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平成２１年６月２６日  

各    位 
会 社 名    株式会社河合楽器製作所 
代 表 者 名    代表取締役社長  河合 弘隆 

（コード番号７９５２ 東証第一部） 
問 合 せ 先    経営企画部副部長 丸山 孝 
電 話 番 号  053－457－1227 

 
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続について 

  
当社は、本日開催の取締役会において、「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買

収防衛策）」（以下、「本プラン」といいます。）について継続導入することを決議いた

しましたので、お知らせいたします。また、本取締役会において、現在、独立委員会の委

員として選任されております村岡茂生、田畑知久、都築知也の3氏を引き続き独立委員会の
委員として選任する旨の決議を行いましたので、併せてお知らせいたします。  

なお、本プランの継続導入決議にあたり、下記のとおり本プランに所要の修正を行って

おりますので、併せてお知らせいたします。 

 

記 

１．修正の理由 
「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を

改正する法律」（平成 16年法律第 88号）の施行により株券が電子化されるなどの関係法令
が整備されたことに伴い、本プランに所要の修正を加えるほか、一部字句の修正を行うも

のであります。これらにつきましては、これまでの法令改正を反映した形式的な用語の修

正であり、本プランの基本的な枠組みについては、導入時から変更された箇所はございま

せん。 
 
2．修正の内容 
 修正の内容は、以下のとおりであります。 
なお、修正前の内容につきましては、当社ホームページに掲載の開示資料（平成 19年 5
月 9日開示「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の導入について」
http://www.kawai.co.jp/ir/pdf/2007/disclo_20070509_02.pdf をご参照下さい。 

 
（下線は修正部分を示します。） 

修 正 前 修 正 後 
（9ページ～10ページ） 
５．株主および投資家の皆様に与える影響等
       （中略） 
（２）対抗措置発動時に株主および投資家の

皆様に与える影響  
 

当社取締役会は、当社の企業価値およ

び株主共同の利益を守ることを目的とし

て、上記の対抗措置をとることがありま

すが、当社取締役会が具体的な対抗措置

 
５．株主および投資家の皆様に与える影響等
       （中略） 
（２）対抗措置発動時に株主および投資家の

皆様に与える影響  
 

当社取締役会は、当社の企業価値およ

び株主共同の利益を守ることを目的とし

て、上記の対抗措置をとることがありま

すが、当社取締役会が具体的な対抗措置
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修 正 前 修 正 後 
をとることを決定した場合には、適用あ

る法令、証券取引所規則等に従って、適

時適切な開示を行います。 
（中略） 

（３）対抗措置発動に伴って株主の皆様に必

要となる手続 

 

当社取締役会が対抗措置の発動を決定

し、新株予約権無償割当てを行う場合、

名義書換未了の株主の皆様は、当社取締

をとることを決定した場合には、適用あ

る法令、金融商品取引所規則等に従って、

適時適切な開示を行います。 
（中略） 

（３）対抗措置発動に伴って株主の皆様に必

要となる手続 

 

当社取締役会が対抗措置の発動を決定

し、新株予約権無償割当てを行う場合、

当社取締役会が定めた一定の基準日時点 
役会が別途決定し公告する割当の基準日

までに、名義書換を完了していただく必

要があります。さらに、新株予約権の行

使に際しては、株主の皆様には、新株を

取得するために、所定の期間内に一定の

金額の払込みを行っていただく必要があ

ります。 
      （中略） 
これらの手続の詳細については、実

際にこれらの手続が必要となった際

に、適用ある法令および証券取引所規

則に基づき別途お知らせします。 
      （後略） 

の株主の皆様に対して行われるため、当

該基準日における最終の株主名簿に記録

される必要があります。さらに、新株予

約権の行使に際しては、株主の皆様には、

新株を取得するために、所定の期間内に

一定の金額の払込みを行っていただく必

要があります。 
     （中略） 
これらの手続の詳細については、実

際にこれらの手続が必要となった際

に、適用ある法令および金融商品取引

所規則に基づき別途お知らせします。 
       （後略） 

（10ページ～11ページ） 
６．その他 

（中略） 
また、当社取締役会においては、今後の

司法判断の動向、証券取引所その他の公的

機関の対応、会社法、証券取引法または各

証券取引所の上場規則等の改正、その他の

法令等の制定・改廃にも引き続き注視し

て、当社の企業価値および当社株主共同の

利益を確保しまたは向上させるとの観点

から、必要に応じて本プランの見直し、ま

たは本プランに代わる別途の方針の導入

も含め、適切な措置を適宜講じてまいる所

存です。 
 

 
６．その他 

（中略） 
また、当社取締役会においては、今後の

司法判断の動向、証券取引所その他の公的

機関の対応、会社法、金融商品取引法また

は各金融商品取引所の上場規則等の改正、

その他の法令等の制定・改廃にも引き続き

注視して、当社の企業価値および当社株主

共同の利益を確保しまたは向上させると

の観点から、必要に応じて本プランの見直

し、または本プランに代わる別途の方針の

導入も含め、適切な措置を適宜講じてまい

る所存です。 
 

（10ページ～11ページ） 
注１： 特定株主グループとは、当社の株券

等（証券取引法第 27条の 23第 1項
に規定する株券等をいいます。）の保

有者（同法第 27条の 23第 1項に規
定する保有者をいい、同条第 3項に基
づき保有者に含まれる者を含みます。

以下同じとします。）およびその共同

保有者（同法第 27条の 23第 5項に
規定する共同保有者をいい、同条第 6

 
注１： 特定株主グループとは、当社の株券

等（金融商品取引法第 27条の 23第 1
項に規定する株券等をいいます。）の

保有者（同法第 27条の 23第 1項に
規定する保有者をいい、同条第 3項に
基づき保有者に含まれる者を含みま

す。以下同じとします。）およびその

共同保有者（同法第 27 条の 23 第 5
項に規定する共同保有者をいい、同条
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修 正 前 修 正 後 
項に基づき共同保有者とみなされる

者を含みます。以下同じとします。）

ならびに当社の株券等（同法第 27条
の 2 第 1 項に規定する株券等をいい
ます。）の買付け等（同法第 27条の 2
第 1項に規定する買付け等をいい、取
引所有価証券市場において行われる

ものを含みます。）を行う者およびそ

の特別関係者（同法第 27条の 2第 7
項に規定する特別関係者をいいま

す。）を意味します。 
 
注２： 議決権割合とは、特定株主グループ

の具体的な買付方法に応じて、（i）

特定株主グループが当社の株券等 

第 6 項に基づき共同保有者とみなさ
れる者を含みます。以下同じとしま

す。）ならびに当社の株券等（同法第

27条の 2第 1項に規定する株券等を
いいます。）の買付け等（同法第 27
条の 2 第 1 項に規定する買付け等を
いい、取引所金融商品市場において行

われるものを含みます。）を行う者お

よびその特別関係者（同法第 27条の
2第7項に規定する特別関係者をいい
ます。）を意味します。 

 
注２： 議決権割合とは、特定株主グループ

の具体的な買付方法に応じて、（i） 

特定株主グループが当社の株券等 
（証券取引法第 27条の 23第 1項に
規定する株券等をいいます。）の保有

者およびその共同保有者である場合

の当該保有者の株券等保有割合（同法

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。この場合にお

いては、当該保有者の共同保有者の保

有株券等の数（同項に規定する保有株

券等の数をいいます。）も計算上考慮

されます。）または（ii）特定株主グ

ループが当社の株券等（同法第 27条
の 2 第 1 項に規定する株券等をいい
ます。）の大規模買付者およびその特

別関係者である場合の当該大規模買

付者および当該特別関係者の株券等

所有割合（同法第 27条の 2第 8項に
規定する株券等所有割合をいいま

す。）の合計をいいます。株券等保有

割合および株券等所有割合の算出に

あたっては、総議決権（同法第 27条
の 2 第 8 項に規定するものをいいま
す。）および発行済株式の総数（同法

第 27条の 23第 4項に規定するもの
をいいます。）は、有価証券報告書、

半期報告書および自己株券買付状況

報告書のうち直近に提出されたもの

を参照することができるものとしま

す。 

 

注３： 株券等とは、証券取引法第 27 条の
23第 1項に規定する株券等を意味し
ます。 

 

（金融商品取引法第 27 条の 23 第 1
項に規定する株券等をいいます。）の

保有者およびその共同保有者である

場合の当該保有者の株券等保有割合

（同法第 27条の 23第 4項に規定す
る株券等保有割合をいいます。この場

合においては、当該保有者の共同保有

者の保有株券等の数（同項に規定する

保有株券等の総数をいいます。）も計

算上考慮されます。）または（ii）特

定株主グループが当社の株券等（同法

第 27条の 2第 1項に規定する株券等
をいいます。）の大規模買付者および

その特別関係者である場合の当該大

規模買付者および当該特別関係者の

株券等所有割合（同法第 27条の 2第
8 項に規定する株券等所有割合をい
います。）の合計をいいます。株券等

保有割合および株券等所有割合の算

出にあたっては、総議決権（同法第

27条の 2第 8項に規定するものをい
います。）および発行済株式の総数（同

法第 27条の 23第 4項に規定するも
のをいいます。）は、有価証券報告書、

四半期報告書および自己株券買付状

況報告書のうち直近に提出されたも

のを参照することができるものとし

ます。 

 

注３： 株券等とは、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。 

 



 4

修 正 前 修 正 後 
（14ページ） 
（別紙 3） 

新株予約権無償割当ての概要 
 

１．新株予約権の割当ての対象となる株主

およびその割当方法 
 

当社取締役会で定める基準日におけ

る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対し、

その所有する普通株式（ただし、当社

の有する当社株式を除く。）１株につき

１個の割合で割り当てる。 
 

 
（別紙 3） 

新株予約権無償割当ての概要 
 

１．新株予約権の割当ての対象となる株主

およびその割当方法 
 

当社取締役会で定める基準日におけ

る最終の株主名簿に記録された株主に

対し、その所有する普通株式（ただし、

当社の有する当社株式を除く。）１株に

つき１個の割合で割り当てる。 
 
 

以上 


