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当社株券等の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について 

 

当社は、平成 19 年９月 10 日開催の取締役会において、有効期間を平成 20 年３月期

の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとして、「当社株券等の大量買付行為

に関する対応策（買収防衛策）」（以下「旧プラン」といいます。）を導入いたしました。 

その後、平成 20 年６月 27 日開催予定の第 82 期事業年度に係る当社定時株主総会(以

下「本定時株主総会」といいます。)の終結の時をもって、旧プランの有効期間が満了

を迎えることから、法令等の改正を踏まえて更なる検討を加えた結果、当社は、平成

20 年５月 20 日開催の当社取締役会において、本定時株主総会における株主の皆様のご

承認を条件に、旧プランにつき所要の修正を行い(以下、修正された買収防衛策を「本

プラン」といいます。)更新することを決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

旧プランからの主な修正点は以下のとおりです。 

① 独立委員会が独立委員会検討期間の延長を行う場合、30 日間を越えないことと

します。 

② 株主に対する情報開示事項として、「意向表明書の提出の事実」、「独立委員会の

検討期間が開始された事実」を明示します。 

③ 本プランの廃止及び修正・変更等について、株主総会において決議がなされた場

合には、当該決議に従い、その時点で変更又は廃止されるものとします。 

④ 検討期間等の期間について、「初日不算入」と明示します。また、営業日の定義

を明示します。 

⑤ 本プランの有効期間を３年（本定時株主総会終結後３年以内に終了する事業年度

のうち 終のものに関する定時株主総会の終結の時まで）とします。 

⑥ 金融商品取引法の施行に伴い関連法令の名称を修正します。 

 

なお、本日現在、当社が具体的に第三者から大量買付けの提案を受けている事実はあ

りませんので、念のため申し添えます。 

 

以上 
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当社株券等の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策) 
 
第１． 本プラン導入に関する当社の考え方 
 
１． 企業価値・株主共同の利益の確保・向上に向けた当社の取組み 

当社は 1907 年(明治 40 年)に兵器の国産化を目的に日英３社の合弁企業として

設立され、以後第二次世界大戦の終了まで軍需主体の事業運営を行ってまいりま

した。戦後は民需への転換を余儀なくされましたが、それまでの兵器の生産過程

で培われ、蓄積された技術を活用し、さまざまな産業分野の伸長や社会インフラ

の整備に貢献できたものと考えております。 

今日では当社の事業分野も多岐にわたっておりますが、おおまかに区分すると

「素材と機械」の総合メーカーと言えます。 

「素材」の分野に関しましては、高温・高圧の苛酷な環境で安全に使用できる

清浄な鋼の材料開発や、大型製品を作り上げる熱加工、熱処理、機械加工等の多

岐の工程にわたり整備された設備と蓄積された経験、ノウ・ハウを活かし、さま

ざまな産業の設備関連の重要部品を製造しております。とりわけ、エネルギー関

連では豊富な納入実績を有しており、火力・原子力・水力発電タービン用素材、

また石油精製等の圧力容器類、及び近年開発の著しい天然ガス田での輸送用特殊

鋼管等ではお客様から高い評価を頂いております。 

「機械」関連ではプラスチックの製造、加工を主とする樹脂機械とコンプレッ

サー等のさまざまな産業機械を製造いたしておりますが、高温・高圧・高腐食環

境で使用される機械の開発には、主要部品の材料開発が必須であり、「素材」部門

での蓄積された技術、ノウ・ハウが重要な役割を果たしており、「素材」関連製品

同様、世界各国のお客様に納入されております。 

また、兵器部門は当社の祖業であり、わが国の国防の一翼を担っているとの認

識のもとに事業運営を行っておりますが、この分野でも材料開発の役割は大きい

ものであります。 

研究開発部門では「素材」と「機械」の両部門にまたがる課題の解決や、新材

料の開発を行い、あらたな事業展開にもつなげております。また、全ての部門に

共通することでありますが、当社製品の品質を担保する品質保証体制も各種認定

機関より認証を受け、全社的な保証体制を整備いたしております。 

当社製品の大部分は一品ごとの受注生産であり、それぞれのお客様によって詳

細な要求仕様が違っております。つまり、お客様の課題を理解し、解決するため

の方法を考えて計画し、設計、製造された製品をお届けすることが当社の使命と

考えております。このベースとなるのは長い期間をかけて築き上げてきたお客様

始め取引先等の様々なステークホルダーとの密接な信頼関係であり、その維持・

向上がもっとも大切なことであると考えています。そのためには、材料開発から

製品までの一貫体制を堅持し、蓄積した多様な技術を組み合わせ、既存事業、新

規事業の両分野にまたがる事業領域を拡大させる「技術経営」の一層の推進こそ

が、当社の企業価値を高めていく方策であり、今後も継続してまいります。 

従いまして、当社の財務及び事業活動を支配する者は、当社の企業理念、社会

的使命及び企業価値の源泉を充分に理解し、短期的な収益の確保のみならず、中

長期的な視野に立って、当社を支える様々な関係者を含んだ当社の本源的な企業

価値及び株主共同の利益を継続的に維持・向上させて行くことが必要とされます。 

上記のような考え方に立ち、当社は、平成18年５月に３年間の中期経営計画（Ｊ

２００８）を策定しましたが、初年度である平成18年度に数値目標を２年前倒し
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で達成いたしました。そのため、平成19年５月に、19年度、20年度の２年間を対

象とした改定中期経営計画（Ｊ２００８改）を策定し、現在取り組んでおります。 

「業容の拡大」、「資産効率の向上」及び「ＣＳＲの推進」による企業価値の

更なる向上を達成するために、「技術経営」の推進により既存製品の強化と新規

製品の開発・早期収益化を図っております。既存製品においては、オンリーワン

製品・技術に見合う収益を確保するために、営業力の強化、システム化の推進、

サービス力の強化等を図るとともに、必要に応じてアライアンスやＭ＆Ａも推進

し、製品ラインナップを充実させることによる新規顧客の拡大や応用製品市場の

拡大にも努めております。一方、新規製品・新規事業に関しては、風力発電や水

素エネルギーを中心とした新エネルギー分野、レーザ応用技術を中心とした情報

通信分野、新素材・高機能材料の開発や新製造プロセスの開発等を重点分野とし

て、経営資源の集中投資による早期事業化に取り組んでおります。また、火力・

原子力発電用部材、石油精製用高温高圧容器、圧延用ロール等の大型鍛鋼品の堅

調な需要に対応した設備増強と生産効率改善のための投資を継続し、引き続き、

収益力の向上を目指しております。その他、ＩＴ活用による全社ネットワーク基

盤の高度化等を継続実施しながら、情報のデータベース化や業務の標準化も並行

して進めております。 

組織体制面では、企業倫理の遵守、内部統制システムの整備、人材の育成、グ

ループ経営の強化を図るとともに、安全衛生管理活動及び環境保全活動にも注力

しております。中期経営計画を進めることで、株主の皆様から信頼されるととも

に、従業員が働き甲斐と誇りを持てる企業となることを目指しております。 

 

２． 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活動を支配する者が、当社の企業価値及び株主共

同の利益を確保・向上させる者であるか否かの判断は、 終的には当社株主の総

体意思に基づき行われるべきものであると考えます。 

しかしながら、外部者である買収者から買収の提案を受けた際に、当社株主の

皆様が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要素を十分に把握した上で、当該買収が当社の企業価値及

び株主共同の利益に及ぼす影響を短期間のうちに適切に判断することは必ずしも

容易でないものと思われます。従いまして、当社株主の皆様に買収の提案の内容

を検討するための十分な情報や時間を提供せずに、当社株式の大量取得や買収の

提案を行う者は、当社の財務及び事業活動を支配する者としては不適切であると

考えます。 

また、買収提案の中には、その目的等から見て当社の企業価値及び株主共同の

利益に対する明白な侵害をもたらすものや当社株主の皆様に当社株式の売却を事

実上強要するもの等もあります。当社は、このような買収提案を行う者について

も、当社の財務及び事業活動を支配する者として不適切であると考えます。 

当社は、以上のような考え方を当社の財務及び事業活動を支配する者の在り方

に関する基本方針としております。 
 
 

第２． 本プランの内容 
 
１． 本プランへの更新の目的 

本プランは、上記第１．２．「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り
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方に関する基本方針」に記載した基本方針に沿って、当社の企業価値及び株主共同の

利益を確保・向上させる目的をもって、当社取締役会において導入された旧プラン

を、所要の修正を加えて更新するものです。 

上記のとおり、当社は中期経営計画を中心に据え、長年にわたり築き上げてきた企業

価値の源泉を有効に活用しつつ、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させる

ための施策に取り組んでおります。 
しかしながら、近時においては、株式に対する不適切な大量買付けにより、会社の企

業価値・株主共同の利益が毀損される可能性が生じる状況が散見されます。当社が今後

も持続的に企業価値を確保・向上させていくためには、技術経営を中核とした「素材」

と「機械」の技術の融合を一層推進し、お取引先との絆を強固にするとともに、労働組

合、お取引先、地元の方々等ステークホルダーとの中長期的な信頼関係の維持・向上策

を実行してゆく必要があります。当社の株券等の買付けを行う者によりこれらが着実に

実行されるのでなければ、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。 
こうした事情に鑑み、当社取締役会は、当社株券等に対する大量買付けが行われた際

に、かかる大量買付けに応じるべきか否かを株主の皆様が判断するためにあるいは当社

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すること、又は場合により

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の枠組みが必要不可欠である

と判断しました。 
以上の理由により、当社取締役会は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の

財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの一環として、本

プランを更新することを決定いたしました。 
なお、現在当社が具体的に第三者から大量買付けの提案を受けている事実はありませ

ん。 
 
２． 本プランの概要 
（１） 本プランの発動に係る手続の設定 

本プランは、当社株券等に対する買付け等が行われる場合に、買付者又は買付提案

者（以下、「買付者等」といいます。）に対し、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、当社経営陣が事前に当該買付等に関する情報の提

供を求め、当該買付け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

主の皆様のご意向を仰ぐための手続（下記第２．３．「本プランの発動に係る手続」

にて後述）を定めています。 
（２） 新株予約権の無償割当て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けを行う等、買付

者等による買付け等が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく害するおそれがある

と認められる場合には、当社は、当該買付者等による権利行使は認められないとの行

使条件及び当社が当該買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得

する旨の取得条項が付された新株予約権（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により割り当てます。 
なお、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、当

社取締役会の恣意的判断を排するため、独立委員会規則（その概要については資料１

をご参照下さい。）を定め、当該規則に従い、当社経営陣から独立した社外の有識者

（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、及び学識経験者等）で構成される独立委員会を設置し、その判断を経ることで、

当社取締役会の恣意的判断を排するとともに、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。独立委員会の委員の氏名及び略歴は、
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資料２のとおりです。 
（３） 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る本新株予約権の行使により、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 50％まで希釈化される可能性が

あります。 
 

３． 本プランの発動に係る手続 
（１） 対象となる買付等 

本プランにおいては、本新株予約権は、次の①又は②に該当する買付け又はこれに

類似する行為（以下、併せて「買付け等」といいます。）がなされたときに、本プラ

ンに定められる手続に従い無償割当てがなされることとなります。 
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％以上となる買付け 
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）及びその特別関係者（注７）の株券等所有割合の合計

が 20％以上となる公開買付け 
（２） 買付者等に対する情報提供の要求 

上記第２．３．（１）「対象となる買付け等」に定める買付け等を行う買付者等は、

買付け等の開始又は実行に先立ち、当社取締役会に対し、当社株主の判断、独立委員

会の勧告、当社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な情報（以下「本情

報」といいます。）を提供していただきます。 
具体的には、まず当社代表取締役宛に、買付者等の名称、住所又は本店所在地、代

表者の氏名、国内連絡先、設立準拠法（外国法人の場合）及び提案する買付け等の概

要を明示した意向表明書を、本プランに定める手続を遵守する旨の誓約書とともに、

日本語によりご提出いただくこととします。当社代表取締役は、係る意向表明書受領

後 10 営業日（注８）（初日不算入）以内に、買付者等から当初提供いただく本情報の

リストを当該買付者等に対して交付します。 
当社取締役会は、本情報を受領した場合、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、買付者情報の記載内容が不十分であると

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

会等を通じて追加的に情報提出を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、追加的に情報提供していただきます。 
本情報として該当する代表的な項目は以下のとおりです。 

① 買付者等及びそのグループ（共同保有者（注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、

財務内容等を含みます。また、すでに当社の株主の場合は全ての株主名も提供し

ていただきます。） 
② 買付け等の目的、方法及び内容（買付け等の対価の種類・価額、買付け等の時期、

関連する取引の仕組み、買付け等の方法の適法性、買付け等の実行の可能性等を

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

た数値情報及び買付け等にかかわ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。） 
④ 買付け等の資金の裏付け（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。） 
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⑤ 買付け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 
⑥ 買付け等の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 
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け

等を開始したものと認められる場合には、引き続き本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、原則として下記第２．３．（４）

「独立委員会における判断方法」の①に定めるとおり、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。 
（３） 買付け等の内容の検討、買付者等との交渉及び代替案の提示 

① 当社取締役会に対する情報提供の要求 
独立委員会は、買付者等から本情報が提出された場合、当社の企業価値・株主共

同の利益の確保・向上の観点から、本情報の内容と当社取締役会の事業計画等との

比較検討を行うために、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（原則 60 日以内とします。初日不算入。）に買付者等の買付け等の内容に対す

る意見、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ます。 
② 独立委員会による検討作業 

買付者等及び当社取締役会から情報、資料等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、原則として 長 30 日間（初日不算入）の検討期

間を設定します。 
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、買付者等の買付け等の内容の検討、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け等の内容を改善させるために、自ら又は当社取締役会

等を通じて当該買付者等と協議・交渉を行うものとし、また、当社取締役会を通じ

て株主の皆様に対する当社の代替案の提示を行うものとします。なお、検討期間を

満了する前に検討結果が出た場合には、当社取締役会を通じてこれを直ちに開示す

るものとします。 
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。 
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

ァイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専

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

独立委員会は、意向表明書の提出の事実、本情報の提出の事実及びその概要、独

立委員会の検討期間が開始された事実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、当社取締役会を通じて

株主の皆様に対する情報開示を行います。 
（４） 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、以下の手順に従い、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④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及びその他独立委員会が適切

と判断する事項について、当社取締役会を通じて速やかに情報開示を行います。 
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① 独立委員会が当社取締役会に対して本プランの発動を勧告する場合 
独立委員会は、買付者等の買付け等の内容の検討、及び買付者等との協議・交渉

の結果、買付者等による買付け等が下記第２．４．「本新株予約権の無償割当ての

要件」の（１）に該当すると判断した場合には、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するものとします。 
ただし、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、

次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の

効力発生日までは本新株予約権の無償割当ての中止、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は本新株予約権の無償取

得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。 
(ア) 当該勧告後買付者等が買付け等を撤回した場合その他買付け等が存しなくな

った場合 
(イ) 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

付け等が下記第２．４．「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場合 
② 独立委員会が当社取締役会に対して本プランの発動を株主総会に諮る旨を勧告

する場合 
独立委員会は、買付者等の買付け等の内容の検討、及び買付者等との協議・交渉

の結果、買付者等による買付け等が下記第２．４．「本新株予約権の無償割当ての

要件」の（２）から（５）に定める要件のいずれか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を実施することを株主総会に諮るべきである旨を、当社

取締役会に勧告するものとします。その場合、当社取締役会は、本新株予約権の無

償割当てを実施することの承認を議案とする株主総会の招集手続を速やかに実施

するものとします。 
なお、株主総会で承認を得た後に独立委員会から中止の勧告を受けた場合には、

当社取締役会により本新株予約権の無償割当てを中止する場合があります。 
③ 独立委員会が当社取締役会に対して本プランの不発動を勧告する場合 

独立委員会は、買付者等の買付け等の内容の検討、買付者等との協議・交渉の結

果、買付者等による買付け等が下記第２．４．「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

員会の要求にもかかわらず上記第２．３．（３）①「当社取締役会に対する情報提

供の要求」に規定する意見又は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、本新株予約権の無償割当てを実施しないことを勧告します。 
ただし、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

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

付け等が下記第２．４．「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める要件のいず

れかに該当すると判断するに至った場合には、本新株予約権の無償割当ての実施を

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。 
④ 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、当初の独立委員会の検討期間終了までに、本新株予約権の無償割

当ての実施又は不実施の勧告を行うに至らない場合には、独立委員会は、当該買付

者等の買付内容の検討、当該買付者等との協議・交渉、代替案の検討等に必要とさ

れる合理的な範囲内(但し、30 日間を超えないものとします。)で、独立委員会検討

期間を延長する旨の決議を行います。 
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、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
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ての実施又は不実施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。

なお、独立委員会検討期間が延長された場合には、その理由及び期間について、当

社取締役会を通じて速やかに開示するものとします。 
（５） 株主総会の開催 

当社取締役会は、本新株予約権の無償割当ての実施の承認を議案とする株主総会の

招集手続を実施する際、本情報の概要、意向表明書に関する当社取締役会の意見及び

独立委員会の勧告等その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに関

係法令等及び金融商品取引所規則に従って情報開示を行います。 
なお、株主総会の前提として、当社取締役会は、速やかに、当該株主総会において

議決権を行使できる株主を確定するための基準日（以下「承認総会議決権基準日」と

いいます。）を定め、当該基準日の２週間前までに公告を行うものとします。当該株

主総会において議決権を行使できる株主は、承認総会議決権基準日における 終の株

主名簿及び実質株主名簿に記載された株主とします。 
当該株主総会の決議は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過

半数によって決するものとします。当該株主総会の結果は、その決議後速やかに開示

するものとします。なお、買付者等は、当該株主総会において本新株予約権無償割当

てに関する決議を行うまでの間、買付け等を実行することはできないものとします。 
（６） 取締役会の決議 

当社取締役会は、上記第２．３．（４）「独立委員会における判断方法」①独立委員

会が当社取締役会に対し本プランの発動を勧告する場合、及び③独立委員会が本プラ

ンの不発動を勧告する場合において、独立委員会から勧告を受けた場合には、これを

大限尊重し、本新株予約権無償割当ての実施又は不実施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。なお、買付者等は、当社取締役会が本新株予約権無

償割当てに関する決議を行うまでの間、買付け等を実行することはできないものとし

ます。また、当社取締役会は、上記第２．３．（４）「独立委員会における判断方法」

②独立委員会が当社取締役会に対して本プランの発動を株主総会に諮る旨を勧告す

る場合において、独立委員会から勧告を受けた場合には、上記第２．３．（５）｢株主

総会の開催｣に定める手続の決議を行うものとします。 
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。 
 

４． 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け等が次のいずれかに該当する場合、上記第２．３．「本

プランの発動に係る手続」（４）に定める独立委員会の判断を経て、同（５）に定める

株主総会の決議又は同（６）に定める当社取締役会の決議により、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。 
（１） 上記第２．３．「本プランの発動に係る手続」（２）又は（３）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け等であ

る場合 
（２） 次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け等である場合 
① 株式等を買占め、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
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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 
（３） 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

株式売買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

買付け等である場合 
（４） 買付け等の条件（対価の種類・価額、買付け等の時期、買付け等の方法の適法性、

買付け等の実行の可能性、買付け等の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著しく

不十分又は不適当な買付け等である場合 

（５） 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

係を破壊し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に著しく反する重大なおそれを

もたらす買付け等である場合 

 

５． 本新株予約権の無償割当ての概要 

本プランに基づき実施する本新株予約権の無償割当ての概要は、次のとおりです（本

新株予約権の詳細については、資料３「新株予約権無償割当ての要項」をご参照下さい。）。 

（１） 本新株予約権の数 

本新株予約権の無償割当ての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割当期日（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（ただし、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。）に相当する数とします。 

（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、その保有する当社株式 1株につき本新株予約権 1個の割合で、

本新株予約権を無償で割り当てます。 

（３） 本新株予約権の効力発生日 

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。 

（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普通株式とし、本新株予約権 1個あたりの

目的である株式の数（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、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。 

（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

て別途定める日を初日とし、1ヶ月間から 2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。 

（７） 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、もしくは⑤上記①乃至④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継承した者、又は、

⑥上記①乃至⑤記載の者の関連者（注 12）（以下、①乃至⑥に該当する者を総称して

「特定買付者等」という。）は、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（ただし、非居住者のうち
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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）のとおり、当社による当社株式を対

価とする取得の対象となります。詳細については、資料３「新株予約権無償割当ての

要項」をご参照下さい。）。 

（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します。 

（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

ができるものとします。 
② 当社は、当社取締役会が別に定める日の到来をもって、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ます。当社はかかる本新株予約権の取得を複数回行うことが

できます。 
なお、上記に用いられる用語の定義及び詳細については、資料３「新株予約権無償

割当ての要項」をご参照下さい。 

 

６． 当社取締役会が本新株予約権の無償割当ての実施の承認のために株主総会に提出する

議案の内容 
当社取締役会が本新株予約権の無償割当ての実施の承認のために株主総会に提出す

る議案の内容は、上記第２．５．「本新株予約権の無償割当ての概要」で定めた内容と

します。 
 

７． 本プランへの更新手続き 
旧プランより本プランへの更新については、本定時株主総会における決議により、株

主の皆様にご承認いただくことを条件とします。 
 

８． 本プランの有効期間 
本定時株主総会の決議による、本プランの有効期間は、本定時株主総会終結後３年以

内に終了する事業年度のうち 終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま

す。 
 

９． 本プランの廃止及び修正・変更等 
本プランの導入後、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

の変更又は廃止の決議がなされた場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変

更又は廃止されるものとします。 
なお、当社取締役会は、独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正・変更又は廃

止する場合があります。 
当社は、本プランが廃止又は修正・変更された場合には、当該廃止又は修正・変更の

事実及び（修正・変更の場合には）修正・変更内容その他当社取締役会又は独立委員会

が適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行います。 
なお、本プランにおいて引用する法令の規定は、平成 20 年５月１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、同日以降、法令の新設又は改廃に伴って必要な

場合には、当社取締役会において当該新設又は改廃の趣旨を考慮の上、本プランの条項

又は用語の意義等を適宜合理的な範囲内で読み替えることができるものとします。 
また、本定時株主総会終結後３年以内に終了する事業年度のうち 終のものに関する
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定時株主総会の終結時以降における本プランの内容につきましては、必要な見直しを行

った上で、本プランの継続、又は新たな内容の施策の導入等に関して株主の皆様のご意

見を確認させていただく予定です。 
 

第３． 本プランの高度な合理性 
 

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

性確保の原則）を充足しています。 
 

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、上記第２．１．「本プランへの更新の目的」にて記載したとおり、当社

株式に対する買付け等がなされた際に、当該買付け等に応じるべきか否かを株主の皆様

が判断するために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、又は場合によ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． 株主意思を重視するものであること 
本プランは、上記第２．７．「本プランへの更新手続き」に記載した通り、本定時株

主総会において承認可決がなされることを条件として旧プランより更新させていただ

く予定であります。また、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け

等を開始した状況下で独立委員会が本新株予約権の無償割当てを勧告する場合、及び独

立委員会がかかる対応措置の不発動の勧告をする場合を除き、買付者等による買付け等

に対する本新株予約権の無償割当て等の対応措置発動の是非について株主総会を開催

することによって、株主の皆様のご意向が直接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発動時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。 
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、社外の有識者３名以

上により構成されます（現在の独立委員会の委員の氏名及び略歴は資料２のとおりで

す。）。 
当社株式に対して買付け等がなされた場合には、上記第２．３．「本プランの発動に

係る手続」にて記載したとおり、独立委員会が、独立委員会規則に従い、当該買付等が

当社の企業価値・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。 
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発動等の運用

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。 
 

５． 合理的な客観的発動要件の設定 
本プランは、上記第２．３．「本プランの発動に係る手続」（４）及び第２．４．「本

新株予約権の無償割当ての要件」にて記載したとおり、予め定められた合理的かつ詳細

 - 11 - 



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。 
 

６． 第三者専門家の意見の取得 
上記第２．３．「本プランの発動に係る手続」（３）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（ファイナンシャル・アド

バイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助言

を得ることができる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 
上記第２．９．「本プランの廃止及び修正・変更等」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、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛

策（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するの

に時間を要する買収防衛策）でもありません。 
 

第４． 株主の皆様への影響 
 
１． 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・利益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により株主の皆様に与える影響等 
（１） 本新株予約権の無償割当ての手続及び名義書換手続 

株主総会又は当社取締役会において、本新株予約権無償割当て決議を行った場合に

は、当社は、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 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

の株主の皆様（以下「割当対象株主」といいます。）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個の割合で、本新株予約権が無償で割り当てられます。従

いまして、株主の皆様におかれましては、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、

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、申込み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

第２．３．「本プランの発動に係る手続」（４）①及び②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１株あ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う投資家の皆様は、株価の変動により損害を受ける可

能性があります。 
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（２） 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 個あたり 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られた行使価格

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。 
ただし、当社は、下記（３）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。 

（３） 当社による新株予約権の取得の手続 
当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法定の手続

に従い、当社取締役会が別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。 
（４） その他 

その他必要な事項については、新株予約権無償割当て決議において当社取締役会又

は当社株主総会が定めるものとします。 
 
上記のほか、本新株予約権の割当方法、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。 
以上 

 
 

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

り同じとします。 
（注２） 金融商品取引法第 27条の 23第３項に基づき保有者とみなされる者を含みます。 
（注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いいます。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②において同じとしま

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。 
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（注７） 金融商品取引法第 27 条の２第７項に定義される特別関係者（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。ただし、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。以下同じとします。 
（注８） 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。以下同じとします。 
（注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と当社取締役会が認めた者を含みます。以

下同じとします。 
（注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％以上となると当社取締役会が認めた者をいいま

す。ただし、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別途定める所定の者は、特定大量保有者に該当しない者

とします。以下同じとします。 
（注１１） 「特定大量買付者」とは、公開買付けによって当社が発行者である株券等（同

法第 27 条の２第１項に定義される。以下本③において同じ。）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 20％以上となると当社取締役会が認めた者をいいます。ただし、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として当社取締役会が認めた者、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。「支配」と

は、他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」（会社法施

行規則第３条第３項に定義されます。）をいいます。 
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（資料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た社外の有

識者から、当社取締役会が選任する。社外の有識者は、実績ある会社経営者、官庁出身

者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士及び学識経験者等又はこれらに準

ずる者でなければならず、また、別途当社取締役会が指定する善管注意義務条項等を含

む契約を当社との間で締結した者でなければならない。 
・ 独立委員会委員の任期は、本定時株主総会終結後３年以内に終了する事業年度のうち

終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、当社取締役会の決議に

より別段の定めを行った場合はこの限りでない。 
・ 独立委員会は、次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、本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。また、当社取締役会は、実施の承認を議案とする株主総会の招集手

続を実施する。なお、独立委員会の各委員及び当社各取締役は、こうした決定に当たっ

ては、当社の利益に資するか否かの観点からこれを行うことを要し、専ら自己又は当社

の経営陣の個人的利益を図ることを目的としてはならない。 
① 本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施 
② 本新株予約権の無償割当てを実施することを株主総会に諮るべきである旨 
③ 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 
④ 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、次の各号に記載される事項を行う。 

① 当該買付け等が本プランの対象となるかどうかの判断 
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 独立委員会検討期間の設定及び延長 
④ 買付者等の買付け等の内容の検討 
⑤ 自ら又は当社取締役会等を通じた買付者等との協議・交渉 
⑥ 当社取締役会への代替案提出の要求、当社取締役会作成の代替案の検討、買付者等

と当社取締役会の事業計画等に関する情報収集・比較検討等、株主への代替案の提

示 
⑦ 本プランの修正又は変更にかかわる承認 
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、買付者等が提出した本情報の記載内容が不十分である

と判断した場合には、追加的に情報を提出するよう求める。また、独立委員会は、買付

者等から本情報が提出された場合、当社の取締役会に対しても、所定の合理的な期間内

（原則 60 日以内とする。初日不算入。）に、買付者等の買付け等の内容に対する意見、

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できる。 
・ 独立委員会は、必要があれば、自ら又は当社取締役会等を通じて、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け等の内容を改善させるため

に、買付者等と協議・交渉を行うものとし、また、当社取締役会を通じて株主に対する

当社の代替案の提示を行うものとする。 
・ 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、専門役、従業員そ
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の他独立委員会が必要と認める者の出席を要求し、独立委員会が求める事項に関する説

明を求めることができる。 
・ 独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公

認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む。）の助言を得ること等がで

きる。 
・ 各独立委員会委員は、買付け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、独立委員会の委員全員が出席し、その過半数をもっ

てこれを行う。ただし、委員に事故その他やむを得ない事由があるときは、独立委員会

委員の過半数が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行うことができる。 
 

以上 
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（資料２） 

 

 

独立委員会委員略歴 

 

 

斎藤 昭一（さいとう しょういち） 
略歴 昭和 12 年生まれ 
 昭和 39 年 ６月  公認会計士登録 
 昭和 44 年 １月  監査法人太田哲三事務所入所 
 昭和 59 年 ６月  同法人代表社員 
 昭和 60 年 10 月  太田昭和監査法人代表社員 

 平成 13 年 ４月  監査法人太田昭和センチュリー代表社員 

 平成 13 年 ７月  新日本監査法人代表社員（法人名称変更） 

 平成 14 年 ７月  斎藤昭一公認会計士事務所所長（現任） 

 平成 16 年 ８月  日本化薬株式会社社外監査役（現任） 

 

 

鶴田 六郎（つるた ろくろう） 

略歴 昭和 18 年生まれ 

 昭和 45 年 ４月  東京地方検察庁検事 

 平成 ４年 ４月  東京高等検察庁検事、法務省刑事局刑事課長 

 平成 ８年 ４月  高検察庁検事 

 平成 14 年 ８月  高検察庁公安部長 

 平成 16 年 ６月  東京地方検察庁検事正 

 平成 17 年 ４月  名古屋高等検察庁検事長 

 平成 18 年 ７月  弁護士登録 

 平成 18 年 10 月  千葉大学法科大学院教授（現任） 

平成 19 年 ９月  Ｊ．フロント リテイリング株式会社社外監査役（現任） 

平成 20 年 ２月  三菱樹脂株式会社社外監査役(現任) 

 

 

牧野 英克（まきの ひでかつ） 

略歴 昭和 21 年生まれ 

 昭和 43 年 ４月  日本電気株式会社（ＮＥＣ）入社 

 昭和 60 年 ７月  同社法務文書部第二部長 

 平成 ５年 ７月  同社法務文書部長 

 平成 10 年 ７月  同社監査役室長 

 平成 11 年 １月  同社理事 

 平成 13 年 10 月  ＮＥＣソフト株式会社執行役員 

平成 18 年 ４月  中部大学経営情報学部及び大学院経営情報学研究科 

教授（現任）   
 

以上 
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（資料３） 
新株予約権無償割当ての要項 

 
１． 新株予約権無償割当てに関する事項の決定 
（１） 新株予約権の内容及び数 

株主に割り当てる新株予約権（以下、個別に又は総称して「本新株予約権」という。）

の内容は下記２．に記載されるところに基づくものとし、本新株予約権の数は、本新

株予約権の無償割当ての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 終の発行済株式総数（ただし、同時点において当社の有する当社株式の

数を控除する。）に相当する数とする。 
（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、その保有する株式１株につき本新株予約権１個の割合で、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 

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。 
 

２． 本新株予約権の内容 
（１） 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

１） 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個あ

たりの目的である株式の数（以下「対象株式数」という。）は、１株とする。ただ

し、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合、対象株式数は次の算式により調

整されるものとし、調整の結果生ずる１株未満の端数は切り捨てるものとし、現金

による調整は行わない。 
調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率 

２） 調整後対象株式数は、株式の分割の場合はその基準日の翌日以降、株式の併合の

場合はその効力発生の翌日以降、これを適用する。 
３） 上記１）に定めるほか、株式無償割当て、合併、会社分割等当社の発行済株式数

（ただし、当社の有する当社株式の数を除く。）変更又は変更の可能性を生ずる行

為を行う場合で、対象株式数の調整を必要とするときには、株式無償割当て、合併、

会社分割その他の行為の条件等を勘案の上、対象株式数につき合理的な調整を行う

ものとする。 
（２） 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

１） 本新株予約権の行使に際して行う出資の目的は金銭とし、その価額は、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（以下「行使価格」

という。下記２）に定義される。）に対象株式数を乗じた価額とする。 
２） 行使価格は、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する。「時

価」とは、本新株予約権無償割当て決議の前日から遡って 90 日間（取引が成立し

ない日を除く。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（気配

表示を含む。）の平均値とし、１円未満の端数は切り上げるものとする。 
（３） 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

いて別途定める日を初日とし、１ヶ月間から２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する。ただし、下記（７）２）の規定に

基づき当社による本新株予約権の取得がなされる場合、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する。また、行使期間の
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終日が行使に際して払い込まれる金銭の払込みの取扱場所の休業日にあたるとき

は、その翌営業日を 終日とする。 
（４） 本新株予約権の行使条件 

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

定大量買付者の特別関係者、もしくは⑤上記①乃至④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継承した者、又は、⑥上

記①乃至⑤記載の者の関連者（以下、①乃至⑥に該当する者を総称して「特定買付

者等」という。）は、本新株予約権を行使することができない。 
  なお、上記に用いられる用語は次のとおりに定義される。 
①  「特定大量保有者」とは、当社が発行者である株券等（金融商品取引法第 27 条

の 23 第１項に定義される。以下別段の定めがない限り同じ。）の保有者（同法第

27 条の 23 第３項に基づき保有者に含まれる者を含む。）で、当該株券等に係る株

券等保有割合（同法第 27 条の 23 第４項に定義される。）が 20％以上となると当

社取締役会が認めた者をいう。 
②  「共同保有者」とは、金融商品取引法第 27 条の 23 第５項に定義される共同保

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と当社取締役会が認め

た者を含む。 
③  「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項に定

義される。）によって当社が発行者である株券等（同法第 27 条の２第１項に定義

される。以下本③において同じ。）の買付け等（同法第 27 条の２第１項に定義さ

れる。以下本③において同じ。）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む。）に係る株券等の株券等所有割合（同法第 27 条の２第

８項に定義される。以下同じ。）がその者の特別関係者の株券等所有割合と合計し

て 20％以上となると当社取締役会が認めた者をいう。 
④  「特別関係者」とは、金融商品取引法第 27 条の２第７項に定義される特別関係

者（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含む。）をいう。ただし、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項で定める者を除く。 
⑤  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として当社取締役会が認めた者、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う。「支配」とは、他の会

社等の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」（会社法施行規則第３条

第３項に定義される。）をいう。 
２） 上記１）にかかわらず、次の①乃至④の各号に記載される者は、特定大量保有者

又は特定大量買付者に該当しないものとする。 
①  当社、当社の子会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８

条第３項に定義される。）又は当社の関連会社（同規則第８条第５項に定義され

る。） 
②  当社を支配する意図がなく上記１）①に記載する要件に該当することになった

者である旨当社取締役会が認めた者であって、かつ、上記１）①の特定大量保有

者に該当することになった後 10 日間（ただし、当社取締役会はかかる期間を延

長することができる。初日不算入。）以内にその保有する当社の株券等を処分等

することにより上記１）①の特定大量保有者に該当しなくなった者 
③  当社による自己株式の取得その他の理由により、自己の意思によることなく、

上記１）①の特定大量保有者に該当することになった者である旨当社取締役会が

認めた者（ただし、その後、自己の意思により当社の株券等を新たに取得した場

合を除く。） 
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④  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（当社取締役会は、特定買付者等に該

当すると認めた者についても、当社の企業価値又は株主共同の利益に反しないと

別途認めることができる。また、一定の条件の下に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場合には、当該条件が満たされている

場合に限る。） 
３） 適用ある外国の法令上、当該法令の管轄地域に所在する者に本新株予約権を行使

させるに際し、①所定の手続の履行もしくは②所定の条件（一定期間の行使禁止、

所定の書類の提出等を含む。）の充足、又は③その双方（以下「準拠法行使手続・

条件」と総称する。）が必要とされる場合には、当該管轄地域に所在する者は、当

該準拠法行使手続・条件が全て履行又は充足されたと当社取締役会が認めた場合に

限り本新株予約権を行使することができ、これが充足されたと当社取締役会が認め

ない場合には本新株予約権を行使することができない。なお、当該管轄地域に所在

する者に本新株予約権を行使させるに際し当社が履行又は充足することが必要と

される準拠法行使手続・条件については、当社取締役会としてこれを履行又は充足

する義務は負わない。また、当該管轄地域に所在する者に本新株予約権の行使をさ

せることが当該管轄地域における法令上認められない場合には、当該管轄地域に所

在する者は、本新株予約権を行使することができない。 
４） 上記３）にかかわらず、米国に所在する者は、当社に対し、①自らが米国 1933

年証券法ルール 501(a)に定義する適格投資家（accredited investor）であることを

表明、保証し、かつ②その保有する本新株予約権の行使の結果取得する当社普通株

式の転売は東京証券取引所における普通取引（ただし、事前の取決めに基づかず、

かつ事前の勧誘を行わないものとする。）によってのみこれを行うことを誓約した

場合に限り、当該本新株予約権を行使することができる。当社は、かかる場合に限

り、当該米国に所在する者が当該本新株予約権を行使するために当社が履行又は充

足することが必要とされる米国 1933 年証券法レギュレーションＤ及び米国州法に

係る準拠法行使手続・条件を履行又は充足するものとする。なお、米国における法

令の変更等の理由により、米国に所在する者が上記①及び②を充足しても米国証券

法上適法に本新株予約権の行使を認めることができないと当社取締役会が認める

場合には、米国に所在する者は、本新株予約権を行使することができない。 
５） 本新株予約権を有する者は、当社に対し、自らが特定買付者等に該当せず、かつ、

特定買付者等に該当する者のために行使しようとしている者ではないこと、及び本

新株予約権の行使条件を充足していること等の表明・保証条項、補償条項その他当

社が定める事項を誓約する書面並びに法令等により必要とされる書面を提出した

場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。 
６） 本新株予約権を有する者が本（４）の規定により、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する。 
（５） 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本

準備金 
増加する資本金及び資本準備金の額は、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額とする。 
（６） 本新株予約権の譲渡 

１） 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。 
２） 本新株予約権を譲渡しようとする者が日本国外に所在する者であって、上記（４）

３）及び４）の規定により本新株予約権を行使することができない者（特定買付者

等を除く。）であるときは、当社取締役会は、次の事由等を勘案して上記１）の承

認をするか否かを決定する。 
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①  当該管轄地域に所在する者による本新株予約権の全部又は一部の譲渡による

取得に関し、譲渡人及び譲受人が作成し署名又は記名捺印した差入書（下記②乃

至④に関する表明・保証条項、補償条項及び違約金条項を含む。）が提出されてい

るか否か 
②  譲渡人及び譲受人が特定買付者等に該当しないことが明らかであるか否か 
③  譲受人が当該管轄地域に所在しない者であり、かつ、当該管轄地域に所在する

者のために譲受けしようとしている者でないことが明らかであるか否か 
④  譲受人が特定買付者等のために譲受しようとしている者でないことが明らか

であるか否か 
（７） 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。 
２） 当社は、当社取締役会が別に定める日の到来をもって、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行うことができる。 
（８） 合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収合併、新設分割、株式交換、

及び株式移転の場合の本新株予約権の交付及びその条件 
本新株予約権無償割当て決議において別途決定する。 

（９） 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ない。 

（１０） 法令の改正等による修正 
上記で引用する法令の規定は、平成 20 年 5 月１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

る条項又は用語の意義等に修正を加える必要が生じた場合には、当社取締役会にお

いて、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又は用語の意義

等を適宜合理的な範囲内で読み替えることができるものとする。 
 
３． その他 

その他必要な事項については、新株予約権無償割当て決議において当社取締役会又

は当社株主総会が定めるものとします。 
 

以上 
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（資料４） 
本プランの手続に関する流れ（イメージ概要） 

 
 

記載内容が不十分

発動を株主総会で
諮る旨を勧告

否決 可決

検討期間の延長
（30日以内）

不発動勧告

不発動勧告 発動を株主総会で諮る旨を勧告

記載内容が十分

本プランに定める手続きを
遵守しない買付け等である
と認められる場合

本プランに定める手続きを
遵守しない買付け等である
と認められる場合

買付者等の出現買付者等の出現

買付者等による意向表明書提出買付者等による意向表明書提出

当社取締役会に対し、買付者等は
本情報を提出

当社取締役会に対し、買付者等は
本情報を提出

追加的に情報提供を要請
（期間は独立委員会が設定）

追加的に情報提供を要請
（期間は独立委員会が設定）

独立委員会による検討（原則として 長30日間）
（必要に応じて買付者等との協議・交渉も行う）

独立委員会による検討（原則として 長30日間）
（必要に応じて買付者等との協議・交渉も行う）

取締役会は本情報受領後、
速やかに独立委員会に提供

取締役会は本情報受領後、
速やかに独立委員会に提供

上記勧告を 大限尊重して
取締役会決議

上記勧告を 大限尊重して
取締役会決議

上記勧告を 大限尊重して
取締役会決議

上記勧告を 大限尊重して
取締役会決議

上記勧告を 大限尊重して
取締役会決議

上記勧告を 大限尊重して
取締役会決議

新株予約権無償割当ての実施新株予約権無償割当ての実施新株予約権無償割当ての不実施新株予約権無償割当ての不実施

株主総会の開催株主総会の開催

独立委員会が発動を勧告独立委員会が発動を勧告

引き続き情報収集
検討等を行う

引き続き情報収集
検討等を行う

独立委員会は取締役会に対して、意見・代替案を提示するように
要求することがあります（原則60日以内）

独立委員会は取締役会に対して、意見・代替案を提示するように
要求することがあります（原則60日以内）

記載内容が不十分

発動を株主総会で
諮る旨を勧告

否決 可決

検討期間の延長
（30日以内）

不発動勧告

不発動勧告 発動を株主総会で諮る旨を勧告

記載内容が十分

本プランに定める手続きを
遵守しない買付け等である
と認められる場合

本プランに定める手続きを
遵守しない買付け等である
と認められる場合

買付者等の出現買付者等の出現

買付者等による意向表明書提出買付者等による意向表明書提出

当社取締役会に対し、買付者等は
本情報を提出

当社取締役会に対し、買付者等は
本情報を提出

追加的に情報提供を要請
（期間は独立委員会が設定）

追加的に情報提供を要請
（期間は独立委員会が設定）

独立委員会による検討（原則として 長30日間）
（必要に応じて買付者等との協議・交渉も行う）

独立委員会による検討（原則として 長30日間）
（必要に応じて買付者等との協議・交渉も行う）

取締役会は本情報受領後、
速やかに独立委員会に提供

取締役会は本情報受領後、
速やかに独立委員会に提供

上記勧告を 大限尊重して
取締役会決議

上記勧告を 大限尊重して
取締役会決議

上記勧告を 大限尊重して
取締役会決議

上記勧告を 大限尊重して
取締役会決議

上記勧告を 大限尊重して
取締役会決議

上記勧告を 大限尊重して
取締役会決議

新株予約権無償割当ての実施新株予約権無償割当ての実施新株予約権無償割当ての不実施新株予約権無償割当ての不実施

株主総会の開催株主総会の開催

独立委員会が発動を勧告独立委員会が発動を勧告

引き続き情報収集
検討等を行う

引き続き情報収集
検討等を行う

独立委員会は取締役会に対して、意見・代替案を提示するように
要求することがあります（原則60日以内）

独立委員会は取締役会に対して、意見・代替案を提示するように
要求することがあります（原則60日以内）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）この図は、本プランに対するご理解の一助としてお使いいただくことのみを目的と

して作成されております。本プランの詳細については本文をご参照下さい。 
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（資料５） 

当社の株主の状況(平成 20 年３月 31 日現在) 

 

1. 発行可能株式総数  1,000,000,000 株 

2. 発行済株式総数    371,463,036 株 

3. 株主数           29,834 名   

4. 大株主の状況 

 

当社への出資状況 株主名 

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（％） 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

(信託口) 

33,607 9.1 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式

会社 

27,634 7.4 

クレディット スイス チューリッヒ 18,579 5.0 

資産管理サービス信託銀行株式会社 15,253 4.1 

三井生命保険株式会社 15,138 4.1 

株式会社三井住友銀行 11,000 3.0 

中央三井信託銀行株式会社 11,000 3.0 

クリアストリーム バンキング エス

エー  

9,067 2.4 

三井住友海上火災保険株式会社 8,824 2.4 

株式会社日立製作所 5,050 1.4 

（注）日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式数は、４名義の所有株式 

を名寄せしております。資産管理サービス信託銀行株式会社の所有株式数は、 

７名義の所有株式を名寄せしております。 

 

以上 
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