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平成19年11月12日 

各位 

 

会社名  イヌイ建物株式会社 

代表者名 代表取締役社長  中村哲也 

（コード番号９３０８  東証第二部） 

問合せ先 管理本部社長室長 乾 康之 

（TEL．０３－５５４８－８２１１） 

 

会社の支配に関する基本方針及び 

当社株式の大量取得行為に対する対応策（買収防衛策）に関するお知らせ 

 

当社は、平成 19 年 11 月 12 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 条柱書きに規定される

ものをいい、以下「本基本方針」といいます。）を定めるとともに、本基本方針に照らし

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 号ロに規定される取組みをいいます。）として、

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」という）の

導入を決議しましたので、以下のとおり、お知らせいたします。 

なお、本日現在、当社株式の大量取得行為に関する打診及び申し入れ等は一切ございま

せんので、念のため申し添えておきます。当社大株主の状況（平成 19 年 5 月 31 日現在）

は、別紙 1 をご参照ください。 

 

一 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。 

近時、わが国の資本市場においては、対象会社の取締役会の賛同を得ずに、一方的に

株式の大量買付等を行う動きも顕在化しておりますが、当社は、このような株式の大量買

付等であっても、当社の財務及び事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、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、これを一概に否定するものではあ

りません。また、株式会社の支配権の移転を伴う大量買付等の買収提案についての判断は、

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。 
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しかしながら、株式の大量買付等の中には、その目的等からみて企業価値ひいては株

主共同の利益に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大量買付等の内容や条件等について十分検討し、

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引き出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。 

特に、当社及び当社の子会社・関連会社（以下「当グループ」といいます。）が事業

の核とする物流事業・不動産事業は、公共性の高い業種であり、その社会的使命に基づき

中長期的視点から計画的に設備投資を実施することが求められ、また投下資本の回収には

相当の長期間を必要とする特徴があります。 

永年に渡り経済のインフラを担ってきた倉庫業での経験及び実績と、地域社会との信

頼関係を基にした勝どきにおける街づくりの経験及び実績に基づき、当グループの企業価

値を確保・向上させるためには、①倉庫業及び不動産業の公共性を十分に踏まえ、かつそ

の社会的使命に基づき中長期的視点から計画的な設備投資を行うために必要なノウハウ、

②永年の経験及び実績により築き上げてきた地域社会からの信頼、並びに③当グループの

事業の特性を十分に理解し、物流事業・不動産事業に精通した従業員の存在が必要不可欠

です。 

当社株式の大量買付等を行う者（以下「買収者」といいます。）が、当社の財務及び

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からの大量買付等の

提案を受けた際に、株主の皆様が 善の選択を行うためには、当社の企業価値を構成する

有形無形の要素を適切に把握するとともに、買収者の属性、大量買付等の目的、買収者の

当社の事業や経営についての意向、従業員その他のステークホルダーに対する対応方針等

の買収者に関する情報も把握した上で、当該大量買付等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等が

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等を行う者

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り、このような者に

よる大量買付等に対しては、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ております。 

 

二 当社の企業価値の源泉及び本基本方針の実現に資する特別な取組み 

 

1．当社の企業価値の源泉について 
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当グループは、大正 14 年の当社創業以来、80 有余年にわたり東京都中央区勝どきエ

リアを中心として、「誠実・信用・安全」をモットーに、倉庫業を核とする物流事業と、

勝どきの賃貸住宅業を核とする不動産事業を中心に、長期に渡り経営基盤の強化と業績

の安定・向上につとめてまいりました。 

当グループが事業の核とする物流事業・不動産事業は、公共性の高い業種であり、そ

の社会的使命に基づき中長期的視点から計画的に設備投資を実施することが求められ、

また投下資本の回収には相当の長期間を必要とする特徴があります。 

当社の企業価値の源泉は、かかる物流事業・不動産事業の公共性を十分に踏まえ、永

年に渡り経済のインフラを担ってきた倉庫業での経験及び実績と、地域社会との信頼関

係を基にした勝どきにおける街づくりの経験及び実績にあります。具体的には、①倉庫

業および不動産業の公共性を十分に踏まえ、かつその社会的使命に基づき中長期的視点

から計画的な設備投資を行うために必要なノウハウ、②永年の経験及び実績により築き

上げてきた地域社会からの信頼、並びに③当グループの事業の特性を十分に理解し、物

流事業・不動産事業に精通した従業員の存在であります。 

当社は、これらの当社の企業価値の源泉を今後も継続し、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 

 

当グループは、上記 1 のとおり、倉庫業を核とする物流事業と、勝どきの賃貸住宅業

を核とする不動産事業を中心に、長期にわたり経営基盤の強化と業績の安定・向上に努

めてまいりました。 

当グループは、本年 1 月 15 日に、これからの７年間を更なる成長の期間と定め、永

年の実績を誇る倉庫業と勝どきという地所を見つめ直し、根本的な構造改革を推進する

ために、中長期経営ビジョン「Next－7」を策定し、発表いたしました。当社は、中長

期の経営方針として、「多様な物流ニーズに応える倉庫業を展開する」、「都心のレジ

デンスゾーン勝どきを創る」という二つを使命とし、不動産事業によって産み出すキャ

ッシュフローで経営基盤を支えると共に、倉庫業の構造的改革により事業の拡大を図る

こととしております。 

また、戦略方針として、物流事業と不動産事業を当グループの主軸として、経営資源

を効果的に投下して業績の向上に取組み、グループ経営効果の 大化を目指し、各社の

再編を行うことで成長企業グループに相応しい経営基盤の再構築を推進することとし

ております。 
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また、配当政策につきましては、物流業・不動産業ともに投資時に多額の資金を必要

とするために内部留保の充実による財務体質の強化に配慮しつつ、安定配当に加えて業

績や今後の収益予想等を充分考慮する積極的な配当政策を行っております。 

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。 

 

三 本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 

 

上記二のとおり、当社は、永年にわたり築き上げてきた企業価値の源泉を有効に活用

しつつ、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上させるための施策に取り組んで

まいりました。しかしながら、上記一のとおり、近時においては、当社株式に対する不

適切な大量買付等により、当社の企業価値・株主共同の利益が毀損される可能性が生じ

得る状況となっております。とりわけ、当グループが事業の核とする物流事業・不動産

事業における厳しい競争の中、当社が今後も持続的に企業価値を確保・向上させていく

ためには、先に掲げた企業価値の源泉を踏まえた企業活動を不断に展開していくことが

必要であり、当社株式の大量買付等を行う者によりこれらが着実に実行されるのでなけ

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。すなわち、

当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上が図られるためには、当社固有の事業

特性や当社及び当グループの歴史を十分に踏まえていただいた上で、当社の企業価値の

源泉について適切な判断をしていただくことが必要不可欠であると考えられます。 

こうした事情に鑑み、当社取締役会は、当社株式の大量買付等が行われる場合に、か

かる大量買付等が不適切なものでないかどうかを株主の皆様が判断するために必要な

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

ことにより、当社の企業価値・株主共同の利益に反する大量買付等を抑止するための枠

組みが不可欠であると判断しました。 

以上の理由により、当社取締役会は、本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の一環として、

本プランを導入することといたしました。 

なお、当社は、株主の皆様のご意思をより反映させるという観点から、平成 20 年 2 月

開催予定の当社定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）において、当社株主

総会の決議により本プランを定めることができるとする規定又は本新株予約権（後記

2(1)(c)で定義されます。）の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
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定する旨の規定の新設を含む内容の定款変更案（かかる定款変更案については、その詳

細が決定次第開示いたします。）につきご承認を頂いた上で、かかる変更後の定款規定

に基づき、本プランの決定又は本新株予約権の無償割当てに関する事項の決定を取締役

会に委任する旨を本株主総会に議案としてお諮りさせていただく予定です。 

 

2．本プランの内容 

 

(1) 本プランの概要（代表的な手続きの流れは別紙 4 参照） 

 

(a) 目的 

 

本プランは、当社株式の大量買付等が行われる場合に、株主の皆様が適切な判断

をするために必要・十分な情報と時間を確保するとともに、買収者との交渉の機会

を確保すること等を通じて、当社の企業価値・株主共同の利益に反する買付等（下

記(2)(a)に定義される。）を抑制し、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する。 

 

(b) 対抗措置の発動に係る手続きの設定 

 

本プランは、当社株券等の 20％以上を買収しようとする者が現れた際に、買収

者に事前の情報提供を求める等、上記(a)の目的を実現するために必要な手続きを定

める（詳細については下記(2)「対抗措置の発動に係る手続き」参照。）。なお、

買収者は、本プランに係る手続が開始された場合には、当社取締役会において対抗

措置の発動をしない旨の決議がなされるまでの間、買付等を実行してはならない。 

 

(c) 対抗措置の発動と独立委員会の利用 

 

買収者が本プランにおいて定められた手続に従うことなく当社株券等の買付等

を行う場合、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

れがある場合等（その要件の詳細については下記(3)「対抗措置発動の要件」参照。）

には、当社は、会社法その他の法律及び当社定款が当社取締役会の権限として認め

る措置（以下「対抗措置」という。）をとり、当該買付等に対抗することがある。

当社取締役会は、具体的にいかなる対抗措置を講じるかについては、その時点で当

社取締役会が も適切と判断したものを選択することとするが、現時点における具

体的な対抗措置としては、新株予約権の無償割当てを行うことを予定しており、そ

の手段を選択する場合には、買収者等（下記(2)(a)に定義される。以下同じ。）に
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よる権利行使は認められないとの行使条件及び当社が買収者等以外の者から当社

株式等と引換えに新株予約権を取得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」において述べるものと

し、以下これを「本新株予約権」という。）を、その時点の当社を除く全ての株主

に対して、新株予約権無償割当ての方法により割当てることになる。 

なお、対抗措置発動の実施、不実施又は取得等の判断については、当社取締役会

の恣意的判断を排するため、独立委員会規程（その概要については別紙 2 参照。）

に従い、当社の業務執行を行う経営陣から独立した(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（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、公認会計士及び学識経験者等）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（以下「独立委員会」という。）の判断を経

るとともに、適時に情報開示を行うことにより透明性を確保する。本プランの導入

当初における独立委員会の委員には、別紙 3 のとおり 3 氏が就任した。 

 

(d) 新株予約権の行使及び当社による本新株予約権の取得 

 

仮に、本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、その行使又は当社

による取得に伴って買収者等以外の株主の皆様に当社株式が交付された場合には、

買収者等の有する当社の議決権割合は、 大 50%まで希釈化される可能性がある。 

 

(2)  対抗措置の発動に係る手続 

 

(a)  対象となる買付等 

 

本プランは下記①ないし③に該当する行為又はその提案（以下「買付等」とい

う。）がなされる場合を適用対象とする。買付等を行う者は、予め本プランに定

められる手続に従うこととする。 

① 当社が発行者である株券等1について、大規模買付者グループ（注 1）の株

券等保有割合2が 20% 以上となる買付 

② 当社が発行者である株券等3について、公開買付け4に係る公開買付者グルー

プ（注 2）の株券等所有割合5の合計が 20% 以上となる公開買付け 

                                                 
1
金融商品取引法第 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。 

2
金融商品取引法第 27 条の 23 第 4 項に定義される。以下同じ。 

3
金融商品取引法第 27 条の 2 第 1 項に定義される。以下②において同じ。 

4
金融商品取引法第 27 条の 2 第 6 項に定義される。以下同じ。 

5
金融商品取引法第 27 条の 2 第 8 項に定義される。以下同じ。 
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③ 当社が発行者である株券等についての買付又は公開買付けの実施にかかわ

らず、大規模買付者グループ又は公開買付者グループと、当該大規模買付

者グループ又は公開買付者グループとの当社株券等所有割合の合計が 20%

以上となるような当社の他の株主との間で、当該他の株主が大規模買付者

グループの共同保有者又は公開買付者グループの特別関係者に該当するに

至るような合意その他の行為、又は大規模買付者グループ又は公開買付者

グループと当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しく

はそれらの者が共同ないし協調して行動する関係
6
を樹立する行為 

（注 1） 

「大規模買付者グループ」とは、当社が発行者である株券等の保有者7及びその

共同保有者、これらの者との間にファイナンシャル・アドバイザリー契約を締

結している投資銀行、証券会社その他の金融機関その他当該保有者又は共同保

有者と実質的利害を共通にしている者、並びにこれらの者が実質的に支配し又

はこれらの者と共同ないし協調して行動する者として当社取締役会が合理的に

認めた者を合わせたグループをいう。 

（注 2） 

「公開買付者グループ」とは、公開買付者自身と、その特別関係者8、これらの

者との間にファイナンシャル・アドバイザリー契約を締結している投資銀行、

証券会社その他の金融機関その他公開買付者又はその特別関係者と実質的利害

を共通にしている者、公開買付代理人、及びこれらの者が実質的に支配し又は

これらの者と共同ないし協調して行動する者として当社取締役会が合理的に認

めた者を合わせたグループをいう。 

 

以下、公開買付者グループ及び大規模買付者グループと、上記③において定め

る「他の株主」と併せて、｢買付者等｣という。 

 

(b) 買付者等に対する情報提供の要求 

 

                                                 
6 このような関係が樹立されたか否かの判定は、当社取締役会が新たな出資関係、取引ない

し契約関係、役員兼任関係及び資金提供関係等の形成や、当該買付者等及び当該他の株主

が当社に対して直接間接に及ぼす影響等を基礎に行うものとする。
 

7
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む。 

8金融商品取引法第 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。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 項で定める者を除く。以

下同じ。 
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買付者等は、当社取締役会が別段の定めをした場合を除き、買付等の実行に先立

ち、当社取締役会に対して、以下の各号に定める情報（以下「本必要情報」という。）

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」と総称する。）を当社の定める書式によ

り提出する。 

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。独立委員会は、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

締役会等を通じて本必要情報を追加的に提供するよう求めることがある。この場合、

買付者等においては、当該期限までに、直接又は当社取締役会等を通じて、かかる

情報を独立委員会に対して追加的に提供する。 

① 買付者等及びそのグループ（共同保有者9、特別関係者及び（ファンドの場

合は）各組合員その他の構成員を含む。）の詳細（具体的名称、資本構成、

事業内容、財務内容等を含む。） 

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

含む。） 

③ 買付等の価格の算定根拠（算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情

報及び買付等にかか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、そのうち少数株主に対して分配されるシナジーの内容を含む。） 

④ 買付等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含む。）の具体的名

称、調達方法、関連する取引の内容を含む。） 

⑤ 買付等の後における当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グループの従業員、取引先、顧客、地域社会その他の

当グループに係る利害関係者の処遇等の方針 

⑦ 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、対抗措置を発動すること

を勧告する。 

 

(c) 買付等の内容の検討・買付者等との交渉・代替案の検討 

                                                 
9
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と当社取締役会が認めた者を含む。以下同じ。 
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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（もしあれば）が提出された場合で、当社取締役会に対しても、

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する。以

下同じ。）、その根拠資料、及び代替案（もしあれば）並びに当社の経営、企業

価値に関する情報・資料等その他独立委員会の判断に必要な情報・資料等の提示

を求める必要があると認めるときは、当社取締役会に対しても、独立委員会が定

める合理的な期間内（但し、原則として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（もしあれば）が提出された日から 60 日間

を超えないものとする。）にかかる買付者等の買付等の内容に対する意見、その

根拠資料、及び代替案（もしあれば）並びに当社の経営、企業価値に関する情報・

資料等その他独立委員会の判断に必要な情報・資料等を速やかに提示するよう要

求することがある。 

 

② 独立委員会による検討作業  

 

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）当社取締役会から情報・資料等（追加的に要求したものも含む。）

の提供が十分になされたと独立委員会が認めた場合、独立委員会は、情報・資料

等の提供が十分になされたと独立委員会が認めた日から原則として 長 60 日間

の検討期間（但し、下記(d)③に記載するところに従い、独立委員会は当該期間の

延長・再延長をその決議をもって行うことができるものとし、以下「独立委員会

検討期間」という。）を設定する。 

独立委員会は、独立委員会検討期間内において買付者等及び当社取締役会から

提供された情報・資料等に基づき、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検討、当社取締役会による代替案の検

討及び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

う。また、独立委員会は、必要があれば当社の企業価値・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、直接又は間接に、当

該買付者等と協議・交渉を行うものとし、また、必要があれば株主に対して当社

の代替案の提示を行うものとする。 

買付者等は、独立委員会が、独立委員会検討期間において、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、速や

かにこれに応じなければならないものとする。 
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なお、買付者等は、独立委員会検討期間が終了し、当社取締役会において対抗

措置の発動をしない旨の決議がなされるまでは、買付等を開始することはできな

いものとする。 

独立委員会の判断が、当社の企業価値ひいては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

他の専門家を含む。）の助言を得ることができるものとする。 

 

③ 情報開示  

 

独立委員会は、自ら又は当社取締役会等を通じて、買付説明書が提出された事

実とその概要、上記②に従い独立委員会による検討作業を開始した事実及び本必

要情報の概要その他の状況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情報開示を行う。 

 

(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、以下の手続に従い、当社取締

役会に対する勧告を行うものとする。なお、独立委員会が当社取締役会に対して下

記①から③に定める勧告又は決議をした場合、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、当該勧告又は決議の事実とその概要その他独立委員会が適

切と判断する事項（下記③に従い独立委員会検討期間を延長・再延長する旨の決議

を行う場合には、その旨、延長・再延長の期間及び延長・再延長の理由の概要を含

む。）について、自ら又は当社取締役会を通じて、速やかに情報開示を行う。  

 

① 独立委員会が対抗措置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)に規定する手続きを遵守しなかった場

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、買付者等が上記(b)及

び(c)に規定する手続きを遵守した場合には買付者等の買付等の内容の検討、買付

者等との協議・交渉の結果、買付者等による買付等が下記(3)「対抗措置発動の要

件」に定める要件のいずれかに該当し、対抗措置の発動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終了の有無を問わず、当社取締役会に対して、

対抗措置の発動を勧告（但し、独立委員会は、必要と認めた場合には対抗措置の

発動時期等について条件等を付して勧告をすることができる。）する。 
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但し、独立委員会は、一旦対抗措置の発動を勧告した後も、以下のいずれかの

事由に該当すると判断した場合には、対抗措置発動の中止を含む別個の判断を行

い、これを当社取締役会に対して勧告することができるものとする。 

(ⅰ) 当該勧告後に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 

(ⅱ) 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)「対抗措置発動の要件」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直ちに対抗措置を発動することが相当ではない場

合 

 

② 独立委員会が対抗措置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・交渉の結

果、買付者等による買付等が下記(3)「対抗措置発動の要件」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対抗措置を発動することは相当ではな

いと判断した場合、又は当社取締役会が独立委員会の要求にかかわらず上記(c)に

規定する意見及び独立委員会が要求する情報・資料等を所定期間内に提示しなか

った場合には、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、対抗措置の不発動を勧告する。  

但し、独立委員会は、一旦対抗措置の不発動を勧告した後でも、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、買付者等による買付等が下記(3)「対

抗措置発動の要件」に定める要件のいずれかに該当し、対抗措置を発動すること

が相当であると判断するに至った場合には、対抗措置の発動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ものとする。 

 

③ 独立委員会が独立委員会検討期間の延長を行う場合  

 

独立委員会が、当初の独立委員会検討期間終了時までに、対抗措置の発動又は

不発動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内

容の検討、当該買付者等との協議・交渉・代替案の検討等に必要とされる範囲内

で、独立委員会検討期間を延長する旨の決議を行う（なお、当該期間延長後、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する。）。なお、

独立委員会は、独立委員会検討期間の延長・再延長する旨の決議を行う場合は、

その旨、延長・再延長の期間及び延長・再延長の理由の概要を自ら又は当社取締

役会を通じて、速やかに開示するものとする。 
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上記延長の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、延長期間内に対抗措置の発動又は

不発動の勧告や代替案の提示等を行うよう 大限努めるものとする。 

 

 

(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受けて、これを 大限尊重して 終的

に速やかに対抗措置の発動又は不発動等に関する決議（対抗措置の発動又は不発動

の中止を含む。）を行うものとする。なお、当社取締役会が対抗措置として本新株

予約権の無償割当てを選択した場合の対抗措置の発動の中止は、割当て期日から起

算してその 5 営業日前までに限るものとする。 

当社取締役会は、上記取締役会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、情報開示を行う。 

 

(3) 対抗措置発動の要件 

 

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、対抗措置を発動するこ

とが相当であると認められる場合、上記(2)｢本プランに係る手続｣(e)に記載される当

社取締役会の決議により、その時点で も適切と当社取締役会が判断した対抗措置を

発動する（現時点における具体的な対抗措置は、本新株予約権の無償割当てを実施す

ることを予定する。）。 

なお、上記(2)｢本プランに係る手続｣(d)のとおり、下記の要件に該当し、対抗措置

を発動することが相当であるかどうかについては、必ず独立委員会の判断を経ること

とする。 

(a) 上記(2)｢本プランに係る手続｣(b)に定める情報提供及び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を遵守しない買付等である場合  

(b) 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である場

合  

① 株式等を買占め、その株式等につき当社に対して高値で買取を要求する行

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  



 13

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 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対して不利に設定し、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である場合 

⑥ 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である場合 

⑦ 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を十分に提供することなく行われる買付等である場

合 

⑧ 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、買付等の後における当社の従業員、従業員組合、

取引先、顧客、地域社会その他の当社に係る利害関係者（以下｢当社利害関

係者｣という。）の処遇等の方針等を含む。）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 

⑨ 買付者等による買付等の後の経営方針又は事業計画等の内容が不十分又は

不適当であること等のため、当社と当社利害関係者との間の信頼関係・取

引関係等を破壊する、又は当社の企業価値・株主共同の利益を毀損する重

大なおそれのある買付等である場合 

⑩ 法令又は定款等に違反する買付等である場合 

 

(4) 本新株予約権の無償割当ての概要 

 

当社取締役会は、具体的にいかなる対抗措置を講じるかについては、その時点で

も適切と当社取締役会が判断したものを選択することとするが、現時点における本プ

ランに基づき実施する対抗措置としては、新株予約権の無償割当てを予定しており、

対抗措置として本新株予約権の無償割当てが選択された場合の本新株予約権の無償

割当ての概要は、以下のとおりとする。 

 

(a) 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て期日（以下｢割当て期日｣

という。）における当社の 終の発行済み株式総数（但し、同時点において当社の
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有する当社株式の数を控除する。）と同数を上限として、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数とする。 

 

(b) 割当て対象株主 

 

割当て期日における当社の 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に対し、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において

別途定める割合で、本新株予約権を無償で割当てる。 

 

(c) 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。  

 

(d) 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

 

本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権１個あ

たりの目的である株式の数（以下｢対象株式数｣という。）は、原則として１株とす

る。ただし、当社取締役会は、本新株予約権無償割当て決議において、発行可能株

式総数の範囲内で、対象株式数を 1 株未満の数と定めることができる。 

 

(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当社株式 1 株あたりの価額は 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。 

 

(f) 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又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、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。但し、下記(ⅰ)項②に基づき当社によ

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についての行

使期間は、当該取得日の前営業日までとする。また、行使期間の 終日が行使に際

して払い込まれる金銭の払込みの取扱場所の休業日に当たるときは、その翌営業日

を 終日とする。 
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(g) 本新株予約権の行使条件 

 

(ⅰ) 特定大量保有者10 

(ⅱ) 特定大量保有者の共同保有者 

(ⅲ) 特定大量買付者11 

(ⅳ) 特定大量買付者の特別関係者 

(ⅴ) 上記(ⅰ)ないし(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 

(ⅵ) 上記(ⅰ)ないし(ⅴ)記載の者の関連者12 

（以下、(ⅰ)ないし(ⅵ)に該当する者を「特定買付者等」と総称する） 

 

上記記載の者は、原則として本新株予約権を行使することができない。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者も、原

則として本新株予約権を行使することができない（但し、かかる者のうち当該外国

の適用法令上、適用除外規定が利用できる等の一定の者は行使することができるほ

か、かかる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

る取得の対象となる。）。 

 

(h) 本新株予約権の譲渡 

 

本新株予約権の譲渡（但し、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議におい

て別に定める者に対する譲渡を除く。）による取得については、当社取締役会の承

認を要する。  

 

(i) 当社による本新株予約権の取得 

 

                                                 
10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。 
11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

義される。以下、本脚注において同じ）の買付け等（同法第 27 条の 2 第 1 項に定義される。

以下、本脚注において同じ）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同法施行令第 7 条第 3 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。 
12 ある者の関連者とは、実質的にその者を支配し、その者に支配され若しくはその者と共

同の支配下にある者をいう。「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 条第 3 項に定義される）をいう。 
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① 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、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

取締役会決議により別に定める日において、すべての本新株予約権を無償で取

得することができるものとする。 

② 当社は、当社取締役会決議により別に定める日において、特定買付者等以外の

者が有する本新株予約権のうち当社取締役会が定める当該日の前営業日まで

に未行使の本新株予約権のすべてを取得し、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。当社はかかる本新

株予約権の取得を複数回行うことができる。 

 

(j) 合併、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転の場合の新株予約権の交付 

 

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。 

 

(k) 新株予約権証券の発行 

 

本新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。 

 

(5) 本プランの有効期間、廃止及び変更 

 

本プランの有効期間は、平成 19 年 11 月 12 日から平成 20 年 2 月開催予定の本株主

総会終結の時までとし、本株主総会において承認が得られた場合には、当該有効期間

を本株主総会終了後 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延長するものとする。 

但し、かかる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変

更又は廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランは当該決議に従いその時点で

変更又は廃止されるものとする。また、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する。 

なお、当社取締役会は、本プランに反しない範囲、又は会社法、金融商品取引法、

その他の法令若しくは証券取引所規則の変更又はこれらの解釈・運用の変更、又は税

制、裁判例等の変更がある場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切

である場合には、合理的に必要と認められる範囲で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る。 
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当社は、本プランが廃止又は変更された場合には、当該廃止又は変更の事実及び（変

更の場合には）変更内容その他当社取締役会又は独立委員会が適切と認める事項につ

いて、情報開示を速やかに行う。 

なお、本プランにおいて引用する法令の規定は、平成 19 年 11 月 12 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伴って

必要な場合には、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、本プラ

ンの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。 

 

3．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  

 

本プラン導入時においては、本新株予約権の無償割当て等自体を行わないため、株

主及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) 対抗措置の発動時に株主の皆様に与える影響  

 

本プランに基づき本新株予約権の無償割当て決議がなされた場合、当該決議におい

て、別途定める割当て期日における株主の皆様に対し、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割合で、本新株予約権が無償で割当てられます。

仮に、株主の皆様が、権利行使期間内に、所定の行使価額等の金銭の払い込みその他

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かか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。但

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、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、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

続をとった場合、特定買付者等以外の株主の皆様は、本新株予約権の行使及び所定の

行使価額相当の金銭の払込みをすることなく、当社株式を受領することとなるため、

保有する当社株式の希釈化は生じません。 

上記 2．(2)「対抗措置の発動に係る手続」(e)に記載するとおり、当社は、一旦本新

株予約権無償割当て決議がなされた場合であっても、本新株予約権の無償割当てを中

止する場合がございます。しかしながら、新株予約権の割当て期日から起算して 4 営

業日前（権利落ち日）以降、割当て期日までの間に、対抗措置としての本新株予約権

の無償割当てが中止されてしまいますと、株式市場においては本新株予約権の無償割
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当てによる希薄化を前提に取引を行った投資家の皆様に不測の損害を与え、株主間の

公平を害することになる可能性がございます。当社は、かかる事態が生じることを避

けるため、当社取締役会が対抗措置としての本新株予約権の無償割当てを中止するこ

とができるのは、割当て期日から起算してその 5 営業日前までに限定しており、対抗

措置の発動時に株主の皆様に与える影響が 小限となるように可能な限り配慮して

おります。なお、本新株予約権の無償割当ての効力発生日後、本新株予約権の行使期

間の初日の前日までは無償割当てされた本新株予約権を無償取得する場合がありま

す。この場合には、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。当社が

対抗措置の発動として本新株予約権の無償割当てを実施し、無償割当ての効力発生日

以降に、当社が対抗措置発動の中止により本新株予約権を無償取得して新株を交付し

ない場合には、1 株あたりの株式の価値の希釈化は生じないので、権利落ち日以降、

対抗措置発動の中止により本新株予約権の無償取得を決定するまでの間に当社株式

の株価が希釈化することを前提にして売買を行った投資者の方は、株価の変動により

不測の損害を被る可能性があります。 

 

(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、本プランに基づき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の割当期日を公告し

ます。割当期日における 終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株

主の皆様に新株予約権が無償にて割当てられますので、株主の皆様においては、速

やかに株式の名義書換手続を行う必要があります（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 終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された

株主の皆様は、当該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

約権者となるため、申込みの手続等は不要です。 

 

(b) 本新株予約権の行使の手続 

 

当社は、割当期日における 終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録され

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
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権利行使に必要な書類を送付します。本新株予約権の無償割当て後、株主の皆様に

おかれては、本新株予約権の行使期間内に、これらの必要書類を提出した上、本新

株予約権 1 個当たり 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

として当社取締役会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

扱場所に払込むことにより、1 個の本新株予約権につき、原則として 1 株の当社株

式が発行されることになります。 

 

(c) 本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、これと引

換えに当社株式を株主の皆様に交付することがあります。なお、この場合、かかる

株主の皆様には、別途、ご自身が特定買付者等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、行使の方法及び当社による取得の方法の詳細につき、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

公表又は通知いたしますので、当該内容をご確認ください。 

 

四 上記各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由 

 

1．本基本方針の実現に資する特別な取組み（上記二の取組み）について 

 

上記二に記載した中長期経営ビジョンに基づく諸施策は、当社の企業価値・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、まさに本基本方針の実現に資するものです。 

したがって、これらの各施策は、本基本方針に沿い、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．本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（上記三の取組み）について 

 

(1) 当該取組みが本基本方針に沿うものであること 
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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うこと等を可能

とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保するための枠組み

であり、本基本方針に沿うものです。 

 

(2) 当該取組みが当社の株主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。 

 

① 買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること 

 

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）を全て充足しています。 

 

② 株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること  

 

本プランは、当社株式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示するために必

要な情報や期間を確保し、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、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させ

るという目的をもって導入されるものです。 

 

③ 株主意思を重視するものであること  

 

当社は、上記三 2.(5)「本プランの有効期間、廃止及び変更」に記載したとおり、

取締役会において決議された本プランの有効期間を本株主総会のときまでとし、本

株主総会において本プランの更新を決議予定であることを併せて当社取締役会で

決議しております。また、本プランについて、本株主総会においてご承認いただい

た後も当該有効期間を約 3 年間とするいわゆるサンセット条項を付す予定です。ま

た、その有効期間の満了前であっても、当社株主総会において、本プランの変更又
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は廃止の決議がなされた場合には、本プランも当該決議に従い変更又は廃止される

ことになります。以上の意味において、本プランの消長及び内容は、当社株主総会

の意思に基づくこととなっております。 

 

④ 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示  

 

当社は、本プランの導入に当たり、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の

皆様のために対抗措置の発動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します。 

独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員 3 名以上によ

り構成されます。 

また、独立委員会の判断概要については必要に応じ情報開示をすることとし、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

組みを確保しています。 

 

⑤ 合理的な客観的発動要件の設定  

 

｢本プラン｣は、上記三 2.(2)「本プランに係る手続」(d)及び三 2.(3)「対抗措置発

動の要件」にて記載したとおり、予め定められた合理的客観的発動要件が充足され

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ます。 

 

⑥ 第三者専門家の意見の取得 

 

上記三 2.(2)「本プランに係る手続」(c)にて記載したとおり、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）の助言を得ることが

できることにより、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た

仕組みとなっています。 

 

⑦ デッドハンド型若しくはスローハンド型買収防衛策ではないこと 

 

上記三 2.(5)「本プランの有効期間、廃止及び変更」に記載したとおり、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廃止すること

ができることから、当社の株券等を大量に買い付けた者が、当社株主総会で取締役

を指名し、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
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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

過半数を交代させてもなお、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 年としているため、本プランはスローハンド型（取

締役会の構成の交代を一度に行うことができないため、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。 

 

本書は、株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の導入を一般的に公表するた

めの文書であり、株主の皆様に対し、当社の次期株主総会における当社提案議案につき、

当社又は第三者にその議決権の行使を代理させることを勧誘するものではありません。 

 

以上 
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＜別紙１＞ 

当社大株主の状況（平成 19 年 5 月 31 日現在） 

氏名又は名称 
所有株式数 

（千株） 

所有割合（％）

（注１） 

松岡冷蔵株式会社 1,002 5.51

野村信託銀行株式会社（信託口） 959 5.27

乾 民治 877 4.82

東京海上日動火災保険株式会社 793 4.36

ニッセイ同和損害保険株式会社 780 4.29

王子製紙株式会社 780 4.29

みずほ信託銀行株式会社 773 4.25

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 764 4.20

乾汽船株式会社 629 3.46

株式会社三井住友銀行 600 3.30

（注１）発行済株式総数に対する割合となります。 

（注２）当社は自己株式 996 千株を所有しておりますが上記大株主から除外しております。 

（注３）有限会社プラト及びその共同保有者である有限会社アルガーブから、平成 19 年５月

23 日付の大量保有報告書の写しの送付があり、同日現在でそれぞれ次のとおり株式

を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として実質所有株式数の確認が

出来ませんので、上記「大株主の状況」には含めておりません。 

氏名又は名称 
所有株式数 

（千株） 

所有割合（％）

（注１） 

有限会社プラト 960 5.27

有限会社アルガーブ 752 4.13

以 上 
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＜別紙２＞ 

 

独立委員会規程の概要 

 

1． 独立委員会は、当社取締役会の決議により設置される。 

2． 独立委員会の委員は、3 名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、

(1)当社の社外取締役、(2)当社の社外監査役、又は(3)社外の有識者のいずれかに該当す

る者の中から当社取締役会が選任する。但し、社外の有識者は、実績のある会社経営者、

官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者又はこれらに準ずる者とし、また、

別途当社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とする。 

3． 独立委員会の委員の任期は、選任の時から 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。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。また、社外取締役、社外監査役で独立委員会委

員である者が取締役、監査役でなくなった場合（但し、再任された場合を除く。）には、

独立委員会委員の任期も同時に終了する。 

4． 独立委員会は、必要に応じて、当社の取締役、監査役、従業員その他必要と認める者を

出席させ、その意見又は説明を求めることができる。 

5． 独立委員会は、随時開催できることとし、その決議は委員の全員が出席（テレビ会議又

は電話会議による出席を含む。以下同じとする。）し、その過半数をもって行う。但し、

委員に事故あるときその他やむをえない事由があるときは、委員の過半数が出席し、そ

の過半数をもって行う。 

6． 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、その決定内容を、理由

を付して当社取締役会に対して勧告する。但し、独立委員会は、必要と認めた場合には

対抗措置の発動時期等について条件等を付して勧告をすることができる。独立委員会は、

決議の事実とそ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、自ら又は当社

取締役会を通じて、速やかに情報開示を行う。 

なお、独立委員会の各委員は、決定等にあたっては、当社の企業価値・株主共同の利益

に資するか否かの観点からこれを行うことを要し、専ら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) 本プランの対象となる買付等への該当性の判断 

(2) 本プランに係る対抗措置の発動又は不発動 

(3) 本プランに係る対抗措置の発動の中止 

(4) 本基本方針又は本プランの廃止又は変更（但し、本プランの変更については、本

基本方針に反しない範囲、又は、会社法、金融商品取引法その他の法令若しくは

証券取引所規則の変更又はこれらの解釈・運用の変更、又は税制、裁判例等の変

更により合理的に必要と認められる範囲に限る） 
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(5) 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、意見、代替案、資料

の決定及びその回答期限 

(6) 独立委員会の検討期間の設定（但し、原則として 60 日間を超えないものとする）

及び当該期間の延長、再延長 

(7) 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 

7． 独立委員会は、6．に定める事項に加え、以下の各号に記載される事項を行う。 

(1) 買付者等の買付等の内容の精査・検討 

(2) 買付者等との交渉・協議 

(3) 取締役会による代替案の検討 

(4) 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 

(5) 当会社の取締役会が、別途独立委員会が行うことができるものと定めた事項 

8． 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。 

以 上
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＜別紙３＞ 

独立委員会委員略歴 

 

氏 名 略  歴 

鬼追 明夫 昭和 35 年 4 月 

昭和 37 年 4 月 

 

平成 8 年 4 月 

平成 9 年 6 月 

平成 11 年 8 月 

平成 16 年 3 月 

平成 16 年 5 月 

平成 19 年 6 月 

弁護士登録 

太田・鬼追共同法律事務所（現なにわ共同法律事務所）

開設（現任） 

日本弁護士連合会会長 

株式会社ハークスレイ監査役（現任） 

株式会社整理回収機構代表取締役社長 

昭和シェル石油株式会社監査役（現任） 

サミー株式会社監査役（現任） 

セガサミーホールディングス株式会社取締役（現任） 

井茂 博之 平成 4 年 10 月 

平成 8 年 4 月 

平成 9 年 1 月 

平成 9 年 3 月 

太田昭和監査法人（現新日本監査法人）入所 

公認会計士登録 

井茂公認会計士事務所開設（現任） 

税理士登録 

村井 峰夫 昭和 38 年 4 月 

昭和 62 年 12 月 

平成 7 年 6 月 

平成 9 年 7 月 

平成 12 年 7 月 

平成 15 年 8 月 

平成 18 年 2 月 

平成 18 年 8 月 

野村證券株式会社入社 

同社秘書室部長 

八木短資株式会社取締役 

同社常務取締役 

株式会社エグゼクティブ・パートナーズ入社 

同社代表取締役社長 

当社社外監査役（現任） 

株式会社エグゼクティブ・パートナーズ理事（現任） 

以 上 
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＜別紙４＞ 

本プランの概要 （大規模買付行為開始後のフロー） 

 

買付等の開始 

大量買付ルールを遵守した場合 大量買付ルールを遵守しない場合 

買付説明書の提出 

（買付者→取締役会→独立委員会） 

必要に応じて情報提出 

（取締役会→独立委員会） 

独立委員会による検討 

（原則として情報提出後 長 60 日間） 

対抗措置 

発動 

対抗措置 

発動せず 

独立委員会が 

不発動を勧告 

独立委員会が 

発動を勧告 

独立委員会が 

延長を決議 

上図は代表的な手続きの流れを図式化したもので、必ずしもすべての手続きを示し

たものではありません。詳細は本文をご覧ください。 

原則として 長 60 日間 


