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当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の 

本定時株主総会における株主意思確認について 

 

当社は、平成 19 年 9 月 5 日開催の当社取締役会において、当社株式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。）を導入することを決定し、同

日付で公表いたしました。本プランにおいては、本プランが株主意思に沿ったものである

ことを確認するため、平成 20 年 6 月に開催予定の定時株主総会において株主の皆様のご承

認をいただくことが予定されております。従って、当社は、平成 20 年 5 月 14 日開催の当

社取締役会において、本プランの有効期間を平成 21 年 6 月に開催予定の定時株主総会の終

結時までとして、平成 20 年 6 月 26 日開催予定の当社第 72 期定時株主総会（以下「本定時

株主総会」といいます。）に本プランを付議し、本プランについての株主の皆様のご意思を

確認させていただくことを決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、有効期間の

延長及びそれに伴う所要の変更並びに法令の改正を反映するための変更以外に本プランの

内容の変更はございません。 
本プランの内容につきましては、別添の資料をご参照下さい。 

以上 
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資 料 

 

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いて行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株式

の大量買付であっても、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、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値や株主共同の

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が株式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・株主共同の利益に資さないものも少な

くありません。 

特に、当社が、日々、安全・安心や健康への要求が高くなってきている食品業界の中

で企業価値を確保・向上させていくためには、当社の企業価値の源泉である、①独創的

な商品を創出する研究開発力、②安全な商品を提供するための徹底した品質管理体制、

③確かな技術力・開発力・販売力を支える優秀な従業員、及び④安全・信頼・健康をコ

ンセプトとするブランド力をより一層向上させていくことが必要不可欠です。当社株式

の大量買付を行う者が、当社の財務及び事業の内容を理解するのは勿論のこと、こうし

た当社の企業価値の源泉を理解した上で、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。

また、外部者である買収者が大量買付を行う場合に、株主の皆様が 善の選択を行うた

めには、買収者の属性、大量買付の目的、買収者の当社の事業や経営についての意向、

既存株主との利益相反を回避する方法、従業員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量買付が強行され

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。 
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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、大正 6 年にわが国の科学技術振興のため設立された財団法人理化学研究所

を母体とし、昭和 24 年にビタミン油（肝油）を製造販売することを目的として設立

されて以来、独自の技術力・開発力を通してオリジナルな製品を開発・販売していく

ことにより、企業価値を向上させてまいりました。 
当社の企業価値の源泉は、上記一に記載したとおり、①独創的な商品を創出する研

究開発力、②安全な商品を提供するための徹底した品質管理体制、③確かな技術力・

開発力・販売力を支える優秀な従業員、及び④安全・信頼・健康をコンセプトとする

ブランド力等にあります。 
具体的には、第一に、当社は、これまでも常に新しく意欲的な製品を開発してまい

りましたが、食料品業界の平均を大きく上回る研究開発費比率となる資金を投入し、

充実した研究開発体制を構築しています。特に食料品業界においては、消費者の健康

志向の高さから、消費者のニーズに応える新たな商品を開発することが企業成長に重

大な影響を与えるため、「天然物の有効利用を図る」というポリシーの下、充実した

研究開発体制で幅広い領域において独創的な新商品を開発・提供し続けることにより、

お客様からの信頼を獲得することが、当社の企業価値の向上にとって極めて重要です。 
第二に、食品の安全性や品質に対する市場の要求が高まり、品質管理や安全性、環

境への取り組みが一層重視されるなか、当社は、原料の受け入れから製品出荷まで一

貫した安全管理を行い、また、世界的に認められた品質管理システムに従って製品を

製造するなど「品質第一」を肝に銘じて製造活動に取り組んでおります。商品の安全

性が確保されなければ、当社の社会的な信頼が著しく低下することとなり、徹底した

品質管理体制の下で製造活動を行っていくことが当社の企業価値の向上には必要不

可欠です。 
第三に、理化学研究所を源流とする当社には、当社の技術力・開発力・販売力の基

礎となる優秀な従業員が数多く在籍しております。この優秀な従業員の存在と、これ

らの者が技術力や開発力、販売力を高めていく企業風土こそが、当社が、独創的な新

商品を開発し、また安全な商品を提供することにより、社会の健康と豊かな食生活に

貢献していくことを可能としているのです。今後も当社の企業価値を向上させていく

ためには、これらの従業員と共に事業活動に取り組んでいくことに加え、新たに優秀

な人材を確保していくことが必要です。 
第四に、当社は、上記の高度な研究開発力や技術力に裏打ちされた「ノンオイルス

ーパードレッシング」や「わかめスープ」など数々のヒット商品を社会に送り出し、

これらは、安全かつ健康な商品として社会から信頼を獲得しています。また、当社の
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商品全体における安全・信頼・健康をコンセプトとするブランド価値は、当社の企業

価値を支える重要な要素となっております。 
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) 企業価値向上のための取組み 

 

当社は、企業価値の向上に向けた取組みとして、平成 19 年 3 月期を初年度とする 3

ヵ年の第４次中期経営計画を策定しております。当該中期経営計画においては、(ⅰ)

事業基盤のさらなる強化（①コア事業の強化と市場リーダーの地位確保、②成長分野

での事業拡大、③効率的経営の推進、④事業の選択と集中の徹底推進）、(ⅱ)新生産技

術・新市場・新製品開発力の強化（高付加価値品の開発を目指した、経営資源の集中

投入）、(ⅲ)品質と環境重視の経営、(ⅳ)海外事業の強化・推進、及び(ⅴ)経営管理体

制の強化（良き企業市民として、CSR 経営の一層の推進）を経営戦略に掲げて、より

一層の企業価値の向上に取り組んでおります。 

しかしながら、当社は、原油価格の高騰をはじめとする資材調達コストの上昇、為

替変動、市場競争の激化等、当社グループを取り巻く事業環境の変化及び当期業績を

総合的に勘案した上で、平成 19 年 5 月に、中期経営計画の内容の見直しを図ってお

ります。今後は、将来の収益基盤強化のために、各事業単位の中での選択と集中をさ

らに推し進め、事業戦略の一つ一つを着実に実施することにより、修正後の中期経営

計画の目標達成に向けた取り組みを行ってまいります。 

 

(3) 株主還元の方針 

 
当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題の一つと考えており、業績の

伸長に合わせ、配当性向、経営基盤強化のための内部留保等を総合的に勘案しながら、

長期的な視野に立ち、安定的かつ継続的な利益還元を行なうことを基本方針とし、連

結配当性向 30％以上を目標としております。 
 
 
当社は、以上のような諸施策を実行し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の

確保・向上を図っていく所存であります。 

 

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. 本プランの目的 
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本プランは、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的と

して、上記一に記載した基本方針に沿って導入されるものです。 

当社取締役会は、基本方針に定めるとおり、当社の企業価値・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

適切であると考えています。そして、こうした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し、当社の企業価値・株主共同の利益に反す

る大量買付を抑止するためには、当社株式に対する大量買付が行われる際に、当社取

締役会が株主の皆様に代替案を提案したり、あるいは株主の皆様がかかる大量買付に

応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様の

ために交渉を行うこと等を可能とする枠組みが必要不可欠であると判断いたしまし

た。 

当社は、平成 19 年 9 月 5 日開催の当社取締役会において本プランを導入することを

決定した後も、当社の買収防衛策について引き続き検討を重ねてきた結果、本プラン

を継続することが当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させていく

ことに資するとの結論に到りました。なお、平成 20 年 3 月 31 日現在における当社の

大株主の状況は、別添「当社株式の保有状況の概要」のとおりです1。なお、本日現在、

当社に対し、当社の賛同を得ない当社株式の大量買付行為に関する提案はなされてお

りません。 

 

2. 本プランの内容 

 

(1) 本プランの概要 

(a) 目的 

本プランは、当社株式の大量買付が行われる場合に、株主の皆様が適切な判断を

するために必要・十分な情報と時間を確保するとともに、買収者との交渉の機会

を確保すること等を通じて、当社の企業価値・株主共同の利益に反する買収を抑

止し、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として

います。 

 

(b) 手続の設定 

本プランは、当社株券等の 30%以上を買収しようとする者が現れた際に、買収

者に事前の情報提供を求める等、上記(a)の目的を実現するために必要な手続を定

めています（詳細については下記(2)「本プランの発動に係る手続」をご参照下さ

                                                  
1 株式会社 SFCG が平成 20 年 4 月 2 日付で提出した大量保有報告書によれば、平成 20 年 3 月 26 日現在、

同社は当社株式を 7,093,400 株保有しており、同社の株券等保有割合は 29.99%となっております。当該大

量保有報告書での保有目的は「純投資。優良企業への投資により、安定した収益を上げることを目的とし

ている。」となっております。 
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い。）。なお、買収者は、本プランに係る手続が開始された場合には、本プランの

発動をしない旨の当社取締役会決議又は株主の意思確認がなされるまでの間、買

収を実行してはならないものとします。 

 

(c) 新株予約権の無償割当てによる本プランの発動 

買収者が本プランにおいて定められた手続に従うことなく当社株券等の買収を

行う場合、当社の企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそ

れがある場合等（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」をご参照下さい。）には、当社は、買収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買収者等以外の者から当社株式等と引換えに新株予約

権を取得できる旨の取得条項等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」において述べるものとし、以下これを「本新株

予約権」といいます。）を、その時点の当社を除く全ての株主に対して新株予約権

無償割当ての方法により割り当てます。 

本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、その行使又は当社による

取得に伴って買収者等以外の株主の皆様に当社株式が交付された場合には、買収

者等の有する当社の議決権割合は、 大 3 分の 1 まで希釈化される可能性があり

ます。 

 

(d) 本プランの合理性を高める仕組みの設定 

本プランに従った本新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得等の判断に

ついては、取締役の恣意的判断を排するため、独立社外者から構成される独立委

員会（その詳細については下記(5)「独立委員会の設置」をご参照下さい。）の客観

的な判断を経ることとしています。また、当社取締役会は、これに加えて、買収

の内容、時間的猶予等の諸般の事情を考慮の上、実務上適切であると判断する場

合には、株主総会を招集し、本新株予約権の無償割当ての実施に関する株主の皆

様の意思を確認することができるものとされています。さらに、こうした手続の

過程については、株主の皆様への情報開示を通じてその透明性を確保することと

しています。 

 

(2) 本プランの発動に係る手続 

(a) 対象となる買付等 

本プランは、以下①又は②に該当する当社株券等の買付もしくはこれに類似する

行為又はその提案（当社取締役会が別途認めたものを除くものとし、以下「買付

等」といいます。）がなされる場合を適用対象とします。買付等を行おうとする者

（以下「買付者等」といいます。）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。 



6 

① 当社が発行者である株券等2について、保有者3の株券等保有割合4が 30%以上

となる買付 

② 当社が発行者である株券等5について、公開買付け6の後における株券等の株券

等所有割合7及びその特別関係者8の株券等所有割合の合計が 30%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 

買付等を行う買付者等は、当該買付等に先立ち、当社に対して、下記の各号に定

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日本語にて提出して頂きます。 

独立委員会は、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、追加的に情報を提

供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、かかる情報を追加的に提供して頂きます。 

記 

① 買付者等及びそのグループ（共同保有者9、特別関係者及び（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、財務内容、当該買付者等による買付等と同種の過去の取引の詳細、その

結果対象会社の企業価値に与えた影響等を含みます。） 

② 買付等の目的、方法及び内容（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、買付等の実行の可能性等を

含みます。） 

③ 買付等の価格の算定根拠（算定の前提となる事実・仮定、算定方法、算定に

用いた数値情報及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を

含みます。）及びその算定根拠等を含みます。） 

                                                  
2 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。 
3 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。 
4 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。 
5 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。 
6 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。 
7 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。 
8 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。 
9 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。）。本書において同じと

します。 
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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 買付等の後における当社グループの経営方針、事業計画、資本政策、配当政

策及び資産運用方針 

⑥ 買付等の後における当社の株主、従業員、取引先、顧客その他の当社に係る

利害関係者に対する対応方針 

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 その他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(d)①記載のとおり、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。 

 

(c) 買付等の内容の検討・買付者等との交渉・代替案の検討 

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が追加的に提出を求

めた情報（もしあれば）が提出された場合、当社取締役会に対しても、適宜回

答期限（原則として 60 日を上限とします。）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。）

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

る情報を提供するよう要求することができます。 

② 独立委員会による検討等 

独立委員会は、買付者等及び（上記のとおり当社取締役会に対して情報の提

供を要求した場合には）当社取締役会からの情報を受領してから原則として

長 60 日が経過するまでの間（但し、下記(d)③に記載する場合等には、独立委員

会は当該期間を延長する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。）、買付等の内容の検討、買付者等と当社取締役会の経営計

画・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示する代

替案の検討等を行います。また、独立委員会は、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必要で

あれば、直接又は間接に、当該買付者等と協議・交渉等を行い、又は当社取締

役会の提示する代替案の株主の皆様に対する提示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・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、当社及び独立委員会

から独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、
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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 情報開示 

当社は、買付者等から買付説明書が提出された旨、独立委員会検討期間が開

始した旨及び本必要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情報開示を行います。 
 

(d) 独立委員会の勧告 

独立委員会は、買付者等が現れた場合には、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。独立委員会が当社取締役会に対して下記①ないし③

に従った勧告等を行った場合その他独立委員会が適切と判断する場合には、独立

委員会は、当該勧告等の概要その他独立委員会が適切と判断する事項（独立委員

会検討期間を延長する場合にはその期間及び理由を含みます。）について、速やか

に情報開示を行います。 

① 本プラン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)「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

すべき旨の勧告を行います。 

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、本新株予約権の無

償割当てに係る権利落ち日の前々営業日までにおいては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以降本新株予約権

の行使期間の開始日の前日までにおいては本新株予約権を無償にて取得すべき

旨の新たな勧告を行うことができるものとします。 

(i) 当該勧告後に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)「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 

なお、独立委員会は、本新株予約権の無償割当てを実施すべき旨の勧告を行

うにあたって適切と判断する場合は、予め当該実施に関して株主の意思を確認

するべき旨の留保を付すことができるものとします。 
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② 本プラン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

てを実施することが相当でない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

てを実施すべきでない旨の勧告を行います。 

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の勧告をした

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、上記①の要件

を充足することとなった場合には、本新株予約権の無償割当てを実施すべき旨

の新たな勧告を行うことができるものとします。 

③ 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終了時までに、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、

買付者等の買付等の内容の検討・代替案の検討・買付者等との交渉等に必要と

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、引き

続き、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。 

 

(e) 取締役会の決議／株主意思確認総会の開催 

当社取締役会は、独立委員会の上記勧告を 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に関する会社法上の機関としての決議を行うものとしま

す。 

但し、当社取締役会は、本プランに従った本新株予約権の無償割当ての実施に際

して、独立委員会における手続きに加えて、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、実務上適切であると判断する場合、又は、独

立委員会が本新株予約権無償割当ての実施に関して株主の意思を確認するべき旨

の留保を付した勧告をした場合には、株主総会（以下「株主意思確認総会」とい

います。）を招集し、本新株予約権の無償割当ての実施に関する株主の皆様の意思

を確認することができるものとします。当社取締役会は、株主意思確認総会の開

催を決定した場合、実務上可能な限り速やかに株主総会を招集いたします。株主

意思確認総会が開催された場合、当社取締役会は、当該株主意思確認総会におけ

る株主の判断に従うものとします。また、当社取締役会は、株主意思確認総会又
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は独立委員会が本新株予約権の無償割当てを実施することを否決する決定又は勧

告をした場合には、本新株予約権の無償割当ては実施しません。買付者等は、当

社取締役会が本新株予約権の無償割当ての不実施に関する決議を行うか、株主意

思確認総会において本新株予約権の無償割当ての実施に係る議案が否決されるま

での間、買付等を実行してはならないものとします。 

なお、当社取締役会は、本新株予約権の無償割当ての実施もしくは不実施に関す

る決議を行った場合又は株主意思確認総会を招集する旨の決議を行った場合には、

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、速やかに情

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下記のいずれかに該当し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、上記(2)「本プランの発動に係る手続」

(e)に記載される当社取締役会又は株主意思確認総会の決議により、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)「本プランの発動に

係る手続」(d)のとおり、下記の要件に該当し本新株予約権の無償割当てを実施する

ことが相当か否かについては、必ず独立委員会の勧告を経て決定されることになり

ます。 

記 

(a) 本プランに定める手続を遵守しない買付等である場合 

(b) 下記に掲げる行為等により、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 

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 

(c) 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

せて当社株式を高値で会社関係者等に引き取らせる目的による買付等である

場合 

(d) 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
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る買付等である場合 

(e) 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

期間を与えない買付等である場合 

(f) 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しない買付等である場合 

(g) 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

付等の実行の蓋然性、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、顧客、取引先その他の当社に係る利害関係者に対

する方針等を含みます。）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 

(h) 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、当社の技術力・開発力、ブランド力又は企業文化を損なうこと等によ

り、当社の企業価値又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 

 

(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予定の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「本

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

いて当社の有する当社株式の数を控除します。）の 2 倍に相当する数を上限として、

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。 
 

(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、その有する当社株式 1 株につき本新株予約権 2 個の割

合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 

本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 個の目的である当社株式の数（以下「対象株式数」といいます。）
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は、原則として 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。なお、「時価」とは、本新株予約権無償割

当て決議に先立つ 90 日間（取引が成立しない日を除きます。）の東京証券取引所

における当社普通株式の普通取引の各日の終値の平均値（気配表示を含みます。）

に相当する金額とし、1 円未満の端数は切り上げるものとします。 

 

(f) 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別途定める日を初日（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別途定める期間とします。但し、

下記(i)項の規定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

株予約権の行使期間は、当該取得日の前日までとします。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10、(Ⅱ)特定大量保有者の共同保有者、(Ⅲ)特定大量買付者11、

(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り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12（以下、(Ⅰ)ないし(Ⅵ)

                                                  
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 30%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又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。本書において同じとします。 
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。以下本脚注 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。

以下本脚注 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 30%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又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。

本書において同じとします。 
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
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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、非居住者の保有する本新株予約権も、下記(i)項②のとおり、

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 

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

める日の到来日をもって、全ての本新株予約権を無償で取得することができるも

のとします。 

② 当社は、当社取締役会が別途定める日の到来日をもって、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に相当す

る数の当社株式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

日より後の当社取締役会が定める日の到来日をもって、当該者の有する本新株予

約権のうち当該当社取締役会が定める日の前日までに未行使のものを全て取得し、

これと引換えに、本新株予約権 1 個につき対象株式数に相当する数の当社株式を

交付することができるものとし、その後も同様とします。 

 

その他、本新株予約権の取得に関する事項（非適格者からの当該本新株予約権

の取得及びその対価としての当社株式、新株予約権、社債、金銭等の交付に関す

る事項等を含みます。）については、必要に応じ、本新株予約権無償割当て決議に

おいて定めることがあります。 

 

(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 

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。 

 
                                                                                                                                                  
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。 
 

(l) その他 

上記に定めるほか、本新株予約権の内容の詳細は、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。 

 

(5) 独立委員会の設置 

当社は、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。

本定時株主総会において株主の皆様のご承認を得られた場合には、独立委員会の委

員は、当社経営陣からの独立性の高い当社社外監査役 2 名及び社外の有識者 1 名か

ら構成されます（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「独立委員会規則の概要」のとおりであり、独立委員会の委員は別紙 2「独立

委員会委員略歴」のとおりです。）。 

実際に買付等がなされる場合には、上記(2)「本プランの発動に係る手続」に記載

したとおり、こうした独立委員会が、当該買付等が当社の企業価値・株主共同の利

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。 

 

(6) 本プランの有効期間、廃止及び変更 

本定時株主総会において株主の皆様のご承認を得られることを条件として、本プラ

ンの有効期間は、平成 21 年 6 月に開催予定の当社定時株主総会終結時までとします。 

ただし、有効期間の満了前であっても、当社株主総会又は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されるもの

とします。 

また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、独立委員会の承認を得

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、情報開示を速やか

に行います。 

 

(7) 法令の改正等による修正 

本プランで引用する法令の規定は、平成 20 年 5 月 14 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
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な範囲内で読み替えることができるものとします。 

 

3. 株主の皆様への影響 

 

(1) 本プランの導入にあたって株主及び投資家の皆様に与える影響 

本プランの導入にあたっては、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 

(i) 本新株予約権の無償割当ての手続及び名義書換手続 

当社取締役会又は当社株主総会において、本新株予約権無償割当て決議を行っ

た場合には、当該決議において割当期日を定め、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（以下「割当対象株主」といいます。）に対し、その有する当社株

式 1 株につき本新株予約権 2 個の割合を上限として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、割当対

象株主の皆様は、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)「本プランの発動に係る手続」(d)①に記載した独立委員会の勧告を 大

限尊重し、本新株予約権の無償割当てに係る権利落ち日の前々営業日までにおい

ては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

発生日以降本新株予約権の行使期間の開始日の前日までにおいては本新株予約権

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 1 株当たりの

価値の希釈化は生じませんので、こうした希釈化が生じることを前提に売買を行

った投資家の皆様は、株価の変動により相応の影響を受ける可能性があります。 

 

(ii) 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

項並びに株主の皆様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、
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これらの必要書類を提出した上、原則として、本新株予約権 1 個当たり 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(iii)に記載するところに従って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をせずに当社株式等を受領することと

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。 

 

(iii) 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、当社取締役会が別途定める日の到来日をもって、非適格者以外の株

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 株の当社株式を受領することになります。但し、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誓約書をご提出い

ただくことがあります。 

なお、本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

取得及びその対価、その他取得に関する事項について規定される場合には、当社

は、かかる規定に従った措置を講じることがあります。 

 

上記のほか、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、本新株予約権無償割当て決議において決定された後、

株主の皆様に対して情報開示又は通知いたしますので、当該内容をご確認下さい。 

 

四 上記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特別な取組み（上記二の取組み）について 

上記二に記載した中期経営計画をはじめとする企業価値向上のための取組みや株主還

元の方針に従った配当といった各施策は、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的か
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つ持続的に向上させるための具体的方策として策定されたものであり、まさに基本方針

の実現に資するものです。 

従って、これらの各施策は、基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合致するもの

であり、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（上記三の取組み）について 

 

(1) 当該取組み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) 当該取組みが当社の株主の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、以下の理由により、本プランは、当社株主の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と考えてお

ります。 

 

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

充足しています。 

 

② 株主意思を重視するものであること 

当社は、本定時株主総会において、本プランについての当社株主の皆様のご意思を

確認させていただきます。 

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、当社株主総会又は当社取締役会において、

本プランを廃止する旨の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止され

ることになっており、その意味で、本プランの消長には、株主の皆様のご意思が反

映されることとなっています。 

また、上記三 2.(2)「本プランの発動に係る手続」(e)にて記載したとおり、当社取

締役会は、実務上適切であると判断する場合には、本プランの発動の是非について

も、株主総会において株主の皆様の意思を確認することができます。 



18 

 

③ 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 

上記三 2.(5)「独立委員会の設置」にて記載したとおり、本プランの発動等の運用

に際しての実質的な判断は、独立社外者のみから構成される独立委員会により行わ

れることとされています。 

また、その判断の概要については株主の皆様に情報開示をすることとされており、

当社の企業価値・株主共同の利益に適うように本プランの透明な運営が行われる仕

組みが確保されています。 

 

④ 合理的な客観的要件の設定 

本プランは、上記三 2.(2)「本プランの発動に係る手続」(d)及び上記三 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、合理的な客観的要件が充足さ

れなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動

を防止するための仕組みを確保しているものといえます。 

 

⑤ 第三者専門家の意見の取得 

上記三 2.(2)「本プランの発動に係る手続」(c)②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、当社及び独立委員会から独立した第三

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。 

 

⑥ デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと 

上記三 2.(6)「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、当社の株券等を大量に買い付けた者が、自己の指名する取締役を株主総会で

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。 

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。また、当社

においては取締役の期差任期制は採用されていないため、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 



  

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、(ii)当社社外監査役、又は(iii)社外の有識者のいずれか

に該当する者の中から、当社取締役会が選任する。但し、有識者は、実績ある会

社経営者、官庁出身者、投資銀行業務に精通する者、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、平成 21 年 6 月に開催予定の当社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、社外取締役又は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（但し、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、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、会社法上の機関としての決定を行う（但し、①に

定める本新株予約権の無償割当ての実施につき、株主総会において別段の決議が

なされた場合には、当該決議に従う。）。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、専ら当社の企業価値・株主共同の利益に資

するか否かの観点からこれを行うことを要し、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 本プランの対象となる買付等への該当性の判断 

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及びその回答期

限の決定 

③ 買付者等の買付等の内容の精査・検討 

④ 買付者等との交渉・協議 

⑤ 代替案の提出の要求・代替案の検討 

⑥ 独立委員会検討期間の延長 



  

⑦ 本プランの修正又は変更に係る承認 

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、買付者等に対し、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、追加的に情報を提供するよう求める。また、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供を求められた情

報が提供された場合、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を提供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・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、直接又は間接に、買付

者等と協議・交渉を行うものとし、また、当社取締役会の代替案の株主に対する

提示等を行うものとする。 

・ 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、当社及び独立委員会から独立した第三者（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、独立委員会委員の全員が出席（テレビ会議又

は電話会議による出席を含む。以下同じとする。）し、その過半数をもってこれ

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、その議決権の過半数をもってこれを行うことができる。 

 

以 上 



  

別紙 2 

 

独立委員会委員略歴 

 

本プランにおける独立委員会の委員は、以下の 3 名です。 

 

 

宮澤 邦夫 
 
 

昭和 41 年 1 月 宮澤法律事務所開設 

平成 6 年 6 月 当社監査役に就任（現任） 

 
 
※宮澤邦夫氏は、会社法第 2 条第 16 号に規定される社外監査役です。 

 同氏と当社との間に取引関係及び特別の利害関係はありません。 

 
 
 
 
 

北原 弘也 
 

 

昭和 56 年 6 月 北原法律事務所開設 

平成 10 年 6 月 当社監査役に就任（現任） 

 

 

※北原弘也氏は、会社法第 2 条第 16 号に規定される社外監査役です。 

 同氏と当社との間に取引関係及び特別の利害関係はありません。 

 

 

 

 



  

田淵 智久 
 
 
昭和 59 年 4 月 須崎・中村法律事務所入所 
平成元年 4 月 田淵法律事務所開設 
平成 3 年 4 月 森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所 
平成 19 年 4 月 末吉綜合法律事務所開設 
 

※田淵智久氏と当社との間に取引関係及び特別の利害関係はありません。 



  

別添 
当社株式の保有状況の概要 

 

（平成 20 年 3 月 31 日現在）   
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（％） 
株式会社ＴＺＣＳ 4,374 18.49 
株式会社ＳＦＣＧ 2,620 11.07 
武田薬品工業株式会社 2,076 8.77 
伊藤忠商事株式会社 1,397 5.90 
株式会社みずほ銀行 1,167 4.93 
理研ビタミン取引先持株会 875 3.70 
永持 孝之進 686 2.90 
三菱 UFJ 信託銀行株式会社 600 2.54 
株式会社三菱東京 UFJ 銀行 557 2.35 
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 
（ミヨシ油脂株式会社退職給付信託口） 

540 2.28 

 
（注）株式会社ＳＦＣＧより平成 20 年 4 月 2 日付けで提出された大量保有報告書により、

株式会社ＳＦＣＧは平成 20 年 3 月 26 日付けで株式会社ＴＺＣＳを吸収合併し、平成

20 年 3 月 26 日現在、7,093 千株保有している旨の報告を受けております。 
 

 

 


