います。 

なお、現在、当社取締役を解任する場合は株主総会特別決議によることとなっておりますが、平成 19 年 

定時株主総会において、本プランとともに当社取締役の解任を普通決議にて行える定款変更をご提案させ

ていただく予定です。 

  

６．株主の皆様への影響 

(1) 本プランの導入時に株主の皆様に与える影響 

  本プランの導入時点においては、本新株予約権の割当て自体は行われませんので、株主の皆様の権利･

利益に直接具体的な影響が生じることはありません。 

 

(2) 本新株予約権無償割当て時に株主の皆様に与える影響 

  本新株予約権無償割当てが行われる場合においては、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１個の割合で本新株予約権が新

株予約権無償割当ての方法で割り当てられます。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その他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することになります。ただし、当社は、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取った場合、買付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をせずに、当社株式を受領することとなり、保有する当社株式１株当たりの価値の

希釈化は生じますが、原則として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、当社は、割当期日や本新株予約権の無償割当ての効力発生後においても、本新株予約権の行使期

間開始日の前日までに、本新株予約権の無償割当てを中止し、または当社が本新株予約権者に当社株式

を交付することなく無償にて本新株予約権を取得することがあります。これらの場合には、１株当たり

の株式の価値の希釈化は生じませんので、１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

売付け等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。 

 

(3) 本新株予約権無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続 

   本新株予約権無償割当ておよび行使の手続は、原則として下記のとおりですが、取締役会は、そのと

きの法令等の許す範囲内で、別の発行および行使の手続をとることがあります。その場合にも必要事項

の詳細を株主の皆様に対し、公表または通知することとします。 

①  名義書換の手続 

   当社取締役会において、本新株予約権無償割当て決議を行った場合には、当社は、本新株予約権の割

当期日を公告いたします。割当期日における 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

た株主に本新株予約権が新株予約権無償割当ての方法により、割り当てられますので、株主の皆様にお

かれては、割当期日に間に合うように名義書換を完了していただくことが必要となります。 

②  本新株予約権の行使の手続 

   当社は、割当期日における 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に本新株

予約権の行使請求書（株主ご自身が買付者等でないこと等の誓約文言を含む当社所定の書式によるもの

とします。）その他本新株予約権の権利行使に必要な書類を送付いたします。本新株予約権無償割当て
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後、 株主の皆様においては、権利行使期間内に、これら当社所定の本新株予約権の行使請求書等を提

出した上、新株予約権１個当たり１円を払込取扱場所に払い込むことにより、１個の本新株予約権につ

き、１株または取締役会決議において別途定められる数の当社普通株式が発行されることになります。 

③  当社による新株予約権の取得の手続 

  当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法定の手続に従い、当社取締

役会が別途定める日において、本新株予約権を取得します。また、本新株予約権の取得と引換えに当社

株式を株主の皆様に交付するときは、速やかにこれを交付いたします。（なお、この場合、かかる株主

の皆様には、別途、ご自身が買付者等ではないこと等の誓約文言を含む当社所定の書式による書面をご

提出いただくことがあります。）。 

 

   上記のほか、申込方法、名義書換方法および払込方法等の詳細につきまして、本新株予約権無償割当

て決議が行われた後、株主の皆様に対し、公表または通知いたしますのでその内容をご確認ください。 
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別紙１ 

 

当社株式の状況(19 年５月 31 日現在) 

 

・発行可能株式総数      748,000 株 

・発行済株式総数       215,439 株 

・株主数            4,956 名 

 

順位 氏名 所有株式数(株) 
発行済株式数に対する

所有株式数の割合(%)

１ 株式会社ヒロ・アセット 44,000 20.42

２ 平山 啓行 10,032 4.65

３ 増田 達哉 9,260 4.30

４ 高山 美代子 8,964 4.16

５ 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（投信口） 8,329 3.86

６ ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ 

ロンドン エス エル オムニバス アカウント 
6,643 3.08

７ エスイービー エージー 6,400 2.97

８ 金井 和彦 5,280 2.45

９ 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)  4,864 2.25

10 中山 健蔵 4,816 2.23
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別紙２ 

独立委員会規則 

  

１ 構成員 

独立委員会の委員は、３人以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、①社外取締役、

②社外監査役、または③社外の有識者のいずれかに該当する者から、当社取締役会が選任する。ただし、

社外の有識者は、企業経営または投資銀行業務に精通する者、当社事業に精通する者、弁護士、公認会

計士またはこれらに準ずる者でなければならず、別途当社取締役会が指定する当該有識者の当社に対す

る善管注意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。 

独立委員会委員の本プラン導入当初の任期は平成 19 年定時株主総会の時までとし、当該定時株主総

会において本プラン導入が承認可決された場合、任期は本プラン有効期限まで延長されるものとする。

ただし、有効期間中に独立委員会委員のいずれかが、やむを得ず退任するに至った場合には、速やかに

当社取締役会が新たな独立委員会委員を選任のうえ、その旨を開示するものとする。 

 

２ 決議要件 

  独立委員会の決議は、原則として、独立委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行うものとす

る。ただし、独立委員会の全員が出席できない場合には、独立委員会の決議は独立委員会の過半数が出

席し、その過半数をもってこれを行うものとする。 

 

３ 決議事項 

   独立委員会は、原則として下記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勧告する。当社取締役会は、この独立委員会の勧告を 大限尊重して、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を行う。 

 (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) 本プランの見直しもしくは変更 

 (4) その他当社取締役会が判断すべき事項のうち、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) 評価期間の延長の決定 

(2) 買付者等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) 買付者等の買付等の内容の精査・検討 

(4) 当社取締役会に対する代替案の提出の要求および代替案の検討 

(5) 買付者等との協議・交渉 

(6) 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 

(7) 当社取締役会が別途独立委員会が行うことができると定めた事項 

 

４ その他 

 独立委員会の各委員は、上記決定にあたっては、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、専ら自らまたは当社取締役、執行役の個人的利益を図ることを目的として 

は行わないものとする。 

 また、独立委員会は、適切な判断を確保するために、上記判断に際して、必要かつ十分な情報収集に努
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めるものとし、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

士等）の助言を得ることができる。 

  取締役会および各独立委員会委員は、買付等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。 

 

５ 独立委員会委員略歴 

  本プラン導入当初の独立委員会の委員は以下の 3名とします。 

和泉 忠義(昭和 13 年 12 月９日生) 

終学歴 昭和 37 年 ３月 横浜市立大学文理学部卒業 

職歴 昭和 37 年 ４月 安宅産業㈱ (現、伊藤忠商事㈱)入社 

 平成 ２年 ３月 Itouchu Brazil S.A. ブラジル会社副社長兼中南米総支

配人席就任 

 平成 ８年 ３月 伊藤忠ファイナンス㈱取締役管理本部長就任 

 平成 10 年 ４月 同社専務取締役ベンチャーキャピタル本部長就任 

 平成 14 年 ５月 同社退社 

 平成 15 年 ２月 当社監査役就任(現任) 

 平成 18 年 ３月 中央毛織㈱(現、㈱中央コーポレーション)監査役就任 

 

鶴田 卓彦 (昭和２年９月１日生) 

終学歴 昭和 27 年 ３月 早稲田大学第一政経学部卒業 

職歴 昭和 27 年 ３月 日本経済新聞社入社 

 昭和 47 年 ３月 同社東京本社編集局次長就任 

 昭和 63 年 ３月 同社副社長就任 

 平成 ５年 ３月 同社代表取締役社長就任 

 平成 15 年 ３月 同社代表取締役会長就任 

  大相撲横綱審議委員就任 

 平成 18 年 12 月 当社顧問就任(現任) 

 

秋山 泰夫 (昭和 21 年 10 月 20 日生) 

終学歴 昭和 46 年 ３月 東京大学経済学部卒業 

職歴 昭和 46 年 ４月 野村證券㈱入社 

 昭和 47 年 ９月 同社退社  

日新リサーチ㈱(現、日新トレーディング㈱)入社 

 昭和 58 年 10 月 司法試験合格 

 昭和 59 年 ３月 同社退社 

 昭和 59 年 ４月 司法研修所入所 

 昭和 61 年 ４月 同所終了 日弁連に弁護士登録(東京弁護士会所属) 

小沢法律特許事務所(現、小沢・秋山法律事務所)入所 

 

以上 

 

 12


