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平成 19 年８月 21 日 

各      位 

 

代 表 取 締 役 社 長 小池 孝 

（ＪＡＳＤＡＱ コ ー ド 番 号２２２６） 

問合せ先 常務取締役ｸﾞﾙｰﾌﾟ管理管掌 藤原 潤也 

TEL.03-3979-2112 

 

 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、平成19年８月21日開催の取締役会において、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（会社法施行規則第127条本文に規定されるものをいい、以下「基

本方針」といいます。）を定めるとともに、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（会社法施行規則第127条第

２号ロ）として、平成19年９月開催予定の第31回定時株主総会（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、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」といいます。）を導入することを決定いたしましたので、下記のと

おりお知らせいたします。 

なお、現時点において、当社が特定の第三者から大量取得行為を行なう旨の通告や提案を受け

ている事実はありません。平成19年6月30日現在における当社の大株主の状況は、別添「大株主の

状況」のとおりです。 

記 

    

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 

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社グ

ループの企業価値の源泉を十分に理解し、当社グループの企業価値・株主の皆様の共同の利益を継

続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えています。 

当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意

思に基づいて行なわれるべきものと考えております。また、当社は、当社株式の大量買付であって

も、当社グループの企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではあ

りません。 

しかしながら、株式の大量買付の中には、①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、②株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、③対象

会社の取締役会や株主が株式の大量買付等の行為について検討し、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、④買収者の提示した条件よりもさら

に有利な条件を株主にもたらしたりするために対象会社による買収者との交渉を必要とするもの等、

当社グループの企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。 

当社グループの活動範囲は、菓子・食品事業を中心とした事業活動だけでなく、社会活動・文化

活動等に及んでおり、これらが有機的に結びついて、当社グループのブランド価値・企業価値の源
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泉となっていると考えます。また、当社グループは、既存事業の拡大と収益性の向上だけでなく、

当社グループの企業価値の源泉である安全・安心な生産システムの構築、そして常に挑戦し続ける

組織風土の創出をさらに推進しております。 

当社株式の大量買付等を行なう者が、当社グループを取り巻く経営環境を正しく認識し、当社グ

ループのブランド価値・企業価値の源泉を理解したうえで、これを中長期的に確保・向上させるも

のでなければ、当社グループの企業価値・株主共同の利益が毀損される可能性があります。株主の

皆様には、外部者である買収者からの買収の提案を受けた際には、当社グループの有形・無形の経

営資源、これまでの企業活動の中で築き上げてきたブランドイメージ、菓子・食品事業におけるネ

ットワーク、そしてお客様との信頼関係が有機的に結びつくことで生み出されるシナジー効果、そ

の他当社グループの企業価値を構成する諸要素を適切に把握し、当該買付が当社グループの企業価

値・株主共同の利益にいかなる影響を及ぼすか判断していただく必要があります。 

当社は、このような当社グループの企業価値・株主共同の利益に資さない大量買付を行なう者は、

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付

に対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社グループの企業価値・株主共同の利

益を確保する必要があると考えます。    

    

Ⅱ．当社グループの企業価値の源泉及び基本方針の実現に資する特別な取組み 

１．当社グループの企業価値の源泉について 

当社グループは、「トータルマーケティングカンパニー」を目指し、製品開発やＰＲ、キャラ

クターを複合的に活用し、独創的かつ効果的で話題性のあるマーケティング活動を推進しており

ます。また、ブランド集中化戦略に基づき、既存ブランドをロングセラー製品として育成し、ブ

ランド価値向上と安定的収益確保に努めております。さらに、購買・生産から販売にいたるすべ

ての取引先との適正な取引関係を構築することにより、常に安全で、安心できる製品を供給して

いくことに注力するとともに、企業活動全般にわたり、リスク管理体制の構築に取り組んでおり

ます。 

また、当社グループは以下に掲げるグループ理念に基づき、株主の皆様を始め、お客さま、社

会、従業員、取引先の方々から価値のある企業として支持され、ともに価値を創造することが株

主価値の最大化を実現する唯一の方法と考えております。そして、当社グループが世界に向けて

大きく羽ばたき成長するためには、経済的な価値の向上だけでなく、企業の社会的責任や環境対

応も欠かせない要素であると認識しております。 

［グループ理念］ 

・常に安心できる商品を提供し、地球環境、人々の健康、社会的貢献を心掛ける。 

・独創的で心の満足度の高い商品、サービスを提供する。 

・独自のブランド戦略の元に、ロングセラー商品を育成していく。 

・時代に先がけ、変革のスピードを上げ、新しい経営形態を実現する。（マーケティング、販

売チャネル、生産システム、組織） 

・世界的視野にたった企業になる。 

・従業員の物心両面の満足を追求する、と同時に関係会社・取引先の経営に適正に貢献する。 

このような認識のもと、当社グループは、以下に掲げる「核となる方針」をもとに、中長期的

な成長を目指しております。 

・スナック市場におけるさらなる成長を実現するため、積極的に市場開拓（地方への拡大・チャ

ネルの拡大・主要アカウントの増大）を行ない、販売シェアの拡大を目指す。 

・タブレット市場では、既存製品の売上水準を維持しつつ、独自の技術を活用した新製品を本格

的に展開し、新たな成長を実現する。 
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・新規カテゴリー市場に本格的に参入するため、フレンテグループの既存能力（営業力・マーケ

ティング力・製品開発力・業界での洞察力・ネットワーク等）を増強する。 

・日本国内の人口減少を見据え、海外への販路拡大を進める。 

当社グループは、これら「核となる方針」に基づいて、さらなる成長性の拡大と収益性の向上

を目指しております。具体的には、既存事業の拡大と収益性の向上だけでなく、安全・安心な生

産システムの構築、そして常に挑戦し続ける組織風土の創出を目指しております。スナック事業

においては、エリア戦略とチャネル戦略をさらに推し進め前年度と同様の売上増加を目指すと同

時に、利益改善を図る予定です。既存ブランドの拡大に加えて、新ブランド商品の開発にも注力

いたします。タブレット事業においては、高付加価値・高優位性商品の展開による高収益体質の

実現を目指します。海外事業においても、東南アジアにおける第２ヶ国目の展開を行なっており

ます。当社グループはこれらに加えて、M&Aや業務・資本提携も視野に入れつつ、さらに企業価値

を向上させる諸施策を実施してまいります。 

当社グループは、このような取組みを地道に続けることにより、企業価値・株主共同の利益を

確保し、向上させることができると考えております。 

 

２．企業価値・株主共同の利益の向上のために不可欠な仕組み 

当社グループは、企業価値・株主共同の利益の確保・向上のために不可欠な仕組みとして、コ

ーポレートガバナンスの強化を重要な課題に掲げております。当社においては、従来から独立性

の高い社外監査役を選任してまいりました。 

そして、平成18年９月開催の定時株主総会において、取締役の経営責任を明確にするため取締

役の任期を１年とするほか、監査体制の充実・強化を目的として監査役会と会計監査人を設置い

たしました（当社は会社法上の大会社ではないため、両機関の設置は義務付けられておりません

が、コーポレートガバナンスの実効性を高めるため設置することといたしました。）。 

 

当社は、以上のような諸施策を実行し、当社グループの企業価値・株主共同の利益の確保・向

上を図っていく所存であります。 

 

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．本プランの目的 

本プランは、当社グループの企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的とし

て、上記Ⅰに記載した基本方針に沿って導入されるものです。 

当社取締役会は、基本方針に定めるとおり、当社グループの企業価値・株主共同の利益に資さ

ない大量買付を行なう者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切である

と考えています。そして、こうした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

されることを防止し、当社グループの企業価値・株主共同の利益に反する大量買付を抑止するた

めには、当社株式に対する大量買付が行なわれる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提

案したり、あるいは株主の皆様がかかる大量買付に応じるべきか否かを判断するために必要な情

報や時間を確保すること、株主の皆様のために交渉を行なうこと等を可能とする枠組みが必要不

可欠であると判断いたしました。 

平成 19 年６月 30 日現在において、当社の安定株主比率は現在のところ比較的高い（「大株主

の状況」については別添をご参照下さい。）ものの、当社の株主の分布状況は広範にわたってお

り、当社の株式の流動性はさらに増大しつつあります。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、そ
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の他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。

これらの事情に鑑みると、今後、当社の発行する株式の流動性がさらに増し、当社グループの企

業価値・株主共同の利益に反する株式の大量買付が行なわれる可能性があると考えています。 

 

２．本プランの内容 

(1) 本プランの概要 

(a) 本プランの導入手続 

本プランの導入については、株主の皆様の意思を反映するため、本定時株主総会における

決議により、本プランに記載した条件に従って本新株予約権（下記(c)で定義します。）の無

償割当てに関する事項を決定する権限を当社取締役会に委任していただくことを条件として

います（その詳細については下記(5)「本プランの導入手続」ご参照）。 

(b) 本プランの発動に係る手続の設定 

本プランは、当社の株券等に対する買付その他これに類似する行為又はその提案（以下、

「買付等」といいます。）が行なわれる場合に、買付等を行なう者又はその提案者（以下、

併せて「買付者等」といいます。）に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求め、

当該買付等についての情報収集・検討等を行なう期間を確保し、株主の皆様に当社取締役会

の計画や代替案等を提示したり、買付者等との交渉等を行なったりする場合の手続を定めて

います（下記(2)「本プランの発動に係る手続」ご参照）。 

(c) 新株予約権の無償割当てによる本プランの発動と取締役の恣意的判断を排するための独立

委員会の利用 

買付者等の行為が、当社グループの企業価値・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（その要件の詳細については下記(3)「本新株予約権無償割当ての要件」ご参照）

には、当社は、当社取締役会決議又は株主総会決議により、新株予約権（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及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ものであり、その詳細は下記(4)「本新

株予約権無償割当ての概要」にて後述するものとし、以下「本新株予約権」といいます。）

を、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、当社取締

役会又は株主総会が定める一定の日におけるすべての株主に対して割当てます。 

なお、本プランにおいて、本新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得等の判断に

ついては、取締役の恣意的判断を排するため、独立委員会規則（その概要については別紙２

ご参照）に従い、社外監査役等、当社経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会

の客観的な判断を経るものとします。本プランの導入当初における独立委員会の委員には、

上平徹氏（社外監査役）、迫本栄二氏（会計専門家）、若槻哲太郎氏（法律専門家）が、そ

れぞれ就任する予定です（各委員候補者の氏名及び略歴については別紙３ご参照）。 

(d) 本新株予約権の行使及び当社による本新株予約権の取得 

本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、買付者等以外の株主の皆様により

本新株予約権が行使された場合、又は当社による本新株予約権の取得と引換えに、買付者等

以外の株主の皆様に対して当社株式が交付された場合、当該買付者等の有する当社株式の議

決権割合は約50%まで希釈化される可能性があります。 

 

(2) 本プランの発動に係る手続 

(a) 対象となる買付等 

当社は、本プランに基づき、以下①又は②に該当する買付等がなされたときに、当該買付

者等には、本プランに定められる手続に従っていただくこととします。 
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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%以上となる買付等 

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及びそ

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 

(b) 買付者等に対する情報提供の要求 

上記(a)に定める買付等を行なう買付者等は、当社取締役会が友好的買付であると認めた場

合を除き、買付等の実行に先立ち、当社に対して、下記の各号に定める情報（以下「本必要

情報」といいます。）、及び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」と総称します。）を、当社の定める

書式により提出していただきます。 

当社取締役会は、買付説明書を受領した場合、速やかにこれを独立委員会に提供するもの

とします。独立委員会は、提出された情報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、自ら又は当社取締役会等を通して本必要

情報を追加的に提出するよう求めることがあります。この場合、買付者等においては、当該

期限までに、本必要情報を追加的に提供していただきます。 

①買付者等及びそのグループ（共同保有者、特別関係者及び（ファンドの場合は）組合員そ

の他の構成員を含みます。）の詳細（具体的名称、資本構成、財務内容等を含みます。） 

②買付等の目的、方法及び内容（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、買付等の実行の蓋然性等を含みます。） 

③買付等の価額の算定根拠（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

報及び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効果の内容（その

うち他の株主に対して分配されるシナジーの内容を含みます。）及びその算定根拠等を含

みます。） 

④買付等の資金の裏付け（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、資本政策及び配当政策 

⑥買付等の後における当社グループの従業員、取引先、顧客その他の当社グループに係る利

害関係者の処遇方針 

⑦当社の他の株主との間の利益相反を回避するための具体的方策 

⑧その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報 

なお、独立委員会は、買付者等が本プランに定められた手続に従うことなく買付等を開始

したものと認める場合には、引き続き買付説明書及び本必要情報の提出を求めて買付者等と

協議・交渉等を行なうべき特段の事情がある場合を除き、原則として、下記(d)①記載のとお

り、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することを勧告します。 

(c) 買付等の内容の検討・買付者等との交渉・代替案の検討 

①当社取締役会に対する情報提供の要求 

買付者等から買付説明書及び独立委員会から追加提出を求められた本必要情報（もしあ

                                                   
1 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。 
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みます（当社取締役会がこれに該当すると認め

た者を含みます。）。 
3 証券取引法第 27 条の 23 第４項に定義されます。 
4 証券取引法第 27 条の２第１項に定義されます。②において同じとします。 
5 証券取引法第 27 条の２第６項に定義されます。 
6 証券取引法第 27 条の２第８項に定義されます。 
7 証券取引法第 27 条の２第７項に定義されます（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）。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項で定める者を除きます。 
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れば）が提出された場合、独立委員会は、当社グループの企業価値・株主共同の利益の確

保・向上という観点から買付説明書及び本必要情報の内容と当社取締役会の事業計画、当

社取締役会による企業評価等との比較検討を行なうために、当社取締役会に対しても、適

宜回答期限（原則として60日を上限とします。）を定めた上、買付者等の買付等の内容に

対する意見（留保する旨の意見を含むものとします。以下同じ。）及びその根拠資料、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・資料等を提示するよう要

求することがあります。 

②独立委員会による検討作業 

独立委員会は、買付者等及び（当社取締役会に対して上記のとおり情報・資料等の提示

を要求した場合には）当社取締役会からの情報・資料等を受領した後、原則として最長60

日間の検討期間（ただし、下記(d)③に記載する場合などには、独立委員会は当該期間を延

長することができるものとします。以下「独立委員会検討期間」といいます。）を設定し

ます。独立委員会は、独立委員会検討期間において、買付者等の買付等の内容の検討、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・比較検討等及び当社取締役会の提

供する代替案の検討を行ないます。また、独立委員会は、当社グループの企業価値・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必要であれ

ば、直接又は間接に、当該買付者等と協議・交渉等を行ない、又は買付等の内容若しくは

当社取締役会等による代替案の株主等に対する提示の勧告等を行なうものとします。 

独立委員会の判断が、当社グループの企業価値・株主共同の利益に資するようになされ

ることを確保・向上するために、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み

ます。）の助言を得ることができるものとします。独立委員会が、自ら又は当社取締役会

等を通じて、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、買付者等は、

速やかにこれに応じなければならないものとします。 

③情報開示 

当社は、買付者等から買付説明書が提出された事実及び本必要情報その他の情報のうち

独立委員会が適切と判断する事項について、独立委員会が適切と判断する時点で株主の皆

様に対する情報開示を行ないます。 

(d) 独立委員会における判断方法 

独立委員会は、買付者等が出現した場合において、以下の手続を行なうものとします。 

①独立委員会が本プランの発動を勧告する場合 

独立委員会は、買付者等が上記(b)及び(c)に規定する手続を遵守しなかった場合、又は

買付者等の買付等の内容の検討、買付者等との協議・交渉等の結果、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、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した場合には、独立委員会検討期

間の開始又は終了の有無を問わず、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当てを

実施することを勧告します。 

ただし、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての実施の勧告をした後も、以下

のいずれかの事由に該当すると判断した場合には、行使期間開始日（下記(4)(f)において

定義されます。）までの間は、（無償割当ての効力発生前においては）本新株予約権の無

償割当ての中止、又は（無償割当ての効力発生後においては）本新株予約権を無償にて取

得する旨の新たな勧告を行なうことができるものとします。 

(ｲ) 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 

(ﾛ) 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（当該勧告の判断の前提とな
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った事実関係の認識に誤りがあった場合を含みます。）、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にも該当しないか、若

しく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、又は行使を認めること

が相当ではない場合 

なお、独立委員会は、本新株予約権の無償割当てを相当と判断する場合でも、新株予約

権の無償割当ての実施について株主総会の決議を得ることが相当であると判断するときは、

当社取締役会に、株主総会の招集、新株予約権無償割当てに関する議案の付議を勧告する

ものとします。 

②独立委員会が本プランの不発動を勧告する場合 

独立委員会は、買付者等の買付等の内容の検討、買付者等との協議・交渉等の結果、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に

も該当しない又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が相当でないと判

断した場合には、独立委員会検討期間の終了の有無を問わず、当社取締役会に対して、本

新株予約権の無償割当てを実施しないことを勧告します。 

ただし、独立委員会は、かかる勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ（当

該勧告の判断の前提となった事実関係の認識に誤りがあった場合を含みます。）、上記①

の要件を充足することとなった場合には、本新株予約権の無償割当ての実施の勧告を含む

別個の判断を行ない、これを当社取締役会に勧告することができるものとします。 

③独立委員会が本プランの発動の延期を行なう場合 

独立委員会が、独立委員会検討期間満了時までに、本新株予約権の無償割当ての実施又

は不実施の勧告を行なうに至らない場合には、独立委員会は、当該買付者等の買付等の内

容の検討・当該買付者等との協議・交渉・代替案の作成等に必要とされる合理的な範囲内

で、独立委員会検討期間を延長する旨の決議を行ないます（なお、当該期間延長後、さら

なる期間の延長を行なう場合においても同様の手続によるものとします。）。 

上記決議により独立委員会検討期間が延長された場合、独立委員会は、引き続き、情報

収集、検討等を行なうものとし、延長期間内に本新株予約権の無償割当ての実施又は不実

施の勧告を行なうよう最大限努めるものとします。 

④情報開示 

当社は、独立委員会が上記①から③に定める勧告等の決議をした場合その他独立委員会

が適切と考える場合には、当該決議の概要その他独立委員会が適切と判断する事項（③に

従い独立委員会検討期間を延長する場合には延長の理由を含む。）について、決議後速や

かに情報開示を行ないます。 

(e) 取締役会又は株主総会の決議 

当社取締役会は、独立委員会の上記勧告を最大限尊重して新株予約権無償割当ての実施又

は不実施等に関する会社法上の機関としての決議を行なうものとします。 

なお、当社取締役会は、独立委員会から新株予約権無償割当ての決議に係る株主総会の招

集を勧告された場合には、実務上可能な限り最短の期間で株主総会を開催できるように、速

やかに株主総会を招集し、本新株予約権の無償割当ての実施に関する議案を付議するものと

します。取締役会は、株主総会において新株予約権無償割当てに係る決議（後述の変更後定

款第13条第１項に基づく決議となります。）がなされた場合には、株主総会における決定に

従い、本新株予約権の無償割当てに必要な手続を遂行します。 

当社取締役会は、上記決議を行なった場合速やかに、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、情報開示を行ないます。なお、買付者等は、当社取締役会

が新株予約権無償割当ての不実施に関する決議を行なうまでの間、買付等を実行してはなら
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ないものとします。 

 

(3) 本新株予約権無償割当ての要件 

当社は、買付者等による行為等が以下のいずれかに該当し本新株予約権の無償割当てを実施

することが相当と認められる場合、上記(2)「本プランの発動に係る手続」(e)に記載される当

社取締役会の決議により、本新株予約権の無償割当てを実施することを予定しております。な

お、上記(2)「本プランの発動に係る手続」(d)のとおり、下記の要件に該当し本新株予約権の

無償割当てを実施することが相当か否かについては、必ず独立委員会の勧告に基づき決定され

ることになります。 

(a) 本プランに定める手続を遵守しない買付等である場合 

(b) 下記に掲げる行為等により、当社グループの企業価値・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である場合 

①株券等を買い占め、その株券等について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も

とに買付者等の利益を実現する経営を行なうような行為 

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 

⑤真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、専ら当社の株価を上昇させて当該株

式を高値で当社関係者等に引き取らせる目的で買収を行なうような行為 

(c) 強圧的二段階買付（最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、公開買付等の株式買付を行なうことをいいま

す。）等株主に株券等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 

(d) 当社取締役会に、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

ない買付等である場合 

(e) 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

る情報が提供されず、又は提供された場合であっても不十分な提供である場合 

(f) 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

の蓋然性、買付等の後の経営方針又は事業計画、買付等の後における当社の少数株主、従

業員、取引先、顧客その他の当社に係る利害関係者に対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又は不適当な買付等である場合 

(g) 当社グループの企業価値を生み出す上で必要不可欠な、有形・無形の経営資源、これまで

の歴史において積み上げてきたブランドイメージ、菓子・食品事業におけるネットワーク、

そしてお客様との信頼関係を破壊し、当社グループの企業価値・株主共同の利益を損ねる

重大なおそれをもたらす買付等である場合 

 

(4) 本新株予約権無償割当ての概要 

本プランに基づき実施する予定の本新株予約権の無償割当ての概要は、以下のとおりです（本

新株予約権の詳細については別紙１「株式会社フレンテ 新株予約権の要項」をご参照）。 

(a) 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又は株主総会決議（以下「本新株予約権

無償割当て決議」といいます。）において定める一定の日（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（ただし、同時点において当社の有する当社株式の数



 9 

を控除します。）と同数の新株予約権を割当てます。 

(b) 割当対象株主 

割当期日における当社の最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された当社以外

の株主（以下「割当対象株主」といいます。）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、本新株予約権の無償割当てを実施します。 

(c) 本新株予約権無償割当ての効力発生日 

本新株予約権無償割当て決議において定めます。 

(d) 本新株予約権の目的である株式の数 

本新株予約権１個あたりの目的となる株式の数（以下「対象株式数」といいます。）は、

新株予約権１個につき１株とします。 

(e) 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、新株予約権の行使に際して出資

される財産の株式１株あたりの価額は、金１円以上で時価の50%相当額以下の範囲内において

本新株予約権無償割当て決議において定める価額とします。 

(f) 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、１ヶ月間から３ヶ月間までの範囲で本新株予約権無償

割当て決議において定める期間とします。ただし、下記(i)項のとおり、当社による本新株予

約権の取得がなされる場合、当該取得に係る本新株予約権の行使期間については、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。 

(g) 本新株予約権の行使の条件 

(ⅰ)特定大量保有者、(ⅱ)特定大量保有者の共同保有者、(ⅲ)特定大量買付者、(ⅳ)特定

大量買付者の特別関係者、若しくは(ⅴ)上記(ⅰ)乃至(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若しくは承継した者、又は、(ⅵ)上記(ⅰ)乃至(ⅴ)

に該当する者の関連者（以下、(ⅰ)乃至(ⅵ)に該当する者を「非適格者」と総称します。）

は、原則として本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、本新

株予約権を行使することによ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（ただし、非居住者の本新株予約権も、下記(i)項のとおり、

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。）。なお、上記に用いられる用語

の定義及び詳細については、別紙１「株式会社フレンテ 新株予約権の要項」をご参照下さ

い。 

(h) 本新株予約権の譲渡 

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します。 

(i) 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、当社取締役会が定める日の到来日をもって、

無償で本新株予約権全部を取得することができるものとします。 

②当社は、当社取締役会が定める日の到来日をもって、非適格者以外の者が有する本新株予

約権のうち、当該取締役会が定める日の前日までに未行使のものすべてを取得し、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より後に、本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社取

締役会が定める日の到来日をもって、当該者の有する本新株予約権のうち、当社取締役会
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の定める日の前日までに未行使のものすべてを取得し、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。 

当社は、以上に加え、独立委員会の勧告又は株主総会の決議に基づき、具体的な本新株

予約権の無償割当て決議に際して、相当性の観点から適切と考えられる場合には、①②以

外の本新株予約権の取得に関する事項（非適格者からの本新株予約権の取得に関する事項

など）を定める場合があります。 

 

(5) 本プランの導入手続 

本プランの導入については、以下のとおり、本定時株主総会において株主の皆様のご承認を

いただくことを条件とします。 

①会社法第278条第３項但書の規定に基づき、別紙４に記載のとおり、当社定款第13条に以下

の規定を新設する定款変更議案を、本定時株主総会に付議する予定です。なお、当社は、

本プラン導入のため、上記定款変更に加え、別紙４の要領により発行可能株式総数の変更

に関する定款変更議案も付議する予定です。 

 

（新株予約権無償割当ての決定機関等） 

第13条 当会社は、新株予約権無償割当てに関する事項については、取締役会の決議による

ほか、株主総会の決議又は株主総会の決議による委任に基づく取締役会の決議によ

り決定する。 

２．当会社は、当会社株式の大量取得行為に対する対応策(以下「本対応策」という。)

の一環として、前項に基づき新株予約権の無償割当てに関する事項を決定するにあ

たっては、新株予約権の内容として、次の事項を定めることができる。 

（１）本対応策に定める一定の者（以下「非適格者」という。）が新株予約権を行使

することができないものであること。 

（２）当会社が非適格者以外の者のみから新株予約権を取得し、これと引換えに当会

社の株式を交付することができること。 

（３）当会社が非適格者から新株予約権を取得し、これと引換えに当会社の株式、新

株予約権、社債、金銭その他の対価を交付することができること。 

３．本対応策とは、当会社が資金調達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うこと等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・株主共同の利益を損なうおそれのある者による当社株式の

大量取得が開始される前に導入されるものをいう。 

 

②①による変更後の当社定款第13条の規定に基づき、本定時株主総会における決議により、

本プランに記載した条件に従い本新株予約権の無償割当てに関する事項を決定する権限を、

当社取締役会に委任していただきます。 

 

(6) 本プランの有効期間 

上記(5)②の株主総会決議による、本プランにおける本新株予約権の無償割当ての実施に関す

る事項の決定権限の委任期間（以下「有効期間」といいます。）は、平成22年６月期に関する

定時株主総会の終結の時までとします。 

 

(7) 本プランの廃止及び変更 

本プランについては、有効期間の満了前であっても、①当社の株主総会において本プランに
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係る本新株予約権無償割当てに関する事項の決定についての取締役会への上記委任を撤回する

旨の決議が行なわれた場合、又は②当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行なわ

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。従って、本プランは、株主の

皆様のご意向に従ってこれを廃止することが可能です。 

また、当社取締役会は、③本プランの有効期間中であっても、上記(5)②の株主総会決議によ

る委任の範囲内において、独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、又は変更する場

合があります。 

当社は、本プランが廃止又は変更された場合には、当該廃止又は変更等の事実及び（変更の

場合には）変更等の内容その他の事項について、情報開示を速やかに行ないます。 

 

Ⅳ．株主の皆様等への影響 

１．本プランの導入時に株主及び投資家の皆様に与える影響 

本プランの導入時点においては、株主総会決議に基づき、本新株予約権に関する新株予約権無

償割当ての決定権限を取締役会に対して委任していただいているに過ぎず、本新株予約権の無償

割当て自体は行なわれませんので、株主及び投資家の皆様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及び投資家の皆様に与える影響 

本新株予約権無償割当て決議において別途定め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当てられます。仮に、

株主の皆様が、権利行使期間内に、こうした金銭の払込その他下記３．(2)において詳述する本新

株予約権の行使に係る手続を経ない場合には、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、当社取締役会の決定によ

り、下記３．(3)に記載する手続により、非適格者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きを取った場合、

上記Ⅲ．２．(4)(g)の非適格者に該当する者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みをせずに、当社株式を受領することとなり、保有する当社株式１株あた

りの価値の希釈化は生じますが、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、又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、１株

あたりの株式の価値の希釈化は生じませんので、１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な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 

(1) 名義書換の手続 

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

社は、本新株予約権の無償割当てに係る割当期日を公告いたします。 

割当期日における最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載若しくは記録された株主の皆様に、

本新株予約権が無償で割当てられますので、株主の皆様におかれては、速やかに株式の名義書

換手続を行なっ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なっている株

券については、名義書換手続は不要です。 

なお、割当期日における最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載若しくは記録された株主の

皆様は、当該新株予約権無償割当ての効力発生日において、当然に新株予約権者となります。 
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(2) 本新株予約権の行使の手続 

当社は、割当期日における最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載若しくは記録された株主

の皆様に対し、原則として、本新株予約権の行使請求書（行使に係る本新株予約権の内容及び

数、本新株予約権を行使する日等の必要事項、及び株主ご自身が本新株予約権の行使条件を充

足すること等についての表明・保証条項、補償条項その他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

予約権の無償割当て後、株主の皆様においては、行使期間内に、これらの必要書類を提出した

上、原則として、本新株予約権１個あたり、金１円以上で時価の50%相当額以下の範囲内におい

て本新株予約権無償割当て決議において定める価額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株の当社株式が発行されることになります。 

 

(3) 当社による本新株予約権取得の手続 

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の到来日をもって、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、ご自身が非適格者でないこと等について

の表明・保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式をご提出いただくことが

あります。 

上記のほか、割当て方法、名義書換方法、行使の方法及び当社による取得の方法の詳細につ

きましては、本新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会の決議が行なわれた後、株主の

皆様に対して情報開示又は通知いたしますので、当該内容をご確認下さい。 

 

Ⅴ．上記の各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由 

１．基本方針の実現に資する特別な取組み（上記Ⅱの取組み）について 

上記Ⅱで述べた各施策は、当社グループの企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向

上させるための具体的方策として策定されたものであり、まさに基本方針の実現に資するもので

す。 

従って、これらの各施策は、基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合致するものであり、

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。 

 

２．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（上記Ⅲの取組み）について 

 

(1) 当該取組みが基本方針に沿うものであること 

本プランは、当社株券等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等と交渉を行なうこと等を可能とすることにより、当社

グループ企業価値ひいては株主共同の利益を確保するための枠組みであり、基本方針に沿うも

のです。 

 

(2) 当該取組みが当社の株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位

の維持を目的とするものではないこと 

当社は、以下の理由により、本プランは、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、ま
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た、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております 

 

(a) 買収防衛策に関する指針の要件等を完全に充足していること 

本プランは、経済産業省及び法務省が平成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）及びジ

ャスダック証券取引所の｢上場有価証券の発行者による会社情報の適時開示等に関する規則｣

における買収防衛策の導入に係る尊重義務（開示の十分性、透明性、流通市場への影響、株主

の権利の尊重）を完全に充足しています。 

 

(b) 株主意思を重視するものであること（株主総会決議とサンセット条項） 

本プランは、上記Ⅲ．２．(5)「本プランの導入手続」にて記載したとおり、本定時株主総

会において本プランに係る委任決議がなされることにより発効し、その有効期間は、上記Ⅲ．

２．(6)「本プランの有効期間」に記載したとおり、平成22年６月期に関する定時株主総会の

終結の時までの３年間といたします。また、当社取締役の任期は１年となっておりますので、

たとえ本プランの有効期間中であっても、取締役の選任を通じて株主の皆様のご意向を示して

いただくことが可能です。さらに、上記Ⅲ．２．(7)「本プランの廃止及び変更」にて記載し

たとおり、本プランの有効期間の満了前であっても、株主総会において上記の委任決議を撤回

する旨の決議が行なわれた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、その意味

で、本プランの消長には、株主の皆様のご意向が反映されることとなっております。 

 

(c) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 

当社は、本プランの導入にあたり、取締役の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために、本

プランの発動及び廃止等の運用に際しての実質的な判断を客観的に行なう機関として、独立委

員会を設置します。 

独立委員会は、当社社外取締役、当社社外監査役又は社外の有識者より構成されます。 

実際に当社株式に対して買付等がなされた場合には、上記Ⅲ．２．(2)「本プランの発動に

係る手続」にて記載したとおり、独立委員会が、独立委員会規則に従い、当該買付等が当社グ

ループの企業価値・株主共同の利益を毀損するか否か等について取締役会への勧告を行ない、

当社取締役会はその判断を最大限尊重して新株予約権無償割当ての実施又は不実施等に関す

る会社法上の機関としての決議を行なうこととします。 

このように、独立委員会によって、取締役が恣意的に本プランの発動を行なうことのないよ

う、厳しく監視するとともに、独立委員会の判断の概要については株主の皆様に情報開示をす

るものであり、当社グループの企業価値・株主共同の利益に資するべく本プランの透明な運営

が行なわれる仕組みが確保されています。 

 

(d) 合理的な客観的要件の設定 

本プランは、上記Ⅲ．２．(2)(d)「独立委員会における判断方法」及びⅢ．２．(3)「本新

株予約権無償割当ての要件」にて記載したとおり、合理的な客観的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

を確保しております。 

 

(e) 第三者専門家の意見の取得 

上記Ⅲ．２．(2)「本プランの発動に係る手続」(c)にて記載したとおり、買付者等が出現す
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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としてい

ます。これにより、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る仕組みとな

っております。 

 

(f) デッドハンド型やスロー・ハンド型の買収防衛策ではないこと 

上記Ⅲ．２．(7)「本プランの廃止及び変更」にて記載したとおり、本プランは、当社の株

主総会で選任された取締役で構成される取締役会によりいつでも廃止することができるもの

であり、当社の株券等を大量に買い付けようとする者が、自己の指名する取締役を当社株主総

会で選任し、かかる取締役で構成される取締役会により、本プランを廃止することが可能です。 

従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させて

もなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社は、取締役の任期を１

年とし期差任期制を採用していないため、本プランはスロー・ハンド型（取締役の交替を一度

に行なうことができないため、その発動を阻止するのに時間がかかる買収防衛策）でもありま

せん。 

 

以 上 
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<別紙１> 

 

 株式会社フレンテ 新株予約権の要項  

 

１．新株予約権無償割当てに関する事項の決定 

(1) 新株予約権の内容及び数 

下記２記載の事項を含む内容の新株予約権（以下個別に又は総称して「新株予約権」という。）

の無償割当て決議（以下「新株予約権無償割当て決議」という。）において、当社取締役会が定

める一定の日（以下「割当期日」という。）における当社の最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。）と同数の新株予約権を割当てる。 

 

(2) 割当対象株主 

割当期日における当社の最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、

その有する株式（ただし、同時点において当社の有する当社株式を除く。）１株につき新株予約

権１個の割合で、新株予約権を割当てる。 

 

(3) 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定める。 

 

２．新株予約権の内容 

(1) 新株予約権の目的である株式の数 

新株予約権の目的である株式の数（以下「対象株式数」という。）は、１株とする。 

 

(2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

(a) 新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、行使価額（下記(b)）に

定義される。）に対象株式数を乗じた価額とする。 

(b) 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（以下「行使価額」

という。）は金１円以上で時価の50%相当額以下の範囲内において、当社取締役会が決定する

金額とする。「時価」とは、新株予約権無償割当ての取締役会決議の前日から遡って90日間

（取引が成立しない日を除く。）のジャスダック証券取引所における当社株式普通取引の終

値の平均値とし、１円未満の端数は切り上げるものとする。 

 

(3) 新株予約権の行使期間 

新株予約権の無償割当ての効力発生日（ただし、当社取締役会がこれに代わる日を定めたとき

は当該日）を初日とし、１ヶ月間から３ヶ月間までの範囲で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期間とする。ただし、下記(7)項の規定に基づき当社による新株予約権の取

得がなされる場合、当該取得に係る新株予約権については当該取得日の前日までとする。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する。 

 

(4) 新株予約権の行使の条件 

(a) (ⅰ)特定大量保有者、(ⅱ)特定大量保有者の共同保有者、(ⅲ)特定大量買付者、(ⅳ)特定大

量買付者の特別関係者、若しくは(ⅴ)上記(ⅰ)乃至(ⅳ)に該当する者から新株予約権を当社

取締役会の承認を得ることなく譲受け若しくは承継した者、又は、(ⅵ)上記(ⅰ)乃至(ⅴ)に
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該当する者の関連者（以下、(ⅰ)乃至(ⅵ)に該当する者を「非適格者」と総称する。）は、

新株予約権を行使することができない。 

なお、上記に用いられる用語は次のとおり定義される。 

①「特定大量保有者」とは、当社が発行者である株券等（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。）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む。）で、当該株券等に係る株券等保有割合（同法第27条の23第４項に

定義される。）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む。） 

②「共同保有者」とは、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指し、同条第

６項に基づき共同保有者とみなされる者を含む（当社取締役会がこれらに該当すると認めた

者を含む。）。 

③「特定大量買付者」とは、公開買付け（証券取引法第27条の２第６項に定義される。）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③にお

いて同じ。）の買付等（同法第27条の２第１項に定義される。以下同じ。）を行なう旨の公

告を行なった者で、当該買付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（同法第27

条の２第８項に定義される。以下同じ。）が、その者の特別関係者の株券等所有割合と合計

して20%以上となる者をいう。 

④「特別関係者」とは、証券取引法第27条の２第７項に定義される（当社取締役会がこれに該

当すると認めた者を含む。）。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。 

⑤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として当社取締役会が認めた者、又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条に定義される。）をいう。 

(b) 上記(a)にかかわらず、下記①乃至④の各号に該当する者は、特定大量保有者又は特定大量買

付者に該当しないものとする。 

①当社、当社の子会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第３項に定

義される。）又は当社の関連会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８

条第５項に定義される。） 

②当社を支配する意図がなく上記(a)(ⅰ)の特定大量保有者に該当することになった者である

旨当社取締役会が認めた者であって、かつ、上記(a)(ⅰ)の特定大量保有者に該当することに

なった後10日間（ただし、当社取締役会はかかる期間を延長することができる。）以内にそ

の保有する当社の株券等を処分等することにより上記(a)(ⅰ)の特定大量保有者に該当しな

くなった者 

③当社による自己株式の取得その他の理由により、自己の意思によることなく、上記(a)(ⅰ)

の特定大量保有者に該当することになった者である旨当社取締役会が認めた者（ただし、そ

の後、自己の意思により当社の株券等を新たに取得した場合を除く。） 

④その者が当社の株券等を取得し保有することが当社グループの企業価値・株主共同の利益に

反しないと当社取締役会が認めた者（非適格者に該当すると当社取締役会が認めた者につい

ても、当社グループの企業価値・株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めることが

でき、また、一定の条件の下に当社グループの企業価値・株主共同の利益に反しないと当社

取締役会が認めた場合には、当該条件が満たされている場合に限る。） 

(c) 適用ある外国の法令上、当該法令の管轄地域に所在する者に新株予約権を行使させるに際し、

(ⅰ)所定の手続の履行若しくは(ⅱ)所定の条件（一定期間の行使禁止、所定の書類の提出等
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を含む。）の充足、又は(ⅲ)その双方（以下「準拠法行使手続・条件」と総称する。）が必

要とされる場合には、当該管轄地域に所在する者は、当該準拠法行使手続・条件がすべて履

行又は充足されたと当社取締役会が認めた場合に限り新株予約権を行使することができ、こ

れが充足されたと当社取締役会が認めない場合には新株予約権を行使することができない。

なお、当該管轄地域に所在する者に新株予約権を行使させるに際し当社が履行又は充足する

ことが必要とされる準拠法行使手続・条件については、当社取締役会としてこれを履行又は

充足する義務は負わない。また、当該管轄地域に所在する者に新株予約権の行使をさせるこ

とが当該管轄地域における法令上認められない場合（以下「準拠法行使禁止事由」という。）

には、当該管轄地域に所在する者は、新株予約権を行使することができない。 

(d) 上記(c)にかかわらず、米国に所在する者は、当社に対し、(ⅰ)自らが米国1933年証券法ルー

ル501(a)に定義する適格投資家（accredited investor）であることを表明、保証し、かつ(ⅱ)

その保有する新株予約権の行使の結果取得する当社普通株式の転売はジャスダック証券取引

所における普通取引（ただし、事前の取決めに基づかず、かつ事前の勧誘を行なわないもの

とする。）によってのみこれを行なうことを誓約した場合に限り、当該新株予約権を行使す

ることができる。当社は、かかる場合に限り、当該米国に所在する者が当該新株予約権を行

使するために当社が履行又は充足することが必要とされる米国1933年証券法レギュレーショ

ンD及び米国州法に係る準拠法行使手続・条件を履行又は充足するものとする。なお、米国に

おける法令の変更等の理由により、米国に所在する者が上記(ⅰ)及び(ⅱ)を充足しても米国

証券法上適法に新株予約権の行使を認めることができないと当社取締役会が認める場合には、

米国に所在する者は、新株予約権を行使することができない。 

(e) 新株予約権者は、当社に対し、自らが非適格者に該当せず、かつ、非適格者に該当する者の

ために行使しようとしている者ではないこと、及び新株予約権の行使条件を充足しているこ

と等の表明・保証条項、補償条項その他当社が定める事項を誓約する書面並びに法令等によ

り必要とされる書面を提出した場合に限り、新株予約権を行使することができるものとする。 

(f) 新株予約権を有する者が本(4)項の規定により、新株予約権を行使することができない場合で

あっても、当社は、当該新株予約権を有する者に対して、損害賠償責任その他の責任を一切

負わないものとする。 

 

(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 

新株予約権の行使により当社株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額

は、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額とする。 

 

(6) 新株予約権の譲渡制限 

(a) 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。 

(b) 新株予約権を譲渡しようとする者が日本国外に所在する者であって、上記(4)(c)及び(d)の規

定により新株予約権を行使することができない者（非適格者を除く。）であるときは、当社

取締役会は、以下の事由等を勘案して上記(a)の承認をするか否かを決定する。 

①当該管轄地域に所在する者による新株予約権の全部又は一部の譲渡による取得に関し、譲渡

人及び譲受人が作成し署名又は記名捺印した差入書（下記②乃至④に関する表明・保証条項、

補償条項その他当社が定める誓約事項を含む。）が提出されているか否か 

②譲渡人及び譲受人が非適格者に該当しないことが明らかか否か 

③譲受人が当該管轄地域に所在しない者であり、かつ、当該管轄地域に所在する者のために譲

受しようとしている者ではないことが明らかか否か 

④譲受人が非適格者のために譲受しようとしている者でないことが明らかか否か 
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(7) 当社による新株予約権の取得 

(a) 当社は、行使期間開始日前日までの間いつでも、当社が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、当社取締役会が定める日の到来日をもって、すべて

の新株予約権を無償で取得することができる。 

(b) 当社は、当社取締役会が定める日の到来日をもって、非適格者以外の者が有する新株予約権

のうち、当該取締役会の定める日の前日までに未行使のものすべてを取得し、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を交付することができる。 

また、かかる取得がなされた日より後に、非適格者以外の者が現れた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社取締役会が定める日の到来日をもって、

当該者の有する新株予約権のうち、当該取締役会の定める日の前日までに未行使のものがあ

れば、これをすべて取得し、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

を交付することができるものとし、その後も同様とする。 

(c) 相当性の観点から適切と考えられる場合には、(a)(b)以外の本新株予約権の取得に関する事

項（非適格者からの本新株予約権の取得に関する事項など）を本新株予約権の無償割当て決

議において決定する。 

 

(8) 合併、会社分割、株式交換、及び株式移転の場合の新株予約権の交付及びその条件 

新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が決定する。 

 

(9) 新株予約権証券の発行 

新株予約権については新株予約権証券を発行しない。 

 

(10) 法令の改正等による修正 

上記で引用する法令の規定は、平成19年８月21日現在施行されている規定を前提としているも

のであり、同日以後、法令の新設又は改廃により、上記各項に定める条項又は用語の意義等に修

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、当該新設又は改廃の趣旨を考慮の上、

上記各項に定める条項又は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。 

 

以 上 
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<別紙２> 

 

 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なう経営陣から独立している、(ⅰ)当社社

外取締役、(ⅱ)当社社外監査役又は(ⅲ)社外の有識者の中から、当社取締役会が選任する。ただし、

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、弁護士、公認会計士若しくは会社法

等を主たる研究対象とする研究者又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。 

・独立委員会委員の任期は、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最終のものに

関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、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。また、社外取締役又は社外監査役であった独立委員会委員が、取締役又は

監査役でなくなった場合（ただし、再任された場合を除く。）には、独立委員会委員としての任期

も同時に終了するものとする。 

・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、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。当社取締役会は、この独立委員会の勧告を最大限尊重して、新

株予約権無償割当ての実施又は不実施等に関する会社法上の機関としての決議を行なう（ただし、

本新株予約権無償割当ての実施が当社株主総会に付議された場合には、当該株主総会における決議

に従う。）。なお、独立委員会の各委員及び当社各取締役は、こうした決定にあたっては、専ら当

社グループの企業価値・株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行なうことを要し、自己

又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本新株予約権無償割当ての実施若しくは不実施（これらの事項についての株主総会への付議の実

施を含む） 

②本新株予約権の無償割当ての中止又は本新株予約権の無償取得 

③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なうことができる。 

①本プランの対象となる買付等への該当性の判断 

②買付者等及び当社取締役会が独立委員会に提供すべき情報及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買付者等との交渉・協議 

⑤取締役会に対する代替案の提出の要求・代替案の検討 

⑥独立委員会検討期間の延長の決定 

⑦本プランの修正又は変更に係る承認 

⑧本プランの廃止 

⑨その他本プランにおいて独立委員会が行なうことができると定められた事項 

⑩当社取締役会が別途独立委員会が行なうことができるものと定めた事項 

・独立委員会は、買付者等に対し、買付説明書及び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、追加的に情報を提出するよう求める。また、独立委員会は、買付者等

から買付説明書及び独立委員会から追加提出を求められた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、買付者等の買付等の内容に対する意見及びその根拠資料、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を提示するよう要求することができる。 

・独立委員会は、当社グループの企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から買付者等の

買付等の内容を改善させるために必要があれば、直接又は間接に、買付者等と協議・交渉を行なう
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ものとし、また、当社取締役会に代替案提出の勧告等を行なうものとする。 

・独立委員会は、必要な情報収集を行なうため、当社の取締役、監査役、従業員その他独立委員会が

必要と認める者の出席を要求し、独立委員会が求める事項に関する説明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を含む。）の助言を得ること等ができる。 

・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。 

・独立委員会の決議は、原則として、独立委員会委員のうち３分の２以上が出席し、その過半数をも

ってこれを行なう。ただし、やむを得ない事由があるときは、独立委員会委員の過半数が出席し、

その議決権の過半数をもってこれを行なうことができる。 

 

以 上 
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<別紙３> 

 

 独立委員会委員の氏名及び略歴  

 

本プラン導入当初の独立委員会の委員は、以下の３名を予定しております。 

 

上平 徹（うえひら とおる） 

公認会計士 

〔略歴〕 

昭和32年８月 東京都生まれ 

昭和57年９月 等松青木監査法人（現 監査法人トーマツ）入所 

昭和60年８月 公認会計士登録 

平成２年３月 上平会計事務所開設（現任） 

平成14年９月 当社社外監査役（現任） 

〔主な公職など〕 

フジ日本精糖株式会社社外監査役 

 

※上平徹氏は、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。 

 

 

迫本 栄二（さこもと えいじ） 

公認会計士 

〔略歴〕 

昭和31年11月 東京都生まれ 

平成５年３月 公認会計士登録 

平成５年７月 税理士登録 

平成12年６月 新創監査法人代表社員 

平成16年４月 新創税理士法人代表社員(現任) 

〔主な公職など〕 

株式会社西武ホールディングス社外監査役、トーセイ株式会社社外監査役、株式会社永谷園社外監

査役、株式会社プリンスホテル社外監査役 

 

若槻 哲太郎（わかつき てつたろう） 

弁護士 

〔略歴〕 

昭和49年10月 埼玉県生まれ 

平成12年４月 弁護士登録 

平成12年４月 森綜合法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所 

平成16年４月 村田・若槻法律事務所開設 (現任) 

 

※迫本栄二氏及び若槻哲太郎氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 

 

以 上 
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<別紙４> 

 

 定款変更案  

 

本プランの導入にあたり、変更する定款は以下のとおりです。 

（下線は変更部分を示します。） 

現行定款 変更案 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、６,７５６,

０００株とする。 

（発行可能株式総数） 

第６条 当会社の発行可能株式総数は、８,０００,

０００株とする。 

第７条 

～ （条文省略） 

第12条 

第７条 

～ （現行どおり） 

第12条 

（新設） （新株予約権無償割当ての決定機関等） 

第13条 当会社は、新株予約権無償割当てに関する

事項については、取締役会の決議によるほ

か、株主総会の決議又は株主総会の決議に

よる委任に基づく取締役会の決議により決

定する。 

２．当会社は、当会社株式の大量取得行為に対

する対応策(以下「本対応策」という。)の

一環として、前項に基づき新株予約権の無

償割当てに関する事項を決定するにあたっ

ては、新株予約権の内容として、次の事項

を定めることができる。 

（１）本対応策に定める一定の者（以下「非

適格者」という。）が新株予約権を行使

することができないものであること。 

（２）当会社が非適格者以外の者のみから新

株予約権を取得し、これと引換えに当会

社の株式を交付することができること。 

（３）当会社が非適格者から新株予約権を取

得し、これと引換えに当会社の株式、新

株予約権、社債、金銭その他の対価を交

付することができること。 

３．本対応策とは、当会社が資金調達などの事

業目的を主要な目的とせずに新株又は新株

予約権の発行を行うこと等により当会社に

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・株主共同の利益を損な

うおそれのある者による当社株式の大量取

得が開始される前に導入されるものをい

う。 
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第13条 

～ （条文省略） 

第41条 

第14条 

～ （現行どおり） 

第42条 

 

以 上 
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(別 添) 

 

【大株主の状況】 

(平成 19 年６月 30 日現在) 

当社への出資状況 
株 主 名 

持株数(株) 出資比率(%) 

小池 孝 802,120  21.17  

小池 和夫 474,320  12.52  

小池 陽子 408,800  10.79  

岸田 篤子 263,080  6.94  

小池 渉 188,000  4.96  

有限会社ダブリュー・ビー・ファイン 180,000  4.75  

ノーザン トラスト カンパニー エイブイ エフシー 

リ フィデリティ ファンズ 

（常任代理人 香港上海銀行） 

179,300  4.73  

フレンテグループ従業員持株会 168,520  4.44  

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 139,200  3.67  

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 120,000  3.16  

 


