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平成 22年 5月 13日 

各 位 

 

会 社 名  燦ホールディングス株式会社 

代表者名  代表取締役社長 古内 耕太郎 

（コード番号 9628 東証・大証 第 1部） 
問 合 せ 先  常務取締役（経理・ＩＲ担当） 

鈴江 敏一 
（TEL  06－6226－0038） 

 

当社株式の大量取得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 6月 27日開催の当社第 78期定時株主総会において、当社株式の大量

取得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。）の導入につき、

株主の皆様のご承認をいただきましたが、旧プランの有効期間は、平成 22年 6月下旬開催

予定の第 81期定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）の終結の時までとさ

れています。 

当社は、旧プランの有効期間満了に先立ち、平成22年5月13日開催の当社取締役会におい

て、本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を条件に、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118条第3

号本文に規定されるものをいい、以下「基本方針」といいます。）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118条第3号ロ(2)）として、旧プランの内容を一部改定したうえ、更新するこ
と（以下、改定後のプランを「本プラン」といいます。）といたしましたので、以下のとお

り、お知らせいたします。なお、本プランの具体的内容を決定した当社取締役会には、社

外監査役3名を含む当社監査役4名が出席し、その全員が本プランの更新に賛成しておりま

す。 

 なお、現時点において、当社が特定の第三者から大量取得行為を行う旨の通告や提案を

受けている事実はありません。 
 

1．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、当社の企業価値の源泉を

理解し、当社が企業価値ひいては株主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。 
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  当社は、当社の支配権の移転を伴う買付提案がなされた場合、その判断は最終的には

株主の皆様の意思に基づき行なわれるべきものと考えております。また、当社は、当社

株式について大量買付がなされる場合、これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益

の確保・向上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、態様等から見て企業価値・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。 

  当社では企業価値の確保・向上に努めておりますが、特に、当社の企業価値は、①葬

儀に直接携わる人材、②立地や内部設備面で利便性の高い葬祭専用施設、③葬祭サービ

スの主要構成部分（車両運行、生花・料理、補助スタッフ、返礼品・仏壇等）の調達力、

④長年の施行経験に基づく運営ノウハウ、及び⑤企業の担当部門との人的な信頼関係や

「社葬セミナー」の企画運営力等に裏打ちされた営業力等をその源泉としております。

当社株式の大量買付を行う者が当社の企業価値の源泉を理解し、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。 

  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をすることにより、当社の企業価値ひいて

は株主共同の利益を確保する必要があると考えております。 

 

2．基本方針の実現に資する特別な取組みについて 

 

(1) 当社の経営理念及び事業 

 当社は、昭和 7 年の創業以来、個人葬から社葬・団体葬など大規模葬儀まで、あら

ゆる葬祭ニーズに対して質の高いサービスを提供することにより社会に役立つことを

使命としてまいりました。 

当社には、一種のベンチャーとして、当時の葬祭業界としては珍しい株式会社組織

で発足したことに象徴される進取の精神が脈々と流れております。戦後では、近代的

葬祭会館の先駆をなす千里会館の開設、業界初の株式上場、首都圏への進出、そして

持株会社制への移行といった、企業として節目の意思決定においてこの精神を発揮し

てまいりました。2009 年 4 月には、予想される社会環境および顧客、競合の変化をふ

まえ、当社グループの将来あるべき姿を「10 年ビジョン」として定め、同時に創業以

来大切にしてきた価値観と将来への思いを結晶化し、社員の価値判断の基軸とすると

ともにグループの求心力の核として、経営理念を再定義いたしました。その経営理念
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とは、「私たちは、大切な人との最後のお別れを尊厳あるかたちでお手伝いします。そ

して、それにとどまらず、人生のマイナスからプラスへのステップを支える最良のパ

ートナーを目指します」というものです。 

経営理念を具体的に実行する為、当社の将来のあるべき姿（「10 年ビジョン」）とし

て、顧客へ提供する価値においては、(ⅰ)葬儀の代名詞として日本中で知られるブラン

ドの確立、(ⅱ)全国ネットワークでのサービス提供、(ⅲ)葬儀にとどまらず、亡くなら

れた方のご家族のパートナーとしてのサービスの提供および長期的リレーションシッ

プの構築などを掲げ、取り組んでいます。その他、事業の中核である葬祭サービスに

ついて、それを担うのは「人」であるという観点から、業界で抜きんでた人材層の厚

みの実現というあるべき社員の姿（「10 年ビジョン」）に資するものとして、チャレン

ジを奨励する組織風土の下、努力が報われる人事評価・報酬制度の実施、ワーク・ラ

イフ・バランスへの配慮（社内人材の戦略的育成など）に取り組んでいます。 

また、経営理念を社員の日々の行動へ落とし込むための行動規範として、 

・かかわりのあるすべての人たちを〈人〉として尊重すること 

・地域に根ざす慣習や伝統を重んじながら、新しい時代のニーズを取り入れ、多元的

な価値を創造し続けること 

・相利（そうり）共生の精神のもと、地域社会の一員としての自覚を持ち、地域の活

動に参加すること 

などを制定しており、これらを実践してまいります。 

 

(2) 企業価値の源泉についてと企業価値向上への取組み 

 当社の企業価値は、①葬儀に直接携わる人材、②立地や内部設備面で利便性の高い葬

祭専用施設、③葬祭サービスの主要構成部分（車両運行、生花・料理、補助スタッフ、

返礼品・仏壇等）の調達力、④長年の施行経験に基づく運営ノウハウ、及び⑤企業の担

当部門との人的な信頼関係や「社葬セミナー」の企画運営力等に裏打ちされた営業力等

をその源泉としております。また、当社グループのコアコンピタンス＝競合他社に対す

る“優位性”は、単に葬儀施行を行うのではなく、大切な方を亡くされたご遺族の悲し

みを和らげるホスピタリティのノウハウと考えております。時代の変化とともに宗教家

の役割が薄まっていく中、当社グループのノウハウは持続的競合優位性を一層強めてい

くものであり、企業価値向上への原動力と考えています。 

具体的な企業価値向上の施策に関しましては、「10 年ビジョン」の実現に向けて、3

期に分けて中期経営計画を策定・実行していきます。現在、成長のための基盤整備と

位置づける第Ⅰ期（2009年 4月～2012年 3月）にあり、テーマとして「あえて成長を

急がず、今後の成長に必要な仕込み期間とする」を掲げています。当社グループのコ

アコンピタンスを強化するとともにグループ経営体制を見直し、BPR（Business Process 

Reengineering）を着実に実行することで、今後の成長のために必要な経営資源を確保し

ます。同時に、CRM（Customer Relationship Management）の重要性を認識しており、葬

祭サービスの本質を押さえつつ、顧客視点を大切にして新しいサポートサービスの提
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供を図ります。またグループで働く人たちに対しては、公正・公平な評価を通して「人

財」としての価値を高めていきます。これらの施策を着実に実施していくことで、社

会に貢献し、企業価値の向上に努め、ひいては株主の皆様共同の利益の最大化に努め

てまいりたいと考えております。 

中期経営計画の第Ⅰ期（2009 年度～2011 年度）においては、以下の 4点の基本方針

を設定し、これに則った戦略的諸施策を策定・実施しております。  

① 理念と行動規範の浸透 

グループで働く人々にいきいきとした「やりがい」を自覚してもらい、グループ全

体の求心力を高めるために、新たに制定した経営理念の浸透と行動への落とし込みを

追求する。 

② グループ会社のマネジメント体制の見直し 

グループ各社への役割期待を再定義すると共に、全体最適の実現のためにグループ

のマネジメント体制を整備する。 

・既存グループ会社を、その本質的な役割の違いに着目し、会館ネットワークをベー

スに葬祭サービスを提供する「地域子会社」と、葬祭サービスに必要な機能を提供

する「機能子会社」とに二分して考える。 

・「地域子会社」には、地域でのシェア拡大だけではなく、ＣＲＭの視点での顧客基

盤の拡大、顧客との信頼関係の構築・維持、グループ業績に対する利益貢献を求め

る。 

・「機能子会社」は、品質・コスト両面でのノウハウを蓄積し、対競合優位性を高め

る。 

③ 第Ⅱ期の成長に必要なヒト・モノ・カネを準備・調達する。 

・既存人材の評価を実施、必要な人材要件を特定し内部育成（ＯＪＴ，研修）／外部

採用する。 

・株式会社公益社の会館毎の収益性を見直し、改善策を立案・実行して第Ⅱ期の本格

成長に備える。（会館のスクラップ＆ビルドも選択肢とする。） 

・「機能子会社」の施設の収益性に検討を加える。 

・ＢＰＲ（業務の全体的見直しによりムダを省く）による資金の捻出、遊休施設・不

稼働施設の売却等による資金化を図る。 

④ コアコンピタンスに立脚する戦略の展開 

永続的競合優位性をもたらす自らの強みが何であるかを改めて見直し、その強みを

活かした戦略を策定・実行する。 

・コアコンピタンスに基づく私たちのサービスがご遺族の心に残す「つながり」を資

産と考え、この「つながり」を仕組みとして活かしていく（CRMの構築）。 

直近の取組実績の例といたしましては、上記③の資産効率の向上を目指すものとして、

守口事業センター（大阪府守口市大日町）のグループ物流機能等を大阪府下の外部倉庫

に移転し、跡地を第三者に賃貸致していることなど、中期経営計画に沿った取組みを着

実に実施しております。 
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3. 本プランの内容（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) 本プランの概要 

(a) 本プランの発動に係る手続の設定 

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又はその

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等を提

示したり、買付者等との交渉等を行っていくための手続を定めています（下記(2)

「本プランの発動に係る手続」ご参照）。 

(b) 新株予約権無償割当ての利用 

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等を行う等、当

社グループの企業価値・株主共同の利益が害されるおそれがあると認められる場合

（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」ご参照）

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（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」にて後述するものとし、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（会社法第 277条以降に規定

されます。）により割り当てます。 

(c) 取締役の恣意的判断を排するための独立委員会の関与 

本プランにおいては、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、取締役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

いては別紙 1ご参照）に従い、（i）当社社外取締役、（ii）当社社外監査役、又は（iii）

社外の有識者で、当社経営陣から独立した者のいずれかに該当する委員 3 名以上

から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。また、当社取締役会は、

これに加え、本プラン所定の場合には、株主意思確認のための株主総会を招集し、

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あり

ます。 

なお、本プラン更新当初の独立委員会は、独立性の高い社外監査役 3名及び有識

者 1名（本定時株主総会において社外取締役に選任された場合には、社外監査役 3

名及び社外取締役 1 名）により構成される予定です。その委員の氏名及び略歴は

別紙 2 のとおりです（更新後の独立委員会の委員の選任基準、決議要件及び決議

事項については別紙 1ご参照）。 
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(d) 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 

本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、買付者等以外の株主の皆

様により本新株予約権が行使された場合、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、当該

買付者等の有する当社株式の議決権割合は最大で約 50%まで希釈化される可能性

があります。 

 

(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、以下の①又は②に該当する買付等がなされる場合を適用対象とし

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が 20％以

上となる買付等 

② 当社が発行者である株券等4について、公開買付け5に係る株券等の株券等所

有割合6及びその特別関係者7の株券等所有割合の合計が 20％以上となる公

開買付け 

(b) 意向表明書の提出 

買付者等は、買付等の開始又は実行に先立ち、別途当社の定める書式により、

本プランの手続を遵守する旨の誓約文言等を含む書面（買付者等の代表者による

署名又は記名捺印のなされたもの）及び当該署名又は捺印を行った代表者の資格

証明書（以下、これらをあわせて「意向表明書」といいます。）を当社に対して提

出していただきます。意向表明書には、買付者等の氏名又は名称、住所又は本店、

事務所等の所在地、設立準拠法、代表者の氏名、日本国内における連絡先及び企

図されている買付等の概要等を明示していただきます。なお、意向表明書及び下

記(c)に定める買付説明書における使用言語は日本語に限ります。 

(c) 買付者等に対する情報提供の要求 

当社は、意向表明書を受領した日から 10営業日以内（初日不参入。以下、特に

断らない限り期間の計算方法につき同様とします。）に、買付説明書（以下に定義

されます。）の様式（買付者等が当社に提供すべき情報のリストを含みます。）を

買付者等に対して交付いたします。買付者等は、当社取締役会が友好的な買付等

                                                  
 
1 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。 
2 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。 
3 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。 
4 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。 
5 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。 
6 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。 
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。 
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であると認めた場合を除き、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。）等を記載した書面（以下「買付説明書」といいます。）

を当社の定める様式により提出して頂きます。 

当社取締役会は、買付説明書を受領した場合、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、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、直接又は当社取締役会を

通じて、買付者等に対し、適宜回答期限を定めた上、本必要情報を追加的に提出

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、かかる本必要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8、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、当該買付等による買付等と同種の取引の詳細、その結果等を

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、買付等の実現可能性に関す

る情報等を含みます。） 

③ 買付等の価額の算定根拠（算定の前提となる事実、算定方法、算定に用いた

数値情報、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、及びそのうち他の株主に対して分配されるシナジーの内容等を含み

ます。） 

④ 買付等の資金の裏付け（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等を含みます。） 

⑤ 買付等の後の当社及び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 買付等の後の当社及び当社グループの企業価値を継続的、安定的に向上させ

るための施策及び当該政策が当社及び当社グループの企業価値を向上させ

ると認める根拠 

⑦ 買付等の後における当社及び当社グループの従業員、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 

⑧ 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 

⑨ 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

                                                  
 
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ら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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付等を開始したものと認められる場合には、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(e)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。 

(d) 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、買付者等から意向表明書、買付説明書及び本必要情報が提出

された場合、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から買

付説明書及び本必要情報の内容と当社取締役会の事業計画、当社取締役会によ

る企業評価等との比較検討等を行うために当社取締役会に対しても、適宜回答

期限（当社グループの事業の規模、社会性および特殊性等に鑑み、原則として

60日間を上限とします。）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。）、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等を提示す

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作業 

独立委員会は、買付者等及び（当社取締役会に対して上記のとおり情報等の

提示を要求した場合には）当社取締役会から、独立委員会が十分と認める情

報等を受領してから原則として 60日間が経過するまでに（但し、下記(e)③に

記載する場合などには、独立委員会は当該期間を 30日間を限度として延長す

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。）、

買付者等の買付等の内容の検討、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、及び当社取締役会の提供する代替案の検討等を行

います。また、独立委員会は、必要と認める場合には、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、直接又は当社取締役会を通じて、当該買付者等と協議・交渉等を行い、

又は当社取締役会等による代替案の株主等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、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。 

買付者等は、独立委員会が、直接又は当社取締役会を通じて、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。 

(e) 独立委員会による勧告等の手続 

独立委員会は、買付者等が現れた場合において、以下の手続に従い、当社取締

役会に対する勧告等を行うものとします。 
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① 独立委員会が本プランの発動を勧告する場合  

独立委員会は、買付者等が本プランに定められた手続を遵守しなかった場合、

その他買付者等の買付等の内容の検討の結果、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ることを勧告します。なお、独立委員会は、

ある買付等について下記(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

ると判断した場合でも、予め当該実施に関して下記（g）に基づき株主総会の

承認を得るべき旨の勧告をすることができるものとします。 

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、行使期間開始日

（下記(4)「本新株予約権の無償割当ての概要」(f)において定義されます。）の

前日までの間、（無償割当ての効力発生時までは）本新株予約権の無償割当て

の中止、又は（無償割当ての効力発生時の後は）本新株予約権を無償にて取

得する旨の新たな勧告を行うことができるものとします。 

(ｲ) 当該勧告後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 

(ﾛ) 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くなった

場合 

② 独立委員会が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

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。 

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を勧告した後

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前段の要

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の勧告を含む

新たな判断を行い、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。 

③ 独立委員会が本プランの発動の延期を行う場合 

  独立委員会が、独立委員会検討期間満了時までに、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、当該買
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付者等の買付等の内容の検討・当該買付者等との交渉・代替案の検討等に必要

とされる合理的な範囲内（ただし、30日間を上限とします。）で、独立委員会

検討期間を延長する旨の決議を行います（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最大限努めるものとします。 

(f) 取締役会の決議 

当社取締役会は、独立委員会の上記勧告を最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速やかに行うも

のとします。なお、当社取締役会が本プランの不発動の決議を行うまで、買付者

等は、買付等を行ってはならないものとします。但し、下記(g)に基づき株主意思

確認のための株主総会を開催する場合には、当社取締役会は、株主総会の決議に

従うものとします。 

(g) 株主意思確認のための株主総会の開催 

当社取締役会は、独立委員会が株主意思確認のための株主総会の開催を勧告する

場合には、独立委員会の上記勧告を最大限尊重して、本新株予約権の無償割当ての

実施の承認等を議案とする株主総会の招集手続を速やかに行うものとします。当社

取締役会は、当該株主総会の招集手続を実施する際、買付説明書及び本必要情報の

概要、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、株主総会の開催の前提として、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「意思確認総会

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、意思確認総会議

決権基準日における最終の株主名簿に記録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、買付等を行ってはならないものとし

ます。 

(h) 情報開示 

当社は、本プランの運用に際しては、適用ある法令又は金融商品取引所の規程等

に従い、本プランの各手続の進捗状況（意向表明書・買付説明書が提出された事

実、独立委員会検討期間が開始した事実及び独立委員会検討期間の延長が行われ

た事実を含みます。）又は独立委員会による勧告等の概要、当社取締役会の決議の

概要、株主意思確認のための株主総会の決議の概要、その他独立委員会又は当社
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取締役会が適切と考える事項について、適時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」(f)

に記載される当社取締役会の決議又は(g)に記載される株主総会の決議により、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」(e)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、必ず独立委員会の判断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、当社グループ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 当社グループ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、当社グループ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) 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

のある買付等である場合 

(d) 買付等の条件（買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、買付等の方法の適

法性、買付等の実現可能性、買付等の後の経営方針・事業計画、及び買付等の後

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

に対する対応方針等を含みます。）が当社の企業価値に鑑み著しく不十分又は不

適当な買付等である場合 

(e) 当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠な当社グループの従業員、顧客、取

引先等との関係又は当社グループのブランド価値、企業文化を破壊することなど

により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく毀損することが客観

的・合理的に判断できる買付等である場合 

 

(4) 本新株予約権の無償割当ての概要 
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本プランに基づく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「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。）と同数とします。 

(b) 割当対象株主 

割当期日における当社の最終の株主名簿に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 1 個の割合で、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 

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個の目的

である株式9の数（以下「対象株式数」といいます。）は、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株式 1株当たりの価額は、1円を下限として当社株式の 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。時価とは、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。）の大阪証券取引所（但し、主たる取引

所が変更された場合には、それに従うものとします。）における当社株式の普通取

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 

新株予約権無償割当て決議において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。ただし、下記(i)

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。 

(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、

                                                  
 
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及び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。 
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
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(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)に該

当する者を「非適格者」といいます。）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することができるほか、非居住者の有する本新株予約権も、

下記(i)項のとおり、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。）。 

(h) 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。 

(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

                                                                                                                                                  
 
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

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 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

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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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。 

 

(5) 当社取締役会が本新株予約権の無償割当ての実施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ために株主総会に提出する議

案の内容は、原則として、上記 3.(4)「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。 

 

(6) 本プランの更新手続 

本プランの更新については、当社定款第 12 条の規定に基づき、本プランに記載 

した条件に従い本新株予約権の無償割当てに関する事項を決定する権限を、当社取

締役会に委任することについて、本定時株主総会において決議していただくことを

条件とします。 

 

(7) 本プランの有効期間、廃止及び変更 

本プランにおける本新株予約権の無償割当ての実施に関する事項の決定権限の委

任期間（以下「有効期間」といいます。）は、本定時株主総会終了後 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します。 

ただし、有効期間の満了前であっても、①当社の株主総会において本プランに係る

無償割当てに関する事項の決定についての当社取締役会への上記委任を撤回する旨の

決議が行われた場合、または②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、上記(6)「本プランの更

新手続」の本定時株主総会決議による委任の趣旨に反しない場合（本プランに関する

法令、金融商品取引所規則等の新設又は改廃が行われ、かかる新設又は改廃を反映す

るのが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切である場

合、当社株主に不利益を与えない場合等を含みます。）には、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。 

 

4. 本プランの合理性 

 

(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 2005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・株主意思確認の原則、必要
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性・相当性確保の原則）を完全に充足しています。また、本プランは、企業価値研究

会が平成 20年 6月 30日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在

り方」を勘案した内容となっております。 

 

(2) 株主意思を重視するものであること（株主総会決議とサンセット条項） 

当社は、本定時株主総会において本プランにつき承認決議がなされることを条件と

して本プランを更新させていただく予定です。具体的には、上記 3.(6)「本プランの更

新手続」に記載したとおり、当社株主総会おいて、定款の定めに基づく本プランに係

る委任決議がなされることにより、本プランは更新されます。 

また、上記 3.(7)「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、当社株主総会において、上記の委任決議を撤回す

る旨の決議がなされた場合、または株主総会で選任された取締役により構成される取

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り、その意味で、本プランの更新及び廃止は、当社株主の

皆様の意思に基づくこととなっております。 

 

(3) 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、取締役の恣意的判断を排除し、株主の皆様のた

めに、本プランの発動及び廃止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。 

実際に当社に対して買付等がなされた場合には、上記 3.(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、独立委員会規則に従い、当該買付

等が当社の企業価値・株主の共同利益を毀損するか否かなどの実質的な判断を行い、

当社取締役会はその判断を最大限尊重して会社法上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、当社取締役の恣意的行動を厳しく監視するとと

もに、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・株主共同の利益に資する範囲で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。 

なお、独立委員会は、当社経営陣から独立性の高い（i）当社社外取締役、（ii）当

社社外監査役、又は（iii）社外の有識者で、当社経営陣から独立した者のいずれかに

該当する委員 3名以上で構成いたします（独立委員会の委員選任基準、決議要件及び

決議事項等については別紙 1ご参照。当初の独立委員会の委員は別紙 2ご参照。）。 

 

(4) 合理的な客観的要件の設定 

本プランは、上記 3.(2)(d)「独立委員会による勧告等の手続」及び 3.(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、合理的かつ詳細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。 
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(5) 第三者専門家の意見の取得 

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。）の助言を受けることができるものとしています。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買収防衛策ではないこと 

上記 3.(7)の「本プランの有効期間、廃止及び変更」に記載したとおり、本プランは、

当社の株券等を大量に買い付けた者が指名し、株主総会で選任された取締役により、

廃止することができるものとして設計されており、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。 

 

5. 株主の皆様等への影響 

 

(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 

当社取締役会又は株主総会において、新株予約権無償割当て決議を行った場合には、

新株予約権無償割当て決議において別途定める割当期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個の割合で本新株予約権が無償にて割り

当てられます。仮に、株主の皆様が、権利行使期間内に、金銭の払込その他下記(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となる手続」(a)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、下記(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となる手続」(b)

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きを取った

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株あたりの価

値の希釈化は生じますが、原則として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、割当期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
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えば、買付者等が買付等を撤回した等の事情により、本新株予約権の行使期間開始日

の前日までに、本新株予約権の無償割当てを中止し、又は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ます。これら

の場合には、1 株あたりの株式の価値の希釈化は生じませんので、1 株あたりの株式

の価値の希釈化が生じることを前提にして売付け等を行った投資家の皆様は、株価の

変動により不測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となる手続 

(a) 本新株予約権の行使の手続 

当社は、割当期日における当社の最終の株主名簿に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（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、権利行使期間内でかつ当社

による本新株予約権の取得の効力が発生するまでに、これらの必要書類を提出した

上、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。 

(b) 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、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、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情報開示又は通知いたしますので、当該内容をご確認く

ださい。 

以 上 
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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（選任される予定の者を含む。）又は(ii)当社社外監査役

（選任される予定の者を含む。）、又は（iii）社外の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。但し、社外の有識者は、実績ある会社経営者、

投資銀行業務もしくは当社の業務に精通する者、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、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委員が、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。 

・ 独立委員会の委員に欠員が生じた場合には、速やかに上記選任要件を満たす者の

中から当社取締役会の決議により新たな委員を選任する。新たに選任された委員

の任期は、欠けることとなった元の委員の残任期間と同じとする。 

・ 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

員会の勧告を最大限尊重して、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（但し、①に定める本新株予約権無償割当

ての実施につき、株主意思確認のための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、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、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

ことができる。 

① 本プランの対象となる買付等への該当性の判断 
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② 独立委員会検討期間の延長の決定 

③ 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 

④ 買付者等の買付等の内容の精査・検討 

⑤ 買付者等との交渉・協議 

⑥ 当社取締役会に対する代替案の提出の要求・代替案の検討 

⑦ 本プランの修正又は変更の承認 

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、買付説明書及び提出された情報が本必要情報と

して不十分であると判断した場合には、追加的に本必要情報を提出するよう求め

る。また、独立委員会は、買付者等から買付説明書及び本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、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

要と認める情報等を提示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、直接又は当社取締役会

を通じて、買付者等と協議・交渉を行うものとし、また、当社取締役会等の代替

案の株主等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、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、独立委員会委員のうち 3分の 2以上が出席し、

その過半数をもってこれを行う。 

 

以 上 
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別紙 2 
 

独立委員会委員略歴 

 

本プラン更新当初の独立委員会の委員は、以下の４名を予定しております。 

 

森野 實彦（もりの じつひこ） 
【略 歴】 
昭和１４年１０月２日生 
昭和４９年 ４月 弁護士登録 大阪弁護士会所属(現在) 
平成 ４年 ４月 大阪弁護士会常議員 
平成 ６年 ６月 東和薬品株式会社 社外監査役(現在) 
平成１２年  ６月  当社監査役(現在) 
平成１３年  ４月 大阪弁護士会監事 
森野實彦氏は会社法第 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
特別の利害関係はありません。 

 
秋山 哲（あきやま てつ） 
【略 歴】 
昭和９年１１月２３日生 
昭和３２年 ４月 株式会社毎日新聞社入社 
昭和５５年 ４月 同社大阪本社経済部長 
昭和６１年 ６月 同社大阪本社編集局長 
昭和６３年 ６月 同社経営企画室長 
平成 ３年 ６月 同社取締役広報担当兼東京本社副代表兼ＣＩ事務局長 
平成 ６年 ６月 同社常務取締役広告担当 
平成 ６年１０月 同社常務取締役東京本社代表 
平成 ８年 ６月 株式会社東都春陽堂 代表取締役社長 
平成１０年 ４月 奈良産業大学経済学部教授 
平成１５年 １月 経済学博士（同志社大学） 
平成１７年 ４月 未来学園前橋医療福祉専門学校非常勤講師 
平成１９年 ６月 当社監査役（現在） 
秋山 哲氏は会社法第 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
特別の利害関係はありません。 
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榎本 圭吾（えのもと けいご） 
【略 歴】 
昭和１７年５月３０日生 
昭和３７年 ４月 大阪国税局総務部総務課採用 
昭和５５年 ７月 此花税務署法人税部門上席国税調査官 
昭和６３年 ７月 大阪国税局調査部総括主査 
平成 ４年 ７月 堺税務署副署長 
平成 ６年 ７月 大阪国税局調査第一部特別国税調査官 
平成 ７年 ７月 大阪国税局調査第一部統括国税調査官 
平成１０年 ７月 岸和田税務署長 
平成１２年 ８月 税理士登録 日本税理士会連合会所属（現在） 
平成１９年 ６月 当社監査役（現在） 
榎本圭吾氏は会社法第 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
特別の利害関係はありません。 

 
棚橋康郎（たなはし やすろう） 
【略 歴】 
昭和１６年１月４日生 
昭和３８年４月  富士製鐵株式會社（現 新日本製鐵株式会社）入社 
平成  ７年６月  新日本製鐵株式会社 取締役 
平成 ９年４月  同社 常務取締役 
平成１２年４月  新日鉄情報通信システム株式会社（現 新日鉄ソリューションズ 

株式会社） 代表取締役社長 
平成１５年４月  同社 代表取締役会長 
平成１６年６月  株式会社インターネットイニシアティブ 社外取締役（現在） 
平成１７年６月  株式会社村田製作所 社外取締役（現在） 
平成１９年６月  横河電機株式会社  社外取締役（現在） 
平成２１年９月  株式会社公益社   監査役（現在） 
棚橋康郎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の要
件を満たす社外取締役候補者であり、本定時株主総会において選任された場合には、

当社社外取締役に就任する予定です。同氏と当社との間に特別の利害関係はありませ

ん。 
 

以 上 
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別紙 3 

 

当社の大株主の状況 

 

平成 22年 3月 31日現在の当社の大株主の状況は以下のとおりです。 
 

株   主   名 所 有 株 式 数
発行済株式総数

に対する所有株

式数の割合 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会

社（信託口） 

株

376,300

％ 

6.19 

株式会社公益社（京都） 305,700 5.03 

久後 豊子 294,000 4.83 

銀泉株式会社 279,700 4.60 

有限会社ブライト・ウェイ 200,000 3.29 

日本生命保険相互会社 169,300 2.78 

播島 幹長 140,703 2.31 

久後 隆司 140,000 2.30 

久後 吉孝 118,000 1.94 

小西 光治 117,801 1.94 

 
（注）上記のほか、当社が自己株式 465,212株を保有しております。 
 

以 上 
 


