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                       平成 19 年 12 月 26 日 

各 位 

会 社 名  株式会社山田債権回収管理総合事務所 

代表者名   代表取締役社長 山 田 晃 久 

（JASDAQ  コード番号 ４３５１） 

問合せ先 

役職・氏名 常務取締役総務部長 湯 澤 邦 彦 

電話 ０４５－３２５－３９１１ 

 

 

当社株券等の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の導入について 

 

 当社は、本日開催の当社取締役会において、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を

確保し、向上させることを目的として、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（以下「基本方針」といいます。）を決定するとともに、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

により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を防止するための取組み

の一つとして、下記のとおり、当社株券等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。）を導入する旨を全取締役の賛成により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。 

 本プランは、本日付で効力を生じるものとしますが、平成 20 年 3 月に開催予定の当社定

時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）において本プランの導入を議案として

お諮りする予定であり、同議案について株主の皆様のご承認が得られなかった場合には、

本プランは直ちに廃止されます。 

なお、本プランの具体的内容を決定した当社取締役会には、社外監査役 2 名を含む当社

監査役 3 名が出席し、各監査役は、基本方針ならびに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、これに賛成する旨の意見を表明しております。 

また、現時点において、当社が特定の第三者から大量買付行為を行う旨の通告や提案を

受けている事実はありませんが、将来的にその可能性も皆無でないと考えております。そ

こで、昨今の敵対的買収及びこれに対する対応策の議論の状況や他社の動向等も勘案して

検討した結果、大規模買付行為が開始された場合、株主の皆様に対し十分な情報を提供す

るとともに、必要に応じて株主の皆様によるご判断の機会を確保するべく、本日の取締役

会で本プランの導入に至ったものであります。 

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
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りであります。当社経営陣等の大株主 3 名によって当社の発行済株式の約 44％が保有され

ています。しかしながら、当社の株主の分布状況は個人の株主を中心に広範にわたってい

る上、当然のことながら当社の発行する株式には公開会社株式としての流動性があります。

また、今後事業戦略上の必要性から他社との業務資本提携を行う可能性や、再生投資等の

ための必要資金を株式市場から調達する必要性が生じる可能性もあります。さらには、当

社経営陣等の各々の事情により株式の譲渡その他の処分を行う可能性もあります。このよ

うな場合には、現在の安定的な株主構成を維持できない事態も想定されます。 

かかる状況に鑑みると、今後当社および当社グループの企業価値ひいては株主共同の利

益に反する株式の大規模買付行為がなされる可能性も否定できないものと考えております。 

本日の取締役会で本プランを導入したことにより、上記大規模買付行為に対して一定の

牽制効果が期待され、当社の特色である「公正」「中立」どの企業グループにも属しない「独

立性」を保った当社の企業価値（詳細後述 2～4 ページご参照）ひいては株主共同の利益を

毀損させる行為を未然に防ぐことが速やかに可能となると考えております。 

 

一 基本方針の内容 

 

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、当社の企業価値の源泉

を理解し、当社が企業価値ひいては株主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、 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ます。なお、当社は、当社株券等1について大量買付

がなされる場合、これが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、株券等の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値ひいては

株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株券等の売却を事実上強

要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株券等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ひいては株主

共同の利益に資さないものも少なくありません。 

当社は、企業価値の確保・向上に努めておりますが、特に、当社の企業価値の源泉

は、①「公正」で「中立」な立場を堅持するどの企業グループにも属しない「独立性」、

②不動産鑑定士・測量士などに代表される「専門的能力」を持った「人財」、③「大量」

な事務処理を「迅速」にこなせる「事務処理能力」、④常に変化を先取りする「進取の

                                                  
 
1 金融商品取引法第 27 条の 23 第 1 項に定義されます。本書において別段の定めがない限り同じとします。 
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気性」にあります。当社株券等の大量買付を行う者が当社の企業価値の源泉を理解し、

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。 
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をすることにより、当社

の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。 
 

二 基本方針の実現に資する特別な取組み 
 
１. 当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に向けた取組みについて 

 
（１） 当社の特色・企業価値について 

当社グループは、「顧客第一主義」をモットーに「不動産・債権のワンストップサー

ビス会社」をビジネスモデルとして、各分野の専門家をコーディネートし、登記サー

ビス、測量サービス、サービサー・デューデリジェンスを含むコンサルティング業務

を行っております。 

当社の特色は、登記サービスを基盤としつつも、常に変化を先取りした新しいビジ

ネスモデルを生み出し、「専門家」集団としてお客様のニーズにお応えするサービスを、

「公正」、「中立」な立場で、「迅速」かつ「大量」に提供することができることにあり

ます。 

  当社は、不断に経営の健全性・効率性を高め、透明な経営とコンプライアンスを徹

底することによって、持続性のある会社として、上記業務を通じ社会発展に貢献でき

る企業をめざしております。 

 

（２）企業価値の源泉について 

 上記の特色を背景に、当社の企業価値の源泉は、以下にあるものと考えております。 

①「公正」で「中立」な立場を維持するため、どの企業グループにも属しない「独立性」

を堅持し、法的に複雑な権利関係においても、適正に対処することのできる「独立性」

を保った資本ポジションを堅持していること。 

②不動産鑑定士・測量士などに代表される「専門的能力」を持った「人財」。 

③「大量」な事務処理を「迅速」にこなせる「事務処理能力」の高さ。 

④常に変化を先取りし、事業再生をメインとしたサービサー業務、エスクローをメイン 

とした信託業務に取り組む「進取の気性」。 

 

（３）企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に向けた取り組みについて 
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 当社は、上記の企業価値の源泉を維持・発展させつつ、「公正」「中立」「迅速」な業務

を通じて、社会発展に貢献することを使命とし、かかる使命を全うするためにも、今

までも、そして今後も「公正」「中立」な立場を堅持し、登記サービスとの連携による

他社にない「不動産・債権のワンストップサービス会社」のビジネスモデルをより一

層強化して、ゆるぎない経営基盤を築きながら、企業価値及び株主共同の利益の確保・

向上に努めております。具体的には、当社は、かかる企業価値及び株主共同の利益の

確保・向上のため以下の取り組みを行ってまいります。 

① 「独立系」サービサー会社としての立場の堅持 

  当社の特色である「独立系」サービサー会社として、今後もメガバンク、外資系・地  

 域金融機関等と適切な距離を保った取引関係を構築し、どの企業グループにも属しない    

 「独立性」を堅持します。また「独立性」を堅持するうえで、資本ポジションでの「独 

 立性」が保たれるよう取り組みを行ってまいります。 

② 企業再生のための投融資業務の取り組み強化   

  中堅・中小企業の事業再生に向けて、出口を見据えた適切な融資、不動産の取得、不 

 動産賃貸、投資等を複合的に組み合わせ、「公正」「中立」な事業再生支援の取り組みを  

 積極的に行ってまいります。 

③ エスクロー信託業務（第三者寄託制度）を通じた信託業務への取り組み強化 

平成 19 年 1 月に管理型信託業として開業した 100％出資子会社「日本エスクロー信

託」を通じて、信託業務への取り組みを強化します。 

不動産売買時における売手・買手のリスクを保全すべく、決済時に「第三者寄託制

度」（信託機能）を使ってのリスク保全方法の提案を手始めに、M&A 決済時のリスク

保全方法や不動産賃料保証としてのスキーム利用などを提案、また高齢化社会を反映

した相続関連信託（遺言信託など）に取り組むなど、今後信託ビジネスへの強化に積

極的に取り組んでまいります。 

また、「信託」機能を発揮するためにも、従来にも増して「公正」「中立」「独立性」の

立場を堅持する体制強化に取り組んでまいります。 

④ 「人財」の活用と専門的能力のアップ、事務処理能力の高度化 

  当社の企業価値の源泉である「大量」、「迅速」に「専門的」な事務をこなす「事務処

理能力」の高さは、「専門的能力」を持った「人財」と当社の事務処理体制にあります。

より一層の「人財」の活用と専門的能力のアップ、ならびにコンピューターを駆使し

た事務処理能力の高度化に今後も積極的に取り組んでまいります。 

⑤ グループ経営の強化 

  当社のビジネスモデルを実現していくため、グループ会社の有形・無形の財産を有効

に活用し、他社に例をみない企業集団を形成してまいります。 

 

2. 企業価値ひいては株主共同の利益向上の基盤となる仕組み―コーポレートガバナンス
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の整備 

  当社は、企業価値ひいては株主共同の利益の向上を目指した効率的かつ健全な経営

のために、活力と柔軟性を持ったマネジメントシステムを構築できるよう不断に経営

体質の改善に努めております。中でもコーポーレートガバナンスへの取り組みは中核

的かつ重要なマネジメントシステムと認識し、経営の透明性を確保し、取締役会によ

る経営監督機能を強化するため、また「債権管理回収業に関する特別措置法」第 5 条

第 4 項に対応するため、従来より社外取締役弁護士を 2 名、また社外監査役（税理士）

を 2 名選任し、コーポレートガバナンスの充実に努めております。 

 

三 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. 本プラン導入の目的 

本プランは、上記一に記載した基本方針に沿って、当社の企業価値ひいては株主共同

の利益を確保し、向上させる目的をもって導入されるものです。 

当社取締役会は、当社株券等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時間及び情報を確保すると共に、株主の皆様のために大量買付者と

協議・交渉等を行うことなど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しまし

た。 

そこで、当社取締役会は、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

入することを決定いたしました。 

 

2. 本プランの内容 

   本プランの内容は以下のとおりでありますが、本プランに関する手続の流れにつき  

  ましては、別添にその概要をフローチャートの形でまとめておりますので、併せてご  

  参照ください。 

 

(1) 本プランの概要 

 
(a) 本プランに係る手続 

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又はそれ

らの提案（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
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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

等を提示したり、買付者等との交渉等を行っていくための手続を定めています

（下記(2)「本プランに係る手続」をご参照ください。）。なお、買付者等には、本

プランに係る手続を遵守いただき、本プランに係る手続の開始後、(i)独立委員会

が取締役会の諮問を受けた場合には、後述のとおり同委員会による新株予約権の

無償割当ての実施又は不実施に関する勧告がなされるまでの間、(ii)取締役会によ

り株主意思確認株主総会（下記(2)「本プランに係る手続」(e)①において定義さ

れます。以下同じ。）が招集された場合には、同株主意思確認株主総会において

新株予約権の無償割当ての実施又は不実施に関する決議がされるまでの間、又は

(iii)取締役会により株主意思確認手続（下記(2)「本プランに係る手続」(e)①にお

いて定義されます。以下同じ。）が実施された場合には、同手続が完了するまで

の間、買付等を進めてはならないものとしております。 

 

(b) 新株予約権の無償割当ての利用 

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、

当社の企業価値ひいては株主共同の利益が毀損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」

をご参照ください。）又は株主意思確認株主総会の決議もしくは株主意思確認手

続において同様の結論が承認された場合（その要件の詳細については下記(2)「本

プランに係る手続」(e)をご参照ください。）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、株主意思確認株主総会又は株主

意思確認手続の利用 

本プランにおいては、本新株予約権の無償割当ての実施、不実施について、取

締役の恣意的判断を排するため、①独立委員会規則（その概要については別紙 1

をご参照ください。）に従い、(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

経るか、②株主意思確認株主総会を招集の上、同総会に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ことにより株主の皆様の意思を確認するか、又
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は③株主意思確認手続を実施することにより株主の皆様の意思を確認するか、の

いずれかの手続を履践し、いずれの場合においても株主の皆様に適時開示を行う

ことにより透明性を確保することとしています。 

なお、本プラン導入当初の独立委員会は、独立性の高い社外取締役および社外

監査役により構成される予定です。その委員の氏名及び略歴は別紙 2 のとおりで

す（導入後の独立委員会の委員の選任基準、決議要件及び決議事項については別

紙 1 をご参照ください。）。 

 

(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 大 33.3％（少数点以下第二位を四

捨五入しております。）まで希釈化される可能性があります。 

 

(2) 本プランに係る手続 

 

(a) 対象となる買付等 

本プランは、以下の①又は②に該当する買付等がなされる場合を適用対象とし

ます。買付者等には、予め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。 

① 当社が発行者である株券等について、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う買付者等は、当社取締役会が友好的な買付等であ

                                                  
 
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。）。本書において同じとします。 
3 金融商品取引法第 27 条の 23 第 4 項に定義されます。本書において同じとします。 
4 金融商品取引法第 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 金融商品取引法第 27 条の 2 第 6 項に定義されます。本書において同じとします。 
6 金融商品取引法第 27 条の 2 第 8 項に定義されます。本書において同じとします。 
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すると認めた者を含みま

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 2 項で定める者を除きます。本書において同じとします。 
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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、以

下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頂

きます。 

当社は、本プランに基づく手続が開始された場合、その旨をすみやかに開示し

ます。 

当社取締役会は、買付者等から受領した買付説明書では、当該買付等の内容及

び態様等に照らして、株主の皆様のご判断及び当社取締役会の評価・検討等のた

めに本必要情報として不十分であると合理的に判断する場合には、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。 

 

① 買付者等及びそのグループ（買付者等の財務及び事業の方針の決定を支配す

る者を含みますが、これに限られません。以下同じ。）の詳細（それぞれの

名称、事業内容、沿革、資本金の額又は出資金の額、発行済株式の総数、代

表者、役員及び社員その他構成員の氏名、職歴及び所有株式の数その他の会

社等の状況、並びに直近 2 事業年度の財政状態、経営成績（法令遵守に関す

る監督官庁から指導等を受けたことがある場合はその具体的内容等を含

む。）その他の経理の状況、並びに、買付者等のグループ内における相互の

関係（資本関係、取引関係、役職員の兼任その他の人的関係、契約関係、及

びこれらの関係の沿革を含みますが、これらに限られません。）の概略を含

みます。） 

② 当社と同種事業を目的とする会社その他の法人（日本以外の国におけるもの

も含みます。）に対する過去の投資・経営・業務関与経験の有無及びその内

容・実績等。 

③ 買付等の目的、方法及び内容（買付等の適法性に関する専門家意見を含みま

す。） 

④ 買付対価の種類及び金額（有価証券等を対価とする場合には、当該有価証券

等の種類及び交換比率、有価証券等及び金銭を対価とする場合には、当該有

価証券等の種類、交換比率及び金銭の額を記載していただきます。）、並びに

当該金額の算定の基礎及び経緯（算定の基礎については、算定根拠を具体的

に記載し、当該金額が時価と異なる場合や買付者等が 近行った取引の価格

と異なる場合には、その差額の内容も記載していただきます。また、株券等

の種類に応じた買付価格の価額の差について、換算の考え方等の内容も具体
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的に記載していただきます。算定の経緯については、算定の際に第三者の意

見を聴取した場合に、当該第三者の名称、意見の概要及び当該意見を踏まえ

て金額を決定するに至った経緯を具体的に記載していただきます。） 

⑤ 買付等に要する資金の調達状況、及び当該資金の調達先の概要（預金の場合

は、預金の種類別の残高、借入金の場合は、借入金の額、借入先の業種等、

借入契約の内容、その他の資金調達方法による場合は、その内容、調達金額、

調達先の業種等を含みます。） 

⑥ 買付者等グループによる当社の株券等の過去の全ての取得時期及び当該時

期毎の取得数･取得価額、並びに、当社の株券等の過去の全ての売却時期及

び当該時期毎の売却数･売却価額 

⑦ 買付者等が既に保有する当社の株券等に関する貸借契約、担保契約、売戻し

契約、売買の予約その他の重要な契約又は取決め（以下｢担保契約等｣といい

ます。）がある場合には、その契約の種類、契約の相手方、契約の対象とな

っている株券等の数量等の当該担保契約等の具体的内容 

⑧ 買付者等が買付等において取得を予定する当社の株券等に関する担保契約

等の締結その他の第三者との間の合意の予定がある場合には、予定している

担保契約等その他の第三者との間の合意の種類、契約の相手方、契約の対象

となっている株券等の数量等の当該担保契約等その他の第三者との間の合

意の具体的内容 

⑨ 買付等の後の当社の経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策 

(i) 独立系サービサーとしての当社ブランド維持の具体的方法 

(ii) 当社と山田司法書士・土地家屋調査士総合事務所との関係の取扱方針の

具体的内容 

(iii) 当社の従業員、顧客、その他の当社利害関係者の取扱方針の具体的内容 

(iv) 支配権取得又は経営参加を買付等の目的とする場合には、買付等の完了

後に企図する当社及び当社グループの支配権取得又は経営参加の方法、

並びに支配権取得後の経営方針又は経営参加後の計画及び議決権の行

使方針（組織再編、企業集団の再編、解散、重要な財産の処分又は譲受

け、多額の借財、代表取締役等の選定又は解職、役員の構成の変更、配

当・資本政策に関する重要な変更、その他当社及び当社グループの経営

方針に対して重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為を予定し

ている場合には、その内容及び必要性を含みます。） 

(v) 純投資又は政策投資を買付等の目的とする場合には、買付等の後の株券

等の保有方針、売買方針及び議決権の行使方針、並びにそれらの理由。

長期的な資本提携を目的とする政策投資として買付等を行う場合には、

その必要性。 
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⑩ 金融商品取引法第 27条 26に定める重要提案行為等を行うことを買付等の目

的とする場合、又は買付等の後に重要提案行為等を行う可能性がある場合に

は、当該重要提案行為等の目的、内容、必要性及び時期、並びにいかなる場

合において当該重要提案行為等を行うかに関する情報 

⑪ 買付等の後、当社の株券等を更に取得する予定がある場合には、その理由及

びその内容 

⑫ 買付等の後、当社の株券等が上場廃止となる見込みがある場合には、その旨

及び理由 

⑬ 買付等に際しての第三者との間における意思連絡が存在する場合には、その

目的及び内容並びに当該第三者の概要 

⑭ その他当社取締役会が合理的に必要と判断する情報 

 

なお、取締役会は、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(c)②記載のとおり、買付者等による買付等の内容、時間的猶予

等の諸般の事情を考慮の上、本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施を決定

するにあたり相当と考えられる手続を実施するものとします。  

 

(c) 取締役会による買付等の内容の検討・買付者等との交渉・意見形成 

① 取締役会検討期間 

当社取締役会は、買付者等からの情報・資料等（追加的に提供を要求した

ものも含みます。）の提供が十分になされたと認めた場合、当社取締役会に

よる評価、検討、交渉及び意見形成のために実務上必要と認められる期間（以

下｢取締役会検討期間｣といいます。）を設定します。 

② 独立委員会への諮問手続又は株主の皆様の意思確認手続の選択 

当社取締役会は、本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施について、

買付者等による買付等の内容、時間的猶予等の諸般の事情を考慮の上、取締

役会検討期間中に、実務上可能な限り速やかに、独立委員会に諮問するか、

又は、株主意思確認株主総会を招集の上、同総会に議案として付議するもし

くは株主意思確認手続を実施するか、について決議するものとします。 

③ 情報開示 

取締役会による買付等の内容の検討等に関連して、当社取締役会は、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、取締役会検

討期間が開始した事実及び本必要情報の概要その他の情報のうち、取締役会

が、適切と判断する事項について、速やかに株主の皆様に対する情報開示を
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行います。 

 

(d) 独立委員会への諮問手続 

① 当社取締役会に対する情報提供の要求 

上記(c)②に従い取締役会が独立委員会に諮問した場合、独立委員会は、取

締役会から買付者等の買付説明書及び買付者等から追加的に提出された本

必要情報（もしあれば）の提供を受けるのみならず、当社の企業価値ひいて

は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追加の情

報収集や企業評価等の検討（必要に応じ、外部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。なお、かかる期間は、当社取締役会が、外部専門家による検討結果等

を踏まえ、意見、根拠資料その他独立委員会が適宜必要と認める情報・資料

等を提示するのに必要な期間として設定しておりますが、当社取締役会は速

やかに所要の検討を行うことと致します。）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・資料等を提示するよう要求することがあります。 

② 独立委員会検討期間 

上記(c)②に従い取締役会が独立委員会に諮問した場合、独立委員会は、当

社取締役会からの情報・資料等（買付説明書及び買付者等から追加的に提出

された本必要情報（もしあれば）のみならず、取締役会に対して提供を要求

した意見等も含みます。）の提供が十分になされたと認めた場合、原則とし

て 長 60 日間の検討期間（但し、下記(d)③に記載する場合等には、独立委

員会は 長 30 日間の範囲内で当該期間の延長・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、及び当社取締役会の提供する代替案（もしあれば）の検討等

を行います。また、独立委員会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益

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、直接又は当社取締役会を通して間接に、当該買付者等と協議・交渉等

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
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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、直接又は当社取締役会を通して間接に、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。 

③ 独立委員会の勧告 

上記(c)②に従い取締役会が独立委員会に諮問した場合、独立委員会は、独

立委員会検討期間の開始又は終了の有無を問わず、以下のとおり、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(i)から(iii)に定める勧告をした場合その他独立委員会が適切と

判断する場合には、当社は、当該勧告を行った事実とその概要その他の独立

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・再延長する場合

にはその期間及び延長・再延長の理由の概要を含みます。）について、速や

かに情報開示を行います。 

(i) 本新株予約権の無償割当ての実施を勧告する場合 

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、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)「本新株予約権の無償割当ての要件」

に定める要件のいずれかに該当すると判断し、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。 

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、又は（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、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もしくは行使を認めることが相当でない場合 

(ii) 本新株予約権の無償割当ての不実施を勧告する場合 
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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か、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は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。 

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、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」に定めるい

ずれかに該当すると判断し、本新株予約権の無償割当てを実施することが

相当であると判断するに至った場合には、本新株予約権の無償割当てを実

施することの新たな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。 

(iii) 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の満了時までに、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、更なる期間

の延長を行う場合においても同様の手続によるものとします。）。 

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、その延長の目的である情報収集、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又は不実施の勧告を行うよう 大

限努めるものとします。 

④ 取締役会の決議 

当社取締役会は、独立委員会による上記勧告を 大限尊重して本新株予約

権の無償割当ての実施又は不実施等（本新株予約権の無償割当ての中止等を

含みます。）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。 

⑤ 情報開示 

独立委員会への諮問手続に関連して、当社取締役会は、上記のほか、当社

取締役会が独立委員会に諮問する旨を決議した事実、独立委員会検討期間が

開始した事実、当社取締役会が独立委員会に代替案（もしあれば）を提示し

た事実（必要に応じて当該代替案の内容を含む。）、当社取締役会が本新株予

約権の無償割当ての実施もしくは不実施等に関する決議を行った事実その

他の情報のうち当社取締役会又は独立委員会が適切と判断する事項につい
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て、速やかに株主の皆様に対する情報開示を行います。 

 

(e) 株主の皆様の意思確認手続 

 ① 株主総会の招集等 

当社取締役会は、買付者等による買付等の内容、時間的猶予等の諸般の事

情を考慮の上、実務上相当と認める場合には、(i)実務上可能な限り 短の期

間で株主総会を開催できるように、すみやかに株主総会（以下「株主意思確

認株主総会」といいます。）を招集し、本新株予約権の無償割当てに関する

議案を付議すること、又は(ii)株主の皆様に対し、本新株予約権の無償割当

てに関する賛否を書面にて表明するよう促す等、適切な株主意思の確認手続

（以下「株主意思確認手続」といいます。）をとることができるものとしま

す。 

但し、当社取締役会は、一旦、株主意思確認株主総会の決議又は株主意思

確認手続の結果に従い本新株予約権の無償割当てに必要な手続を開始した

場合であっても、別途独立委員会に諮問した上、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、又は（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決議することがで

きることを、当該議案の内容又は意思確認手続の前提として明示するものと

します。 

(ｲ)  株主意思確認株主総会の決議又は株主意思確認手続の完了の後、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)  株主意思確認株主総会の決議又は株主意思確認手続を実施した時点

における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、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

もしくは行使を認めることが相当でない場合 

 ② 新株予約権無償割当ての実施 

当社取締役会は、(i)株主意思確認株主総会において本新株予約権の無償割

当てに関する議案が承認された場合、又は(ii)株主意思確認手続において当

社の総株主の議決権の過半数を有する株主の皆様が本新株予約権の無償割

当てを実施することに賛成の意思を有していることが明らかとなった場合

には、株主意思確認株主総会の決議又は株主意思確認手続の結果に従い、本

新株予約権の無償割当てに必要な手続を遂行します。 

 ③ 情報開示 
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株主の皆様の意思確認手続に関連して、当社取締役会は、株主意思確認株

主総会を招集する旨もしくは株主意思確認手続を実施する旨の決議を行っ

た場合、又は株主意思確認株主総会の決議が行われた場合もしくは株主意思

確認手続において当社の総株主の議決権の過半数を有する株主の皆様が買

付者等による買付等に応じない意思を書面にて表明した場合には、当該決議

又は当該結果の概要その他の当社取締役会が適切と判断する事項について、

速やかに株主の皆様に対する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以下のいずれかに該当し、かつ、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、独立委員会の勧告を経た当社取

締役会決議又は、株主意思確認株主総会の決議もしくは株主意思確認手続の結果を経

た当社取締役会決議に基づき、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。 

 

(a) 下記に掲げるような、上記(2)「本プランに係る手続」(b)に定める情報提供、取

締役会検討期間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 

① 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

な期間を与えることなく行われる買付等である場合 

② 当社取締役会に本プランに定める取締役会検討期間を与えることなく行わ

れる買付等である場合 

③ 独立委員会に本プランに定める独立委員会検討期間を与えることなく行わ

れる買付等である場合 

④ 株主意思確認株主総会の決議を待たずに行われる買付等である場合 

⑤ 株主意思確認手続の完了を待たずに行われる買付等である場合 

⑥ 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 

 

(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 
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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 

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うよ

うな行為 

 

(c) 強圧的二段階買付（ 初の買付で全株券等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

等の株券等の買付を行うことをいいます。）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) 買付等の条件（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、買付等の後の経営方針・事業

計画、及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 

 

(e) 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

関係又は当社の企業価値の源泉、ブランド価値もしくは企業文化を破壊すること

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虞をもたら

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 

 

本プランに基づき実施する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又は株主総会決議（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 終の発行済株式総数（但し、同時点に

おいて当社の有する自己株式の数を控除します。）に相当する数又は当該数に 2

を乗じた数とします。 
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(b) 割当対象株主 

割当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、その保有する当社株式 1 株につき本新株予約権 1 個

又は 2 個の割合で、本新株予約権を無償で割り当てます。 

 

(c) 本新株予約権の無償割当ての効力発生日 

新株予約権無償割当て決議において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8の数（以下「対象株式数」といいます。）

は、別途調整がない限り 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当社株式 1 株当たりの価額は、1 円とします。 

 

(f) 本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

範囲で新株予約権無償割当て決議において別途定める期間とします。但し、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 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 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9、(II)特定大量保有者の共同保有者、(III)特定大量買付者10、

                                                  
 
8 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及び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。 
9 「特定大量保有者」とは、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ひいて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。本書において同じとします。 
10 「特定大量買付者」とは、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。以下本脚注 10 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。以下本脚注 10 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 1 項に定める場合を含みま



 

 18

(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もしくは承継した

者、又は、(VI)上記(I)ないし(V)に該当する者の関連者11（以下、(I)ないし(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（但し、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することができるほか、非居住者の有する本新株

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。）。さらに、本新株予約権の行使条件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誓約書を提

出しない者も、本新株予約権を行使することができません。 

 

(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、当社取締役会が

別途定める日において、全ての本新株予約権を無償にて取得することができ

るものとします。 

② 当社は、当社取締役会が別途定める日において、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

の当社株式を交付することができます。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ます。 

(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 

新株予約権無償割当て決議において別途定めます。 

 

                                                                                                                                                  
 
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ひいて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。本書において同じとします。 
11 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。）、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います。なお、「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 項に定義されます。）をいいます。 
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(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ません。 

 

(5) 本プランの更新手続 

 

本プランは、当社取締役会の決議により導入しておりますが、平成 20 年 3 月開催

予定の本定時株主総会において議案としてお諮りし、株主の皆様のご承認を頂くこと

を条件として、有効期間を本定時株主総会の開催日から 3 年間更新することを予定し

ております。 

 

                  (6)  本プランの有効期間、廃止及び変更 

    

  本プランの当初の有効期間は、本定時株主総会終結の時までとします。上記（5）  
「本プランの更新手続」に記載される本定時株主総会による決議が行われた場合は、  
本プランの有効期間（以下「有効期間」といいます。）は、本定時株主総会後 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終結の時までとしま 

す。 

但し、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を廃止す

る旨の決議が行われた場合、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

が行われた場合には、本プランはその時点で廃止・撤回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、上記(5)「本プランの更

新手続」の本定時株主総会による決議の趣旨に反しない場合（本プランに関する法令、

証券取引所規則等の新設又は改廃が行われ、かかる新設又は改廃を反映することが適

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ことが適切である場合、又

は当社株主に不利益を与えない場合等を含みます。）、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、本プランの廃止又は変更等がなされた場合には、当該廃止又は変更等の事

実及び（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 

 

本プランで引用する法令の規定は、平成 19 年 12 月 26 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、当該新設又は改

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
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内で読み替えることができるものとします。 

 

3. 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、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) 本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響 

 

当社取締役会又は当社株主総会において、新株予約権無償割当て決議を行った場合

には、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 個又は 2 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

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。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、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

当たりの価値の希釈化は生じますが、原則として、保有する当社株式全体の価値の経

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、又は当社が本新株予約権者に当

社株式を交付することなく無償にて本新株予約権を取得することがあります。これら

の場合には、1 株当たりの株式の価値の希釈化は生じませんので、1 株当たりの株式

の価値の希釈化が生じることを前提にして売買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。 

また、新株予約権それ自体の譲渡は制限されているため、本新株予約権の無償割当

てに係る基準日以降、本新株予約権について取得又は行使の結果株主の皆様に株式が

交付される場合には、株主の皆様に株券が交付されるまでの期間、株主の皆様が保有

する当社株式の価値のうち新株予約権に帰属する部分については、譲渡による投下資
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本の回収はその限りで制約を受ける可能性がある点にご留意下さい。 

 

(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 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。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 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、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。 

 

(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 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、並び

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上、本新株予約権 1 個当たり、1

円を払込取扱場所に払い込むことにより、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。 
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なお、新株予約権無償割当て決議において非適格者からの本新株予約権の取得、

その他取得に関する事項について定められる場合には、当社は、かかる定めに従

った措置を講じることがあります。 

 

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

内容をご確認ください。 

 

四 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. 本プラン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行われる場合に、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買付者等と協議・交渉等を

行うこと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、基本方針に沿うものです。 

 

2. 当該取組みが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、次の理由から、基本方針に照らして不適切な者による支配を防止する取組み

は、当社株主の共同の利益を損なうものでなく、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」の定める三原則を

完全に充足し、また、株式会社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」の第 2 条の 2 に定める尊重義務を全て充足

しています。 

 

(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） 
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本プランは、上記三 2.(5)「本プランの更新手続」にて記載したとおり、株主の皆様

の意思を反映させるため、本定時株主総会において議案としてお諮りする予定です。

本定時株主総会において、本プランにつき株主の皆様のご承認が得られた場合には、

本プランは更に 3 年間更新されることになります。 

また、上記三 2.(2)「本プランに係る手続」(e)にて記載したとおり、当社取締役会は、

実務上相当であると判断する場合には、本新株予約権の無償割当ての実施、不実施に

ついても株主意思確認株主総会又は株主意思確認手続を経ることにより、株主の皆様

の意思を確認することができます。 

また、上記三 2.(6)「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、本プランを廃止する旨

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、本プランの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、本プランの消長には、当社株主の皆様の意思が反映

される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う機関

として独立委員会を設置します。 

実際に当社に対して買付等がなされた場合には、上記三 2.(2)「本プランに係る手続」

に記載したとおり、上記三 2.(2)「本プランに係る手続」(e)にて記載した株主の皆様の

意思確認手続を行う場合（但し、上記三 2.(2)「本プランに係る手続」(e)①の記載に基

づき、独立委員会に別途諮問する場合を除きます。）を除き、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ひいては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 大限尊重して会

社法上の機関としての決議を行うこととします。 

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

社の企業価値ひいては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、当初の独立委員会は、当社経営陣から独立性の高い当社社外取締役 2 名、社

外監査役 1 名で構成される予定です（独立委員会の委員選任基準、決議要件及び決議

事項等については別紙 1 をご参照ください。また、当初の独立委員会の委員は別紙 2

をご参照ください。）。 
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(4) 合理的な客観的要件の設定 

 

本プランは、上記三 2.(2)(d)「独立委員会への諮問手続」及び三 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

れなければ株主の皆様の意思の確認を行うことなく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) 外部専門家の意見の取得 

 

 買付者等が出現し、取締役会から諮問を受けた場合、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) 当社取締役の任期は 1年であること 

 

当社取締役の任期は、現在 2 年とされておりますが、当社は、本定時株主総会にお

いて、当社取締役の任期を 1 年に変更する内容の定款変更をお諮りする予定であり、

当該定款変更が承認され効力が発生した場合、当社取締役の任期は 1 年となります。

従ってこの場合、毎年の取締役の選任を通じても、本プランにつき、株主の皆様のご

意向を反映させることが可能となります。 

 

(7) 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 

 

上記三 2.(6)「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、当社は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。 

以 上 
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別紙 1 

 

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う経営陣から独立して

いる、(i)当社社外取締役又は(ii)当社社外監査役、又は(iii)社外の有識者のいずれ

かに該当する者から、当社取締役会が選任する。但し、社外の有識者は、実績あ

る会社経営者、官庁出身者、投資銀行業務もしくは当社の業務に精通する者、弁

護士、公認会計士も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、本定時株主総会終結後 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ない。また、当社社外取締役

又は当社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（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、当社取締役会の諮問を受けた場合、当該諮問の内容に応じて、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

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、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

ことを目的としてはならない。 

① 本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施 

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う。 

① 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 

② 買付者等の買付等の内容の精査・検討 

③ 買付者等との交渉・協議 

④ 当社取締役会に対する代替案の提出の要求・代替案の検討 
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⑤ 独立委員会検討期間の延長の決定 

⑥ 本プランの修正又は変更の承認 

⑦ 本プランの廃止 

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 

⑨ 当社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 

・ 独立委員会は、買付者等から当社取締役会に対して提出された買付説明書その他

の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、買付者等に対して

追加的に本必要情報を提出するよう求める。また、独立委員会は、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・資料

等を提示するよう要求することができる。 

・ 独立委員会は、当社の企業価値ひいては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、直接又は当社取

締役会を通して間接に、買付者等と協議・交渉を行うものとする。 

・ 独立委員会は、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、独立委員会委員全員が出席し、その過半数を

もってこれを行う。但し、委員に事故あるときその他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

うことができる。 
以 上 



 

 27

別紙 2 

 

独立委員会委員略歴 

 

本プラン導入当初の独立委員会の委員は、以下の 3 名を予定しております。 

 

 清水 紀代志氏（昭和 15 年生まれ） 

昭和 44 年 4 月 東京弁護士会登録 

平成 3 年 

平成９年 

平成 11 年 

4 月 

4 月 

6 月 

高裁判所司法研修所 民事弁護教官 

日本弁護士連合会代議員会議長 

当社取締役（現任） 

   

   

   

 米山 健也氏（昭和 38 年生まれ） 

平成 4 年 4 月 弁護士登録 

平成 8 年 4 月 米山健也法律事務所（現東京法律会計事務所）開設  

平成 16 年 3 月 当社取締役（現任） 

   

 

 

  

 早勢 要氏（昭和 23 年生まれ） 

昭和 47 年 1 月 税理士資格登録 

昭和 51 年 4 月 早勢 要税理士事務所開設 

昭和 63 年 

平成 16 年 

7 月 

3 月 

株式会社アイ・ディー・ユー代表取締役（現任） 

当社監査役（現任） 

   

   

 

以 上 
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大株主の状況 

 
平成１９年６月３０日現時の当社の大株主の状況は以下の通りです。 

 

氏名または名称 
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（％） 

㈲ヤマダ 1,070 25.07％ 

山田晃久 639 14.97％ 

㈱スルガコーポレーション 313 7.34％ 

㈱T・ZONE キャピタル 228 5.35％ 

エイチエスビーシー バンク ピーエルシー ア

カウント アトランティス ジャパン グロース

ファンド 

（常任代理人 香港上海銀行東京支店） 

183 4.29％ 

ノーザン トラスト カンパニー エイブイエフ

シー リ ノーザン トラスト ガンジー アイ

リッシュ クライアンツ 

（常任代理人 香港上海銀行東京支店） 

177 4.15％ 

山田由紀子 176 4.12％ 

㈱IOMA INVESTMENT JAPAN 175 4.11％ 

㈱横浜銀行 

（常任代理人 資産管理サービス信託銀行㈱） 
34 0.79％ 

山田債権回収管理総合事務所従業員持株会 29 0.70％ 

 
（注） 
１． 上記の他 平成 19 年 6 月 30 日現在、自社名義の株式が 119,900 株ありましたが、   

同年12月17日に株式会社船井財産コンサルタンツ宛84,900株を譲渡致しました。 
２． 上記のほか、証券保管振替機構名義の株式が 100,800 株あります。 
３． 上記所有株式数のほか、役員持株会を通じて所有している株式数は以下のとおりで   

あります。  山田晃久 17,685 株 
以 上 
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フローチャート（注 1） 

 

 

（注1） 本フローチャートは本プランの概要を説明するものであるため、本プランの詳細については必

ず本文をご参照下さい。 

（注2） 大量買付者から買付等の提案が行われない等、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、取締役会は、特段の事情がある場合を除き、原則と

して取締役会検討期間を設定せずに、買付者等による買付等の内容、時間的猶予等の諸般の事

情を考慮の上、手続選択の決議を行います。 

（注3） 独立委員会が不発動を勧告した場合、株主総会で発動に向けた決議が得られなかった場合及び

株主意思確認手続において過半数の賛成が得られなかった場合には、取締役会による発動決議

は行われず発動されません。 

大量買付者による買付等の提案（注 2）

本必要情報及び買付説明書の提出 

取締役会検討期間 

取締役会による手続選択の決議 

株主総会決議 

（議案内容に応じて特

別決議又は普通決議） 

独立委員会検討期間 株主意思確認手続 取締役会検討期間 

取締役会による手続選

独立委員会検討期間 株主意思確認株主総会

招集手続 

独立委員会の勧告決議 

取締役会の発動決議 取締役会の

発動決議 

株主意思確認 
（過半数の賛成） 

取締役会の発動決議 

発動（注 3） 


