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   平成 19年 10月 18日 

各  位 

会 社 名        株 式 会 社 ヒ マ ラ ヤ 

代 表 者 名       取 締 役 社 長        小森 裕作 

（コード番号 ７５１４ 東証・名証第２部） 

問い合わせ先 常 務 取 締 役 谷 口 光 春 

（Ｔ Ｅ Ｌ ０５８－２７７－０２５５ ） 

 

 

当社株式当社株式当社株式当社株式のののの大量買付行為大量買付行為大量買付行為大量買付行為にににに関関関関するするするする対応策対応策対応策対応策（（（（買収防衛策買収防衛策買収防衛策買収防衛策））））のののの導入導入導入導入についてについてについてについて    

    

 当社は、平成 19年 10月 18日開催の当社取締役会において、当社の財務および事業

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およ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 11月 21日開催予定の第 32期事業年度に係る当社定時株主総会（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、当社株式の大量買付行為に関する対

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、以下のとおり、お知らせいたします。 

 なお、本プランを決定した取締役会には、当社監査役 3名（全員が社外監査役）の全

員が出席し、本プランの具体的運用が適正に行われることを条件として、賛同する旨の

意見を述べております。 

 また、平成 19年 8月 31日時点における当社の大株主の状況は、別紙 3「当社株式の

保有状況の概況」のとおりであります。 

 

 

ⅠⅠⅠⅠ    当社当社当社当社のののの財務財務財務財務およおよおよおよびびびび事業事業事業事業のののの方方方方針針針針のののの決定決定決定決定をををを支配支配支配支配するするするする者者者者のののの在在在在りりりり方方方方にににに関関関関するするするする基本方針基本方針基本方針基本方針    

当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務および事業の

内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同

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、当社の企業価値ひいては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、その目的等から見て企業価値や株主共同の利

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
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もの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付の内容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

が買収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収者との協議・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。 

特に、当社が、今後もスポーツ小売業界の中で事業を成長させ、企業価値・株主共同の利

益を確保・向上させていくためには、「お客様第一主義」の企業理念に則りスポーツを愛す

る人々のニーズに応える品揃えやサービスの充実により同業他社との差別化を図り、出店

周辺地域との連携をより密にした地域密着型の営業を展開することで、お客様ならびに地

域からの信頼を勝ち取ると共に、収益基盤の強化に向けて中期事業計画に基づく諸施策を

適時・適切に実行していくことが不可欠であり、当社株式の大量買付を行う者が、当社の

財務および事業の内容を理解するのは勿論のこと、こうした当社の企業価値の源泉を理解

した上で、これらを中長期的に確保し、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。 

また、外部者である買収者が大量買付を行う場合に、株主の皆様が最善の選択を行うた

めには、買収者の属性、大量買付の目的、買収者の当社の事業や経営についての意向、既

存株主との利益相反を回避する方法、従業員その他のステークホルダーに対する対応方針

等の買収者の情報を把握した上で、買付が当社の企業価値や株主共同の利益に及ぼす影響

を判断する必要があり、かかる情報が明らかにされないまま大量買付が強行される場合に

は、当社の企業価値・株主共同の利益が毀損される可能性があります。 

当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量買付を行う者は、当

社の財務およ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、当社の企業価値ひいて

は株主共同の利益を確保する必要があると考えます。 

 

ⅡⅡⅡⅡ    当社当社当社当社のののの企業価値企業価値企業価値企業価値のののの源泉源泉源泉源泉およおよおよおよびびびび基本方針基本方針基本方針基本方針のののの実現実現実現実現にににに資資資資するするするする特別特別特別特別なななな取取取取組組組組みみみみ    

１． 当社の企業価値の源泉について 

当社は、昭和51年4月に、スポーツ用品小売業の経営を学び、岐阜県岐阜市美江寺町１丁

目２５番地に「有限会社ヒマラヤ」を資本金３００万円にて設立し、スポーツ用品販売を

目的として営業を開始して以来、スキー場の開発および道路整備に伴いスキー人口は年々

増加し、スキー用品市場も拡大し続ける中、当社の業容は順調に拡大してまいりました。

当社の企業価値の源泉は、上記Ⅰに記載したとおり、①企業理念「お客様第一主義」に則

った顧客ニーズに応える商品力②確かな知識とサービスで販売を支える優秀な従業員、お

よび③出店周辺地域との連携をより密にした地域密着型の営業を展開することで、お客様

ならびに地域からの信頼を得る力等にあります。 

この豊富な品揃えのある店舗の多店舗展開と、優秀な従業員が知識力やサービスの質の

向上、販売力を高めていくことの可能な自由闊達な企業風土こそが、当社が、競合他社に

ないサービスを提供し、また健康志向の商品を提供することにより、少子高齢化社会の中

で、人々の健康と豊かなライフサイクル作りに貢献していくことを可能としているのであ

ります。今後も当社の企業価値を向上させていくためには、これらの従業員と共に事業活
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動に取り組んでいくことに加え、新たに優秀な人材を確保していくことが必要であります。 

当社は、これら当社の企業価値の源泉を今後も継続して発展させていくことが、企業価値

ひいては株主共同の利益の確保・向上につながるものと考えております。 

 

２．企業価値向上のための取組み 

当社は、企業価値の向上に向けた取組みとして、平成19年8月期を初年度とする3ヵ年の

中期経営計画を策定しております。当該中期経営計画においては、(1)事業規模の拡大（新

規出店攻勢と既存店での拡販）、(2)収益構造の改革、改善の推進、(3)地域重視の活動に

よる地域密着型経営の実践、(4)スポーツ用品店としての専門性の追求による競合他社との

差別化を経営戦略に掲げて、より一層の企業価値の向上に取り組んでおります。 

 

今後は、将来の収益基盤強化のために、各事業単位の中での選択と集中をさらに推し進

め、事業戦略の一つ一つを着実に実施することにより、修正後の中期経営計画の目標であ

る平成22年8 月期の売上高500億円以上、経常利益20 億円以上の達成を目指してまいりま

す。 

 

３．株主還元の方針 

当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題の一つと考えており、業績の伸長

に合わせ、配当性向、経営基盤強化のための内部留保等を総合的に勘案しながら、長期的

な視野に立ち、安定的かつ継続的な利益還元を行なうことを基本方針としております。 

 

当社は、以上のような諸施策を実行し、当社の企業価値ひいては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。 

 

ⅢⅢⅢⅢ    基本方針基本方針基本方針基本方針にににに照照照照らしてらしてらしてらして不適切不適切不適切不適切なななな者者者者によってによってによってによって当社当社当社当社のののの財務財務財務財務およおよおよおよびびびび事業事業事業事業のののの方針方針方針方針のののの決定決定決定決定がががが支配支配支配支配ささささ

れることをれることをれることをれることを防止防止防止防止するためのするためのするためのするための取組取組取組取組みみみみ    

 

1. 本プランの目的 

本プランは、当社の企業価値・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あります。 

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

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

ると考えております。そして、こうした不適切な者によって当社の財務および事業の方針

の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値・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。 

一方、別紙 3 には、平成 19 年 8 月 31 日時点における当社の株主の状況が記載されてお
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りますが、当社役員およびその関係者によって当社の発行済株式の約 35％が保有されてお

ります。従って現在は、当社経営陣を中心に安定した株主構成となっております。しかし

ながら、株主それぞれの事情により譲渡、相続その他の処分がなされ、今後は当社取締役

およびその関係者による持株割合の低下や分散化が進んでいく可能性は否定できないと考

えております。実際、当社は２年前に経営陣の刷新を目的として取締役の半数を入替えた

ため、今後、当社元取締役が、個々の諸般の事由による所有の当社株式の譲渡・処分等を

行うことも推察されます。また、近年、個人の大株主の方の相続に伴い、当社株式の処分

がなされたこともあり、株式の流動性が増す可能性を常に有しているといえます。 

さらに、今後当社が出店計画を加速させていくうえでは資金調達の必要があり、その方

法としては、金融機関からの借入れ等のみならず、資本市場からの資金調達も有力な選択

肢の一つになるため、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ございます。 

 これらの事由に鑑みますと、当社の発行する株式の流動性が大きく増し、今後当社の企

業価値・株主共同の利益に反する株式の大量買付がなされる可能性が存するということが

できます。 

そこで、当社取締役会は、当社株式に対する大量買付が行われた際に、当該大量買付に

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株主の皆様に代替案を

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交渉を行うこと等を

可能とすることにより、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

止するための枠組みが必要不可欠であると判断いたしました。 

 

以上の理由により、当社取締役会は、本プランを導入することを決定いたしました。 

なお、現時点において、特定の第三者から大量買付に関する打診および申入れ等がある

わけではございませんが、企業は、将来を見据え課題に対処していくべきであり、このよ

うな行為に対する対応は平時より策定し、表明しておく必要があると考えております。  

 

2. 本プランの内容 

（１） 本プランの概要 

 （a）本プランは、当社の株券等に対する買付もしくはこれに類似する行為またはその提 

   案（当社取締役会が友好的と認めるものを除き、以下「買付等」といいます。）が 

   行われる場合に、買付等を行う者（以下「買付者等」といいます。）に対し、事前に 

   当該買付等に関する必要かつ十分な情報の提供を求め、当該買付等についての情報 

収集・検討等を行う時間を確保した上で、株主の皆様に当社経営陣の計画や代替案 

を提示したり、買付者等との交渉等を行っていくための手続を定めております（下 

記「本プランの発動に係る手続」ご参照）。 

 （ｂ）新株予約権無償割当ての利用 

    買付者等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等を行う等、当 

   社の企業価値・株主共同の利益が害され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）「本新株予約権の無償割当ての要件」ご参照）には、 

   当社は、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および当社が当 



 

 - 5 - 

   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ことができる旨 

   の取得条項が付された新株予約権（その主な内容は下記（４）「本新株予約権の無償 

   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、そ 

   の時点の全ての株主に対して本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。）により割り当てます。 

 （ｃ）取締役の恣意的判断を排するための独立委員会の利用 

    本プランにおいては、本新株予約権の無償割当ての実施もしくは不実施または取 

   得等の判断について、取締役の恣意的判断を排するため、独立委員会規則（別紙１

ご参照）に従い、当社社外監査役または社外の有識者で、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判断を経るとともに、株主の皆様に適時に情報

開示を行うことにより透明性を確保することとしております。 

    なお、本プラン導入当初の独立委員会は、当社の「社外監査役」である神村光昭 

氏、市橋勝彦氏および「有識者」として弁護士の吉住健一郎氏の３名により構成さ

れる予定です。これらの独立委員会の委員は、いずれも当社経営陣から独立性を有

しております（導入後の独立委員会の委員の選任基準、決議要件および決議事項に

ついては独立委員会規則（別紙１）ご参照。また、上記本プラン導入当初の独立委

員会の各委員については、独立委員会の委員の氏名および略歴（別紙 2）ご参照。）。 

 （ｄ）本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 

    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、また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最大で約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 

   本プランは、以下①または②に該当する買付等がなされる場合を適用対象といたし 

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％以上となる買付等 

② 当社が発行者である株券等（注４）について、公開買付け（注５）に係る株券等の 

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 

 （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う買付者等（以下「大量買付者」という。）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、当社取締役会に対して、下記の各号に定める情報（以下「本必要情報」といい 

ます。）、およ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」といいます。）を当社の定める書 

式により提出して頂きます。 
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 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出 

するものとします。独立委員会は、これを受けて、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、直接または当社取締役会を通じ

て、買付者等に対し、適宜回答期限を定めた上、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、かか

る本必要情報を追加的に提供して頂きます。 

 

記 

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）各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、当該買付等による買付等と同種の取引の詳細、その結果等を含みます。） 

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に関する情報等を 

  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、算定方法、算定に用いた数値情 

報、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内容、その 

うち買付者等以外の他の株主に対して分配されるシナジーの内容およびそれらの算 

定根拠等を含みます。） 

④買付等の資金の裏付け（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等を含みます。） 

  ⑤買付等の後の当社および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の従業員、取引先、顧客その他の当社に係る利害関係者に 

対する対応方針 

  ⑦買付者等以外の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られる場合には、引き続き買付説明書およ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いたします。 

 （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 

    独立委員会は、買付者等から買付説明書および本必要情報が提出された場合、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事業計画、当社取締役会による企業評価等との比較 

検討等を行うために当社取締役会に対しても、当社取締役会による情報収集や企業 

評価等の検討（必要に応じ、第三者専門家による検討を含みます。）等に必要な時間 

を考慮して適宜回答期限（原則として６０日を上限とします。）を定めた上、買付者 



 

 - 7 - 

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 

とします。）、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 

認める情報等を提示するよう要求することができます。 

  ② 独立委員会による検討作業 

    独立委員会は、買付者等および（当社取締役会に対して上記のとおり情報等の提 

示を要求した場合には）当社取締役会からの情報等を受領してから原則として６０ 

日間が経過するまで（但し、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。）に、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、および当社取締役会の提供する代替案の検討等 

を行います。また、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 

という観点から当該買付等の内容を改善させるために必要であれば、当社の取締役 

を通じて、当該買付者等と協議・交渉等を行い、または当社取締役会等による代替 

案の株主等に対する提示等を行うものとします。 

    独立委員会の判断が、当社の企業価値・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。 

    買付者等は、独立委員会が、当社の取締役を通じて、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、速やかにこれに応じなければならないものとしま

す。なお、買付者等は、当社取締役会が本プランの不発動の決議をした場合を除き、

独立委員会検討期間中は、上記（a）①または②に該当する買付等を開始することは

できないものとします。 

  ③ 情報開示 

   当社は、買付者等が現れた事実、買付者等から買付説明書が提出された事実、当

社取締役会が独立委員会に代替案を提示した事実およ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、情報開示の原則を尊重して、直接 

または当社取締役会を通じて、独立委員会が適切と判断する時点で情報開示を行い

ます。 

（ｄ）独立委員会による勧告等の手続 

独立委員会は、買付者等が現れた場合において、以下の手続に従い、当社取締役 

会に対する勧告等を行うものとします。なお、独立委員会が当社取締役会に対して 

下記①から③に定める勧告その他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、独立委員会は、当該勧告等の概要その他独立委員会が適切と判断する事 

項（独立委員会検討期間を延長する場合にはその期間および理由を含みます。）につ 

いて、当社を通じて決議後速やかに情報開示を行います。 

   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、買付者等が本プランに定められた手続を遵守しなかった場合、 

その他買付者等の買付等の内容の検討の結果、買付者等による買付等が下記（３） 
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「本新株予約権の無償割当ての要件」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 

検討期間の開始また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。 

     但し、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）

「本新株予約権の無償割当ての概要」（ｆ）において定義されます。）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、買付者等による買

付等が下記（３）「本新株予約権の無償割当ての要件」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場合 

    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）「本新株予約権の無償割当ての要件」 

     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いたします。 

  但し、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての不実施を勧告した後 

も、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、上記①前段の要 

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勧告を含む 

新たな判断を行い、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 

ての実施または不実施の勧告を行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・当該買付者等との交渉・代替案の検討等に必 

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い 

ます（なお、当該期間延長後、さら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。）。 

  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 

当ての実施または不実施の勧告を行うよう最大限努めるものとします。 

  （ｅ）取締役会の決議 

     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本新株予約権の無 
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    償割当て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を速やか 

に行うものとします。なお、当社取締役会が本プランの不発動の決議を行うまで、 

買付者等は、買付等を行ってはならないものとします。 

 当社取締役会は、上記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、速やかに情報開示を行います。 

（３）本新株予約権の無償割当ての要件 

   当社は、買付者等による買付等が下記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、買付等が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場合 

については、必ず独立委員会の判断を経るものとします。 

 

記 

（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 

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ねらって高値で売り抜ける行為 

 （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、また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（買付等の対価の価額・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、買付等の後の経営方針・事業計画、および買 

付等の後における当社の他の株主、従業員、顧客、取引先その他の当社に係 

る利害関係者に対する対応方針を含みます。）が当社の本源的価値に鑑み不十 
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分または不適当な買付等である場合 

   （ｇ）当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠な当社の従業員、顧客、取引先等 

との関係または当社のブランド価値、企業理念、ビジョン等を破壊すること 

などにより、当社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 

 （４）本新株予約権の無償割当ての概要 

    本プランに基づく本新株予約権の無償割当ての概要は、以下のとおりです。 

   （a）本新株予約権の数 

      本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議（以下「新株予約権無償割 

当て決議」といいます。）において当社取締役会が別途定める一定の日（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（但し、同時点に 

おいて当社の有する当社株式の数を控除します。）と同数とします。 

   （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、本新株予約権を割り当てます。 

   （ｃ）本新株予約権の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当社取締役会が別途定める日とします。 

   （ｄ）本新株予約権の目的である株式の数 

      本新株予約権１個の目的である株式（注９）の数（以下「対象株式数」とい 

います。）は、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、本新株予約権の行 

使に際して出資される財産の株式１株当たりの価額は、１円を下限として当社 

株式の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 

が新株予約権無償割当て決議において別途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当社取締役会が別途定めた日を初日

（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当社取締

役会が別途定める期間とします。ただし、下記（ｉ）項②に基づき、当社が本

新株予約権を取得する場合、当該取得に係る本新株予約権についての行使期間

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条件 

     （Ⅰ）特定大量保有者（注１０）、（Ⅱ）特定大量保有者の共同保有者、（Ⅲ）特 

定大量買付者（注１１）、（Ⅳ）特定大量買付者の特別関係者、もしくは（Ⅴ） 

上記（Ⅰ）ないし（Ⅳ）に該当する者の関連者（注１２）（以下、（Ⅰ）ないし 
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（Ⅳ）に該当する者を「非適格者」といいます。）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、本新株予約権の行使 

にあた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、非居住者のうち当該外国の適用法令上適用 

除外規定が利用できる者等の一定の者は行使できるほか、非居住者の有する本 

新株予約権も、適用法令に従うことを条件として、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。）。さらに、本新株予約権の行使を充足している 

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 

書式による書面を提出しない場合も、本新株予約権を行使することができませ 

ん。（注１３）   

   （ｈ）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、当社取締役会 

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、非適格者以外の者が有す 

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

の当社株式等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以降に、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該当社取締役会が別途定める日において、当該者の有 

する本新株予約権のうち当該当社取締役会の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 

数の当社株式等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。 

（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。 

（ａ）会社法第 278 条第 3 項但書の規定に基づき、当社定款第 12 条に「当会社は新 

株予約権無償割当てに関する事項について、取締役会の決議によるほか、株主総 

会の決議また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。」との規定を新設するとの内容を含む定款変更議案を、本定時株主総会に付議 

する予定です。なお、本プランの導入のための定款の一部変更議案の詳細につい 

ては、本日付で別途開示しております「定款一部変更に関するお知らせ」をご参 

照ください。 

（ｂ）（ａ）により変更後の当社定款第 12 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 
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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、廃止および変更 

    本議案に基づく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、３年内に終了する事業

年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。 

    ただし、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係

る無償割当てに関する事項の決定についての当社取締役会への上記委任を撤回する

旨の決議が行われた場合、または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、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランに関する法

令、証券取引所規則等の新設または改廃が行われ、かかる新設または改廃を反映す

るのが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切である

場合、または当社株主に不利益を与えない場合には、必要に応じて独立委員会の承

認を得た上で、本プランを修正し、または変更する場合があります。 

    当社は、本プランの廃止または変更等がなされた場合には、当該廃止または変更

等の事実および（変更等の場合には）変更等の内容その他の事項について、必要に

応じて情報開示を速やかに行います。 

 （７）法令等による修正 

    本議案で引用する法令の規定は、平成 19年 10月 11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、同日以降、法令の新設または改廃により、上記各項に

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、当該新設ま

たは改廃の趣旨を考慮の上、上記各項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します。 

 （８）その他の事項 

    本プランの内容の細目については、当社取締役会において定めることができるも

のとします。 

 

３．本プランの合理性 

（１）買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること 

本プランは、経済産業省および法務省が 2005 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」の定める三原則

を完全に充足いたしております。 

（２）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） 

当社は、本定時株主総会において本プランにつき承認可決の決議がなされることを 

条件として本プランを導入させていただく予定であります。具体的には、上記 2.(5)

「本プランに導入手続」に記載したとおり、当社株主総会において、定款変更を行い、

その定款の定めに基づく本プランに係る委任決議がなされることにより、本プランは

導入されます。 

また、上記 2.(6)「本プランの有効期間、廃止および変更」に記載したとおり、本プ
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ランの有効期間の満了前であっても、当社株主総会において、上記委任の決議を撤回

する旨の決議がなされた場合、株主総会で選任された取締役により構成される取締役

会において、本プランを廃止する旨の決議がなされた場合には、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、本プランの導入および廃止は、当社株主の皆

様の意思に基づくこととなっております。 

（３）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、本プランの発動および廃止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いたします。実際に当社に対して買付等がなされた場合に

は、上記 2.(2)「本プランの発動に係る手続」に記載したとおり、こうした独立委員会

が、独立委員会規則に従い、当該買付等が当社の企業価値・株主の共同利益を毀損す

るか否かなどの実質的な判断を行い、当社取締役会はその判断を最大限尊重して会社

法上の決議を行うことといたします。 

このように、独立委員会によって、当社取締役の恣意的行動を厳しく監視するとと

もに、その判断の概要については株主の皆様に情報開示をすることとされており、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

みが確保されています。 

なお、独立委員会は、当社経営陣から独立性の高い当社社外監査役、または社外の

有識者で当社経営陣から独立した委員 3 名以上 5 名以下で構成いたします（独立委員

会の委員選任基準、決議要件および決議事項等については独立委員会規則（別紙 1 ）

ご参照。）。 

（４）合理的な客観的要件の設定 

本プランは、上記 2.(2)(d)「独立委員会による勧告等の手続」および 2.(3)「本新

株予約権の無償割当ての要件」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るものといえます。 

（５）第三者専門家の意見の取得 

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を含

みます。）の助言を受けることができるものとしています。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います。 

（６） デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと 

上記 2.(6)の「本プランの有効期間、廃止および変更」に記載したとおり、本プラン

は、当社の株券等を大量に買い付けた者が指名し、株主総会で選任された取締役によ

り、廃止することができるものとして設計されており、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、当社の取締役の任期は 1 年（第２号議案「定款一部変更の件」が

本定時株主総会で承認可決されることを条件としております）であるため、本プラン

はスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができない
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ため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。 

４．株主の皆様等への影響 

（１）本プランの導入時に株主およ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、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および投資家の皆様に与える影響 

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、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り当てら

れます。仮に、株主の皆様が、権利行使期間内に、金銭の払込その他下記(3)「本新株

予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続」(b)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されることになります。ただし、当社は、下

記(3)「本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続」(c)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、

非適格者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、原則として保有する当社株式全体の価値の経済的な希釈化は生

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、例

えば、買付者等が買付等を撤回した等の事情により、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）本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続 

（ａ）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。 

この場合、割当期日における当社の最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無償にて割り当てられますので、株主の皆様にお

かれましては、速やかに株式の名義書換手続を行っていただく必要があります。（なお、

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。） 

なお、割当期日における当社の最終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記

録された株主の皆様は、本新株予約権の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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（ｂ）本新株予約権の行使の手続 

当社は、割当期日における当社の最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および数、本新株予約権を行使する日等の必要事項、ならびに株

主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、権

利行使期間内でかつ当社による本新株予約権の取得の効力が発生するまでに、これら

の必要書類を提出したうえ、対象株式数 1 株当たり、1 円を下限として当社 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が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、本新株予約権 1 個

につき 1 株の当社株式が発行されることになります。 

（ｃ）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、本新株予約権の割当て方法、名義書換方法、行使の方法および当社に

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

役会の決議が行われた後、株主の皆様に対して情報開示または通知いたしますので、

当該内容をご確認ください。 

 

（注１）金融商品取引法第２７条の２３第１項に定義されます。本議案において別途の定

めがない限り同じとします。 

（注２）金融商品取引法第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。）。本議案において同じとし

ます。 

（注３）金融商品取引法第２７条の２３第４項に定義されます。本議案において同じとし

ます。 

（注４）金融商品取引法第２７条の２第１項に定義されます。上記２．（２）「本プラン発

動に係る手続」（a）②において同じとします。 

（注５）金融商品取引法第２７条の２第６項に定義されます。本議案において同じとしま

す。 

（注６）金融商品取引法第２７条の２第８項に定義されます。本議案において同じとしま

す。 

（注７）金融商品取引法第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
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すると認めた者を含むます。）。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。本議案において同じとします。 

（注８）金融商品取引法第２７条の２３第５項に規定される共同保有者をいい、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（当社取締役会がこれに該当す

ると認めた者を含みます。）。本議案において同じとします。 

（注９）将来、当社が種類株式発行会社（会社法第２条第１３号）となった場合において

も、①本新株予約権の行使により発行される当社株式および②本新株予約権の取

得と引換えに交付する株式は、いずれも当社が本定時株主総会開催時において、

現に発行している株式（普通株式）と同一の種類の株式を指すものとします。 

（注 10）原則として、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み

ます。）をいいます。但し、その者が当社の株券等を取得・保有することが当社の

企業価値または株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新

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所定の者は、特定大

量保有者に該当しないものとします。本議案において同じとします。 

（注 11）原則として、公開買付けによって当社が発行者である株券等（金融商品取引法第

２７条の２第１項に定義されます。以下本（注１１）において同じとします。）の

買付け等（同法第２７条の２第１項に定義されます、以下本（注１１）において

同じとします。）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金融商品取引法施行令第７条第 3 項に定める場

合を含みます。）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％以上となる者（当社取締役会がこれらに該当すると認め

た者を含みます。）をいいます。但し、その者が当社の株券等を取得・保有するこ

とが当社の企業価値または株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者

その他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所定の者

は、特定大量買付者に該当しないものとします。本議案において同じとします。 

（注 12）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（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含

みます。）、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

いいます。なお、「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条に定義されます。）をいいます。 

（注 13）新株予約権を有する者が本議案２（４）（ｇ）の規定に従い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します。 
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別紙１ 

独立委員会規則 

第 1 条（目的） 

当社の独立委員会（以下「委員会」という）に関する事項は、法令または定款に定めがあ 

る場合若しくは、当社株主総会において決議された事項がある場合を除き、本規則の定め

るところによる。 

第 2 条（定義） 

本規則における用語の定義は以下のとおりとする。 

1．「本プラン」とは当社が、定時株主総会または当社取締役会において決定する、当社株

式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）をいう。 

2．本規則に別段の定めがない用語の定義については、本プランの定めるところによる。 

第 3 条（構成） 

1．委員会は、当社取締役会の決議をもって設置される。 

2．委員会の委員（以下「委員」という）は 3 名以上 5 名以下とし、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または社外の有識者に該当する者の中から、当

社取締役会が選任する。但し、当該有識者は、実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護

士、税理士、公認会計士、投資銀行業務に精通している者もしくは会社法等を主たる研究

対象とする研究者またはこれらに準ずる者でなければならず、また、別途当社に対する善

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。 

第 4 条（任期） 

1．委員の任期は、選任の時から選任後に開催される次の定時株主総会の終結の時までとす

る。但し、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はない。 

2．委員が、当社の社外監査役であった場合で、社外監査役を退任または辞任した時は、委

員としての任期も同時に終了するものとする。 

3．任期満了前に退任した委員の後任として選任された委員の任期は、退任した委員の任期

の満了する時までとする。 

第 5 条（招集者および議長） 

1．各委員は、大量買付行為がなされた場合、その他、いつでも委員会を招集することがで

き、互選により議長を選出する。 

2．前項に定めるほか、当社取締役会は、その決議によって、委員会の招集を請求すること

ができる。 

第 6 条（委員以外の者の出席） 

1．委員会は、必要な情報収集を行うため、当社の取締役、監査役、従業員その他委員会が

必要と認める者の出席を要求し、委員会が勧告を行うに当たり必要と考える事項に関する

説明を求めることができる。 

2．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、弁護士、

公認会計士、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。 
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第 7 条（委員会の権限） 

1．委員会は以下の各号に掲げる事項について決定し、またその決定の内容を、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、会社法上の機関としての決定を行う。ただし、第４項に定める本新株予約権の

無償割当ての実施につき、株主総会において別段の決議がなされた場合には、当該決議に

従う。 

①大量買付者が提供する情報が十分なものであるか 

②大量買付者が本プランに定められた手続を遵守しているか 

③本プランの発動要件を満たしているか 

④本新株予約権の無償割当ての実施または不実施 

⑤本新株予約権の無償割当ての中止または本新株予約権の無償取得 

⑥その他当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が委員会に諮問した事項 

2．委員会は、前項に掲げる事項のほか、以下の各号に記載される事項を行う。 

①大量買付情報および当社取締役会から提供された情報・資料等の内容の検討・評価（買

付の対価を現金（円価）のみとする公開買付による当社株券等の全ての買付けの場合 60日

間、その他の買付行為の場合には 90 日間をその評価期間とする） 

②当社取締役会に対して、買付者等の買付等の内容に対する意見およびその根拠資料、代

替案の提出の要求および代替案の検討・評価（原則として 30 日を上限とする回答期限を定

める）その他委員会が適宜必要と認める情報を提供するよう要求することができる。 

③当社取締役会が、別途委員会が行うことができると定めた事項 

3．委員会は、以下の各号に記載される事項につき当社取締役会に勧告することができる。 

①買付説明書の記載内容が大量買付情報として不十分であると判断した場合の大量買付者

に対する追加情報提供の要求（原則として当社取締役会が買付説明書を受領した後 60 日を

上限とする回答期限を定める） 

②大量買付行為の提案があった事実および大量買付情報の全部または一部の公表に関する

意見 

③大量買付情報として十分な情報を全て受領したと認めた場合の公表 

④大量買付行為に関する条件の改善における大量買付者との交渉・協議 

⑤独立委員会検討期間の延長 

⑥本プランの対象となる大量買付等への妥当性の判断 

⑦本プランの修正または変更に係る承認 

⑧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 

4．前三項の決定にあたっては、専ら当社の企業価値および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、自己または当社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。 

第 8 条（決議） 

1．委員会の決議は、原則として、委員のうち全員が出席（テレビ会議または電話会議によ

る出席を含む。以下同じ。）し、その過半数をもってこれを行う。但し、やむを得ない事由

がある時は、委員の 3 分の 2 以上が出席し、その過半数をもってこれを行うことができる。 
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2．委員会の議事につき特別の利害関係を有する委員は、その決議に参加することができな

い。 

第 9 条（議事録） 

委員会の議事については、その経過の要領および結果を議事録に記載し、出席委員がこれ

に記名捺印し、10 年間会社に保存する。 

第 10 条（規則の改定） 

本規則の改定は、当社取締役会の決議による。 

（附則） 

1．本規則は、平成 19 年 11 月 21 日より実施する。 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 20 - 

 

 

別紙 2 

独立委員会独立委員会独立委員会独立委員会のののの委員委員委員委員のののの氏名氏名氏名氏名およびおよびおよびおよび略歴略歴略歴略歴    

 

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。 

神村 光昭（こうむら みつあき） 

【略歴】 

昭和１６年生 

昭和３９年 ２月 パブリカ岐阜株式会社（現トヨタカローラ岐阜）入社 

平成 元年 ６月 同社 取締役経理部長 

平成 ３年 ６月 同社 常務取締役 経理部担当 

平成１４年 １月 同社 専務取締役 管理本部長 

平成１５年 ６月 同社 退任 

        株式会社ジェームス岐阜取締役社長 就任 

平成１８年 ６月 同社 退任 

平成１８年 １１月 当社補欠監査役 就任（現任） 

※神村 光昭氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 8 号に規定される社外監査役候補者で 

あり、本定時株主総会で選任後、就任する予定です。 

※神村氏と当社との間には取引関係および特別の利害関係はありません。 

 

市橋 勝彦（いちはし かつひこ） 

【略歴】 

昭和１７年生 

平成１３年４月  岐阜県大垣警察署長 就任 

平成１４年４月  財団法人岐阜社会福祉事業協力会理事長 就任（現任） 

平成１４年 ２月  当社監査役 就任（現任） 

※市橋 勝彦氏と当社との間には取引関係および特別の利害関係はありません。 

 

吉住 健一郎（よしずみ けんいちろう） 

【略歴】 

昭和２４年生 

昭和５２年    名古屋弁護士会登録 

昭和５５年    吉住法律事務所開業 現在に至る 

※吉住 健一郎氏は当社の顧問弁護士であります。 

以 上 
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別紙3 

当社株式当社株式当社株式当社株式のののの保有保有保有保有状況状況状況状況のののの概況概況概況概況（（（（平成平成平成平成 19 19 19 19 年年年年 8888 月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在））））    

１．発行可能株式総数： 40,000,000 株 

２．発行済株式総数 ：  12,320,787 株 

３．株  主  数：    2,330 名 

４．大株主の状況 

株 主 名 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（％） 

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社    （信託口） 
1,358 11.02 

有限会社コモリ・インターナショナル 1,314 10.66 

有限会社コモリ・コーポレーション 1,314 10.66 

森トラスト株式会社 800 6.49 

小森 裕作 759 6.16 

小森 温子 600 4.87 

株式会社大垣共立銀行 536 4.35 

株式会社十六銀行 535 4.35 

株式会社ヒマラヤ 336 2.73 

三菱商事株式会社 300 2.43 

           以 上 


