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平成 20年 4月 25日 

各 位 

会社名 コマニー株式会社 

代表者名 代表取締役社長    塚本 幹雄 

(コード番号 7945 名証第二部) 

問合せ先 取締役総務本部長   田中 宗紀 

(TEL 0761-21-1144) 

 

当社株式の大規模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、平成 20 年 4 月 25 日開催の取締役会において、当社の財務および事業の方針の

決定を支配する者の在り方に関する基本方針（会社法施行規則第 127 条本文に規定される

ものをいい、以下「基本方針」といいます。）および「基本方針に照らして不適切な者によ

って当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み」（会社

法施行規則 127条第 2号ロ）として、平成 20年 6月 25日開催予定の当社第 48回定時株主

総会にて、株主の皆様のご承認をいただくことを効力発生の条件に、Ⅲに記載する「会社

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」（以下「本プラン」といいます。）を導入する

ことを決定いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。また、本プランの決議

にあたりましては、当社監査役 4 名（うち 2 名は社外監査役）の全員が出席し、本プラン

の具体的運用が適正に行われることを条件として、相当である旨の意見を述べております。 

なお、当社は、平成 20 年 4 月 25 日現在、当社株式の大規模買付に関する打診および申

し入れ等を受けているわけではありませんので、念のために申し添えておきます。 

 

Ⅰ.基本方針の策定および本プラン導入の背景 

 

1.当社の経営の基本方針 

当社の経営の基本方針は、パーティションのリーディングカンパニーとして、『いい空間

には、いいパーティションがある』のブランドフレーズのもと、人に優しく、地球環境に

配慮したパーティション（間仕切製品）をお客様にご提供していくことであります。 

  当社の発想の原点は、常に「お客様」にあります。『品質至上・お客様第一主義』の経営

理念のもと、お客様の繁栄を第一に考え、お客様が快適に仕事ができる空間を創造するだ

けでなく、リユース、リサイクルにも優れた製品をご提供することで、お客様に感動して

いただき、永続的にご支持いただけるよう、当社グループの総力を結集して取組み、「№１

ブランド」の確立を目指しております。また、「人が活きる部門独立採算経営」を基盤に、

企業価値の更なる増大とグループ利益の拡大を図り、社会への一層の貢献と株主をはじめ、

お客様、取引先からより多くの信頼が得られる事業活動を推進いたしております。当社で
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は、こうした経営の基本方針をもとに、当社の企業価値・株主共同の利益を中長期的に確

保し、向上させるための施策に邁進する所存であります。 

 

2.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 

 当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社事業を取り巻く様々

なステークホルダーとの信頼関係の中で、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を永続

的に向上させる者でなければならないと考えております。 

 当社取締役会は、公開会社として当社株式の自由な売買を認める以上、当社取締役会の

賛同を得ずして行われる敵対的な買収であっても、それが企業価値・株主共同の利益を損

なうものでなければ、これを否定するものではありません。また、当社の支配権の移転を

伴う大規模買付行為に応じるか否かは、最終的には、株主の皆様の判断に基づき行われる

ものと考えております。 

 しかしながら、株式の大規模買付けの中には、その目的等から見て、企業価値・株主共

同の利益を侵害し、自らの利潤のみを追求するもの、株主に株式の売却を事実上強要する

もの、対象会社の取締役会や株主が株式の買収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等、対象会社の

企業価値・株主共同の利益を毀損するものも少なくありません。 

かかる認識を踏まえ、当社取締役会は、株主の皆様に大規模買付行為に応じるか否かを

適切にご判断していただくためには、株主の皆様に対し、適切かつ十分な判断材料を提供

する必要があるものと考えます。 

 そのためには、当該大規模買付行為について、その目的、方法および内容、買付後にお

ける当社グループの経営方針、事業計画等の内容、買付後における当社の従業員、取引先、

お客様等の利害関係者の処遇方法等のほか、当該買付行為に対する当社の評価、当該買付

行為以外の代替案の有無・内容等について当社取締役会からそれぞれ適切かつ十分な情報

が提供され、かつ提供された情報を株主の皆様が十分に検討するための時間が確保される

ことが必要であると考えております。 

 当社取締役会ではこのような考え方に立ち、当社株式に対する買付けが行われた際に買

付けを受け入れ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

るために必要となる情報や時間を確保することや、株主の皆様のために当社取締役会が買

付者と交渉を行うなど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

る買付行為を抑止するための枠組みが必要であるとの結論に至りました。 

 また、本プランにおいては、当社取締役会の恣意的判断を排除するために、当社の業務

執行を行う経営陣から独立している社外の委員 3 名以上により構成される独立委員会の判

断を経るとともに、株主の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保すること

としています。 
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Ⅱ.当社グループの企業価値・株主共同の利益の確保・向上に向けた取組みについて 

 

1.当社の企業価値の源泉 

当社は、昭和 36年(1961年)石川県小松市に、保管庫・キャビネット製造の町工場から創

業しました。しかしながら、保管庫・キャビネット等の「箱もの」は運送コストがかさみ、

大手メーカーが販売する低コスト製品との競争力が弱いため、その打開策としてパーティ

ションの開発に取組みました。昭和 45年(1970年)に社名を株式会社コマツパーティション

工業に変更し、パーティションの専業メーカーとして経営資源をこの事業に集中しました。

昭和 55年(1980年)には、パーティション業界では売上高第一位を達成し、現在もその地位

を堅持しております。昭和 59年(1984年)に、新生コマツとして、現在のコマニー株式会社

に社名を変更しました。 

オフィスでは、パーティションは快適で機能的な空間を創造する建築内装材として、“名

脇役”から現在では“準主役”の地位に向上・評価されております。 

変遷するパーティション業界の歴史の中で、当社は、常にトップランナーとして走り続

けています。当社の企業価値の源泉は、以下の結びつきにより生み出されています。 

①「お客様貢献サイクル」によるスピード対応力 

  当社のビジネスモデルの特長は、「お客様貢献サイクル」を高い品質で廻すことで、

顧客価値を創出することにあります。「お客様貢献サイクル」は、先人たちがお客様に

貢献した歴史の中で築き上げてきました。訴求活動を通じた空間に関する困り事の解

決策の具現化、見積前の現場調査、具体的な提案活動、工場への製作手配、現場立会

いでの工事、納入後訪問という営業活動の基礎となるサイクルとなっております。こ

れにより、お客様の信頼を勝ち取り、さらなる情報交換を可能にしています。このス

ピード対応力は、専業メーカーならではのノウハウであります。 

②パーティションの最終組立て工程で製品品質を確保する施工技術対応力 

  パーティションは、工場での生産段階では半完成製品であります。お客様の現地・

現場で組立て・取付け施工を行って初めて商品となります。当社では、施工現場をパ

ーティションの最終組立て工程と位置づけ、施工対応における技術力・サービス力の

質向上に努めております。 

③お客様の要望を顕在化する製品開発力 

  当社は、パーティションの機能性・デザイン性を最大限に活用し、空間を仕切るこ

とで、お客様のニーズに合った快適で、機能的な空間を創出し、提供しております。 

  また、21 世紀に入り、地球温暖化現象等による環境対応が重要視されるなか、当社

はいち早く環境にやさしいパーティション製品の開発に先進的に取組んでおります。 

④利益を創出する製造部門の改善力 

  パーティションの原材料（鋼板・アルミ地金等）は、ここ数年著しく、値上りして

おります。当社製造部門は、原材料の価格上昇や販売価格の競争激化等に対して、KSS
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活動（5S 活動）を基盤にした良品 100％・歩留りの向上の取組みによって、総原価の

低減活動を実行し、大きな成果を出しております。 

⑤コンプライアンスの順守と業績の向上 

  当社は、社員一人ひとりに対して、“スキル(仕事を成果に結びつける力)”と“バリ

ュー(正しい考え方、価値観)”を重視し、個人の成果よりもチームワークとしての組

織力の発揮で業績向上を目指しております。そして、当社は仕事の価値判断として、

順法＞利益＞売上を全社員に徹底しております。 

当社は、デミング賞の受賞企業として TQC(全社的品質管理活動)を経営管理の基盤と

し、時間当り採算で貢献度を図る部門独立採算制度(アメーバ経営)を推進しておりま

す。 

  こうした考え方・取組みが社員一人ひとりに浸透し、さらには次の世代の人材に脈々

と受け継がれております。 

   

2.企業価値向上の取組み 

当社は、当社の企業価値の源泉を踏まえて、『品質至上・お客様第一主義』の経営理念に

基づき、“お客様の満足と感動が付加価値の増大につながる”という認識のもと、お客様か

ら喜んでいただけることを最重要テーマとして、以下の諸施策を通じて、更なる企業価値

の向上に努めてまいります。 

①『生涯顧客づくり』の推進 

営業では、営業方針を「顧客密着」とし、重点顧客に特化した活動へと変革し、当

社を継続してご愛用いただく『生涯顧客づくり』を推進してまいります。 

また、オフィス市場、工場市場を重点市場と位置づけ、顧客・市場に適応した製品

を迅速に提供していくことにより、顧客満足度の向上を目指してまいります。生産は、

他社が追従できない№1のスピードあるモノづくりを確立してまいります。 

 ②徹底したロス排除による原価低減と効率向上 

   受注から生産、施工における徹底したロス排除により、総原価の低減と業務効率の

向上に努めてまいります。 

   また、当社の強みであります施工体制につきましては、連結子会社のコマニーエン

ジニアリング㈱を通じて、パーティションの施工における技術力・サービス力の質向

上を図るとともに、お客様から支持される『施工サービスシステム』の構築に努めて

まいります。 

③グローバリゼーションに対応するための中国における事業拡大 

中国におけるパーティション需要の拡大は、過去の日本と同じ歩みを見せておりま

す。高層ビルの建築内装壁は、軽量化や工期短縮の要求から、乾式工法内装壁（パー

ティション）の活用が増加しております。現在、世界最高層ビルとして建設中の上海

環球金融中心（地上 101 階、高さ 492ｍの「垂直の複合都市」）には、連結子会社の格
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満林(南京)実業有限公司が製造したパーティションが採用されております。 

同社は、平成 9 年(1997 年)に創業以来、高級建材としてのパーティションの市場認

知活動および『格満林』ブランド力の向上に努め、売上高を着実に伸長させてまいり

ました。今後も、急速に需要の拡大が見込まれる中国において、当社グループの企業

間連携、補完、交流を積極的に行い、パーティションの拡販を行ってまいります。 

④高い目標に挑戦する人材育成 

  人材育成では、公正な企業活動と社会倫理を順守することを基本に置き、経営理念

の体得や業務スキルの習得を目的とした社内研修を継続的に実施し、社員一人ひとり

が自己の果たすべき役割と責任を認識することで常に高い目標に挑戦する社内風土の

醸成に努めてまいります。 

 

3.コーポレート・ガバナンスについて 

当社は、企業価値を増大させていくために、経営の効率を高め、公正で迅速な意思決定

の向上に努めることをコーポレート・ガバナンスの基本と考えております 。 

また、経営の健全性および透明性を確保するために、経営監督機能および法令順守体制

の強化がますます重要性を増していると認識し、コーポレート・ガバナンスの充実を図っ

ております。 

当社は、監査役制度を採用しております。当社の取締役は 7名、監査役は 4名(うち社外

監査役 2名)であります。 

当社は、取締役会(経営方針の決定、業務執行の監督機能)を月１回定例開催しておりま

す。 

なお、事業環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を１

年としております。 

業務執行機能につきましては、執行役員制度を導入しており、執行役員 23 名(取締役 6

名、専任者 17名)が担当業務の執行責任を負っております。 

当社は、アメーバ会議を設置し、月１回定例開催しております。アメーバ会議は、取締

役、監査役、執行役員に加え、関係部門責任者が参画し、新製品戦略、既存製品の製造お

よび販売戦略等、経営戦略の全社共有化を図り、事業環境の変化に迅速に対応できる意思

決定に結びつけております。 
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Ⅲ.会社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（本プランの内容） 

 

1.本プランの概要 

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

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

合に、買付等を行う者（以下「買付者等」といいます。）に対し、事前に当該買付等に関す

る必要かつ十分な情報の提供を求め、当該買付等についての情報収集・検討等を行う時間

を確保した上で、株主の皆様に当社経営陣の計画や代替案の提示を行い、買付者等との交

渉等を行っていくための手続（以下「大規模買付ルール」といいます。）を定めております。 

 

2.対象となる買付等 

本プランは、買付者等から、以下の①または②に該当する買付等（以下「大規模買付」

といいます。）がなされた場合を適用対象とします。 

①当社が発行者である株券等(注 1)について、保有者(注 2)の株券等保有割合(注 3)が

20％以上となる買付等 

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

有割合(注 6)およびその特別関係者(注7)の株券等所有割合の合計が 20％以上となる公

開買付等 

 

3.買付者等に対する情報提供の要請 

(1)大規模買付者に対する情報提供の要請 

 上記 2.に定める買付等を行う買付者等（以下「大規模買付者」といいます。）は、買付等

の実行に先立ち、当社代表取締役宛に大規模買付ルールに定める手続きを順守する旨の「意

向表明書」を当社の定める書式にて提出していただきます。意向表明書には、大規模買付

者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先および提案する大規模買付の概

要を明示していただくとともに、大規模買付ルールを順守する旨の誓約を記載していただ

きます。 

当社取締役会は、この意向表明書の受領後 10営業日以内（初日不参入）に、大規模買付
者から当初提供していただくべき大規模買付情報のリストを大規模買付者に交付します。

提出された情報が大規模買付情報として不十分であると当社取締役会が判断した場合には、

必要に応じて独立委員会に諮問の上、大規模買付者に対し、適宜回答期限を定めて、大規

模買付情報の追加的な提供を求めることがあります。この場合、大規模買付者においては、

当該期限までに要請に係る情報を追加的に提供していただきます。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情報は、適切と判断される時点で、

その全部または一部を開示します。大規模買付者に提供を求める大規模買付情報の一般的
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項目の主たるものは以下のとおりであります。 
①買付者等およびそのグループ（共同保有者(注 8)、特別関係者および（ファンドの場合

は）各組合員その他の構成員を含みます。）の詳細（具体的名称、資本構成、事業内容、

財務内容等を含みます。） 
②買付等の目的、方法および内容（買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、関連す

る取引の仕組み、買付等の方法の適法性、買付等の実行の蓋然性を含みます。） 

 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

値情報および買付等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジー効果の

内容（他の株主に対して分配されるシナジーの内容を含みます。）およびその算定根拠

等を含みます。） 

④買付等の資金の裏付け（買付等の資金の提供者（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買付等の後の当社および当社グループの経営方針、事業計画、財務計画、資本政策お

よび配当政策 

⑥買付等の後の当社および当社グループの従業員、労働組合、顧客、取引先、地域社会

その他の利害関係者に関する対応方針 

⑦当社の他の株主との間の利益相反を回避するための具体的方策 

⑧私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律その他の法令等の順守に関する事

項 

⑨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、意向表明書の記載を含む、当社取締役会等への一切の情報提供、通知・連絡なら

びに交渉は、日本語においてなされるもののみ、正当なものとします。 

 

(2)買付等の内容の評価検討 

①当社取締役会による評価検討 

   当社取締役会は、大規模買付者が当社取締役会に対して大規模買付情報の提供を完

了した後、大規模買付行為の評価検討の難易度に応じ、次の期間を当社取締役会によ

る評価、検討、交渉、意見形成および代替案作成のための期間（延長された期間を含

む。以下「買付行為評価期間」といいます。）として与えられるものとします。従って、

大規模買付行為は、買付行為評価期間の経過後にのみ開始されるものとします。 

(a)対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社株券等の全ての買付けの場

合：60日間（初日不参入） 

(b)その他の大規模買付行為の場合：90日間（初日不参入） 

   なお、いずれの場合においても、当社取締役会は、取締役会による評価等のための

期間がさらに必要であるときは、最大 30日間の延長ができるものとします。 

買付行為評価期間中、当社取締役会は、必要に応じ外部専門家（ファイナンシャル・
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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、提供された大規模買付情報を十分に評価検討し、当社取締役会としての

意見を慎重に取りまとめ、公表します。また、必要に応じ大規模買付者との間で大規

模買付行為に関する条件について交渉し、当社取締役会として当社株主の皆様へ代替

案を提示することもあります。 

 
②独立委員会による検討ならびに当社取締役会への勧告 

本プランにおいて、大規模買付者に対して対抗措置をとるか否かの判断に当たって

は、その透明性、公正性および合理性を担保するために、当社は、当社取締役会から

独立した組織として、独立委員会を設置し、取締役会は、対抗措置発動の是非等を決

定するときは、独立委員会に諮問し、独立委員会の勧告を受けるものとします。独立

委員会の委員は、３名以上とし、当社経営陣から独立した社外取締役、社外監査役、

または社外有識者（企業経営者、弁護士、公認会計士、学識経験者など）の中から選

任するものとします。なお、独立委員会の委員の選任基準、決議要件、決議事項等に

ついては、別紙１の独立委員会規則の概要のとおりであり、本プラン導入時の独立委

員会委員候補者の氏名および略歴は別紙２のとおりです。 

独立委員会は、当該大規模買付内容の検討、大規模買付者と当社取締役会の事業計

画等の比較検討および取締役会の提供する代替案の検討等を行い、後記４.「買付行為

がなされた場合の対応方針」に基づき審議・決議し、その決議内容に基づいて、当社

取締役会に対し勧告を行います。独立委員会は、必要に応じ、当社の費用で外部専門

家の助言を受けることができ、また、自らまたは当社取締役会等を通じて、大規模買

付者に対して検討資料や情報の提供を求めるなど等、審議・決議に当たって必要な措

置をとることができるものとします。 

独立委員会の勧告の事実とその概要その他当社取締役会が適切と判断する事項につ

いては、これを速やかに開示します。 

 

③当社取締役会決議および情報開示 

  当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限に尊重し、最終的に対抗措置の発動・

不発動について決議するものとします。なお、対抗措置発動の取締役会決議に際して

は、監査役の過半数の同意を要するものとします。当社取締役会は、当該決議を行っ

た場合、速やかに当該決議の内容その他の事項について、これを開示します。 

 
4.買付行為がなされた場合の対応方針 

(1)買付者等が大規模買付ルールに定める手続きを順守しない場合 

大規模買付者が大規模買付ルールを順守しない場合、具体的な買付方法の如何にかかわ

らず、当社取締役会は、大規模買付行為に対する対抗措置として、当社の企業価値および



9 

株主共同の利益を守るため、会社法その他の法律および当社定款で定められている適切な

措置をとることがあり、かかる措置として、後記 5.「対抗措置の概要（本新株予約権の無

償割当て）」のとおり、本新株予約権の無償割当てを行うことがあります。大規模買付者が

大規模買付ルールを順守したか否か、ならびに、対抗措置の発動の適否および具体的な内

容については、独立委員会に諮問し、その勧告を最大限尊重した上で、当社取締役会が決

定します。 

 

(2)買付者等が大規模買付ルールに定める手続きを順守した場合 

大規模買付ルールは、当社の経営に影響力を持ち得る規模の当社株式の買付行為につい

て、株主の皆様に対し、あらかじめ、そのような買付行為に応じるか否かの判断のために

必要となる大規模買付行為に関する情報や現に当社の経営を担っている当社取締役会の意

見を提供し、さらには必要に応じて取締役会による代替案の提示を受ける機会を保証する

ことを目的とするものです。したがって、大規模買付者が大規模買付ルールを順守してい

る場合には、原則として、当社取締役会の判断のみで大規模買付行為を阻止するために対

抗措置をとるようなことは行わず、大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、当該大規

模買付提案の内容およびそれに対する当社取締役会の意見、代替案等をご検討の上、株主

の皆様にご判断いただくことになります。 

しかしながら、大規模買付ルールが順守されている場合であっても、当該大規模買付行

為が、当社の企業価値また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、当社

取締役会は、例外的に大規模買付行為に対する対抗措置として、当社の企業価値および株

主共同の利益を守るための措置をとることがあり、かかる措置として、後記 5.「対抗措置

の概要（本新株予約権の無償割当て）」のとおり、本新株予約権の無償割当てを行うことが

あります。具体的には、次のいずれかに該当すると認められる場合には、大規模買付行為

が当社の企業価値または株主共同の利益を著しく損なう場合に該当するものと判断します。  

なお、対抗措置の発動の適否および具体的な内容については、独立委員会に諮問し、その

勧告を最大限尊重した上で、当社取締役会が決定します。 

①株券等を買い占め、その株券等につき当社に対して高値で買取りを要求するような場

合 

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

牲の下に大規模買付者の利益を実現する経営を行うような場合 

③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

するような場合 

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ような場合 

⑤強圧的二段階買付け（最初の買付けで全株式の買付けを勧誘することなく、二段階目
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の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株券等の買付

け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 
⑥買付けの条件等（対価の価額・種類、買付けの時期、買付けの方法の適法性、買付け

の実行の蓋然性を含みます。）が当社の本源的価値に鑑み、著しく不十分または不適当

な買付等である場合 

⑦当社の持続的な企業価値増大の実現のために必要不可欠な、従業員、顧客、取引先、

債権者などの当社に係る利害関係者との関係を破壊することにより、当社の企業価値

ひいては株主共同の利益に反する重大なおそれをもたらす買付等である場合 

 

(3)対抗措置発動の停止等について 

当社取締役会は、必要に応じて大規模買付者と協議・交渉を行い、対抗措置としての本

新株予約権の無償割当てを決定した後であっても、大規模買付者から買付提案の判断の基

礎になった事項に重要な変更を加える旨の申し出があった場合、大規模買付行為が存しな

くなった場合その他対抗措置の発動が相当ではないと判断した場合には、独立委員会に諮

問し、その勧告を最大限尊重した上で、本新株予約権の無償割当ての中止等、対抗措置の

停止を行うことがあります。かかる対抗措置発動の停止等を行う場合に、株主および投資

家の皆様に与える影響については、後記 8.(2)「本新株予約権の無償割当て時に株主および

投資家の皆様に与える影響」をご参照ください。 

 
5.対抗措置の概要（本新株予約権の無償割当て） 

 大規模買付行為に対する対抗措置としての本新株予約権の無償割当てを行う場合の概要

は以下の通りです。 

(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

割当決議」といいます。）において、別途定める割当期日（以下「割当基準日」といいます。）

における当社の最終の発行済株式総数（但し、同時点において当社の有する当社株式の数

を控除します。）と同数を上限として、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議におい

て、別途定める数とします。 

 

(2)割当ての対象となる株主 

  割当基準日における当社の最終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された

当社以外の株主に対し、その保有する当社株式１株につき本新株予約権１個を上限として

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割合で、本新株予約権を

無償で割当てます。 
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(3)本新株予約権割当ての効力発生日 

本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める日とします。 

 

(4)本新株予約権の目的となる株式の種類および数 

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

目的となる株式(注 9)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。 

 

(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株あたりの価額は金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します。 

 

(6)本新株予約権の行使期間 

本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定めた日を初日（以下、かか

る行使期間の初日を「行使期間開始日」といいます。）とし、１ヶ月間から３ヶ月間までの

範囲で本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める期間とします。但

し、後記（9）項②に基づき、当社が本新株予約権を取得する場合、当該取得に係る本新株

予約権についての行使期間は、当該取得日の前営業日までとします。また、行使期間の最

終日が行使に際して払い込まれる金銭の払込取扱場所の休業日にあたるときは、その前営

業日を最終日とします。 

 

(7)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。 

 

(8)本新株予約権の行使条件 

①特定大量保有者(注 10) 

②特定大量保有者の共同保有者 

③特定大量買付者(注 11) 

④特定大量買付者の特別関係者 

⑤上記①ないし④に該当する者からの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 

⑥上記①ないし⑤記載の者の関連者(注 12)（以下、①ないし⑥に該当する者を「非適格

者」といいます。） 

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はできません。また、外国の適
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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できるほか、非居住者の有する本新株

予約権も、適用法令に従うことを条件として、当社による当社株式を対価とする取得の対

象となります。）。さらに、本新株予約権の行使を充足していること等についての表明保証

条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式による書面を提出しない場合も、

本新株予約権を行使することができません。(注 13) 

 

(9)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等を交付することが

できます。 

また、かかる取得がなされた日以降に、本新株予約権を有する者のうち非適格者以外

の者が存在すると当社取締役会が認める場合には、上記の取得がなされた日より後の

当該当社取締役会が別途定める日において、当該者の有する本新株予約権のうち当該

当社取締役会の定める日の前営業日までに未行使のもの全てを取得し、これと引換え

に、本新株予約権１個につき対象株式数の当社株式等を交付することができるものと

し、その後も同様とします。 

 ③本新株予約権の行使条件の詳細については、本新株予約権無償割当て決議において別

途定めるものとします。 

 
6.本プランの有効期間および変更・廃止 

本プランは、平成 20年 6月 25日開催予定の当社第 48回定時株主総会で出席株主の皆様

の議決権の過半数のご承認を頂けた場合にのみ、効力を生じます。同総会でご承認が頂け

た場合は、その有効期間は同総会終結の時から平成 23年 3月期の事業年度に関する定時株

主総会終結の時までの３年間とします。 

但し、かかる有効期間内であっても、当社の株主総会において本プランを変更または廃

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または廃

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、本プランの目的に反しない範囲、または会社法、金融商品取引
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法、その他の法令もしくは証券取引所規則の変更またはこれらの解釈・運用の変更、また

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に諮問し、そ

の承認を得た上で、本プランを修正し、または変更することができるものとします。 

当社は、本プランが廃止または修正等された場合には、当該廃止または修正等の事実お

よび修正等の場合にはその内容その他当社取締役会が適切と認める事項について、これを

速やかに開示します。 

 

7.本プランの合理性 

(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)株主意思を尊重するものであること 

本プランは、株主の皆様のご意思を反映するために、定時株主総会における株主の皆様

のご承認の下に本プランを導入することとしております。 

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、本プランの変

更、廃止の決議がなされた場合には、速やかに変更または廃止されることになっておりま

す。その意味では、本プランの導入および廃止は、当社株主の皆様の意思に基づくものと

なっております。 

 

(4)合理的な客観的条件の設定 

本プランにおける対抗措置は、前記 4.「買付行為がなされた場合の対応方針」に記載の

とおり、予め定められた合理的な客観的条件に該当しなければ発動されないように設定さ

れており、当社取締役会の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。 

 

(5)独立性の高い社外者による判断の重視および速やかな情報開示 

本プランの導入にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、対抗措置の発
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動の可否等を含む本プランの運用に関する審議・決議および取締役会に対する勧告を行う

ことができる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、当社の社外取締役、社外監査役または企業経営者、弁護士、公

認会計士もしくは学識経験者などの外部有識者から選任される３名以上の委員から構成さ

れ、その判断は最大限尊重されることとなっております。 

また、独立委員会の判断は株主の皆様に速やかに開示されることとなっており、当社の

企業価値・株主共同の利益に資するよう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。 
 
(6)デットハント型やスローハンド型買収防衛策ではないこと 

  本プランは、前記 6.「本プランの有効期限および変更・廃止」に記載したとおり、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いつでも廃止することができ

るものとされており、大規模買付者が、自己の指名する取締役を当社株主総会で選任し、

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ので、デッ

ドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止でき

ない買収防衛策）ではありません。また、当社の取締役の任期は１年であるため、本プラ

ンはスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないた

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。 

 

8. 株主および投資家の皆様に与える影響 

(1)本プランの導入時に株主および投資家の皆様に与える影響 

 本プランの導入時点においては、本新株予約権の無償割当て自体は行われませんので、

株主および投資家の皆様に直接具体的な影響が生じることはありません。 

 本プランは、株主の皆様が大量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、

現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見等を提供し、さらには株主の皆様が代替

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、

十分な情報を取得して、大量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、そのことが株主の皆様の共同の利益の保護につながるものと考えます。従いま

して、本プランの設定は、株主および投資家の皆様が適切な投資判断を行う上での前提と

なるものであり、株主および投資家の皆様との共同の利益に資するものであると考えてお

ります。 

なお、前記 4.「買付行為がなされた場合の対応方針」に記載のとおり、買付者等が本プ

ランを順守するか否かにより当該買付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、株

主および投資家の皆様におかれましては、買付者等の動向にご注意ください。 

 

 



15 

(2)本新株予約権の無償割当て時に株主および投資家の皆様に与える影響 

当社取締役会が本新株予約権の無償割当てを実施する決議を行った場合、別途定める割

当基準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個を上

限として本新株予約権が無償にて割当てられます。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後記(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な

手続」②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、後記(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な手続」③

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とった場合、非適

格者以外の株主の皆様は、本新株予約権の行使および行使価額相当の金銭の払込みをせず

に、当社株式を受領することとなり、保有する当社株式１株当たりの価値の希釈化は生じ

ますが、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、割当基準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、大規模買付者が大規模買付行為を撤回した等の事情により、本新株予約権の無償割当

てを中止し、または本新株予約権の行使期間開始日前日までに、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、その場合には、

当社株式１株当たり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。 

 
(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な手続 

①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基準日を公告いたします。 
この場合、割当基準日における当社の最終の株主名簿または実質株主名簿に記載ま

たは記録された株主に本新株予約権が無償にて割当てられますので、株主の皆様にお

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

証券保管振替機構に対する預託を行っている株券については、名義書換手続は不要で

す。） 

なお、割当基準日における当社の最終の株主名簿または実質株主名簿に記載または

記録された株主の皆様は、本新株予約権の無償割当ての効力発生日において、当然に

新株予約権者となります。 

 

②本新株予約権の行使手続 

   当社は、割当基準日における当社の最終の株主名簿または実質株主名簿に記載また

は記録された株主の皆様に対し、原則として、本新株予約権の行使請求書（当社所定
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の書式によるものとします。）その他本新株予約権の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、株主の皆様におかれましては、権利行使期間内に

本新株予約権の取得の行使に際して出資される財産の価額を発生するまでに、これら

の必要書類を提出したうえ、対象株式数１株当たり、１円を下限として当社１株の時

価の２分の１の金額を上限とする金額の範囲内で当社取締役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。 

 

③当社による本新株予約権の取得手続 

   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、株主の皆様においては、別途、ご自身

が非適格者でないこと等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む

当社所定の書式による書面をご提出いただくことがあります。 

上記のほか、本新株予約権の割当て方法、名義書換方法、行使の方法および当社に

よる取得の方法等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開示または通知いたしますので、当

該内容をご確認ください。 

 

 

(注 1)金融商品取引法第 27条の 23第 1項に定義されます。以下別途の定めがない限り同じ

とします。なお、本プランにおいて引用される法令等に改正（法令名の変更や旧法令

等を継承する審法令等の制定を含みます。）があった場合には、本プランにおいて引用

される法令等の各条項は、当社取締役会が別途定める場合を除き、当該改正後におい

てこれらの法令等の各条項を実質的に継承する法令等の各条項に読み替えられるもの

とします。 

(注 2)金融商品取引法第 27条の 23第１項に規定されるものをいい、同条第 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。）以下同じとします。 

(注 3)金融商品取引法第 27条の 23第 4項に定義されます。以下同じとします。 

(注 4)金融商品取引法第 27条の 2第 1項に定義されます。以下同じとします。 

(注 5)金融商品取引法第 27条の 2第 6項に定義されます。以下同じとします。 

(注 6)金融商品取引法第 27条の 2第 8項に定義されます。以下同じとします。 

(注 7)金融商品取引法第 27条の 2第 7項に定義されます（当社取締役会がこれに該当する

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
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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。以下同じとします。 

(注 8)金融商品取引法第 27条の 23第 5項に規定される共同保有者をいい、同条第 6項に基

づき共同保有者とみなされる者を含みます（当社取締役会がこれに該当すると認めた

者を含みます。）。以下同じとします。 

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

①本新株予約権の行使により発行される当社株式および②本新株予約権の取得と引換え

に交付する株式は、いずれも当社が本定時株主総会開催時において、現に発行している

株式（普通株式）と同一の種類の株式を指すものとします。 

(注 10)原則として、当社が発行者である株券等の保有者で、当該株券等に係る株券等保有

割合が 20％以上である者（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）をい

います。但し、その者が当社の株券等を取得・保有することが当社の企業価値または株

主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割当て決議

において当社取締役会が別途定める所定の者は、特定大量保有者に該当しないものとし

ます。以下同じとします。 

(注 11)原則として、公開買付けによって当社が発行者である株券等（金融商品取引法第 27

条の 2第 1項に定義されます。以下本（注 11）において同じとします。）の買付け等（同

法第 27条の 2第 1項に定義されます、以下本（注 11）において同じとします。）を行う

旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有（これに準ずるものと

して金融商品取引法施行令第 7条第 1項に定める場合を含みます。）に係る株券等の株券

等所有割合がその者の特別関係者の株券等所有割合と合計して 20％以上となる者（当社

取締役会がこれらに該当すると認めた者を含みます。）をいいます。但し、その者が当社

の株券等を取得・保有することが当社の企業価値または株主共同の利益に反しないと当

社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途

定める所定の者は、特定大量買付者に該当しないものとします。以下同じとします。 

(注 12)ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしくはそ

の者と共同の支配下にある者（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）、

またはその者と協調して行動する者として当社取締役会が認めた者をいいます。なお、

「支配」とは、他の会社等の「財務および事業の方針の決定を支配している場合」（会社

法施行規則第 3条に定義されます。）をいいます。 

(注 13)本新株予約権を有する者が本プラン 5.(9)「本新株予約権の行使条件」の規定に従

い本新株予約権を行使することができない場合であっても、当社は、当該新株予約権を

有する者に対して、損害賠償責任その他の責任を一切負わないものとします。 

 

以 上 
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別紙１ 独立委員会規則の概要 

 

1.独立委員会設置の決議  独立委員会（本別紙において、以下「委員会」といいます。）

は、当社取締役会の決議により設置される。 

2.委員会の構成      委員会の委員は、３名以上とし、当社経営陣から独立した社

外取締役、社外監査役、または社外有識者（企業経営者、弁

護士、公認会計士、学識経験者など）の中から、当社取締役

会の決議に基づき選任する。 

3.委員の任期       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

うち最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。 

4.審議・決議事項     委員会は、本プランの発動の是非、本プランの中止または停

止、本プランの修正等、その他本プランに関して、当社取締

役会が委員会に諮問した事項について審議のうえ、委員会と

して決議をし、その理由を付して当社取締役会に対して勧告

する。 

5.委員会の決議方法    委員会の決議は、原則として、委員全員が出席し、その過半

数をもってこれを行う。但し、委員のいずれかに事故がある

ときその他特段の事由があるときは、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.説明要求        委員会は、必要な情報収集を行うため、当社の取締役、監査

役、従業員その他委員会が必要と認める者に対して説明を求

めることができる。 

7.その他         委員会は、当社の費用で、業務執行を行う経営陣から独立し

た第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認

会計士、税理士、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。 

以 上 
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別紙２ 独立委員会の委員の氏名および略歴 

 

氏名（生年月日） 略  歴 

手塚 一男 

（昭和 16年 4月 7日生） 

 

昭和４２年 弁護士登録、兼子・岩松法律事務所入所 

現在に至る 

1)  兼子・岩松法律事務所と当社との間には、弁護士顧問契約

の取引関係はありません。 

2)  現在、同氏と当社の間には特別な利害関係はありません。

 

岩本  繁 

（昭和 16年 3月 31日生） 

昭和５１年 公認会計士登録 

平成１１年 朝日監査法人 理事長（現 あずさ監査法人） 

平成１６年 あずさ監査法人 会長 

平成１７年 あずさ監査法人会長退任後、全国農業共同組合中

央会 理事 監査委員長 

平成１８年 日本電信電話株式会社 監査役 

      現在に至る 

1)  岩本 繁氏は、平成 16年 3月期まで、当社の監査を担当し

ておりましたが、それ以降は当社の監査はもとより、当社

の業務に関与したことは一切ありません。 

2)  現在、同氏と当社の間には特別な利害関係はありません。

 

森川  章 

（昭和 18年 5月 1日生） 

 

昭和５５年  京都大学大学院経済学研究科博士課程単位取得 

平成１９年 名城大学経営学部長就任、現在に至る 

1) 現在、同氏と当社の間には特別な利害関係はありません。 
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別紙３ 当社株式の状況（平成 20年 3月 31日現在） 

 

1.発行可能株式総数    20,000,000 株 

2.発行済株式総数      10,924,075 株 

3.大株主の状況 

氏名又は名称 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（％）

コマニー共栄会 726 6.65

塚本 幹雄 706 6.46

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱ 624 5.71

塚本 清人 570 5.22

コマニー従業員持株会 553 5.06

㈱北國銀行 360 3.29

㈱北陸銀行 345 3.16

吉田 敏夫 232 2.12

木村 直子 223 2.04

ノーザン トラスト カンパニー エイブ

イエフシー リ フィデリティ ファンズ
214 1.96

(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・サービス信託銀行㈱   624千株 

２ 次の法人から、平成19年10月22日に大量保有報告書の提出があり(報告義務発生日 平成19年

10月15日)、同日現在で次のとおり株式を所有している旨報告を受けておりますが、期末時点

における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」に含

めておりません。 

氏名又は名称 
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(％) 

フィデリティ投信㈱ 505 4.62

３ 次の法人から、平成19年11月14日付で大量保有報告書の提出があり(報告義務発生日 平成19

年11月9日)、同日現在で次のとおり株式を所有している旨報告を受けておりますが、期末時点

における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」に含

めておりません。 

氏名又は名称 
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(％) 

シンプレクス・アセット・マネジメン
ト㈱ 550 5.04

 
 


