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当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の導入について 

 

 

 当社は、平成 20 年 2 月 29 日開催の当社取締役会において、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 条柱書に定義され

るものをいい、以下「基本方針」といいます。）並びに基本方針に照らして不適切なものに

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号ロに定義されるものをいいます。）の一つとして、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、当社株式の大量取得

行為に関する対応策（以下「本プラン」といいます。）を以下のとおり決議いたしましたの

で、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、本プランの有効期間は、平成 20 年

6 月開催予定の当社第 80 回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）の終結の

時までとし、その後の有効期間の延長については、本定時株主総会における株主の皆様の

ご承認をいただく予定です。 

なお、本プランを決定した取締役会には、社外監査役２名を含む当社監査役３名全員が

出席し、本プランは当社株券等の大規模買付行為に関する対応策として相当であると判断

される旨の意見を表明しています。 
 

Ⅰ 基本方針について 

当社は、株式の大量買付であっても、当社自身の企業価値を増大させ、株主利益を向上

させるものであれば、これを一概に否定するものではありません。会社の支配権の移転に

ついては、 終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと認識しております。 
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却って企業価値ひいては

株主共同の利益を毀損するもの、株主に株式売却を事実上強要するおそれがあるもの、対
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象会社の取締役会や株主が買付の条件等について検討し、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充分な時間や情報を提供しないもの等、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からず見受けられます。 
当社といたしましては、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

文化やステークホルダーとの強固な信頼関係など当社の多様な企業価値の源泉を十分に理

解したうえで、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し、向上させ

る者でなければならないと考えております。従いまして、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株式の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ます。 
 

Ⅱ 基本方針の実現に資する取組みについて  
当社は 1940 年に、疲弊した養蚕業中心の貧しい村であった長野県伊那谷地方に、現金収

入の途である付加価値の高い工業を創業者が興したことに始まります。以来、この地での

ものづくりを継続させ、「自らの雇用は自らで守る」ために、生産コストの安い海外勢に対

して地道な「改善」と技術開発を積み重ね競争優位を確保することで、今日では固定抵抗

器では世界的シェアを持つグローバル企業に成長してまいりました。当社の企業価値の源

泉は、こうした「創業の精神」を営々と受け継ぎ、日本をはじめ立地する地域に真の意味

で根ざし、信頼関係を構築しながら企業価値向上にひたむきに努力する熱意にあふれる企

業文化にまず求められると考えます。 
その上で、中国、北米、東南アジアにいち早く進出し、その後のヨーロッパも加えグロ

ーバルなマーケティング・販売網を構築いたしました。さらに、70 年近い固定抵抗器専業

メーカとしての歴史の中で、基盤技術である厚膜、薄膜、セラミックスのプロセス技術と

材料技術および生産・管理技術を蓄積し、製品の品揃えや品質の面でも顧客から大きな信

頼を得、競合各社に対する優位性を保っております。 
当社グループを取り巻くエレクトロニクス業界は、デジタル化とネットワーク化により

様々な機器の電子化の進展や融合が図られ、更なる発展が見込まれる一方、国際的な価格

競争力、製品品質と信頼性、顧客への技術提案力が求められております。 

このような環境下において、当社は、品質、信頼性を重視する車載市場を重点分野と位

置付けフォーカスしてまいります。 

まず、1980年代後半から継続して取り組んでいる、全員参加型の改善活動であるＫＰＳ

改善活動（KOA Profit System）により、ものづくりにおける国際競争力を確保するととも

に、更なる品質と信頼性向上に注力し、顧客とのより強固な信頼関係を構築してまいりま

す。 

さらに、製品開発の取組みにおいては、車載用途で要求される、高エネルギー耐量で優

れた応答性を持つノイズ吸収部品、高温度環境下での使用が可能な温度センサー、耐硫化

性を高めた抵抗器、大電流の検出に適した低抵抗器など、顧客のニーズにお応えする製品

の拡充を進めてまいります。また、ＬＴＣＣ多層基板はセラミックス材料が持つ、優れた
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電気特性と耐環境性を兼ね備えた高機能モジュール基板として、センサー素子や制御回路

などを内部に収めることで、さまざまな機能モジュールとして利用できるＭＥＭＳ（Micro 

Electro Mechanical System）センサーパッケージとして開発を進めております。次世代技

術の「ナノ材料とその応用技術」では、ＬＴＣＣ基板上へインクジェット技術と薄膜技術

を用いて微細配線を形成する量産技術を確立中であります。今後も、ますます高度化する

市場の品質・性能・機能要求に十分対応できる体制を整え、外部機関との連携強化により

製品開発・研究開発活動を進めてまいります。 

当社は、今後とも株主様、お客様・お取引先様、社員とその家族、地域社会、そして地

球という５つの存在を、当社を支えていただく主体と認識し、当社との間に「信頼」を築

き上げていくことを企業使命として、今後とも、企業価値、ひいては株主共同の利益の確

保・向上を目指してまいります。これらの取組みは、上記 I の基本方針の実現に資するも

のと考えております。 

 

Ⅲ  本プランの内容（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） 

１．本プラン導入の目的 

本プランは、上記Ⅰ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。 

 買付者から大量の株式買付の提案があった場合において、当社の株主の皆様が、当社

の有形無形の経営資源、中長期的に将来を見据えた施策の潜在的効果その他当社の企業価

値を構成する多様な諸要素を十分に把握した上で、当該買付が当社の企業価値ひいては株

主共同の利益に及ぼす影響を適切に判断することは必ずしも容易でないものと思料され

ます。そこで、当社取締役会は、当社株式に対する買付が行われた場合、買付に応じるか

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と交渉を行うこと等を可能とすることで、

当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する買付行為を抑止するため、本プランを導

入することを決議いたしました。 
なお、当社株式の保有状況の概要は、別紙 1 のとおりとなっております。また、現時

点におきましては、特定の第三者より当社取締役会に対して大量買付行為に関する提案及

び打診を受けている事実はございません。 
 

２．本プランの内容 

(1) 本プランの概要 
(a) 本プランの発動に係る手続の設定 
 本プランは、まず、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを

目的として、当社株式に対する買付等（下記(2)「対抗措置の発動に係る手続」(a)に
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定義されます。以下同じ。）が行われる場合に、買付者等（下記(2)「対抗措置の発

動に係る手続」(a)に定義されます。以下同じ。）に対し、事前に当該買付等に関す

る情報の提供を求め、当社が、当該買付等についての情報収集・検討等を行う期間

を確保した上で、株主の皆様に対して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)「対抗措置の

発動に係る手続」ご参照）。 
 
(b) 対抗措置の発動と独立委員会の利用 
 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、買

付者等による買付等が下記(3)「対抗措置発動の要件」(a)ないし(j)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は、当社は、原則として会社法その

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」

といいます。）をとり、当該買付等に対抗することがあります。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しますが、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、その場合には、当

該買付者等による権利行使は認められないとの差別的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差別的取得条項な

どが付された新株予約権（詳細については下記(4)「本新株予約権の無償割当ての概

要」参照。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。 
 なお、対抗措置の発動、不発動又は中止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、(i)当社社外取締役若しくは社外監査役、又は(ii)社外の有識

者（実績ある会社経営者、官庁出身者、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

いいます。）の判断を経るとともに、株主の皆様に対して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います。独立委員会の委員には、宮城一浩氏、

上拾石哲郎氏及びコーバー，マイケル ジョン氏が、それぞれ就任いたしました（各

委員の氏名及び略歴については別紙 2 をご参照）。 
 
(c) 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 

 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た場合で、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

場合には、当該買付者等の有する当社株式の議決権割合は、大幅に希釈化される可
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能性があります。 
 

(2) 対抗措置の発動に係る手続 
(a) 対象となる買付等 

 本プランにおいては、以下①ないし③に該当する行為（当社取締役会が当該行

為と同視しうると合理的に判断した行為を含み、当社取締役会が予め承認した場

合を除きます。以下、「買付等」と総称します。）を対象とします。 
① 当社が発行者である株券等F

1
Fについて、大規模買付者グループ（注 1）の、買

付け等の後における株券等保有割合F

2
Fの合計が 20%以上となる買付け等 

② 当社が発行者である株券等F

3
Fについて、公開買付けF

4
Fの後における公開買付者グ

ループ（注 2）の株券等所有割合F

5
Fの合計が 20%以上となることを目的とする

公開買付け 
③ 当社が発行者である株券等についての買付け等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と、当該大規模買付者グループとの当社の株券

等に係る株券等保有割合の合計が 20%以上となるような当社の他の株主との

間で、当該他の株主が当該大規模買付者グループに属するいずれかの者の共同

保有者F

6
Fに該当するに至るような合意その他の行為、又は当該大規模買付者グ

ループに属するいずれかの者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F

7
F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F

8
F及びその共

同保有者、これらの者との間にフィナンシャル・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

                                                  
1金融商品取引法第 27 条の 23 第 1 項に定義されます。以下、別段の定めがない限り同様とします。 
2金融商品取引法第 27 条の 23 第 4 項に定義される株券等保有割合につき、株券等の保有者及び共同保有者

以外の大規模買付者グループに属する者を同項に規定する共同保有者とみなして算出した割合をいいま

す。以下、別段の定めがない限り同様とします。 
3金融商品取引法第 27 条の 2 第 1 項に定義されます。 
4金融商品取引法第 27 条の 2 第 6 項に定義されます。以下同じ。 
5金融商品取引法第 27 条の 2 第 8 項に定義される株券等所有割合につき、公開買付者及び特別関係者以外

の公開買付者グループに属する者を同項に規定する特別関係者とみなして算出した割合をいいます。以下、

別段の定めがない限り同様とします。 
6金融商品取引法第 27 条の 23 第 5 項に規定する共同保有者をいい、同条第 6 項により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。）。以下、同じ。 
7このような関係が樹立されたか否かの判定は、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、当該大規模買付者グループに属する者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します。 
8金融商品取引法第 27 条の 23 第 1 項に規定する保有者をいい、同条第 3 項により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。）。以下、同じ。 
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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

ループをいいます。 
（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F

9
F、これらの者

との間にフィナンシャル・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

ープをいいます。 
 
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」とを併せて、「買付者等」といいます。 
 

(b) 買付者等に対する情報提供の要求 
 買付等を行う買付者等は、当社取締役会が別途認めた場合を除き、買付等の実

行に先立ち、当社取締役会に対して、下記の各号に定める、買付等の内容の検討

に必要な情報（以下「本必要情報」といいます。）及び当該買付者等が買付等に

際して本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下「買

付説明書」と総称します。）を、当社の定める書式により提出していただきます。 
 当社取締役会は、買付説明書を受領した場合、速やかにこれを独立委員会に提

供するものとします。独立委員会は、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、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出

するよう求めることがあります。この場合、買付者等においては、当該期限まで

に、本必要情報を追加的に提供していただきます。 
記 

① 買付者等（ファンドの場合は組合員その他の構成員を含みます。）の詳細（沿

革、具体的名称、資本構成、事業内容、財務内容、役員の氏名及び職歴等を

含みます。） 
② 買付等の目的、方法及び内容（経営参画の意思の有無、買付対価の価額・種

類、買付等の時期、関連する取引の仕組み、買付方法の適法性、買付実行の

可能性等を含みます。） 
③ 買付等の価額の算定根拠（算定の前提となる事実・仮定、算定方法、算定に

用いた数値情報並びに買付に係る一連の取引により生じることが予想される

                                                  
9金融商品取引法第 27 条の 2 第 7 項に規定する特別関係者をいいます（当社取締役会がこれに該当すると

認めた者を含みます。）。以下、同じ。 
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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、算

定の際に第三者の意見を聴取した場合における当該第三者の名称、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含みます。） 
④ 買付等の資金の裏付け（買付資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の

具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。） 
⑤ 買付等に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡がある

場合はその内容及び当該第三者の概要 
⑥ 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、契約の相手方及び契約の対象と

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 
⑦ 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し担保契約等の

締結その他第三者との間の合意の予定がある場合には、予定している合意の

種類、契約の相手方及び契約の対象となっている株券等の数量等の当該合意

の具体的内容 
⑧ 買付等の後の当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策 
⑨ 買付等の後における当社の従業員、取引先、顧客、地域社会その他当社に係

る利害関係者に対する処遇方針ないし影響 
⑩ その他当社取締役会又は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、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・代替案の提示 
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、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に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。）、その根拠資料、

及び代替案（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

等を速やかに提示するよう要求することがあり、この場合その旨と提出期限

を公表いたします。 
② 独立委員会による検討作業 

買付者等から買付説明書及び本必要情報（追加的に要求したものも含みま

す。）の提供が充分になされたと独立委員会が認めた場合、独立委員会は、原
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則として 長 60 営業日F

10
F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」といいます。）を設定するとともに、

自ら又は当社取締役会等をして、買付者等から買付説明書が提出された日、当

該日から買付説明書及び本必要情報（追加的に要求したものも含みます。）の

提供が充分になされたか否かの検討に要した期間並びに独立委員会検討期間

の設定の事実を情報開示し、かかる開示の日をもって独立委員会検討期間の開

始日とするものとします。 
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

等を行います。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す。 
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します。なお、買付者等は、

独立委員会検討期間が終了するまでは、買付等を開始することはできないもの

とします（独立委員会が対抗措置の発動を勧告している場合も同様とします。）。 
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

その他の専門家を含みます。）の助言を得ることができるものとします。 
③ 株主に対する情報開示 

独立委員会は、自ら又は当社取締役会等をして、買付説明書の提出の事実と

その概要及び本必要情報の概要その他の情報のうち独立委員会が適切と判断

する事項について、独立委員会が適切であると合理的客観的に判断する時点で

情報開示を行います。 
 

(d) 独立委員会における判断方法 
 独立委員会は、買付者等が出現した場合において、以下の手続に従い、当社取

締役会に対する勧告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に定める勧告又は決議をした場合その他独立委員会が適切と考

                                                  
10 行政機関の休日に関する法律（昭和 63 年法律第 91 号）第 1 条第 1 項各号に掲げる日を除いた日をいい

ます。 
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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及び延長・再延長の理由の概要を含みます。）

について、直接または当社を通じて速やかに情報開示を行います。 
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開始又は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ます。）し

ます。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、原則として、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ものとします。 
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します。 
(i) 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 
(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、も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 
なお、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、本

新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後（権利落ち日以降）に

おいて、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ませんので、当

社株式の株価の希釈化が生じ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。 
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、もしくは該当しても対抗措置を発動することが相当

で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)①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します。 
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但し、独立委員会は、一旦対抗措置の不発動の勧告をした後でも、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します。 
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、

独立委員会検討期間が延長された旨及び延長の理由の概要並びに延長期間を

速やかに情報開示するとともに、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

大限努めるものとします。 
 

(e) 取締役会の決議 
 当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断にあたっては、独立委員会

の上記勧告を 大限尊重するものとします。 
当社取締役会は、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、情報開示を行います。 
 

(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)「対抗措置の発動に係る手続」(e)に記載され

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

置を発動することとします（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しております。）。なお、上記(2)「対抗措置の発動に

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になります。 
 
(a)  上記(2)「対抗措置の発動に係る手続」(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 



 - 11 - 

 
(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 株式等を買い占め、その株式等につき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狙って高値で売り抜ける行為 
 

(c) 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 
 
(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

要とされる情報を十分に提供することなく行われる買付等である場合 
 
(f)   買付等の条件（対価の価額・種類、買付等の時期、買付等の方法の適法性、買付

等の実行の実現可能性、買付等の後の経営方針又は事業計画、買付等の後におけ

る当社の他の株主、従業員、取引先、顧客、地域社会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 

 

(g)  当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠な生産体制及び販売体制を支える当社

の従業員、取引先、顧客、地域社会等との関係を破壊する等の理由により、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がある買付等である場

合 

 

(h)  買付者等が支配権を獲得する場合の当社の企業価値が、中長期的な企業価値の比

較において、当該買付者等が支配権を取得しない場合の当社の企業価値と比べて
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明らかに劣後すると判断される場合 

 

(i)   買付者等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判断される

場合 

 

(j)   その他(a)から(i)までに準じる場合で、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 

 
(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しますが、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、本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概

要は、別紙 3「本新株予約権無償割当ての概要」記載のとおりです。 
本新株予約権無償割当てをする場合には、特定買付者等（別紙 3「本新株予約権の無

償割当ての概要」7 に定義されます。以下、同じ。）による権利行使は認められないと

の行使条件（差別的行使条件）や、当社が特定買付者等以外の者が有する本新株予約

権を取得して対価として当社株式を交付することができる旨を定めた取得条項（差別

的取得条項）などが定められる予定です。 
 

(5) 本プランの有効期間、廃止及び変更 
 本プランは、平成 20 年 2 月 29 日に開催された当社取締役会の決議をもって同日よ

り効力を生じることとし、有効期間は、平成 20 年 6 月開催予定の本定時株主総会の終

結時までとします。当社は、本定時株主総会において、本プランの継続について株主

の皆様のご承認をいただくことを予定しており、株主の皆様のご承認をいただいた場

合には、本プランの有効期間は、平成 23 年 6 月に開催予定の定時株主総会の終結時ま

で延長される予定です。 
但し、本プランの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廃止

されるものとします。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

止されるものとします。 
なお、当社取締役会は、会社法、金融商品取引法その他の法令も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

更する場合があります。 



 - 13 - 

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います。 
 

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の権利に直接具体的な影響が生じることはありません。 
 

(2)  対抗措置発動時に株主の皆様に与える影響 
(a) 本新株予約権の無償割当ての手続及び名義書換手続 

当社取締役会において、企業価値・株主共同の利益の確保・向上を目的として、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

います。）を行うことがありますが、その場合には、当社は、当該決議において割当

期日（以下「割当期日」といいます。）を定め、これを公告いたします。この場合、

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（以下「割当対象株主」といいます。）に対し、本新株予約権無償割当て決議にお

いて当社取締役会が定める割合で、本新株予約権が無償にて割り当てられます。従い

まして、株主の皆様におかれては、割当期日に間に合うよう、速やかに株式の名義書

換手続を行って頂く必要があります（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、割当対象株主の皆様は、当該本

新株予約権の無償割当ての効力発生日において、当然に本新株予約権に係る新株予約

権者となるため、申込の手続等は不要です。 
なお、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、当社は、上記

2.(2)「対抗措置の発動に係る手続」(d)①に記載した独立委員会の勧告を 大限尊重

して、本新株予約権の無償割当ての効力発生日までに本新株予約権の無償割当てを中

止し、又は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

の前日までに本新株予約権を無償にて取得する場合があります。これらの場合には、

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。例えば、本新株予約権の無

償割当てを受けるべき株主が確定した後（権利落ち日以降）において、当社が本新株

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

は生じませんので、当社株式の株価の希釈化が生じることを前提にして売買を行った

投資者の方は、株価の変動により損害を被る可能性があります。 
 

(b) 本新株予約権の行使の手続 
当社は、割当対象株主の皆様に対し、原則として、本新株予約権の行使請求書（行
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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

びに株主ご自身が本新株予約権の行使条件を充足すること等についての表明保証条

項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式によるものとします。）その

他本新株予約権の権利行使に必要な書類を送付いたします。本新株予約権の無償割

当て後、株主の皆様においては、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行使価額に相当する金銭を払込取扱場所に払い

込むことにより、１個の本新株予約権につき、原則として１株（当社取締役会が、

本新株予約権の無償割当て決議に際し、発行可能株式総数の範囲内で、本新株予約

権１個当たりの目的である株式の数（以下「対象株式数」といいます。）を 1 株を

超える数又は 1 株未満の数と定めた場合においては、当該定められた数）の当社株

式が発行されることになります。 
仮に、株主の皆様が、こうした本新株予約権の行使及び行使価額相当の金銭の払

込を行わなければ、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(c)に記載するところに従って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取った場合、特定買付者等以外の株主の皆様は、本新株

予約権の行使及び行使価額相当の金銭の払込をせずに当社株式を受領することとな

り、その保有する当社株式の希釈化は原則として生じません。 
 

(c)  当社による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、当社取締役会が別に定める日において、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、これと引換えに当社株式をかかる株主の皆様に交付す

ることがあります。この場合、かかる株主の皆様は、行使価額相当の金銭を払い込

むことなく、当社による当該本新株予約権の取得の対価として、１個の本新株予約

権につき原則として１株（当社取締役会が、本新株予約権の無償割当て決議に際し、

発行可能株式総数の範囲内で、対象株式数を 1 株を超える数又は 1 株未満の数と定

めた場合においては、当該定められた数）の当社株式を受領することになります。

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

等を表明する当社所定の書式による誓約書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、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、当該内容をご確認下さい。 
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Ⅳ 上記の各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由 

１．基本方針の実現に資する取組み（上記Ⅱの取組み）について 

  上記Ⅱに記載した取組みは、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・向上させるための施策であり、基本方針の実現に資するものです。 

従って、これらの施策は、基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に

資するものであって、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。 

 

２．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務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（上記Ⅲの取組み）について 

  本プランは、当社株式に対する買付等が行われた場合に、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代替案を提示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し、向上させるという目的をもって

導入されるものであり、当社の基本方針に沿うものです。 

  また、本プランは以下に述べるとおり高度の合理性を有しており、当社の企業価値ひい

ては株主共同の利益に資するものであって、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。   

(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・

相当性の原則）を完全に充足しています。 
 
(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) 株主の合理的意思に依拠したものであること 

 上記Ⅲ2.(5)「本プランの有効期間、廃止及び変更」に記載したとおり、本プランの

有効期間は、平成 20 年 6 月開催予定の本定時株主総会の終結時までと限定されており、

かつ本定時株主総会において本プランの継続に関する株主の皆様のご承認をいただく

ことを予定しております。本定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただいた
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場合には、本プランの有効期間は、平成 23 年 6 月に開催予定の定時株主総会の終結時

まで延長される予定です。 
また、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

の廃止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、本プランの消長及び内容は、当社株主の合理的意思に依拠したものとなっ

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

に本プラン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

委員会を設置しました。 
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、(i)当社社外取締役若

しくは社外監査役、又は(ii)社外の有識者のいずれかに該当する委員３名以上により構

成されます（上記Ⅲ2.(1)「本プランの概要」(b)にて記載したとおり、独立委員会の委

員は、宮城一浩氏、上拾石哲郎氏及びコーバー，マイケル ジョン氏です。）。 
また、独立委員会の判断の概要については株主の皆様に情報開示をすることとされて

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。 
 
(5) 合理的な客観的発動要件の設定 
 本プランは、上記Ⅲ2.(2)「対抗措置の発動に係る手続」(d)及び(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な客観的発動要件が充足されなけ

れば本プランに基づく対抗措置が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。 
 

(6) 第三者専門家の意見の取得 
 上記Ⅲ2.(2)「対抗措置の発動に係る手続」(c)にて記載したとおり、買付者等が出現

すると、独立委員会は、当社の費用で、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）の助言を得ることがで

きることとされています。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。 
 

(7) デッドハンド型買収防衛策ではないこと 
 上記Ⅲ2.(5)「本プランの有効期間、廃止及び変更」にて記載したとおり、本プラン

は、当社の株主総会又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廃

止することができるものとされております。そのため、当社の株券等を大量に買い付
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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可能です。 
従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交

替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。 
 

以上 
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別紙 1 

当社株式の保有状況の概要 

（平成 19 年９月 30 日現在） 

 

1. 発行可能株式総数         150,000,000 株 

2. 発行済株式総数           43,479,724 株 

3. 株主数                  9,001 名 

4. 大株主（上位 10 名）                  平成 19 年 9 月 30 日現在 

氏名又は名称 住所 
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･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行 

株式会社 

東京都中央区晴海１丁目８－11 
2,856 6.6 

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６－６ 2,220 5.1 

株式会社三菱東京 UFJ 銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７－１ 2,066 4.8 

株式会社八十二銀行 長野県長野市中御所岡田 178－８ 2,066 4.8 

ﾕｰﾋﾞｰｴｽｴｰｼﾞｰﾎﾝｺﾝ 

(常任代理人 ｼﾃｨﾊﾞﾝｸ銀行

株式会社) 

AESCHENVORSTADI1 CH-4051 

BASEL SWITZERLAND 

(東京都品川区東品川２丁目３番 14 号) 

1,942 4.5 

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行 

株式会社 

東京都港区浜松町２丁目 11－３ 
1,521 3.5 

日本興亜損害保険株式会社 東京都千代田区霞が関３丁目７－３ 1,442 3.3 

ｻﾞ ﾁｪｰｽﾏﾝﾊｯﾀﾝﾊﾞﾝｸ ｴﾇｴｲ ﾛﾝ

ﾄﾞﾝ ｴｽｴﾙ ｵﾑﾆﾊﾞｽ ｱｶｳﾝﾄ 

(常任代理人 株式会社みず

ほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行) 

WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREET 

LONDON EC2P 2HD, ENGLAND 

(東京都中央区日本橋兜町６－７) 
946 2.2 

日本電気株式会社 東京都港区芝５丁目７－１ 868 2.0 

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行 

株式会社 

東京都中央区晴海１丁目８－11 
741 1.7 

計 ― 16,670 38.3 

（注） １ 上記の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は次のとおりであります。 

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行㈱ 3,597 千株 

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行㈱ 1,521 千株 

２ 上記のほか当社所有の自己株式 2,357 千株(5.4％)があります。 

 

5. 当社役員の当社株式の保有状況 

 (1) 全役員の所有株式数合計 645 千株 

 (2) 発行済株式総数に対する全役員の所有株式数合計の割合 約 1.48% 
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別紙 2 

独立委員会委員略歴 

 

宮城 一浩（みやぎ かずひろ） 

（略歴）昭和６２年 ４月 公認会計士事務所杉田事務所 入所 

 平成 ２年 ８月 公認会計士事務所小池良事務所 入所 

 平成 ３年 ４月 青山監査法人 入所 

 平成 ７年 ８月 宮城税理士事務所開設（現任） 

 平成１２年 ６月 当社社外監査役に就任（現任） 

 

 

上拾石 哲 郎（かみじっこく てつろう） 

（略歴） 平成 ４年 ３月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 

 平成 ４年 ４月 浅沼法律事務所入所 

 平成 ７年 ４月 上拾石法律事務所開設(現任) 

 平成１４年 ６月 当社社外監査役に就任(現任) 

 

 

Korver, Michael John（コーバー，マイケル ジョン）  

（略歴） 昭和５８年 ７月 米国カリフォルニア州弁護士資格取得 

 昭和５９年 ４月 野村証券㈱勤務 

 昭和６２年 ７月 米国ニューヨーク州弁護士資格取得  

 昭和６２年 ８月 リチャーズ＆オニール法律事務所 

  （米国ニューヨーク）勤務 

 平成 ８年 ６月  グローバル･ベンチャー･キャピタル㈱取締役 

 平成１６年 ６月  一橋大学大学院国際企業戦略科教授(現任) 

 平成１８年 ６月 グローバル･ベンチャー･キャピタル㈱代表取締役（現任） 
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別紙 3 
本新株予約権無償割当ての概要 

 
１ 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期日（以下「割当期日」と

いう。）における当社の発行可能株式総数から 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する。）を減じた株式の数を上限とし

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。 
当社取締役会は、割当総数がこの上限を超えない範囲で、複数回にわたり新株予

約権の割当てを行うことができる。 
 
２ 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、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り当てる。 
 

３ 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。 

 
４ 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個当

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 株を超える数又は 1 株未満の数と定めること

ができる。 
 

５ 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円を下限とし、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価額とする。 
 

６ 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。 
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７ 本新株予約権の行使条件 

買付者等、又は買付者等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

譲り受けもしくは承継した者、その他当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議

により別途定める者（以下「特定買付者等」という。）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

とができない（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

きる等の一定の者は行使することができるほか、非居住者の本新株予約権も下記 9
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。）。 
その他詳細については、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。 
 
８ 本新株予約権の譲渡 

本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要する。 
 
９ 当社による本新株予約権の取得 
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

役会が別に定める日の到来をもって、全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、当社取締役会が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る。当社はかかる本新株予約権の取得を複数

回に分けて行うことができる。 
③ その他当社が本新株予約権を取得できる場合およびその条件については、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。 
 
上記のほか、その他必要な事項については、当社取締役会において別途定める。 

 
以 上 
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別紙４ 
独立委員会規則の概要 

 
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、

(i)当社社外取締役若しくは社外監査役、又は(ii)社外の有識者（実績ある会社経営者、

官庁出身者、弁護士、公認会計士及び学識経験者等）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。 
３．独立委員会委員の任期は 2 年間とする。但し、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。 
４．独立委員会は以下の各号に記載される事項を行う。 

（１） 本プランの適用対象となる買付等の決定 
（２） 買付者等及び当社取締役会が独立委員会に提供すべき情報の決定および要請 
（３） 買付等の内容の精査・検討 
（４） 当社取締役会から買付等に対する代替案が示された場合いは、かかる代替案の

検討 
（５） 検討期間の延長 
（６） 買付等に対する意見等の情報開示 
（７） 別途独立委員会が行うことができるものと当社取締役会が定めた事項 

５．独立委員会は、買付者等から提供された情報が本必要情報として不十分であると判断

した場合には、買付者等に対して追加的に情報を提出するよう求める。 
６．独立委員会は、買付者等より、独立委員会から追加提出を求められた情報が提出され

た場合、当社取締役会に対しても、所定の期間内に、買付者等の買付等の内容に対す

る意見及びその根拠資料、代替案（もしあれば）その他、独立委員会が適宜必要と認

める情報・資料等を提示するよう要求することができる。 
７．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。 
８．代表取締役は、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。 
９．独立委員会の決議は、原則として、独立委員会の委員全員が出席し、その過半数の賛

同をもってこれを行う。但し、やむを得ない事由があるときは、独立委員会委員の過

半数が出席し、その過半数の賛同をもってこれを行うことができる。 
 


