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平成 19年 11月 14日

各　位

　会社名 ニ　チ　モ　株式会社

　代表者 取締役社長　辻　征二

　（コード番号 8839東証・大証）

　問合せ先 広報室長　玉造　秀雄

　ＴＥＬ 03（5217）2171

会社会社会社会社のののの支配支配支配支配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およびおよびおよびおよび

当社株式当社株式当社株式当社株式のののの大規模買付行為大規模買付行為大規模買付行為大規模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））））についてについてについてについて

　当社は、本日開催された取締役会において、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（以下「会社の支配に関する基本方針」といいます。）を決定いたしました。

また、会社の支配に関する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として、特定株主グループ（注１）の議決権割合

（注 2）を 20％以上とすることを目的とする当社株券等（注 3）の買付行為、または結果として特

定株主グループの議決権割合が 20％以上となる当社株券等の買付行為（いずれについてもあらかじ

め当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付け等の具体的方法の如何を問いま

せん。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大規模買

付者」といいます。）に関する対応策（以下「本プラン」といいます。）を、以下の通り決定いたし

ましたのでお知らせいたします。

本プランは、平成 19年 12月に開催される定時株主総会で承認されることを条件として発効する

こととしております。

また、本プランを決定いたしました取締役会には、監査役全員が出席し、いずれも本プランの具

体的運用が適正に行われることを条件として、本プランに賛成する旨の意見を述べております。

なお、本日現在、当社株式の大規模買付行為に関する打診および申し入れ等は一切ございません

ので念のために申し添えておきます。

注 1）特定株主グループとは、
①　当社の株券等（金融商品取引法第 27 条の 23 第 1項に規定する株券等をいいます。）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ものを含みます。以下同じとします。）
およびその共同保有者（同法第 27条の 23第 5項に規定す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。以下同じとします。）または、

②　当社の株券等（同法第 27条の 2第 1項に規定する株券等をいいます。）の買付け等（同法第
27条の 2第 1項に規定する買付け等をいい、取引所有価証券市場において行われるものを含
みます。）を行う者およびその特別関係者（同法第 27条の 2第 7項に規定する特別関係者を
いいます。）

を意味します。
注 2）議決権割合とは、

①　特定株主グループが、注 1 の①記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合（同法第 27 条
の 23 第 4 項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共
同保有者の保有株券等の数（同項に規定する保有株券等の数をいいます。以下同じとします。）
も加算するものとします。）または、

②　特定株主グループが、注 1の②記載の場合は、当該買付者および当該特別関係者の株券等保
有割合（同法第 27条の 2第 8項に規定する株券等所有割合をいいます。）の合計をいいます。

各株券等保有割合の算出に当たっては、総議決権（同法第 27条の 2第 8項に規定するものをい
います。）および発行済株式の総数（同法第 27条の 23第 4項に規定するものをいいます。）は、
有価証券報告書、半期報告書および自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照
することができるものとします。

注３）株券等とは、金融商品取引法第 27条の 23第 1項に規定する株券等または同法第 27条の 2第 1

項に規定する株券等のいずれかに該当するものを意味します。
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ⅠⅠⅠⅠ　　　　会社会社会社会社のののの支配支配支配支配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

当社では、グループ一体となって企業価値の確保・向上に努めておりますが、当社のブランド

価値、企業価値の源泉に対する理解に欠ける者が当社を買収して財務および事業の方針の決定を

支配し、短期的な経済的効率性のみを重視して、中長期的視点からの継続的・計画的な経営方針

に反する行為を行うことは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益が毀損されることにつなが

ると考えております。

従いまして、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としては、当社の経

営の基本理念および企業価値の源泉ならびに当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十

分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保・向上させる者でなけれ

ばならないと考えております。

当社は、上場会社である当社の株式は、株主、投資家の皆様による自由な取引が原則であり、

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

き行われるべきものと考えており、当社の株式に対する大規模買付行為があった場合においても、

これが当社の企業価値の向上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。

しかしながら、当社の株式の大規模買付行為の中には、かかる行為の目的等が当社の企業価

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もの、株主に当社株式の

売却を事実上強要するおそれがあるもの、当社や株主に対して当該行為に係る提案内容や代替案

等を検討するための十分な時間や情報を与えないものなど、当社の企業価値ひいては株主共同の

利益を毀損する重大なおそれをもたらすものも想定されます。

当社としては、このような当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある

大規模買付者は、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は不適切であると考え

ます。

そのため、当社取締役会は、万一、大規模買付者が現れた場合は、当該大規模買付者に買付

の条件ならびに買収後の経営方針および事業計画等に関する十分な情報を提供させて、当社の取

締役会がその内容を検討のうえ、意見表明あるいは代替案の提案をし、当社の株主が取締役会の

意見または代替案を含めて、大規模買付者の提案内容を検討するための十分な時間を確保するこ

とが、最終判断者である株主の皆様から経営の負託を受けた当社取締役会の責務であると考えて

おります。

ⅡⅡⅡⅡ　　　　会社会社会社会社のののの支配支配支配支配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取組取組取組取組みみみみ

当社では、多数の投資家の皆様に長期的に継続して投資していただくため、当社グループの

企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるために以下のような取組みを実施しており

ます。これらの取組みは、今般決定いたしました上記Ⅰの会社の支配に関する基本方針の実現に

資するものと考えております。

（１）当社グループの企業価値の源泉について

当社は、1955 年の創業以来、「日本のモデルになる住宅をつくろう」という理念を掲げ、マ

ンション分譲事業のパイオニアとして、良質で廉価なマンションを提供し続けてまいりました。

この間、高度経済成長やオイルショック、バブル経済の到来など時代が激しく変遷してきま

したが、当社グループは、常に「お客様第一主義」を貫き、安全で快適な住環境を実現したマン

ションを提供するとともに、住まわれる方の立場でマンションの維持管理を行うことにより、社

会に貢献することを経営の基本方針として事業に取り組んでおります。

さらに、当社グループは、「ゆとり」と「やさしさ」をキーワードに、ユニバーサルデザイン

をベースとした商品開発理念の「イデアデザイン」を掲げ、誰もが住みやすく生活の豊かさを実

感できる、安全かつ楽しい、そして環境にもやさしい住まいづくりに取り組んでおります。

そうした事業展開の中で培われてきた以下の①から④が、当社グループにとって企業価値の

源泉となっております。
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①グループによる製・販・管・アフターまでの一貫体制

当社は、コア事業であるマンション分譲事業において、お客様の快適な暮らしをサポート

するため、開発、企画、販売、品質管理から引渡し後の建物管理、アフターサービス、リフ

ォーム、賃貸、仲介まで、自社グループによる一貫体制を確立しており、お客様の多様化す

るニーズに合わせた顧客満足度の高いサービスを提供しております。

②50年の実績に裏付けられた情報ルートチャンネルの豊富さ

当社は、これまで 1,259棟 60,919戸（平成 19年 9月末現在）を供給し、その実績を基

に多数の情報ルートチャンネルを構築しており、そこから得られる情報の中からお客様のニ

ーズに合ったものを厳選することによって、より良い住まいづくりの実現に役立てておりま

す。

特にシングル層向けマンションにつきましては、20 年以上に渡り 568 棟 19,769 戸（平

成 19年 9月末現在）を首都圏、近畿圏、中京圏で供給しており、業界有数の実績を誇って

おります。

③確かな技術力と徹底した顧客志向に基づいた商品企画力

当社は、ユニバーサルデザインに基づいた商品開発理念であるイデアデザインを採用し、

ユニバーサルデザインの 6 つの要件を全面的に取り入れるとともに住まいの柔軟性を高め

る｢可変性･更新性｣の向上、環境へ配慮した「エコロジー｣な住まい、情報化社会に対応した

｢IT 住宅｣など、今、時代が求めているテーマを未来水準として見据え真の快適に満たされ

た住まいの実現をお客様とともに目指しております。

また、ご入居者様からのアンケート調査による声をフィードバックしたお客様本位の商品

の開発・供給にも努めております。

④品質にこだわるＤＮＡ

当社は、住宅産業は、快適な住まいを提供し、良好な住環境を創造するという社会的使命

を担っており、その基本となるのが「安心」と「安全」だと考えております。この「安心」

と「安全」をお客様にお届けするために、当社グループでは、一級および二級建築士を相当

数確保し、開発・商品企画・品質管理等の関連部署に配置しております。また、建設現場に

おいて資格を有する専門スタッフが、建物の構造・精度・機能・安全性などの品質管理を当

社独自の約 800項目にわたる「品質管理要項」等に基づき、施工状況を厳しくチェックして

おります。さらに、お客さまにより大きな「安心」を提供するために、施工状況等を、当社

ホームページ上において公開しております。

（２）中期経営計画と今後の事業展開

当社グループは、平成 15 年 11 月に財務体質の改善とマンション分譲事業を中心としたコア

事業への経営資源の集中を骨子とした「中期経営計画」（平成 16年～平成 18年度）を策定し、

自社保有賃貸事業からの撤退、マンション分譲事業への経営資源の集中と再構築、グループ会社

の統合・改革、経費削減等の諸施策を実行した結果、計画期間中の 3期間にわたり、概ね計画ど

おりの収益を達成することができました。

当社グループでは、「中期経営計画」における期間を「企業再生ステージ」と位置づけ、次の

局面である「飛躍ステージ」へのステップとして、平成 18年 11月に「新中期経営計画＜Action

for Growth＞」（平成 19年～平成 21年度）を策定いたしました。「新中期経営計画」は、「自社

ブランドの確立」、「シングル層向けマンション事業の多角的展開」、「不動産関連事業の強化」、

「新規事業への積極的取組」を基本戦略として、持続的な利益成長とさらなる財務基盤の強化に

注力していく期間として位置づけております。そして、「新中期経営計画」における目標を達成

していくことが、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に繋がるものと考えております。

この「新中期経営計画」における４つの基本戦略の概要は次のとおりです。

①自社ブランド『ルイシャトレ』『ヴォアール』の確立

「ゆとり」と「やさしさ」をキーワードに常にお客様の視点に立った「真の快適さに満た

された住まい」の実現を目指してまいります。ならびに、ユニバーサルデザインをベースと

した当社独自の商品開発理念である「イデアデザイン」の基準をお客様のニーズの変化に合

わせて進化させ、『ルイシャトレ』『ヴォアール』の商品企画力を高めることにより、他社と
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の差別化を図り、自社ブランドの確立を目指してまいります。

②シングル層向けマンション事業の多角的展開

東京都心部、地方中核都市のシングル層向けマンション需要は依然として高く、業界ト

ップクラスのシングル層向けマンション供給実績を活かし、今後も市場動向を見極めながら

積極的な事業展開を図ってまいります。特に、最近の景気回復に伴う寮、社宅需要の増加や

マンスリーマンション、SOHOなど様々な分野を視野に入れた、タイプの異なるシングル

層向けマンションの供給にも注力してまいります。

③不動産関連事業の強化

請負工事事業、建物管理事業、賃貸管理事業、仲介事業等、不動産関連事業でのグルー

プの総合力を活かし、ライフスタイルやライフステージの変化におけるお客様のニーズを的

確に把握し、リフォーム、住み替えなどの提案型営業を積極的かつ迅速に行い、フィービジ

ネス等の収益拡大を図ってまいります。

④新規事業への積極的取組

将来に向けた商品開発・事業戦略を中長期的視野で企画・立案するため、事業戦略室を

設置し、同室を中心に今後地域活性化の核となる再開発事業、区画整理事業等のプロジェク

トへの取り組みも積極的に推進してまいります。

また、マンションの建替え、リノベーション、コンバージョン、不動産流動化等の事業

も視野に入れて、将来の収益の柱となる新規事業の開拓に取り組んでまいります。

（３）コーポレートガバナンス（企業統治）の整備

当社は、健全で透明性の高い企業経営をめざし、継続的に企業価値を増大させていくことが、

経営上最も重要な課題と考えており、これらの実現のために、コーポレート・ガバナンスを充

実させるための施策を実施しております。

具体的には、取締役会を当社の経営方針の策定等の重要事項に関する意思決定と取締役の業

務執行の監督を行う機関として位置づけ、その意思決定に対し客観性および合理性を担保する

ため、当社の業務執行を行う経営陣から独立した社外取締役 1名を選任するとともに、経営の

活性化を図るため、取締役の任期を 1年とし、さらに、意思決定と業務執行の機能を分離し、

経営の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。

また、経営チェック機能として、監査役会は、取締役会の意思決定、取締役の業務執行を監

査し、会計監査に関しては、監査法人が適法・公正に行い、代表取締役社長直轄の内部監査部

は、当社グループにおける業務の適正性、妥当性等の監査および監査法人の指摘事項のフォロ

ー等を行っております。そして、監査役、会計監査人、内部監査部は、監査上の重要課題につ

いて意見・情報交換を行うなど、監査の実効性の向上を図っております。

コンプライアンスにつきましては、当社は複数の弁護士、税理士法人等と顧問契約を締結し、

業務遂行又は経営判断上に必要な指導・助言等を適宜受けることにより、適法・公正な業務運

営の確保に努めております。また、平成 18年 5月には内部統制システムの基本方針について

取締役会で決議し、その基本方針に基づいて「コンプライアンス委員会」を設置するなど、グ

ループ全体でコンプライアンスを推進するための体制を整備しております。さらに、違法行為

や潜在的なリスクに対する組織としての自浄作用を向上させるために、社内通報制度「コンプ

ライアンス・ホットライン」を導入し、役職員相互の牽制機能、コンプライアンス意識の向上

に努めております。

ⅢⅢⅢⅢ　　　　本本本本プランプランプランプランのののの内容内容内容内容（（（（会社会社会社会社のののの支配支配支配支配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びおよびおよびおよ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れることをされることをされることをさ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））））

１１１１．．．．本本本本プランプランプランプラン導入導入導入導入のののの目的目的目的目的

当社は、上記のとおり、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させ

るための取組みに邁進しておりますが、近年わが国においても、会社の経営陣との間で、十分な

協議または合意のプロセスを経ることなく、一方的に大規模買付行為を強行するといった動きが

顕在化しております。
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もとより、大規模買付行為に応じて当社株券等を売却するか否かは、最終的には株主の皆様

のご判断に委ねられるべきものであります。しかしながら、大規模買付者による大規模買付行為

の是非を株主の皆様に短期間の内に適切に判断していただくためには、大規模買付者と取締役会

の双方から必要かつ十分な情報が提供されることが不可欠であり、当社株式を継続保有すること

を考える株主の皆様にとっても、大規模買付者の提案（経営方針、事業計画等）は、その継続保

有の是非を検討する上で重要な判断材料となります。

また、当社取締役会が当該大規模買付行為についてどのような意見を有しているのか、大規

模買付者の提案と比べて当社の企業価値ひいては株主共同の利益を高める代替案があるのか否

かという点も、株主の皆様にとっては重要な判断材料となります。

このようなことを踏まえ、当社取締役会では、大規模買付行為に際しては、まず、大規模買

付者が事前に株主の判断のために必要かつ十分な大規模買付行為に関する情報を提供すべきで

あるという結論に至りました。

当社取締役会も、かかる情報が提供された後、大規模買付行為に対する当社取締役会として

の意見の検討を速やかに開始し、外部専門家の助言を受けながら慎重に検討した上で、意見を公

表いたします。また、当社取締役会が必要と認めれば、大規模買付者の提案の改善についての交

渉や当社取締役会としての株主の皆様に対する代替案の提示を行うこともあります。

かかるプロセスを経ることにより、株主の皆様は、当社取締役会の意見を参考にしつつ、大

規模買付者の提案に対する諾否、或いは当社取締役会から提示された代替案がある場合には、大

規模買付者との提案と当該代替案との優劣を検討することが可能となり、大規模買付者の提案に

対する最終的な諾否を適切に決定するために必要かつ十分な情報の確保と検討の機会が得られ

ることとなります。

以上のことから、当社取締役会は、大規模買付行為が一定の合理的なルールに従って行われ

ることが、不適切な買収を防止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資す

ると考え、当社株式の大規模買付行為に関するルール（以下「大規模買付ルール」といいます。）

を設定し、大規模買付者に対して大規模買付ルールの遵守を求めます。この大規模買付ルールと

は、①事前に大規模買付者が当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、②当社取締役

会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というものです。大規模買

付者がこの大規模買付ルールを遵守しない場合、或いは遵守した場合でも、大規模買付行為が当

社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう場合などには、上記Ⅰの会社の支配に関す

る基本方針に照らして、大規模買付者によって当社の財務および事業の決定が支配されることを

防止するための取組みとして、対抗措置を講ずることを含めて、本プランを導入することといた

しました。

なお、本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、

その判断の客観性および合理性を担保するために、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者

のみから構成される独立委員会を設置することといたします。

２２２２．．．．本本本本プランプランプランプランのののの詳細詳細詳細詳細

（１）大規模買付ルールにおける手続

①大規模買付者に対する情報提供の要求

大規模買付者には、当社取締役会が別途承認した場合を除き、大規模買付行為の実行に先

立ち、当社取締役会宛に、大規模買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内

連絡先、大規模買付行為の概要および大規模買付ルールで定められる手続を遵守する旨の

誓約文言を記載した書面（以下「意向表明書」といいます。）を当社の定める書式に従って

提出していただきます。なお、書面はすべて日本語により作成していただきます。

当社取締役会は、上記の意向表明書を受領した日から 10営業日以内に、当該大規模買付

者の大規模買付行為の内容の検討に必要な情報（以下「本必要情報」といいます。）のリス

トを大規模買付者に交付し、大規模買付者には当社が定める合理的な回答期限までに本必

要情報を当社取締役会宛に当社書式により提出していただきます。

当社取締役会が定める本必要情報は以下のとおりです。

ⅰ　大規模買付者およびそのグループ（共同保有者、特別関係者および組合員その他の

構成員（ファンドの場合）を含みます。）の詳細（具体的名称、資本構成、事業内容
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および財務内容等を含みます。）

ⅱ　大規模買付行為の目的、方法および内容（大規模買付行為における対価の価額・種

類、大規模買付行為の時期、関連する取引の仕組み、大規模買付行為の方法の適法性、

大規模買付行為の実現可能性等を含みます。）

ⅲ　大規模買付行為に際しての第三者との間における意思連絡の有無および意思連絡が

ある場合にはその内容

ⅳ　大規模買付行為に係る買付等の対価の算定根拠（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および大規模買付行為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とその算定根拠、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みます。）

ⅴ　大規模買付行為に係る買付等のための資金の裏付け（大規模買付行為の資金の提供

者（実質提供者を含みます。）の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含み

ます。）

ⅵ　大規模買付行為の完了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

ⅶ　大規模買付行為の完了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

利害関係者の処遇方針

ⅷ　当社のその他の株主との利益相反を回避するための具体的方策

ⅸ　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

なお、当社取締役会は、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、大規模買付者に対し、適宜合理的な回答期限を定めた上、必要情報を追加的に提出

するよう要求いたします。

また、大規模買付行為の提案があった事実および当社取締役会に提供された本必要情報は、

当社株主の皆様の判断のために必要と認めた場合には、当社取締役会が適切と判断した時

点で、その全部または一部を適用ある法令等および証券取引所規則に従って、株主の皆様

に対して情報開示を行います。

②当社取締役会による評価・検討、大規模買付者との交渉、代替案の提示

当社取締役会は、大規模買付者が当社取締役会に対し、本必要情報の提供を完了した後、

必要に応じて外部専門家（フィナンシャルアドバイザー、弁護士、会計士等）の助言を受

けながら、本必要情報を評価・検討の上、当該大規模買付行為に対する意見形成、大規模

買付者との買収条件に関する交渉、代替案の策定等を行います。

また、その判断の透明性を高めるため、大規模買付行為の内容に対する当社取締役会の意

見、当社取締役会から提示された代替案の概要その他当社取締役会が適切と判断した事項

について、当社取締役会が適切と判断する時点で、適用ある法令等および証券取引所規則

に従って、株主の皆様に対して情報開示を行います。

なお、当社取締役会がこれらの評価・検討等を適切に行うためには、一定の期間が必要で

あるため、大規模買付行為の評価等の難易度に応じて、下記ⅰまたはⅱによる評価期間（以

下、「取締役会評価期間」といいます。）を設定します。

ⅰ　対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社の全株式の買付の場合には、本

必要情報の提供を完了した日から 60日間（初日不参入）

ⅱ　その他の方法による大規模買付行為の場合には、本必要情報の提供を完了した日から

90日間（初日不参入）

したがって、大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとしま

す。

なお、当社取締役会が評価期間満了時までに、大規模買付行為に対する対抗措置の発動又

は不発動に関する決議を行うに至らない場合には、当社取締役会は、大規模買付者の大規

模買付行為の内容の検討、大規模買付者との交渉、代替案の検討等に必要とされる合理的

な範囲内（但し、30 日間を超えないものとします。）で、評価期間を延長する旨の決議を

行うものとし、延長する期間及び理由その他当社取締役会が適切と判断する事項について

速やかに開示を行います。
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（２）大規模買付行為がなされた場合の対応方針

①大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規

模買付行為に反対であったとしても、当該大規模買付行為の提案についての反対意見の表

明や代替案を提示すること等により、当社の株主の皆様を説得するに留め、原則として当

該大規模買付行為に対する対抗措置は発動いたしません。

なお、当社取締役会が、本必要情報を十分に評価・検討した結果、当該大規模買付行為

が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資すると判断した場合には、その旨の意見表

明を行います。

大規模買付行為に応じるか否かは、当社の株主の皆様において当該大規模買付行為の提

案および当社取締役会の提示する意見や代替案を比較検討し、判断していただくことにな

ります。

ただし、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合であっても、当該大規模買付

行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断し

た場合には、取締役の善管注意義務に基づき、当社取締役会は当社の企業価値ひいては株

主共同の利益を守るために、新株予約権無償割当てまたは会社法その他の法律および当社

の定款上認められるその他の対抗措置をとることがあります。

具体的には、大規模買付行為が以下の類型に該当すると認められる場合には、当社取締

役会は、独立委員会の勧告を最大限に尊重したうえで、対抗措置の発動の適否・内容を決

定します。なお、対抗措置として無償割当により新株予約権を発行する場合の概要は別紙

２に記載のとおりですが、実際に新株予約権の無償割当をする場合には、議決権割合が一

定以上の特定株主グループに属さないことを新株予約権の行使条件とするなど、対抗措置

としての効果を勘案した行使期間および行使条件を設けることがあります。

ⅰ　株式等を買い占め、その株式等について当社に対して高値で買取りを要求する場合

ⅱ　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

牲の下に大規模買付者の利益を実現する経営を行うような場合

ⅲ　当社の資産を大規模買付者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

用する場合

ⅳ　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場合

ⅴ　いわゆる強圧的二段階買収（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

行うことをいう。）等、株主に株式等の売却を事実上強要するおそれがあると判断さ

れる場合

ⅵ　大規模買付者が当社の経営を支配したことにより、当社の株主はもとより、顧客、従

業員、取引先、地域社会その他の利害関係者の利益を含む当社の企業価値ひいては株

主共同の利益を著しく損なうと判断される場合

ⅶ　大規模買付者の提案する当社の株式等の買付条件（対価の価額、種類、対価の価額の

算定根拠等）ならびに買付の内容、時期、および方法等が当社の企業価値に鑑み、著

しく不十分または不適当である場合

ⅷ　大規模買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として不適切であると、合理的な

根拠をもって判断される場合

ⅸ　その他、当社の企業価値ひいては株主共同の利益が毀損するおそれがあることが、客

観的かつ合理的に推認できる場合であり、かつ当該時点で対抗措置を発動しない場合

には、企業価値・株主共同の利益の毀損を回避できない、あるいは、そのおそれがあ

ると認められる場合

②買付者等が大規模買付ルールを遵守しない場合

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合は、当社取締役会は、当社の企業価値

ひいては株主共同の利益を守るために、新株予約権無償割当てまたは会社法その他の法律

および当社の定款上認められるその他の対抗措置をとることがあります。大規模買付者が
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大規模買付ルールを遵守したか否かの認定および対抗措置の発動の適否・内容については、

外部専門家等の助言等を参考にしたうえで、独立委員会の勧告を最大限に尊重し、当社取

締役会が決定します。なお、対抗措置として無償割当により新株予約権を発行する場合の

概要は別紙２に記載のとおりですが、実際に新株予約権の無償割当をする場合には、議決

権割合が一定以上の特定株主グループに属さないことを新株予約権の行使条件とするなど、

対抗措置としての効果を勘案した行使期間および行使条件を設けることがあります。

③独立委員会の設置・勧告等

当社は、大規模買付ルールを適正に運用し、対抗措置の発動等に関する取締役会の恣意

的判断を排除し、その判断の客観性および合理性を担保するため、当社の業務執行を行う

経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会を設置します（独立委員会規程の概

要につきましては、別紙３をご参照ください。）。

独立委員会の委員は３名以上とし、公正で中立的な判断を担保するため、当社の業務執

行を行う当社経営陣から独立している社外監査役および社外取締役ならびに社外の有識者

（弁護士、公認会計士、経営経験豊富な企業経営者、学識経験者等）を対象として選任す

るものとします。

なお、設置当初における独立委員会の各委員の氏名および略歴は別紙４をご参照下さい。

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否か、大規模買付ルールが遵守された場

合であっても、大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく毀損す

るおそれがあるため対抗措置を発動すべきか否か、および本プランの修正を行うべきか否

かの判断にあたっては、当社取締役会は必ず独立委員会に諮問することとし、独立委員会

はこの諮問に基づき、対抗措置発動の是非等について審議・決議したうえで、当社取締役

会に対して勧告を行うものとします。なお、独立委員会は、必要に応じて当社経営陣から

独立した外部専門家（フィナンシャルアドバイザー、弁護士、会計士等）の助言を得るこ

とができるものとし、これに要する費用は、特に不合理と認められる例外的な場合を除き、

全て当社が負担するものとします。

④対抗措置発動の停止等について

当社取締役会が、対抗措置を講ずることを決定した後、当該大規模買付者が大規模買付

行為の撤回又は変更を行った場合等、対抗措置の発動が適切でないと取締役会が判断した

場合には、独立委員会の助言、意見又は勧告を十分に尊重した上で、対抗措置の発動の停

止又は変更等を行うことがあります。例えば、対抗措置として新株予約権の無償割当てを

行う場合、権利の割当てを受けるべき株主が確定した後に、大規模買付者が大規模買付行

為の撤回又は変更を行う等、対抗措置の発動が適切でないと取締役会が判断したときには、

当該新株予約権の効力発生日までの間は、独立委員会の勧告を受けた上で、新株予約権無

償割当てを中止することとし、また、新株予約権無償割当て後においては、当社が無償で

新株予約権を取得する方法により、対抗措置発動の停止を行うことができるものとします。

このような対抗措置発動の停止を行う場合は、独立委員会が必要と認める事項とともに

速やかに情報開示を行います。

（３）株主・投資家に与える影響等

①大規模買付ルール導入時の影響等

大規模買付ルールは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために

必要な情報や、大規模買付行為に対する当社取締役会の意見等を提供し、あるいは株主の

皆様に代替案の提示を受ける機会を保証することを目的としています。これにより株主の

皆様は、十分な情報のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適切な判断をする

ことが可能となり、そのことが当社の企業価値ひいては株主共同の利益の保護につながる

ものと考えております。従って、大規模買付ルールを設定することは、株主および投資家

の皆様が適切な投資判断を行ううえでの前提となるものであり、株主および投資家の皆様

の利益に資するものであると考えております。

なお、上記（２）のとおり、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守するか否かにより、

大規模買付行為に対する当社の対応策が異なるので、株主および投資家の皆様においては、

大規模買付者の動向にご注意ください。
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②対抗措置発動時に株主および投資家の皆様に与える影響等

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合、または大規模買付ルールを遵守

した場合でも当社取締役会において大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の

利益を著しく損なうと判断した場合には、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主

共同の利益を保護することを目的として、新株予約権の無償割当て、または会社法その他

の法律および当社の定款上認められるその他の対抗措置をとることがあります。

当社取締役会が具体的な対抗措置をとることを決定した場合には、適用ある法令等および

証券取引所規則に従って、株主の皆様に対して情報開示を行います。

対抗措置の発動時には、大規模買付者以外の株主の皆様が、法的権利および経済的側面に

おいて格別の損失を被るような事態は想定しておりませんが、対抗措置として新株予約権

の無償割当てを行う場合には、株主様ご自身が、権利行使期間内に所定の新株予約権の行

使手続きを行わなければ、他の株主の皆様による当該新株予約権の行使により、その保有

する当社株式の法的権利又は経済的利益が希釈化されることになります。

ただし、当社が下記③ⅱに記載する本新株予約権の取得の手続きを取った場合、大規模買

付者以外の株主の皆様は、新株予約権の行使価額相当の金銭を払い込むことはなく、当社

による当該新株予約権の取得の対価として当社株式を受領するため格別の不利益は発生し

ません。

しかしながら、割当期日において名義書換未了の株主の皆様（証券保管振替機構に対す

る預託を行っている株券の株主を除きます。）に関しては、他の株主の皆様が当該新株予約

権の無償割当を受け、当該新株予約権の行使によるか、あるいはその取得と引換えに当社

株式を受領することに比して、結果的にその法的権利および経済的側面において不利益が

発生する可能性があります。

また、独立委員会の勧告を受けて、当社取締役会が当該新株予約権無償割当ての中止、

または発行した新株予約権の無償取得（当社が新株予約権を無償で取得することにより、

株主の皆様は新株予約権を失います。）を行う場合には、１株当たりの株式の価値の希釈化

は生じないので、当該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（権利落ち

日以降）に当社株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買等を行った株主又は投

資家の皆様は、株価の変動により不測の損害を被る可能性があります。

大規模買付者については、大規模買付ルールを遵守しない場合や、大規模買付ルールを

遵守した場合であっても大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著し

く損なうと判断される場合には、対抗措置が講じられることにより、結果的にその法的権

利および経済的側面において不利益が発生する可能性があります。本プランの公表は、大

規模買付者が大規模買付ルールに違反することがないように予め注意を喚起するものであ

ります。

③対抗措置発動に伴って株主の皆様に必要となる手続き

ⅰ　名義書換の手続き

対抗措置として、新株予約権の無償割当てを行う場合には、当社取締役会が別途定

めて公告する割当期日における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、その所有株式数に応じて新株予約権が割当てられるので、

名義書換未了の株主の皆様に関しましては、当該割当期日までに名義書換を完了して

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っている株券につい

ては、名義書換手続きは不要です。）

なお、この新株予約権は、株主の皆様に対する新株予約権無償割当ての方法により

割当てがなされるので、新株予約権の申込みの手続きは不要です。

ⅱ　新株予約権の行使または取得の手続き

当社は、新株予約権を割当てられた株主の皆様に対し、本新株予約権の行使請求書（当

社所定の書式とする。）その他新株予約権の権利行使に必要な書類を送付いたします。

新株予約権の割当て後、株主の皆様は、当社取締役会が別途定める本新株予約権の行

使期間内にこれらの必要書類を提出した上、本新株予約権の行使価額相当の金銭を払

込むことにより、本新株予約権 1 個につき、当社取締役会が別途定める数の当社株式

が発行されることになります。
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ただし、当社が新株予約権を当社株式と引き換えに取得できる旨の条項に従い、当該

新株予約権の取得の手続きをとる場合には、大規模買付者以外の株主の皆様は、新株

予約権の行使価額相当の金銭を払込むことなく、当社による当該新株予約権の取得の

対価として当社株式を受領することになります。なお、この場合当社は、新株予約権

の割当てを受ける株主の皆様に対し、別途、ご自身が大規模買付者でないこと等を誓

約する当社所定の書式による誓約書の提出を求めることがあります。

上記の手続きの詳細につきましては、実際に新株予約権無償割当てを行うことになっ

た際に、適用ある法令等および証券取引所規則に基づき別途お知らせいたします。

（４）本プランの有効期限等

本プランの有効期間は、平成 19年 12月に開催される定時株主総会（以下「本定時株主総会」

といいます。）終結の時から 3年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで

とし、以降、本プランの継続（一部修正した上での継続を含みます。）については 3年ごとに定

時株主総会の承認を経ることとします。

本プランは、その有効期間中であっても、株主総会において本プランを廃止する旨の決議が

行われた場合、または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、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、独立委員会の勧告を最大限尊重して、本プランを修

正又は変更する場合があります。

当社は、本プランが廃止、修正又は変更された場合には、当該廃止、修正又は変更の事実お

よびその内容、その他当社取締役会が適切と認める事項につきまして、適用ある法令等および

証券取引所規則に従って、株主の皆様に対して情報開示をいたします。

ⅣⅣⅣⅣ　　　　本本本本プランプランプランプランがががが基本方針基本方針基本方針基本方針にににに沿沿沿沿いいいい、、、、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ひいてはひいてはひいてはひいては株主共同株主共同株主共同株主共同のののの利益利益利益利益にににに合致合致合致合致しししし、、、、
当社当社当社当社のののの会社役員会社役員会社役員会社役員のののの地位地位地位地位のののの維持維持維持維持をををを目的目的目的目的とするものではないことについてとするものではないことについてとするものではないことについてとするものではないことについて

（１）買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

本プランは、経済産業省および法務省が平成 17年 5月 27日に公表した「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３原則（①企業価値・株

主共同の利益の確保・向上、②事前開示・株主意思、③必要性・相当性）に適合しております。

（２）当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保･向上を目的としていること

本プランは、前記Ⅲ１．「本プラン導入の目的」に記載のとおり、大規模買付者に対し、事前

に当該大規模買付行為に関する情報の提供および評価・検討等を行う期間の確保を求めること

により、株主の皆様が当該大規模買付行為に応じるべきか否かを適切に判断すること、当社取

締役会が代替案等を提示すること、または大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とし、もっ

て当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を目的としております。

（３）合理的な客観的発動要件の設定

本プランにおける対抗措置の発動は、前記Ⅲ２．（２）「大規模買付行為がなされた場合の対

応方針」において記載のとおり、予め定められた合理的かつ客観的な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

仕組みを確保しております。

（４）株主意思を尊重するものであること

本プランは、平成 19年 12月開催の定時株主総会における株主の皆様の承認をもって導入さ

れるものであるとともに、その廃止も株主の皆様のご意思によって行うことができることとな

っています。

また、本プランは、取締役会の決議によって廃止することができるようにしており、当社取

締役の任期は一年となっているので、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思を反映させることが可能となっております。
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（５）独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

当社は、本プランの必要性および相当性を確保し、経営者の自己保身のために本プランが濫

用されることを防止するために、独立委員会を設置し、当社取締役会が本プランに基づく対抗

措置の発動を判断するにあたっては、取締役会の恣意的判断を排除するために、独立委員会の

勧告を最大限尊重した上で、その決議を行うこととしております。

また、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・株主共同の利益に適うように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。

（６）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

本プランは、上記Ⅲ２．（４）「本プランの有効期限等」において記載したとおり、当社の株

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よりいつでも廃止することができる

ものとされており、当社の株券等を大量に買い付けた者が、当社の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可能です。従って、本

プランはいわゆる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、取締役の任期を一年として

いるため、本プランはスローハンド型買収防衛策（取締役の交替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がかかる買収防衛策）でもありません。

以　上
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本本本本プランプランプランプランのののの概要概要概要概要（大規模買付行為が開始された場合のフローチャート）

　

＜勧告＞

＜諮問＞

買付ルール遵守 買付ルール不遵守

　

（買付行為前）

（10営業日以内）

（回答期限内）

（適宜）

（回答期限内）

（大規模買付ルール）

必要情報リスト提出（当社→大規模買付者）

意向表明書提出（大規模買付者→当社）

必要情報提出（大規模買付者→当社）

提案の評価・検討

意見表明（賛否）

代替案の提示

企業価値ひいては株主共同

の利益の毀損の虞

対抗措置の不発動 対抗措置の発動

取締役会の判断

→必要に応じて外部専門

家の助言を受ける

独立委員会の審議・決議

→必要に応じて経営者から

独立した外部専門家の助言

を受ける

内容不備なし 内容不備あり

必要情報の追加提出

（大規模買付者→当社）

提出完了

不

　
　
　
　提

　
　
　
　出

必要情報の追加提出請求

（当社→大規模買付者）

（取締役会評価期間）

60日間ｏｒ90日間

＜諮問＞

取締役会の決議（独立委員会の勧告を最大限尊重する）

大規模買付者＜大規模買付行為＞

（別紙１）
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（別紙２）

新株予約権無償割当新株予約権無償割当新株予約権無償割当新株予約権無償割当てのてのてのての概要概要概要概要

１．新株予約権付与の対象となる株主および発行条件

当社取締役会で定める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又は記

録された株主に対し、その所有する当社普通株式（ただし、当社の所有する当社普通株式

を除く。）1株につき 1個の割合で新たに振込みをさせないで新株予約権を割当てる。

２．新株予約権の目的となる株式の種類および数

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、新株予約権の目的となる株式

の総数は、当社取締役会が定める割当期日における当社発行可能株式総数から当社普通株

式の発行済株式（当社の所有する当社普通株式を除く。）の総数を減じた株式数を上限とす

る。新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は当社取締役会が別途定める数とする。

ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、所要の調整を行うものとする。

３．発行する新株予約権の総数

新株予約権の発行総数は、当社取締役会が別途定める数とする。当社取締役会は、複数

回にわたり新株予約権の割当てを行うことがある。

４．各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額（払込みをなすべき額）

各新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、各新株予約権の行使に際して

出資される財産の当社株式１株当たりの価額（払込みをなすべき額）は１円以上で当社取

締役会が定める額とする。

５．新株予約権の譲渡制限

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。

６．新株予約権の行使条件

議決権割合が 20％以上の特定株主グループに属する者（ただし、予め当社取締役会が同

意したものを除く。）でないことを行使条件として定める。詳細については、当社取締役会

で別途定めるものとする。

７．新株予約権の行使期間

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」という。）とし、1ヶ月から 3ヶ月までの範囲で新株

予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める期間とする。なお、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。

８．新株予約権の取得条項

①　当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権のうち上記６．にお

いて新株予約権を行使することができない者が保有する新株予約権を除いた新株予約権を

取得することができる。この場合には、当社は当該新株予約権を取得するのと引換えに、当

社株式を交付するものとする。

②　当社は、新株予約権の効力発生日から、行使期間開始日の前日までの間においては、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

会が別途定める日の到来をもって、全ての新株予約権を無償で取得することができるものと

する。

９．新株予約権証券の不発行

新株予約権証券は発行しないものとする。

以　上
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（別紙３）

独立委員会規程独立委員会規程独立委員会規程独立委員会規程のののの概要概要概要概要

１．取締役会の決議により設置

２．構成員数 ３名以上（社外取締役、社外監査役、社外の有識者）

３．選　任 取締役会の決議による。

４．任　期 選任された日から３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時株主総会終結の時まで。

ただし、取締役会で別段の定めをした場合はこの限りではない。

社外取締役および社外監査役でなくなった場合は、任期も終了する。

５．決議要件 原則として、委員の全員が出席し、その過半数をもって行う。

ただし、委員に事故その他やむを得ない事由があるときは、委員の過半

数が出席し、その過半数をもってこれを行う。

６．第三者の助言 適切な判断を確保するため、審議・決議に際して、必要かつ十分な情報

収集に努めるものとし、当社の費用で、当社経営者から独立した第三者

（フィ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）から助言を受けることができる。

７．説明要求 必要な情報収集を行うため、当社の取締役、監査役、従業員その他独立

委員が必要と認める者の出席を求め、独立委員会が求める事項に関する

説明を要求することができる。

８．審議・決議事項 以下の事項について取締役会の諮問がある場合には、審議・決議を行い、

その内容を、その理由を付して当社取締役会に対して勧告するものとす

る。

①大規模買付ルールの対象となる大規模買付行為の存否

②大規模買付者が当社取締役会に提供すべき情報の範囲

③大規模買付者の大規模買付行為の内容の精査・検討

④大規模買付者による大規模買付行為に対する当社取締役会の代替案の

比較検討

⑤大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否か

⑥対抗措置発動の要否および内容（新株予約権無償割当てを含む）

⑦対抗措置発動の停止又は変更等

⑧本プランの維持・修正又は変更・廃止

⑨その他大規模買付ルール、本新株予約権、大規模買付行為に関連し、

当社取締役会が判断すべき事項について、取締役会が独立委員会にそ

の意見を諮問することを決定した事項

９．取締役会への勧告 各委員は、上記８．の勧告を行うにあたっては、当社の企業価値ひいて

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

ら自己又は当社の経営陣の個人的利益を図ることを目的をしてはならな

い。

以　上
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（別紙４）

独立委員会委員の氏名および略歴

[氏　名]　森本　民雄（もりもと　たみお）

[略　歴]　昭和 16年 1月 14日生

昭和 39年 4月　呉羽紡績株式会社（現東洋紡績株式会社）入社

昭和 43年８月　監査法人富島会計事務所（現新日本監査法人）入所

昭和 63年 5月　太田昭和監査法人（現新日本監査法人）代表社員

平成 12年 5月　監査法人太田昭和センチュリー（現新日本監査法人）理事

平成 17年 6月　新日本監査法人退職

平成 19年 3月　株式会社アシックス独立委員会委員（現在）

平成 19年 6月　積水化学工業株式会社社外監査役（現在）

[氏　名]　門内　靖彦　（もんない　やすひこ）

[略　歴]　昭和 19年 3月 9日生

昭和 41年 4月　株式会社横浜銀行入行

平成 3年 6月　同行取締役法人営業第 2部長

平成 8年 9月　横浜シティ証券株式会社代表取締役常務取締役

平成 11年 4月　株式会社横浜銀行顧問

平成 11年 12月 当社社外監査役（現在）

 [氏　名]　森本　宏（もりもと　ひろし）

[略　歴]　昭和 35年７月 13日生

昭和 62年 4月　弁護士登録（大阪弁護士会）

北浜法律事務所入所

平成 4年 1月　北浜法律事務所パートナー（現在）

平成 7年 6月　日本金銭機械株式会社社外監査役（現在）

平成 18年 3月　株式会社千趣会社外監査役（現在）

以　上
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（別紙５）

当社株式当社株式当社株式当社株式のののの状況状況状況状況（（（（平成平成平成平成 19191919年年年年 9999月月月月 30303030日現在日現在日現在日現在））））

１．発行可能株式総数 250,000,000株

２．発行済株式総数 195,834,571株

３．株主数 15,434名

４．大株主（上位 10名）

当社への出資の状況
株　主　名

持　株　数 出　資　比　率

株式会社ユニマットホールディング
株

7,978,000

％

4.07

日本証券金融株式会社 4,598,000 2.35

株式会社りそな銀行 3,000,000 1.53

旭化成建材株式会社 2,831,000 1.45

小林実夫 2,020,000 1.03

永大産業株式会社 2,000,000 1.02

富士火災海上保険株式会社 1,678,825 0.86

吉井立彦 1,670,000 0.85

竹下産業株式会社 1,565,000 0.80

堀越幸雄 1,412,000 0.72

合　　計 28,752,825 14.68

以　上


