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当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）について 

 

当社は、平成２０年５月１３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 条本文に規定されるもの

をいい、以下「基本方針」といいます。）を定めるとともに、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）として、平成２０年６月２４日開催予定の当社第57回定時株

主総会（以下「本定時総会」といいます。）における株主の皆様のご承認を条件に、当社株式

の大規模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。ご承認後の本プランの

有効期間は平成２３年６月に開催予定の定時株主総会終結のときまでとなります。なお、現在、

当社が買収提案を受けている事実はございません。また、株式会社京三製作所は平成２０年３

月３１日現在当社の発行済株式数の２０．４１％を所有しておりますが、同社は当社設立以来

の大株主であります。 

 

一 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容

や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利

益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考え

ております。 

   当社は、上場会社として当社株式の自由な売買が認められる以上、特定の者あるいは特

定のグループが、当社経営陣に事前の賛同を得ることなく一方的に株式の大規模買付けを

強行することが有りうると認識しております。当社としては、このような大規模買付けで

あっても、当社の企業価値・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

るものではなく、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。 

しかしながら、株式の大規模買付けの中には、その買付けの目的等から見て企業価値・
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株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要する

おそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主による株式の大規模買付けの内容等に関す

る検討あるいは対象会社の取締役会による代替案提案のための十分な時間や情報を提供し

ないもの等、企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。 

   当社は、創業以来 50 年以上にわたって、高効率な電力変換・制御（以下「パワーマネジ

メント」といいます）を可能にする、パワー半導体の開発・製造・販売を柱に事業を展開

してまいりました。省エネや環境保全の面から、社会に貢献していく製品を開発し市場へ

供給することで、企業としての価値を高めていくことに取り組んでまいりました。 

   これらの取組みが当社の株式の大規模買付けを行う者により中長期的に確保され、向上

させられるのでなければ、当社の企業価値・株主共同の利益は著しく毀損されることにな

ります。また、特定の買収者から大規模買付けの提案を受けた際には、上記事項の他、当

社の有形無形の経営資源、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

成する事項等さまざまな事項を適切に把握した上、当該買付けが当社の企業価値・株主共

同の利益に及ぼす影響を適切に判断する必要があります。更に、外部者である買収者が大

規模買付けを行う場合に、株主の皆様が 善の選択を行うためには、買収者の属性、大規

模買付けの目的、買収者の当社の事業や経営についての意向、従業員およびその他のステ

ークホルダーに対する対応方針等の買収者の情報を把握した上で、買付けが当社の企業価

値や株主共同の利益に及ぼす影響を判断する必要があり、かかる情報が明らかにされない

まま大規模買付けが強行される場合には、当社の企業価値・株主共同の利益が毀損される

可能性があります。 

当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大規模買付けを行う者

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

よる大規模買付けに対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価

値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。 

これらの事情に鑑み、当社取締役会は、当社株式に対する大規模買付けが行われた際に、

当該大規模買付けに応ず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、株主の皆様のために交渉

を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益に反する大規模

買付けを抑止するための枠組みが必要不可欠であると判断いたしました。 

    

 

二 当社の企業価値の源泉及び基本方針の実現に資する特別な取組み 

１．当社の企業価値の源泉について 

当社は、すべての顧客に 高の満足と安心を提供し、社会への貢献と地域との共生をめ

ざし、働く人々の幸福・進歩と夢の創造を経営理念としております。 

 2 



                                    

また、当社は、パワーマネジメントを可能にするパワー半導体の開発・製造・販売を柱

に事業を展開しており、現在、全地球レベルで重要課題となっている省エネや環境保全面

での貢献を通じて、企業価値を高めていくことを経営方針としております。品質を第一と

し、研究開発力の強化による新規事業の開発によって、顧客の潜在ニーズを先取りした市

場開拓を行い、適正な利益を確保することを方針としており、これらの方針は当社の技術・

ノウハウ・経験の蓄積と当社の製品を活用するメーカーや当社製品の販売代理店との長年

の信頼関係に結びついております。更に、人を大事にする方針の結果として、製品開発や

生産技術に精通したエンジニア、市場動向に精通した営業スタッフなど、世界市場におけ

る競合に伍していける従業員を有し、創業以来構築してきた労使協調体制も維持されてお

ります。今後も伸展するエレクトロニクス化や、ますます高まる省エネ、環境問題への対

応要請に適切な製品提供により応えることによって、この企業価値を継続的に高めていく

方針であります。 

   当社は、昭和３２年に設立され、わが国で初めてシリコン整流素子を製造販売して以来

50 年に渡り、パワー半導体メーカーとしてのリーダーポジションを築いてまいりました。

業界リーダーを始めとするお客様との協力・信頼関係を築きながら、市場と当社製品が組

み込まれる 終製品の需要動向を的確に理解し、将来の技術と製品を生み出してまいりま

した。その結果、高周波用整流素子（SBD）の分野では業界トップクラスのシェアを確立し

ております。一方、当社は、他社の半導体・電子部品を代理店販売する商品事業を展開し

ており、同事業は、仕入先との連携強化、海外販売体制の拡充、デバイスを組み合わせた

新しい商品の開発を進めてきた結果、半導体製造事業にならぶ重要な事業となっておりま

す。商品事業は半導体製造事業とのシナジーを発揮し、新しい発想でお客様の問題解決に

役立つ技術商社を目指しております。 

 当社は、これら当社の企業価値の源泉を今後も継続して発展させていくことが、企業価

値ひいては株主共同の利益の確保・向上につながるものと考えております。 

 

２．企業価値向上への取組みについて 

当社は、企業価値向上への取組みとして平成１９年４月をスタートとする 3 ヵ年の中期

経営計画を策定し、そのもとで事業を展開しております。同計画では、「成長市場へのフォ

ーカス」を強化することとしており、世界的な潮流であるデジタル化への移行と自動車電

装化の加速、環境問題への対応を重視し、フォーカスする市場を① IT 及びデジタル家電、

② 自動車電装品および関連機器、③ 産業機器及びクリーンエネルギーの三つに絞り込ん

でおります。これら三つの市場において、「ブランド力を強化し、グローバル時代を勝ち抜

く」をスローガンに民生デバイス、産業オートモーティブ、商品ソリューションの３事業

部体制のもと事業を運営しております。同計画では、① 8 インチウエハの量産効果を活か

した SBD/FRED のシェア拡大、②ハイブリッド車をはじめとする車載向けパワーモジュール
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製品の開発と売上拡大、③３事業部のシナジーを活かした新製品開発、④新規市場に焦点

を当てたソリューションビジネスの推進、⑤新基幹情報システム導入等によるグローバル

サプライチェーンの再構築と人材育成、⑥品質マネジメントシステム（ISO/TS16949）等に

よる経営品質の向上を基本方針に定め、これを着実に実行し、品質・納期・価格において

お客様から高い満足をいただくことで、世界で通用するブランドの構築に力を注いでおり

ます。なお、平成２０年中には、環境対応や省エネ化を背景に自動車、産業機器市場で需

要の拡大が見込まれるパワーモジュールの開発・生産体制強化のため、秦野事業所内の新

工場建設に着手する予定をしております。 

 

３．コーポレート・ガバナンスの強化について 

   当社では、取締役会による経営方針の決定と監督のもとでの業務執行については、平成

１３年６月より執行役員制度を導入しております。各事業部ないし業務部門の長に執行役

員を任命し、その業務執行責任を明確にしております。事業区分に関しては、半導体製品

の民生市場は、つくば事業所を本拠にする民生デバイス事業部、産業市場は、秦野事業所

を本拠にする産業オートモーティブ事業部とし、更に商品事業は商品ソリューション事業

部として、分掌を明確にしております。また、製品事業を担当する２つの事業部に、受発

注、生産、原価・損益に関する管理機能の強化を図るための事業管理室を設置するなどに

より、社長の監督のもとで執行役員による迅速な判断と業務執行ができる体制を敷いてお

ります。 

さらに、平成２０年６月開催の本定時総会において、取締役の任期を従来の2年から1 年

に短縮することを議案とする予定としております。これは、当社の経営を誰に委ねるかを

株主の皆様に毎年決定していただくとともに、議決権を行使することができる株主の議決

権の３分の１以上を有する株主の皆様が出席し、その議決権の過半数を有する株主の皆様

が当社の現行の経営陣に反対された場合には、これを交代させることを可能とするための

ものであります。また、社外取締役３名により、経営監視機能を強化し、経営の透明性を

高めております。 

 内部統制システムにつきましては、監査役の監査に加え、社長直結の組織である内部監

査室が、各事業現場の日常の業務執行に関する監査を着実に実施しており、その維持・向

上を図っております。また、財務報告に係る内部統制の構築に関しては、法務・コンプラ

イアンス室を事務局にして、その運用、評価、監査等に係る態勢を整備し内部統制の充実

を図っております。 

 以上の諸施策は企業価値向上の基盤となるものでありますが、これらを実践する役職員

を律するルールとして、法令を順守して業務を遂行し、思いやりと感謝の気持ちを持ち、

職場内のコミュニケーションを図るといった行動指針を定め周知徹底しております。 
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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 

 当社は、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し又は向上させること

を目的として、本プランを導入いたします。本プランの導入に関する当社の考え方の詳細

は、以下のとおりです。 

 

当社は、上記二に記載のとおり、基本方針に資する様々な取組みを現に行っております

が、当社が大規模買付者から大規模買付行為の提案を受けた場合に、株主の皆様が当社の

事業の状況及び当社が現に実施している様々な取組みを踏まえた当社の企業価値、並びに

具体的な買付提案の条件・方法等を十分に理解された上で、当該大規模買付行為の提案に

応じるか否かのご判断を適切に行うことは、極めて重要であると考えられます。そのため、

株主の皆様が大規模買付行為の提案に応じるか否かのご判断を適切に行うためには、大規

模買付者から一方的に提供される情報のみならず、現に当社の経営を担って当社の事業及

び上記の様々な取組みの内容に精通している当社取締役会から提供される情報、並びに当

該大規模買付行為に関する当社取締役会の評価・意見等も含めた十分な情報が株主の皆様

に対して提供されることが必要であるとともに、株主の皆様がその情報を熟慮するための

十分な時間が確保されることが不可欠であると考えております。また、当社は、当社の企

業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保又は向上の観点から大規模買付行為の条

件・方法を変更・改善させる必要があると判断する場合には、大規模買付行為の条件・方

法について、大規模買付者と交渉するとともに、代替案の提案等を行う必要もあると考え

ておりますので、そのために必要な時間も十分に確保されるべきであります。 

 

したがいまして、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を

確保し又は向上させることを目的として、大規模買付者に対して、当該大規模買付者が実

施しようとする大規模買付行為に関する必要な情報の事前の提供、及びその内容の評価・

検討等に必要な期間の確保を求めるために、本プランを導入することを決定いたしました。

本プランは、大規模買付行為を行おうとする大規模買付者に対して十分な情報の提供と十

分な評価・検討等の期間の確保を要請したにもかかわらず、かかる要請に応じない大規模

買付者に対して、又は、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なう

大規模買付行為を行い又は行おうとする大規模買付者に対して、対抗措置を発動できるこ

ととしています。また、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除

するため、独立委員会規則に従い、当社の業務執行を行う経営陣から独立した、企業経営
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等に関する一定以上の専門的知識を有する者（社外取締役、社外監査役、弁護士、公認会

計士、税理士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者及び他社の取締役又は執行役

として経験のある社外者等の中から選任されるものとします。）に該当する委員３名以上

により構成される独立委員会（以下「独立委員会」といいます。）の勧告を 大限尊重す

ることとしています。なお、独立委員会規則の概要につきましては、別紙１をご参照下さ

い。また、本プラン導入当初における独立委員会の委員には、別紙２記載の３名が就任す

る予定です。 

したがいまして、本プランは、これらの大規模買付者による大規模買付行為を防止する

ものであり、本プランの導入は、上記一に記載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を防止するための取組みであります。 

 

 なお、当社取締役会による本プラン導入の決定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当社の株券等の大規模買付行為に関する提案がなされている事実は

ありません。また、当社の大株主の状況につきましては、別紙３をご参照下さい。なお、

当社は、株式会社京三製作所が本プランの適用対象になると現時点では認識しておりませ

ん。 

 

２. 本プランの内容 

(1)大規模買付ルールの設定 

 本プランにおいては、次の①若しくは②に該当する行為又はこれらに類似する行為(但し、

当社取締役会が予め承認したものを除きます。このような行為を以下｢大規模買付行為｣と

いい、大規模買付行為を行い又は行おうとする者を以下｢大規模買付者｣といいます。)がな

され、又はなされようとする場合には、本プランに基づく対抗措置が発動されることがあ

ります。 

 

① 当社が発行者である株券等1について、保有者2の株券等保有割合3の合計が２０％以上と

なる買付け 

 

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４の株券等所有割合6及び

                                                  
1金融商品取引法第 27 条の 23 第 1 項に規定する株券等を意味します。以下別段の定めがない限り同じです。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新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及び用語は、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及び用語を実質的に継承する法令等の各条項及び用語に読み替えられるものとします。 
2金融商品取引法第 27 条の 23 第 1 項に規定する保有者を意味し、同条第 3 項の規定に基づき保有者に含まれる者を含みま

す。以下別段の定めがない限り同じです。 
3金融商品取引法第 27 条の 23 第 4 項に規定する株券等保有割合を意味します。以下別段の定めがない限り同じです。 
4金融商品取引法第 27 条の 2 第 1 項に規定する株券等を意味します。 
5金融商品取引法第 27 条の 2 第 6 項に規定する公開買付けを意味します。以下別段の定めがない限り同じです。 
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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 

 

(a)｢大規模買付意向表明書｣の当社への事前提出 

まず、大規模買付者には、大規模買付行為に先立ち、当社代表取締役社長に対して、本

プランに定められた手続(以下｢大規模買付ルール｣といいます。)に従う旨の誓約等を日本

語で記載した｢大規模買付意向表明書｣を提出していただくとともに、商業登記簿謄本、定

款の写しその他の大規模買付者の存在を証明する書類を添付していただきます。 

なお、｢大規模買付意向表明書｣には、具体的には、以下の事項を記載していただきます。 

(ⅰ) 大規模買付者の概要 

① 氏名又は名称 

② 住所又は所在地 

③ 代表者の氏名・役職 

④ 会社等の目的及び事業の内容 

⑤ 大株主又は大口出資者(所有株式数又は出資割合上位１０名)の概要 

⑥ 国内連絡先 

⑦ 設立準拠法 

(ⅱ) 大規模買付者が現に保有する当社の株券等の数、及び大規模買付意向表明書提出日前

６０日間における大規模買付者の当社の株券等の取引状況 

(ⅲ) 大規模買付者が提案する大規模買付行為の概要(大規模買付者が大規模買付行為によ

り取得を予定する当社の株券等の種類及び数、並びに大規模買付行為の目的の概要(支

配権取得若しくは経営参加、純投資若しくは政策投資、大規模買付行為後の当社の株

券等の第三者への譲渡等、又は重要提案行為等8を行うことその他の目的がある場合に

は、その旨及び概要。なお、目的が複数ある場合にはその全てを記載していただきま

す。)を含みます。) 

(ⅳ) 大規模買付ルールに従う旨の誓約 

 

なお、当社は大規模買付意向表明書の提出を受けた時点で、その事実を株主の皆様に開

示いたします。 

 

(b)｢大規模買付情報｣の提供 

 上記(a)に記載の｢大規模買付意向表明書｣をご提出いただいた場合には、大規模買付者に

                                                                                                                                                        
6金融商品取引法第 27 条の 2 第 8 項に規定する株券等所有割合を意味します。以下別段の定めがない限り同じです。 
7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意味します。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。以下別段の定めがない

限り同じです。 
8金融商品取引法第 27 条の 26 第 1 項、金融商品取引法施行令第 14 条の 8 の 2 第 1 項、及び株券等の大量保有の状況の開

示に関する内閣府令第 16 条に規定する重要提案行為等を意味します。以下別段の定めがない限り同じです。 
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は、以下の手順に従い、当社に対して、大規模買付行為に対する株主の皆様のご判断並び

に当社取締役会及び独立委員会の評価・検討等のために必要且つ十分な日本語で記載され

た情報(以下｢大規模買付情報｣といいます。)を提供していただきます。当社取締役会は、

大規模買付情報の提供を受けた場合には、速やかにこれを独立委員会に提供するものとし

ます。 

 

 まず、当社は、大規模買付者に対して、大規模買付意向表明書を提出していただいた日

から１０営業日9(初日不算入)以内に、当初提出していただくべき情報を記載した｢大規模

買付情報リスト｣を上記(a)(ⅰ)⑥に記載の国内連絡先宛に発送し、且つ、株主の皆様に開

示いたしますので、大規模買付者には、かかる大規模買付情報リストに従って十分な情報

を当社に提供していただきます。 

 また、上記の大規模買付情報リストに従い大規模買付者から提供していただいた情報で

は、当該大規模買付行為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

役会又は独立委員会の評価・検討等のために不十分であると当社取締役会又は独立委員会

が合理的に判断する場合には、当社取締役会又は当社取締役会を通じて独立委員会が別途

請求する追加の情報を大規模買付者から提供していただきます。 

 

 なお、大規模買付行為の内容及び態様等にかかわらず、以下の各項目に関する情報は、

原則として大規模買付情報リストの一部に含まれるものとします。 

① 大規模買付者及びそのグループの詳細(その名称、資本金の額又は出資金の額、財政

状態、大規模買付者のグループの関係(資本関係、取引関係、役職員の兼任その他の人的関

係を含みます。)の概略を含みます。)。 

② 大規模買付行為の目的、方法及び内容(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を含みます。)。 

③ 買付対価の種類及び金額、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には、その差額の内容も

記載していただきます。)。 

④ 大規模買付行為に要する資金の調達状況、及び当該資金の調達先の概要。 

⑤ 支配権取得又は経営参加を大規模買付行為の目的とする場合には、大規模買付行為の

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。 

⑥ 当社の従業員、取引先、顧客、地域社会その他の当社の利害関係者との関係を大規模

買付行為の完了後に変更する予定がある場合には、その具体的内容。 

                                                  
9 なお、営業日とは、行政機関の休日に関する法律第 1 条第 1 項各号に掲げる日以外の日をいいます。以下別段の定めのな

い限り同じです。 
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⑦ その他、独立委員会又は当社取締役会が合理的に必要と判断する情報。 

 

 なお、当社は、独立委員会に大規模買付情報の提供が全て完了した時点で、その事実を

株主の皆様に開示いたします。  

 

(c)大規模買付行為の内容の検討・当社取締役会による代替案の提示等 

① 当社取締役会に対する情報提供の要求 

独立委員会は、大規模買付者から大規模買付情報を記載した書面が提出された場合には、

当社取締役会に対しても、独立委員会が定める合理的な期間内に（６０日を上限とします。）

大規模買付者の買付内容に対する意見（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

提供するよう要求することがあります。 

 

② 独立委員会による検討作業 

独立委員会は、大規模買付者及び（独立委員会が当社取締役会に対して上記①のとおり

情報・資料等の提供を要求した場合には）当社取締役会からの情報・資料等（追加的に要

求したものも含みます。）の提供が全て完了した日から原則として６０日間の検討期間（但

し、下記（２）(a)に記載するところに従い、独立委員会は、その決議をもって、上記情報･

資料等の検討に必要な合理的な範囲内で当該期間を延長することができるものとします。

かかる期間を以下「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内において大規模買付者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・株主の皆様の共同の利益の確保・向上の

観点から、大規模買付者の買付内容の検討、当社取締役会策定の代替案の検討及び大規模

買付者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、当社取締役会に対して、株主の皆様に対して買付提案に関す

る意見表明、代替案の公表等をするように勧告等を行うものとします。 

 

大規模買付者は、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、大規模買付者は、独立委員会検討期間が終了するまでは、

大規模買付行為を開始することはできないものとします。 

 

また、独立委員会の判断が、当社の企業価値・株主の皆様の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、当社の業務執行を行う経
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営陣から独立した第三者（弁護士、公認会計士、投資銀行、証券会社、ファイナンシャル・

アドバイザー、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 

当社は、当社取締役会からの情報・資料等の提供が全て完了した事実、独立委員会検討

期間が開始した事実、独立委員会検討期間が終了した事実について株主の皆様に対する情

報開示を行います。また、大規模買付情報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、独立委員会が適切と判断する時点で株主の皆様に対する情報開示を行い

ます。 

 

(2)大規模買付行為がなされた場合の対応方針 

(a)独立委員会における判断方法 

独立委員会は、大規模買付者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、当初の独立委員会検討期間終

了時までに、対抗措置の発動の是非について勧告を行うに至らない場合には、独立委員会

は、大規模買付者及び当社取締役会から提供された情報･資料等の検討、当該大規模買付者

の大規模買付行為の内容の検討、当社取締役会策定の代替案の検討等に必要かつ合理的な

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。ただし、延長期

間は合計して、独立委員会に大規模買付情報の提供が全て完了してから１２０日を上限と

します。）。また、独立委員会検討期間を延長する旨の決議を行った時点で、延長の理由

及び延長の期間を株主の皆様に開示いたします。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には、独立委員会は、引き続き、情報収集、検討等を行うものとし、

延長期間内に対抗措置の発動の是非について勧告を行うよう 大限努めるものとします。 

 

独立委員会が当社取締役会に対して下記に定める勧告をした場合その他独立委員会が適

切と考える場合には、独立委員会は、当該勧告の事実とその概要その他独立委員会が適切

と判断する事項について、速やかに情報開示を行います。 

 

① 大規模買付者が本プランに定められる手続に違反した場合 

独立委員会は、大規模買付者が上記(１)（ａ）又は（ｂ）に規定する手続に違反した場

合で、独立委員会が自ら又は当社取締役会を通じてその是正を書面により当該大規模買付

者に対して要求した後５営業日以内に当該違反が是正されないときは、当社の企業価値・

株主の皆様の共同の利益の確保・向上のために対抗措置を発動させない必要性が明白であ
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ること、その他特段の事情がある場合を除き、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します。 

 

② 大規模買付者が本プランに定められる手続を遵守する場合 

独立委員会は、大規模買付者が上記(１)（ａ）及び（ｂ）に規定する手続を遵守する場

合には、原則として、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、

対抗措置を発動しないことを勧告します。 

但し、独立委員会は、大規模買付者により上記(１)（ａ）及び（ｂ）に規定する手続が

遵守された場合でも、大規模買付者による大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主

の皆様の共同の利益を著しく損なうものであると認められる場合、具体的には、別紙４に

掲げるいずれかの類型に該当すると判断される場合又は該当すると客観的合理的に疑われ

る事情が存する場合には、対抗措置の発動を当社取締役会に勧告します。 

 

なお、独立委員会は、一旦対抗措置の発動又は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、大規模買付者による大規模買付行為が別紙

４に掲げるいずれかの類型に該当すると判断するに至った場合には、対抗措置の発動又は

不発動についての異なる判断を行い、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。 

 

(b)取締役会の決議 

当社取締役会は、独立委員会から上記（ａ）に基づく対抗措置の発動若しくは不発動等

（対抗措置の中止を含みます。）に関する勧告を受けた場合にはこれを 大限尊重して、

対抗措置の発動又は不発動等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。 

また、当社取締役会は、対抗措置の発動の是非について株主意思確認総会を開催するこ

とが相当であると判断した場合には、株主意思確認総会の招集手続を実施するものといた

します。 

当社取締役会は、上記取締役会決議を行った場合、速やかに当該決議の概要その他当社

取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。 

 

(c)対抗措置の内容 

   本プランにおける対抗措置としては、当社取締役会の決議に基づき、概要を別紙５に記

載する新株予約権(以下｢本新株予約権｣といいます。)の無償割当てを行います。 

 

３．本プランの導入手続、有効期間、継続及び廃止等 
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(1)本プランの導入等に関する株主の皆様の意思確認 

 当社は、本日(平成２０年５月１３日)開催の当社取締役会において本プランの導入を本定

時総会に付議することを決議いたしましたが、本プランの導入に関する株主の皆様のご意

思を確認するため、本定時総会において本プランの導入に関する議案をお諮りし、株主の

皆様のご意思を確認させていただく予定です。かかる議案が承認されなかった場合には、

本プランは導入されないものとします。 

また、当社は、本定時総会において、定款を変更して取締役の任期を１年に短縮する議

案をお諮りする予定でおりますので、かかる議案が承認されましたら、毎年の定時株主総

会の度に取締役の選任議案に関する議決権の行使を通じても、本プランの継続等に関する

株主の皆様のご意思が確認される予定です。 

 

(2)本プランの有効期間、廃止及び変更 

本プランの有効期間は、本定時総会において、本プランの導入に関して株主の皆様にご承

認をいただいた場合には、同日より平成２３年６月に開催予定の定時株主総会終結のとき

までといたします。 

なお、かかる有効期間の満了前であっても、①当社株主総会において本プランを廃止若し

くは変更する旨の議案が承認された場合、又は、②当社取締役会において本プランを廃止

若しくは変更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又は変更され

るものとします。また、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

変更の事実その他当社取締役会が適切と認める事項について、適用ある法令及び証券取引

所規則に従って速やかに情報開示を行います。 

 

４．株主・投資家の皆様に与える影響 

(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 

本プランの導入時には、本新株予約権の無償割当て自体は行われません。したがいまし

て、本プランがその導入時に株主及び投資家の皆様の有する当社の株式に係る法的権利及

び経済的利益に対して直接具体的な影響を与え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 

 当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、原則に従い本新株予約権の無償割当ての実施

に関する決議を行った場合には、別途定められる基準日における 終の株主名簿又は実質

株主名簿に記載又は記録された株主の皆様に対し、その保有する株式１株につき１個以上

で当社取締役会が別途定める数の割合で、別途定められる効力発生日において、本新株予

約権が無償にて割り当てられます。このような対抗措置の仕組み上、本新株予約権の無償

割当て時においても株主及び投資家の皆様が保有する当社の株式１株当たりの経済的価値
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の希釈化は生じるものの、保有する当社の株式全体の経済的価値の希釈化は生じず、また

当社の株式１株当たりの議決権の希釈化は生じないことから、株主及び投資家の皆様の有

する当社の株式全体に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えるこ

とは想定しておりません。なお、当社取締役会が、本新株予約権の無償割当ての決議をし

た場合であっても、その後当社取締役会が発動した対抗措置の中止又は撤回を決定した場

合には、株主及び投資家の皆様が保有する当社の株式１株当たりの経済的価値の希釈化も

生じないことになるため、当社の株式１株当たりの経済的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の実施後における本新株予約権の行使又は取得に際して株

主及び投資家の皆様に与える影響 

本新株予約権の行使又は取得に関しては差別的条件が付されることが予定されているた

め、当該行使又は取得に際して、大規模買付者の法的権利等に希釈化が生じることが想定

されますが、この場合であっても、大規模買付者以外の株主及び投資家の皆様の有する当

社の株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定し

ておりません。もっとも、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

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。 

 

５．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 

(1)名義書換 

当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、原則に従い本新株予約権の無償割当ての決議を

行った場合には、当社取締役会において基準日を定め、これを公告します。基準日におけ

る 終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主の皆様に対し、その有する

株式の数に応じて本新株予約権が割り当てられますので、名義書換未了の株主の皆様にお

かれましては、公告された基準日までに名義書換の手続を行っていただく必要があります

(なお、証券保管振替機構への預託を行っている株券につきましては、名義書換の手続は不

要です。)。 

 

(2)本新株予約権の無償割当ての効力発生日における手続 

本新株予約権の無償割当ての手続に関しては、基準日における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、

当然に本新株予約権が付与されるため、申込み等の手続は不要です。 
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(3)本新株予約権の無償割当ての実施後における本新株予約権の行使又は取得に際して株

主の皆様に必要となる手続 

 当社が本新株予約権を取得条項に基づき取得する場合には、当社は、会社法に定められ

た手続に従い、取得条項が複数ある場合には、それぞれ取得条項毎に、取締役会の決議を

行い、且つ、新株予約権者の皆様に対する公告を実施したうえで、取得を行います。また、

非適格者以外の株主の皆様に本新株予約権の行使可能期間の到来を待って本新株予約権を

行使していただく場合には、当社は、会社法に定められた手続に従い、当該行使可能期間

の初日の到来前に、新株予約権者の皆様に対して、割当ての通知を行いますので、株主の

皆様におかれましては、行使可能期間内に本新株予約権を行使して下さいますようお願い

申し上げます(その際には一定の金銭の払込みを行っていただきます。)。 

 

なお、いずれの手続を行う場合であっても、当社は、その手続の詳細に関して、適用あ

る法令及び証券取引所規則に基づき、適時且つ適切に開示を行いますので、対抗措置が発

動される場合には、株主の皆様におかれましては、当社からなされる情報開示にご留意下

さい。 

 

 

四 本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共

同の利益に合致し、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について 

 

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｣の定める三原則(①企業価

値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当

性確保の原則)を完全に充足しています。 

 

２．当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保又は向上の目的をもって導入さ

れていること 

 本プランは、上記三の１．「本プラン導入の目的」に記載のとおり、当社の企業価値ひ

いては株主の皆様の共同の利益を確保し又は向上させることを目的として、大規模買付者

に対して、当該大規模買付者が実施しようとする大規模買付行為に関する必要な情報の事

前提供、及びその内容の評価・検討等に必要な期間の確保を求めるために、導入されるも

のです。 
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３．株主意思を重視するものであること 

 上記三の３．(1)に記載のとおり、当社は、平成２０年５月１３日開催の当社取締役会に

おいて、本プランの導入を決議いたしましたが、本プランの導入に関する株主の皆様のご

意思を確認するため、本定時総会において本プランの導入に関する議案をお諮りし、かか

る議案が承認されなかった場合には、本プランは導入されないものとします。 

 また、上記三の３．(2)に記載のとおり、本定時総会において本プランの導入に関する議

案が承認された場合であっても、①当社株主総会において本プランを廃止若しくは変更す

る旨の議案が承認された場合、又は②当社株主総会において選任された取締役によって構

成される当社取締役会において、本プランを廃止若しくは変更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又は変更されます。 

したがいまして、本プランには、株主の皆様のご意思が適切に反映されることとなってお

ります。 

 

４．独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 

当社は、本プランの導入にあたり、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、企業経営等に関する一定

以上の専門知識を有する者（社外取締役、社外監査役、弁護士、公認会計士、税理士、学

識経験者、投資銀行業務に精通している者及び他社の取締役又は執行役として経験のある

社外者等の中から選任されるものとします。）に該当する委員３名以上により構成されま

す。当社株式に対して大規模買付行為がなされた場合には、独立委員会が、独立委員会規

則に従い、当該大規模買付行為が当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益を毀損するか

否か等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、当社取締役会が恣意的に本プランの運用を行うことの

ないよう、厳しく監視するとともに、同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・株主の皆様の共同の利益に適うように本

プランの透明な運用が行われる仕組みが確保されています。 

 

５．合理的且つ客観的な対抗措置発動要件の設定 

 本プランは、上記三の２．(１)に記載のとおり、合理的且つ客観的な要件が充足されな

い限りは、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が確保されています。 
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６．第三者専門家の意見の取得 

上記三の ２．(1)（ｃ）にて記載したとおり、独立委員会は、当社の費用で、当社の業

務執行を行う経営陣から独立した第三者（弁護士、公認会計士、投資銀行、証券会社、フ

ァイナンシャル・アドバイザー、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やスローハンド型買収防衛策ではないこと 

上記三の３．(1)にて記載したとおり、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役

で構成される取締役会の決議により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

取締役会の決議により、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、実施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、その実施を阻止するのに時

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当

社社外取締役、当社社外監査役、及び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。ただし、「有識者」とは、弁護士、公認会計士、税理士、学識経験者、

投資銀行業務に精通する者、他社の取締役又は執行役として経験のある社外者でなけれ

ばならない。 

 

・ 独立委員会の委員の任期は３年間とし、再任を妨げないものとする。ただし、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の委員が、当社の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、独立委員会の委員としての任期も同時に終了する

ものとする。ただし、独立委員会の委員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任

により退任した独立委員会の委員は、新たに選任された独立委員会の委員が就任するま

で、なお独立委員会の委員としての権利義務を有する。 

 

・ 独立委員会の決議は、独立委員会の委員全員が出席し、その３分の２以上にあたる多数

をもってこれを行う。ただし、委員に事故のあるとき、その他やむを得ない事由がある

ときは、独立委員会の委員の過半数が出席し、出席した委員の議決権の過半数をもって

これを行うことができる。 

 

・ 独立委員会は、次に掲げる事項について決定し、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、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は、当社の企業価値・株主共同の利益に資するか否かの観点か

ら勧告を行うことを要し、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 本新株予約権無償割当ての実施もしくは不実施 

② 本新株予約権の無償割当ての中止 

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、次に掲げる事項を行うことができる。 

① 独立委員会検討期間の延長及び再延長の決定 
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② その他買収防衛策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 

③ 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場合はその事項 

 

・ 独立委員会は、大規模買付者から提出された大規模買付意向表明書又は大規模情報リス

トの記載だけでは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、追加的に情報を提出するよう求める。また、独立委員会は、大規模買付者から大規

模買付意向表明書及び必要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、大規模買付者の買付内容に対する意見及びその根拠資料、代替案その他独立委

員会が適宜必要と認める情報等を提示するよう要求することができる。 

 

・ 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。また、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（弁護士、公認

会計士、投資銀行、証券会社、ファイナンシャル・アドバイザー、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。 
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(別紙２) 

独立委員会委員略歴 

 

本プランの独立委員会の委員は、以下の３名です。 

 

古澤 章（ふるさわ あきら） 

【略歴】 

昭和２１年生まれ 

平成２年４月   社団法人 日本電子工業振興協会 情報産業部長  

平成１２年１１月 社団法人 電子情報技術産業協会 情報システム部長  

平成１６年１０月 同協会 総合企画部長  

平成１９年１月  同協会 理事（現任） 

＊古澤 章氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に規定される社外取締役候補者であり、

本定時総会で選任後、就任する予定です。 

 

 

澤田 久代（さわだ ひさよ） 

【略歴】 

昭和３９年生まれ 

平成７年４月   弁護士登録（横浜弁護士会） 

         横浜綜合法律事務所入所 

平成１４年１０月 同事務所パートナー（現任） 

平成１８年６月  当社監査役（現任） 

＊澤田 久代氏は、会社法第２条第１６号に規定される当社社外監査役です。 

 

 

石田 清彦（いしだ きよひこ） 

【略歴】 

 昭和３３年生まれ 

 平成２年３月   筑波大学大学院博士課程社会科学研究科法学専攻修了 

法学博士 

 平成１２年４月  東海大学法学部教授（現任） 

 平成１３年４月  弁護士登録（東京弁護士会） 
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(別紙３) 

 

大 株 主 の 状 況 

  平成20年3月31日現在 

氏名または名称 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（％） 

株式会社京三製作所 神奈川県横浜市鶴見区平安町2-29-1 6,320 20.41

インターナショナル・レクティファイア

ー・コーポレーション 

常任代理人野村證券株式会社 

233 KANSAS STREET, EL SEGUNDO  

CALIFORNIA 90245 USA 

（東京都中央区日本橋1-9-1） 

2,850 9.20

株式会社横浜銀行 

常任代理人資産管理サービス信託

銀行株式会社 

神奈川県横浜市西区みなとみらい3-1-1 

（東京都中央区晴海1-8-12 晴海アイランドトリト

ンスクエアオフィスタワーZ棟） 

1,486 4.80

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内1-6-6 782 2.52

日本インター協力会社持株会 神奈川県秦野市曽屋1204 740 2.39

伯東株式会社 東京都新宿区新宿1-1-13 500 1.61

新電元工業株式会社 東京都千代田区大手町2-2-1 468 1.51

日本マスタートラスト信託銀行株式

会社（信託口） 
東京都港区浜松町2-11-3 414 1.33

バンクオブニューヨークジーシーエム

クライアントアカウントジェイピーアー

ルディアイエスジーエフイーエイシー 

常任代理人 株式会社三菱東京UFJ

銀行 

東京都千代田区丸の内2-7-1 362 1.17

株式会社ミツバ 群馬県桐生市広沢町1-2681 300 0.96

(注) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、自己株式(623,799株)を控除して計算しております。 
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 (別紙４) 

 

当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうと認められる類型 

 

(1)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・株主の皆様の共

同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある大規模買付行為である場合 

① 当社の株式等を買い占め、その株式等につき当社又は当社の関係者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、大規模買付者やそのグループ会社等に当社の重要な資

産等を廉価に委譲させる等、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

うような行為 

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 

(2)強圧的二段階買付（ 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

付け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大規

模買付行為である場合 

(3)大規模買付行為の条件（対価の価額・種類、大規模買付行為の時期、大規模買付行為の

方法の適法性、大規模買付行為の実行の実現可能性、大規模買付行為後における当社の

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大規模買付行為であると合理的根拠をもって

判断される場合 

(4)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、取引先、顧客等との関係又

は当社のブランド価値を破壊し、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益に反する重

大なおそれをもたらす大規模買付行為である場合 

(5)大規模買付者が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企業価値

との比較において、当該大規模買付者が支配権を取得しない場合の当社の企業価値に比

べ、著しく劣後すると判断される場合 

(6)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著しく不適切であると判断

される場合 

(7)その他(1)から(6)までに準ずる場合で、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益を著

しく損なうと判断される場合 
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(別紙５) 

 

本新株予約権の概要 

 

１．本新株予約権の割当総数 

 本新株予約権の割当総数は、本新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会決議(以

下｢本新株予約権無償割当て決議｣といいます。)において当社取締役会が別途定める一定

の日(以下｢割当期日｣といいます。)における当社の 終の発行済みの普通株式の総数(但

し、同時点において当社の有する当社の普通株式の数を除きます。)の同数以上で当社取

締役会が別途定める数と同数とします。 

２．割当対象株主 

 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に対し、

その所有する当社の普通株式(但し、同時点において当社の有する当社の普通株式を除き

ます。)１株につき１個以上で当社取締役会が別途定める数の割合で本新株予約権の無償

割当てをします。 

３．本新株予約権の無償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．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の普通株式とし、本新株予約権１個当たり

の目的である株式の数は１株(以下｢対象株式数｣といいます。)とします。但し、当社が株

式の分割又は株式の併合等を行う場合は、所要の調整を行うものとします。 

５．本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額 

 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の普通株式１株当たりの金額は１円以上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額とします。 

６．本新株予約権の譲渡制限 

 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。 

７．本新株予約権の行使条件 

 ①特定大量保有者10、②特定大量保有者の共同保有者、③特定大量買付者11、④特定大

                                                  
10 ｢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％以上である者、

又は、これに該当することとなると当社取締役会が認める者をいいます。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の皆様の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者は、これに該当しないこととします。 
11 ｢特定大量買付者｣とは、公開買付け(金融商品取引法第 27 条の 2 第 6 項に規定する公開買付けを意味します。)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 項に規定する株券等を意味します。以下本注において同じで

す。)の買付け等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 項に定めるものを含みます。)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、又は、これに該当することとなると当社取締役会が認める者をいいます。但し、その者
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量買付者の特別関係者、若しくは⑤これら①乃至④の者から本新株予約権を当社取締役会

の承認を得ることなく譲受け若しくは承継した者、又は、⑥これら①乃至⑤に該当する者

の関連者12(これらの者を総称して、以下｢非適格者｣といいます。)は、本新株予約権を行

使することができないものとします。 

なお、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。 

８．当社による本新株予約権の取得 

 当社は、当社取締役会が別途定める日をもって、非適格者以外の者が有する本新株予約

権を取得し、その対価として、本新株予約権と引き替えに本新株予約権１個につき当該取

得日時点における対象株式数の当社の普通株式を交付することができるものとします。ま

た、当社は、当社取締役会が別途定める日をもって、非適格者が有する本新株予約権を取

得し、その対価として、本新株予約権と引き替えに本新株予約権１個につき金銭等13を交

付することができるものとします。  

なお、本新株予約権の取得条項の詳細については、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。 

９．対抗措置発動の中止等の場合の無償取得 

 当社取締役会が、発動した対抗措置の中止又は撤回を決議した場合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場合には、当社は、本新株予約権の全

部を無償にて取得することができるものとします。 

１０．本新株予約権の発行 

 本新株予約権に係る新株予約権証券は、発行しない。 

１１. 本新株予約権の行使期間等 

 本新株予約権の行使期間その他必要な事項については、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ものとします。 

 

 

 

                                                                                                                                                        
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の皆様の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者は、これに該当しないこととします。 
12 ある者の｢関連者｣とは、実質的にその者を支配し、その者に支配され若しくはその者と共同の支配下にある者(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。)、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 項に規

定されます。)をいいます。 
13 ｢金銭等｣とは、会社法第 151 条に規定する金銭等を意味します。 


