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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）の更新について 

 

 当社は、平成 19 年 4 月 23 日開催の当社取締役会において、株主の皆様のご承認を条件として、「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「旧プラン」といいます。）を導入す

ることを決議し、同年 6 月 28 日開催の当社定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただきま

した。旧プランの有効期限は平成 22 年 6 月 29 日開催予定の当社定時株主総会（以下「本定時株主総

会」といいます。）の終結の時までとなっております。 

 当社は、当社を取り巻く社会・経済情勢の変化等を勘案しつつ、企業価値ひいては株主共同の利益

の確保・向上の観点から、旧プラン更新の是非を検討しました結果、平成 22 年 5 月 21 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として、一部修正を行った上

で、以下のとおり「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、更新後の対応

策を「本対応策」といいます。）を更新することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 なお、決議にあたっては、当社監査役 4名（うち 3名は社外監査役）の全員が出席し、いずれの監

査役も、本対応策の具体的運用が適正に行われることを条件として本対応策に賛同する旨の意見を述

べております。 

 

第 1 本対応策の目的 

 

 本対応策は、公開買付け等の当社株式を対象とする大規模な買付行為が、当社の企業価値及び

株主共同の利益に重大な影響を及ぼす場合において、当社の企業価値及び株主共同の利益を確

保・向上させるため、当該買付行為に適切な対応を行うことを目的としております。 

 
第 2 当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に向けた取組みについて 

 

１ グループ理念について 
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 当社は、創業者が掲げた「食足世平」、「美健賢食」、「食創為世」及び「食為聖職」の４つの言葉を

変わることのない創業の価値観と捉え、それを礎にグループ理念、ビジョン、アクションを主体とし

たグループコンセプトを制定し、グループとしてのシナジー効果を生み出しつつ、各事業会社の自主

性をさらに促し、より機動的な体制をとることで、個々の事業の成長性を高め、企業価値及び株主共

同の利益の 大化に努めます。 

 

(1) グループ理念（私たちの存在意義） 

「EARTH FOOD CREATOR」 

私たち日清食品グループは、さまざまな「食」の可能性を追求し、夢のあるおいしさを創造し

ていきます。さらに、人類を「食」の楽しみや喜びで満たすことを通じて、社会や地域に貢献

します。 

 

(2) グループビジョン（私たちの向かう方向性） 

「UNITE FOOD POWERS」 

私たち日清食品グループは、「食」の持つ力を結集して、一人ひとりにとっての「おいしさ」

を、もっと価値あるものへと変えていく「食」創造グループを目指します。 

 

(3) グループアクション（私たちの行動） 

「ブランディングコーポレーション」 

 

 

 

 

「ブランディングコーポレーション」とは 

各カテゴリー（常温食品・低温食品・菓子・飲料・外食など）の中で常に NO.１ブランドを創

造・育成していき、その NO.１ブランドの集合体として形成される強い事業会社・グループを
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目指します。 

 

NO.１ブランドを創造・育成していくためには… 

食品ブランドは、おいしさは当然のこと、安全で、健康に良く、環境まで配慮されていること

が求められます。NO.１ブランドとなるためには、その上、感動や喜び、楽しみなど、他では

味わうことのできない付加価値も感じられるものでなければなりません。 

 

(4) グループスローガン 

「もっと「食」を動かそう」 

私たち日清食品グループは、一丸となって新たな「食」の世界を開拓していきます。 

グループ内の各企業が結束し、お互いの得意分野を掛け算し合いながら、さまざまな「食」の

シーンへ常にチャレンジします。 

大切にしたいのは、固定観念にとらわれないダイナミックな発想。昨日までできなかったこと

に立ち向かう意志。もっとおいしく、もっと安全にといった「食」に携わる者としての責任を

しっかりと果たしながら今まで以上にお客様から喜んでいただくために。 

私たちの食品づくりが活性化すれば、お客様の心も動き出す。世の中だって動き出す。 

私たち日清食品グループはこう宣言します。もっと「食」を動かそう。 

 

(5) 創業者精神 

創業者の安藤百福が掲げた４つの言葉、「食足世平」、「美健賢食」、「食創為世」、「食為聖職」

を、グループ理念の基となる価値観としています。 

 

(6) グループ行動精神（日々の行動を決める心） 

「NISSIN CREATORS SPIRIT」 

① ブランドオーナーシップを持て。 

② ファーストエントリーとカテゴリーNO.１をめざせ。 

③ 自ら創造し、他人に潰されるくらいなら、自ら破壊せよ。 

④ 知識や経験をひとり占めするな。共有せよ。 

⑤ 迷ったら突き進め。間違ったらすぐ戻れ。 

⑥ 組織の壁を乗り越えろ。見て見ぬ振りをするのは卑怯者である。 

⑦ 命令で人を動かすな。説明責任を果たし、納得させよ。 

⑧ 地位とは権限ではない。責任の所在である。 

⑨ もぐらになれ。執念で掘り続けよ。 

⑩ 不可能に挑戦し、ブレークスルーせよ。 

 

2 企業価値の源泉について 

 

 当社は、主に食品事業を行う事業会社を傘下に有する持株会社であり、これらの事業会社を通

じて、即席袋めん、カップめん、チルドめん、冷凍めんを主とするめん類の製造販売を中核に、
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その他事業としては、菓子、乳酸菌飲料の製造販売や外食事業を展開しております。 

 当社が昭和 33 年に発売した世界初のインスタントラーメン「チキンラーメン」は、現在まで

半世紀以上にわたり数多くのお客様にご愛顧いただいており、昭和 46 年に世界初のカップめん

「カップヌードル」を開発・発売して以来、カップめんにおいても時代に先駆けた創造性豊かな

製品の開発に取り組んでいます。また、平成 17 年には世界初の宇宙食ラーメン「スペース・ラ

ム（Space Ram）」を開発し、将来は、宇宙食開発のノウハウを生かして、さまざまなオケージョ

ンに対応した製品開発や新素材、新包装技術の開発によって、新しい食品への新規応用を目指し

ます。昭和 58 年からスタートしたチルド食品事業は、「チルドめん」ならではのおいしさにこだ

わっていきます。また、平成 3 年から本格的に始動した冷凍食品事業は、レンジ等で簡単に作れ

るおいしさ、クオリティーとコストパフォーマンスを追求した製品開発を行います。お客様が「め

ん」を食べたいと思った時、皆様に満足していただけるあらゆる選択肢の「めん」を供給してい

きます。 

 当社の企業価値の源泉は、①創業者が掲げ受け継がれる創業者理念、②時代に先駆けた創造性

を活かした製品開発力や高い技術力、③「チキンラーメン」「チャルメラ」「カップヌードル」「ど

ん兵衛」「Ｕ.Ｆ.Ｏ.」等を始めとしたロングセラーブランドやトップシェアを誇るブランドを育

成するマーケティング力、④即席袋めん、カップめん、チルドめん、冷凍めんに加え外食事業（め

ん類）を含めた「めん」のフルラインナップ、⑤食品安全研究所による安全・安心への取組み、

⑥お取引先、お得意様との長期的な協力関係の維持等にあり、当社企業価値の根幹をなすものと

考えております。 

 

3 当社の今後の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に向けた取組みについて 

 

 当社は、世界初のインスタントラーメン「チキンラーメン」を創業者である安藤百福が発明し

た昭和 33 年から始まりました。その後も「カップヌードル」など、これまでにない食の創造で、

世の中に対して常に新しい提案を続けてきました。 

 そしていま、さまざまなカテゴリーの広がりとともに、「総合めんメーカー」から「総合食品

メーカー」へと歩みを進めています。 

 しかし、当社が目指しているのは、単なる総合化ではありません。それは強いブランドを創造・

育成する「ブランディングコーポレーション」への進化です。 

 さまざまな食品カテゴリーの中で、常に新しい提案を続け、NO.１ブランドを目指すこと。そ

して、その NO.１ブランドの集合体として強い日清食品グループを作り上げること。個々のカテ

ゴリーのブランドが互いに共鳴し合い、シナジー効果を発揮してさらに広がっていくこと。この

ようなグループを構築し、企業価値、株主共同の利益確保・向上に努めます。 

 また当社は、平成 20 年に創業 50 周年を迎え、新たなグループスローガン『もっと「食」を動

かそう。』を掲げ、「人々に幸せを提供」、「地球の環境を保護」、「新しい生活スタイルの提案」、

「食の楽しさを追求」、「人々の健康の維持」等、新たな展開を図っております。“攻めの姿勢”

と“スピード感”を持って、必要な資源の積極投入により、常に構造改革やグループシナジーの

拡大、グループ収益力の強化に努め、企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に努めます。 
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(1) インスタントラーメン事業の拡充と市場の活性化 

 当社製品の主なターゲットである若者層の人口は、少子・高齢化によって減少しています。一

方、消費者の嗜好は多様化しており、プロダクトフルラインナップ戦略を実現できている点は当

社の強みであり、更に高付加価値製品や健康に重点を置いた製品を開発していきます。 

 また、販売戦略としては、流通との包括的協働によるオーダーメイドカテゴリー管理により消

費者価値の変化に対応できる「カテゴリートップマネジメント」を推進し、新たな営業力を構築

します。 

 「チキンラーメン」「明星 チャルメラ」「カップヌードル」等の主力製品の基盤をより強固に

し、今日まで培ってまいりました技術力を活かし、お客様にとって魅力を備えた価値ある製品の

開発・改良に努め、新たな需要創造に取組むとともに安定的な成長路線の構築に努め、安定的か

つ長期的なキャッシュフローの創出を図ります。 

 

(2) 新たなコア事業育成のための取組み強化 

 菓子・乳酸菌飲料・外食事業など、食と健康をキーワードに食の楽しさを演出する製品戦略を

構築し、すべてのバリューチェーンでの連携を強化し、競争力を強化するとともに、お客様の期

待に応える新たな価値を創造していきます。グループ内で製品開発や製造、営業面での連携を強

化し、画期的な製品開発や先進的な営業活動を実現し、競争優位な事業体制づくりを行います。 

 また、従来の事業領域にとどまらない健康食品という製品提案を実現するために、健康食品を

重点領域と位置付け、事業基盤の強化を図ります。 

 

(3) 海外事業の拡大 

 海外におきましては、日本で生まれ、世界食となったインスタントラーメンのパイオニア企業

として、すべての国と地域の人々においしさと喜びを提供していく世界戦略を推し進め、常に事

業構造、製品構成、人員配置などあらゆる面で見直しを図り、国内だけでなく世界有数の総合め

んメーカーになるためにより強い事業体へ進化させていきたいと考えます。一方、より高品質の

原材料をより安く購入するため、当社の海外ネットワークを活かして国際的な資材調達を進めて

まいります。世界 大のインスタントラーメン消費国として成長を続ける中国においては、“も

のづくり”を基本としたノウハウを強みとして、日清ブランドとローカルブランド双方の成長に

よる事業基盤の強化と収益性の向上を図ります。 

 

(4) コスト競争力の強化 

 お客様にご満足いただける製品を、より低コストで作りだせることが企業競争力には不可欠な

要素と考え、開発・調達・生産・販売にわたるすべての部門におけるシステム・機能の見直しを

包括的に実施し、一段の合理化・効率化に取組み、利益重視の経営の浸透に注力します。 

 

(5) 安全・安心への取組み強化 

 当社は食品メーカーとして法令遵守を徹底し、お客様に安全・安心な食品を提供していくこと

を使命と考えています。品質管理体制としては、食品の安全性について厳しくチェックする専門

組織として「食品安全研究所」を設けています。さらに上海に設立した「日清（上海）食品安全



6 

研究開発有限公司」もそのひとつであり、中国から調達するすべての原材料の安全性チェックを

行っています。 

 CODEX 規格（国際食品規格）が定められ、名実ともに「世界食」となったインスタントラーメ

ンのパイオニア企業である当社は、今まで以上に「安全・安心のおいしさ」「信頼のおいしさ」

を追求する「食の安全・安心の戦略化」がこれからの食品事業の展開におけるキーワードになる

と考えます。さらに、食品安全研究所及び事業会社の国内の工場で品質マネジメントシステムの

国際規格である ISO9001 を取得し、海外の工場でも ISO9001 をベースとした品質管理体制を整え

ています。 

 平成 22 年 3 月には、当社（資材統括部及び生産統括部）と事業会社の日清食品（株）（滋賀工

場、静岡工場、関東工場、下関工場及び物流部）において ISO22000 を認証取得しました。ISO22000

とは、HACCP システムに ISO9001 の要求事項の一部を取り入れ、お客様に安全な食品を提供する

ことを可能とする食品安全マネジメントシステム(FSMS)の国際規格です。 

 

(6) 環境への取組み 

 環境問題につきましては、環境の保全と資源の節約に配慮した企業活動に取組み、自然環境と

の共生を図ります。これまでに、国内外 22事業所において環境マネジメントの国際規格ISO14001

を取得したのをはじめ、環境保全コストを定量的に把握するために、環境会計を導入し公表する

とともに、「産業廃棄物処理マニュアル」を策定し、廃棄物の適正処理を推進する等、環境保全

活動を強化しております。 

 

第 3 本対応策導入の必要性 

 

 当社は、大規模買付者（第 5 第 1 項において定義されます。）により大規模買付行為（第 5 第

1 項において定義されます。）が行われる場合、これを受け入れて大規模買付行為に応じるか否

かの判断は、 終的には株主の皆様ご自身の判断に委ねられるべきものであると考えております。 

 しかしながら、大規模買付行為は、それが成就すれば、当社の事業及び経営の方針に直ちに大

きな影響を与えうるものであり、当社の企業価値及び株主共同の利益に重大な影響を及ぼす可能

性を内包しております。また、近時の日本の資本市場と法制度の下においては、先に述べた当社

の企業価値の根幹を脅かし、当社の企業価値及び株主共同の利益に明白な侵害をもたらすような

大規模買付行為がなされるおそれも、決して否定できない状況にあります。 

 そこで、当社としては、大規模買付行為が行われようとする場合、大規模買付者に対して大規

模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益に及ぼす影響を適切に判断する必要かつ十分

な情報を提供するように求めること、大規模買付者の提案する事業及び経営の方針等が当社の企

業価値及び株主共同の利益に与える影響を当社取締役会が検討・評価して株主の皆様の判断の参

考に供すること、さらに、場合によっては、当社取締役会が大規模買付行為又は当社の事業及び

経営の方針等について大規模買付者と交渉・協議を行い、あるいは当社取締役会としての事業及

び経営の方針等に関する代替案を株主の皆様に提示するというプロセスを確保するとともに、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防止するため、大規模買付行為に対する

対抗措置を準備しておくことも、株主の皆様に対する責務であると考えております。 
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 当社は、かかる見解を具体化する施策として本対応策を導入し、以下のとおり、大規模買付者

が従うべき一定の情報提供等に関する手続並びに大規模買付者が当該手続を遵守しない場合又

は大規模買付行為によって当社の企業価値及び株主共同の利益が毀損される場合に当社がとり

うる対抗措置発動の要件、手続及び内容に関するルール（以下「大規模買付ルール」といいます。）

を定めることといたしました。 

 なお、本対応策導入日現在、特定の第三者からの当社株式の大規模買付行為の申入れ、打診等

の事実はございません。 

 

第 4 大規模買付ルールの概要 

 

1 大規模買付ルールの概要 

 

 大規模買付ルールは、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保・向上させることを目的とし

て、大規模買付行為に先立ち、大規模買付者に対して大規模買付行為に関する必要かつ十分な情

報提供を求めるとともに、当社取締役会がこれらの大規模買付行為に関する情報を検討し、ある

いは大規模買付者との協議を行い、代替案等の検討をするために必要な期間の確保を要請するも

のです。 

 大規模買付者は、当社取締役会及び後記 2のとおり設置される独立委員会の要請に従い、大規

模買付行為に関する必要かつ十分な情報提供を行い、かつ当社取締役会による合理的な協議・検

討のための期間が確保された場合には、当該期間経過後に大規模買付行為を開始することができ

ます。 

 これに対し、当社取締役会は、大規模買付者が大規模買付ルールで定められた手続に違反し、

又は大規模買付者による大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく毀損さ

せるおそれがあると認められる場合には、会社法その他の法令及び当社定款によって認められる

相当な対抗措置（以下「対抗措置」といいます。）の発動を講ずることができるものとします。 

 

2 独立委員会の設置 

 

 当社取締役会は、本対応策を適正に運用し、対抗措置の発動・不発動の是非等について当社取

締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するための機関として、独立委員会を設置し

ます。独立委員会の委員は 3名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執

行を行う経営陣から独立している社外取締役、社外監査役、社外有識者及び外部専門家等の中か

ら選任します。独立委員の具体的な選任基準等の詳細については別紙 1のとおりです。 

 当社取締役会は、大規模買付者から受領した情報及びその分析結果並びに当社取締役会が作成

する代替案等を独立委員会に提供します。独立委員会は、当社取締役会の諮問に基づき、これら

の情報及び自ら必要と認めて入手した情報、並びに外部専門家の意見等を検討し、対抗措置の発

動の是非等について、当社取締役会に対する勧告を行います。 

 なお、当社が本対応策更新に際して独立委員として選任した 3 名の氏名及び略歴については、

別紙 2のとおりです。 
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第 5 大規模買付ルールの内容 

 

1 大規模買付ルールの適用対象となる大規模買付行為及び大規模買付者 

 

 大規模買付ルールの適用対象となる大規模買付行為（以下「大規模買付行為」といいます。）

は、以下の①又は②に該当する行為とします。ただし、当社取締役会が、当社の企業価値及び株

主共同の利益に資するものと判断して同意した行為を除きます。 

 

① 当社が発行者である株券等1について、公開買付け2に係る株券等の株券等所有割合3並びに公

開買付者4及びその特別関係者5の株券等所有割合の合計が 20％以上となる公開買付け 

 

② 当社が発行者である株券等6について、保有者7及び共同保有者8の株券等保有割合9が 20％以

上となる買付けその他一切の行為 

 

 なお、大規模買付行為を行う者及び大規模買付行為を行おうとする者を、以下において「大規

模買付者」といいます。 

 

2 意向表明書の提出及び必要情報リストの交付 

 

(1) 意向表明書の提出 

 当社は、大規模買付者に対して、大規模買付行為を開始するに先立ち、大規模買付者の名称、

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

大規模買付行為の概要を明示し、かつ以下の事項に関する誓約（以下「誓約文言」といいます。）

を記載した意向表明書（以下「意向表明書」といいます。）を、当社の定める書式により提出す

ることを求めます。 

 

① 意向表明書が大規模買付ルールに基づく意向表明書として提出されるものであること 

 

② 大規模買付者は、大規模買付ルールを遵守し、当社取締役会による検討期間（後記第 4 項に

                                                  
1 金融商品取引法第 27 条の 2 第 1 項において定義されます。 
2 金融商品取引法第 27 条の 2 第 6 項において定義されます。 
3 金融商品取引法第 27 条の 2 第 8 項において定義されます。 
4 金融商品取引法第 27 条の 3 第 2 項において定義されます。 
5 金融商品取引法第 27 条の 2 第 7 項において定義されます（当社取締役会が同項所定の特別利害関係人に該当する

と認めた者を含みます。）。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 1 項で定める者を除きます。 
6 金融商品取引法第 27 条の 23 第 1 項において定義されます。 
7 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（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含

みます。）を含みます。 
8 金融商品取引法第 27 条の 23 第 5 項において定義されます。なお、同条 6 項に基づき共同保有者とみなされる者を

含みます。 
9 金融商品取引法第 27 条の 23 第 4 項において定義されます。 
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おいて定義される。）が終了するまでの間、大規模買付行為を停止すること 

 

③ 独立委員会の勧告を踏まえ、当社取締役会において対抗措置が決議された場合、大規模買付

者は大規模買付行為に関する提案の撤回を真摯に検討すること 

 

④ 当社が必要と判断する場合に、後記第 4項に定める大規模買付者による提案の概要等の開示

に先立ち、大規模買付者から意向表明書が提出された事実、その他大規模買付行為に関する情

報につき当社が適切な情報開示を行うことに同意していること 

 

⑤ 大規模買付者は、株式取引市場において混乱が生ずることを回避するため、当社取締役会が

後記第 4 項に定める大規模買付者による提案の概要等の開示を行う時点、又はこれに先立ち当

社が大規模買付行為に関する情報開示を行う時点のいずれか早い時点までの間、大規模買付行

為に関する一切の情報を秘密として保持すること（ただし、法令等で開示を義務付けられたも

のを除く。） 

 

(2) 必要情報リストの交付 

 当社は、大規模買付者に対し、株主の皆様の判断及び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「必要情報」といいます。）の書面による提供を求めます。当社取締

役会は、大規模買付者に対し、意向表明書受領後 10 営業日以内に、大規模買付者から当初提供

いただく必要情報のリストを当該大規模買付者に対して交付します。必要情報の一般的項目につ

いては、以下のとおりです。 

 

① 大規模買付者の概要（沿革、役員構成、主要業務、主要株主、グループ組織図、直近 3 カ年

の有価証券報告書又はこれに相当する書面、連結財務諸表を含む。） 

② 大規模買付行為の目的及び具体的内容（買付等の時期、関連する取引の仕組み、買付等の方

法の適法性等を含む。） 

③ 大規模買付者の株券等保有割合及び保有株券等の数 

④ 大規模買付行為における当社株券等の取得価格の算定根拠、取得資金の裏付け、並びに資金

調達の具体的内容及び条件 

⑤ 大規模買付者が当社の経営権を取得した場合における、経営方針、経営計画、事業計画、財

務政策、資本政策、配当政策、経営権取得後 3 カ年の経営・財務諸表の目標数値及び算出根拠、

並びに役員候補者及びその略歴 

⑥ 大規模買付者と当社の主要取引先との間の従前の取引関係及び競合関係 

⑦ 大規模買付行為実行後における、大規模買付者のグループ内における当社の役割 

⑧ 当社の従業員、主要取引先、消費者、地域社会その他の当社の利害関係者との関係において、

大規模買付行為実行後に予定する変更の内容 

⑨ 現金以外の対価をもって大規模買付行為を行う場合における対価の価額に関する情報 

⑩ 大規模買付者が提供する必要情報を記載した書面の記載内容が重要な点において真実かつ

正確であり、重要な事実につき誤解を生ぜしめる記載又は記載の欠落を含まない旨の、代表者
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による宣誓 
 

3 大規模買付者に対する追加情報等の請求及び大規模買付者との協議 

 

 大規模買付者から意向表明書及び必要情報の提出を受けた場合、当社取締役会は、速やかに意

向表明書及び必要情報を独立委員会に提供するとともに、その内容を精査し、提出された意向表

明書又は必要情報が不十分であると判断した場合には、独立委員会の勧告を考慮した上で、大規

模買付者に対して、合理的な期限を定めて意向表明書に記載された誓約文言の追加若しくは修正

又は追加情報の提出を求めることができるものとします。 

 また、当社取締役会は、当社が必要かつ有益と判断する場合、大規模買付者との間で、大規模

買付行為に関する提案の条件について協議することができるものとします。 

 当社取締役会は、大規模買付者から提供を受けた追加情報並びに大規模買付者との協議の状況

及び結果を、独立委員会に対して速やかに提供します。 

 なお、大規模買付者が提出した意向表明書及び必要情報は、株主の皆様の判断に必要かつ適切

と認められる範囲において、必要かつ適切と認められる時点で開示いたします。 

 

4 大規模買付行為に関する提案の開示、検討及び協議等 

 

 当社取締役会は、独立委員会の勧告を踏まえ、大規模買付者からの意向表明書及び必要情報の

提供が完了したと判断し、かつ株主の皆様の判断のために必要と認める場合には、当社取締役会

が相当と判断する時点において大規模買付者による提案の概要、以下に定める検討期間の開始日

及び終了日、その他当社取締役会が相当と認める事項を株主の皆様に開示します。 

 当社取締役会は、上記開示日を開始日とし、大規模買付行為が当社株券等のすべてを現金（日

本円）のみを対価として行う公開買付けである場合には開始日から 60 日間、大規模買付行為が

これ以外の行為である場合には開始日から 90 日間を検討期間（以下「検討期間」といいます。）

として、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上という観点から、大規模買付者から提

出を受けた必要情報の内容を十分に検討し、大規模買付者の提案に対する当社取締役会としての

意見を慎重に取り纏めるものとします。 

 また、当社取締役会は、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善

について交渉及び協議を行うとともに、当社取締役会として、独立委員会及び株主の皆様に対し、

当社の事業及び経営の方針等についての代替案を提示することができます。 

 なお、当社取締役会は、上記の検討及び協議にあたり、当社の費用で独立した第三者（フィナ

ンシャルアドバイザー、弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント、その他の専門家を含み

ます。以下、総称して「アドバイザー等」といいます。）の助言を求めることができるものとし

ます。 

 当社取締役会は、検討期間内に大規模買付行為に対する意見を取り纏めるに至らない場合には、

独立委員会が合理的と認める期間内（原則として 30 日を上限とします。）にわたり検討期間を延

長することができるものとします。ただし、延長を決議した場合には、速やかに具体的な延長期

間及び当該延長の理由を開示するものとします。   
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5 大規模買付行為に関する提案の修正及び撤回 

 

 大規模買付者が意向表明書又は必要情報に記載された大規模買付行為に関する事項について

重要な修正・変更を提案した場合、当社取締役会は、独立委員会の勧告を踏まえ、当該変更が、

当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に適うものと判断する場合には、大規模買付ル

ールに基づく従前の手続を継続します。 

 他方、当社取締役会が、独立委員会の勧告を踏まえ、前記の重要な修正・変更の提案が、当社

の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に適うものと判断できない場合には、従前の提案内

容に関する従前の手続を中止します。この場合、大規模買付者が修正・変更後の提案について新

たな意向表明書を提出したときは、当社取締役会は、これを新たな大規模買付行為に関する提案

として取り扱い、大規模買付ルールに基づく手続を新たに開始するものとします。 

 

6 独立委員会による勧告 

 

 当社取締役会は、大規模買付ルールを適正に運用し、当社取締役会によって恣意的な判断がな

されることを防止するための機関として、独立委員会を設置します。 

 独立委員会の委員は 3 名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を

行う経営陣から独立している社外取締役、社外監査役、社外有識者及び外部専門家等の中から選

任します。 

 当社取締役会は、必要情報並びに当社取締役会による必要情報の評価、分析結果及び代替案等

を独立委員会に提供します。独立委員会は、当社取締役会の諮問に基づき、当社取締役会から受

領した必要情報、これに対する当社取締役会による評価、分析結果及び代替案等を参考にし、①

大規模買付者が提供する情報が十分なものであるか、②大規模買付者が大規模買付ルールを遵守

しているか、③検討期間の延長について必要性及び相当性が認められるか、④大規模買付者によ

る提案の修正・変更が当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に適うものか、⑤対抗措

置の発動要件が満たされるか、⑥対抗措置を発動すべきか否か、⑦対抗措置の発動の中止又は変

更について必要性及び相当性が認められるかについて、適時に当社取締役会に対して勧告を行い

ます。 

 なお、独立委員会は、上記の検討及び協議にあたり、当社の費用で当社取締役会から独立した

第三者（フィナンシャルアドバイザー、弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント、その他

の専門家を含みます。）の助言を求めることができるものとします。 

 また、独立委員会は、当社取締役会から受領した必要情報の内容が不十分であると判断した場

合は、合理的な期限を定めて、大規模買付者に対し、直接又は当社取締役会を通じて、大規模買

付者、必要情報、その他大規模買付行為に関する追加情報を提供するよう求めることができるも

のとします。さらに、独立委員会は、当社取締役会による必要情報の評価、分析結果又は代替案

等の内容が不十分であると判断した場合には、当社取締役会に対して、追加情報や追加資料の提

供を求めることができるものとします。 
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 当社取締役会は、株主の皆様の判断に必要かつ適切と認められる範囲において、必要かつ適切

と認められる時点で、独立委員会の勧告の内容を開示するものとし、また、独立委員会の勧告を

大限尊重した上で、当社取締役会としての意見を取り纏めて株主の皆様に開示するものとしま

す。 

 

7 対抗措置の発動 

 

(1) 対抗措置の内容 

 当社取締役会は、大規模買付者が大規模買付ルールに定める手続に従うことなく大規模買付行

為を行った場合等、大規模買付ルールを遵守しない場合、又は後記(2)に述べる一定の対抗措置

の発動の要件を満たす場合は、新株予約権の無償割当て等の対抗措置の発動を決議することがで

きるものとします。 

 なお、具体的な対抗措置として新株予約権の無償割当てを行う場合の概要は、別紙 3 に定める

とおりとします。この新株予約権には、大規模買付者及びその特別関係者等は行使できない旨の

差別的行使条件を付する場合があります。なお、当社は、大規模買付行為への対抗措置として機

動的に新株予約権の発行ができるよう、新株予約権の発行登録を行う場合があります。 

 

(2) 対抗措置発動の要件 

 当社取締役会が、具体的な対抗措置の発動を決議することができるのは、次の各号に定める要

件を具備する場合に限るものとします。 

 

① 大規模買付ルールを遵守しない場合 

 大規模買付者が意向表明書を当社取締役会に提出せず、又はその他大規模買付ルールに定める

十分な情報提供を行うことなく大規模買付行為を行った場合、大規模買付者が当社取締役会の検

討期間が経過する前に大規模買付行為を行った場合、その他大規模買付者が大規模買付ルールを

遵守しなかった場合で、当社取締役会が大規模買付ルールを遵守するよう書面にて要請したにも

かかわらず、速やかに違反状態が是正されない場合には、当社取締役会は、独立委員会の勧告を

大限尊重した上で、対抗措置の発動を決議することができるものとします。 

 

② 大規模買付ルールを遵守している場合  

 大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守している場合、当社取締役会が、意向表明書及び必

要情報の内容を検討・評価した結果、当該大規模買付行為に対し反対の意見を有するに至った場

合であっても、当該大規模買付行為につき反対意見を表明し、代替案を提示することにとどめて、

原則として対抗措置の発動を決議しないものとします。 

 ただし、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合であっても、当社取締役会が、検討

期間内において、必要情報及び独立委員会の勧告を 大限尊重した上で、大規模買付者の大規模

買付行為によって、当社の企業価値及び株主共同の利益が著しく毀損されるおそれがあるものと

判断したときは、当社取締役会は、相当な対抗措置の発動を決議することができるものとします。 
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 具体的には、次の各号のいずれかの類型に該当する場合には、当社の企業価値及び株主共同の

利益を著しく毀損するおそれのある大規模買付行為に該当するものと考えます。 

 

a 真に当社の経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で株

式を当社関係者に引き取らせる目的で当社株券等の買付を行っていると判断される場

合（いわゆるグリーンメーラー） 

b 当社の経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘

密情報、主要取引先や顧客等を大規模買付者やそのグループ会社等に移譲させるなど、

いわゆる焦土化経営を行う目的で当社株券等の買付を行っていると判断される場合 

c 当社の経営を支配した後に、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予定で当社株券等の買付を行っていると判断される場

合 

d 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不動産、有価証券等

の高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかある

いは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社株券等の高値売り抜けをす

る目的で当社株券等の買付を行っていると判断される場合 

e 大規模買付者の提案する当社株券等の買付方法が、強圧的二段階買収（ 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）等、株主の皆様の判断の機会又は自由

を制約し、事実上、株主の皆様に当社株券等の売却を強要するおそれがあると判断され

る場合（ただし、部分的公開買付けであることをもって当然にこれに該当するものでは

ない。） 

f 大規模買付者による大規模買付行為の実行後における消費者、従業員その他の利害関係

者の処遇方針等により、当社の株主の皆様はもとより、消費者、取引先、従業員、その

他の利害関係者の利益を含む当社の企業価値及び株主共同の利益の毀損のおそれ又は

当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上を妨げるおそれがあると合理的な根拠

をもって判断される場合 

g 買付の条件（対価の価額・種類、買付の時期、買付方法の適法性、買付実行の実現可能

性、買付後における当社従業員、取引先、消費者その他利害関係者の処遇方針等を含む。）

が当社の本源的価値に鑑み不十分又は不適当な買付であると合理的な根拠をもって判

断される場合 

 

(3) 対抗措置発動の手続 

 当社取締役会は、具体的な対抗措置の発動を決議するにあたっては、当社取締役会の判断の客

観性及び合理性を担保するため、独立委員会の勧告を 大限尊重し、また、アドバイザー等の意

見も考慮するものとします。 

 当社取締役会が対抗措置の発動に関する決議を行った場合には、速やかに当該決議の概要その

他当社取締役会が相当と認める事項を株主の皆様に開示します。 

 なお、当社取締役会が対抗措置の発動決議を行った後に、大規模買付者が大規模買付行為の撤
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回又は変更を行った場合等、当社取締役会において対抗措置の発動が適切でないと判断する場合

には、独立委員会の勧告及びアドバイザー等の意見を踏まえた上で、対抗措置の発動の中止又は

変更（対抗措置として新株予約権の無償割当ての実行を決議した場合の当該無償割当ての中止、

新株予約権の無償割当ての実行後における当該新株予約権の無償取得等を含みますが、これに限

定されません。）を行うことができるものとします。 

 

(4) 大規模買付行為に関する提案の撤回の申し入れ 

 当社取締役会において対抗措置の発動が決議された場合、当社取締役会は、大規模買付者に対

して、必要情報に記載された大規模買付行為に関する提案を撤回するよう申し入れます。 

 大規模買付者は、かかる撤回の申し入れを真摯に検討するものとします。 

 

8 本対応策の有効期間、廃止及び変更 

 

 本対応策の発行及び有効期間は、平成 22 年 6 月 29 日開催予定の本定時株主総会の終結の時から

平成25年6月開催予定の平成25年3月期に関する当社の定時株主総会の終結の時までとします。

ただし、当社取締役会は、本定時株主総会において、株主の皆様の意思を確認するために本対応

策の承認を議案として提出するものとし、これについて株主の皆様の賛同が得られなかった場合

には、その時点で本対応策は廃止されるものとします。 

 また、上記の有効期間満了時に大規模買付者が出現している場合には、本対応策は、当該時点

において当該大規模買付者が企図する大規模買付行為に対して合理的な措置をとる範囲内で、な

お効力を有するものとします。 

 本対応策は、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対応策を廃止する旨の

決議が行われた場合、又は当社取締役会において本対応策を廃止する旨の決議が行われた場合に

は、当該決議の時点をもって廃止されるものとします。 

 当社取締役会は、今後の法令の改正、司法判断の動向、当社が上場する金融商品取引所その他

の公的機関の見解等を踏まえ、本対応策の変更が望ましいものと判断した場合には、当社の企業

価値及び株主共同の利益の確保・向上のために、本対応策を変更することができるものとします。 

 

第 6 本対応策の合理性について 

 

1 買収防衛策に関する指針等の要件を充足していること 

 

 本対応策は、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」に定める三原則（①企業価値・株主共同

の利益を確保・向上するものであること、②事前に開示し、株主意思に依拠したものであること、

及び③必要性、相当性を備えるものであること）を充足しています。また、本対応策は、経済産

業省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」を踏まえた内容となっております。 
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2 企業価値及び株主共同の利益の確保・向上を目的としていること 

 

 本対応策は、株主の皆様をして大規模買付行為に応じるか否かについての適切な判断を可能な

らしめ、かつ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防止するために、大規模

買付者が従うべきルール、並びに当社が発動しうる対抗措置の要件及び内容を予め設定するもの

であり、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上を目的とするものです。 

 また、大規模買付ルールの内容並びに対抗措置の内容及び発動要件は、当社の企業価値及び株

主共同の利益の確保・向上という目的に照らして合理的であり、当社の企業価値及び株主共同の

利益の確保・向上に資するような大規模買付行為までも不当に制限するものではないと考えます。 

 

3 本対応策について継続的な開示を行うこと 

 

 当社取締役会は、関係法令の整備、他社の動向等を踏まえ、当社の企業価値及び株主共同の利

益の確保・向上の観点から、本対応策について随時見直しを行うこととしており、本対応策につ

き内容の修正、変更又は廃止等を行った場合には、これらについて、速やかに株主の皆様に開示

します。 

 

4 株主意思が反映されていること 

 

 本対応策は、本定時株主総会において、平成 22 年 6 月 29 日開催予定の本定時株主総会におい

て議案として提出し、株主の皆様のご賛同が得られなかった場合には、その時点で廃止されるも

のとします。また、本対応策にはその有効期間を 3年間とするいわゆるサンセット条項が付され

ており、かつその有効期間の満了前であっても、当社株主総会又は当社株主総会において選任さ

れた取締役により構成される当社取締役会において本対応策を廃止する旨の決議が行われた場

合には、本対応策は当該時点で廃止されるものとしますので、株主の皆様のご意向に従い廃止す

ることが可能です。 

 

5 取締役会の判断の客観性・合理性が確保されていること 

 

 本対応策においては、対抗措置の発動等に際して、取締役の恣意的判断を排除し、当社の企業

価値及び株主共同の利益の確保・向上という観点から客観的に適切な判断を行うための諮問機関

として独立委員会を設置することとしております。独立委員は、厳格な基準の下で選任され（別

紙 1の「独立委員会の構成及び選任基準等」をご参照下さい。）、また、独立委員を解任するには

当社取締役会において出席取締役の 3分の 2以上の賛成によらなければなりませんので（上記別

紙 1をご参照下さい。）、当社取締役会の恣意的な判断を遮断する高度な独立性、公平性が確保さ

れております。また、独立委員会は、大規模買付者が出現した場合、当社の費用負担において、

必要に応じて当社取締役会から独立した第三者（フィナンシャルアドバイザー、弁護士、公認会

計士、税理士、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ます

ので、独立委員会の実質的な判断の独立性、公平性、中立性及び客観性も担保されております。
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当社取締役会は、対抗措置の発動等の決定に先立ち、独立委員会の勧告を得る必要があり、また

当社取締役会はかかる独立委員会の勧告を 大限尊重しなければなりませんので、これにより、

当社取締役会による恣意的判断が排除されることになります。 

 

6 デッドハンド型・スローハンド型の買収防衛策ではないこと 

 

 本対応策は、当社の株主総会で選任された取締役で構成される当社取締役会によりいつでも廃

止することができますので、大規模買付者は、自己が指名し、株主総会で選任された取締役によ

って構成される当社取締役会の決議により、本対応策を廃止することができます。この意味にお

いて、本対応策は、当社取締役会の構成員の過半数を交代させた場合でも買収防衛策の発動を阻

止できないデッドハンド型買収防衛策には当たりません。また、当社取締役の任期は１年とされ

ているため、本対応策は、取締役の交替を一度に行うことができず、買収防衛策の発動を阻止す

ることが困難なスローハンド型買収防衛策にも該当しません。 

 

第 7 大規模買付ルールが株主及び投資家の皆様に及ぼす影響について 

 

1 大規模買付ルールが株主及び投資家の皆様に及ぼす影響 

 

 大規模買付ルールは、大規模買付者が大規模買付行為を行うにあたって従うべきルールを定め

たものにとどまり、新株予約権その他の株券等を発行するものではありませんので、株主及び投

資家の皆様の法的権利又は経済的利益に影響を及ぼすものではありません。 

 大規模買付ルールは、当社の株主の皆様をして、必要かつ十分な情報をもって大規模買付行為

について適切な判断をすることを可能ならしめるものであり、当社の企業価値及び株主共同の利

益に資するものと考えます。 

 なお、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守するか否かにより、大規模買付行為に対する当

社の対応が異なる可能性がありますので、株主及び投資家の皆様におかれましては、大規模買付

者の動向にご注意ください。 

 

2 対抗措置の発動が株主及び投資家の皆様に及ぼす影響等 

 

 対抗措置を発動した場合でも、大規模買付者の法的権利又は経済的利益に損失が生じる可能性

がありますが、それ以外の株主の皆様の法的権利又は経済的利益に格別の損失が生じることは想

定しておりません。当社取締役会が対抗措置の発動を決議した場合は、適用ある法令及び金融商

品取引所規則に従って、適時に適切な開示を行います。 

 対抗措置として株主の皆様に対する新株予約権の無償割当てが行われる場合は、当社取締役会

が決定し公告する基準日における 終の株主名簿に記載又は記録された株主の皆様に対し、申込

の手続等を要することなく、その所有株式数に応じて新株予約権が割当てられます。また、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、かかる手続を行わない場合は、当該株主の皆様の 1 株当
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たりの株式価値が希釈化することになります。ただし、当社が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できるとの取得条項が定められた場合において、当社が取得の手

続を取ったときは、取得の対象となる新株予約権を保有する株主の皆様は、金銭を払い込むこと

なく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、大規

模買付者及び特別関係者等にあたらないこと等を誓約する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。）。 

 また、当社取締役会は、上記第 5 第 7 項(3)に従い、対抗措置の発動の中止又は変更として、

新株予約権の無償割当ての中止又は新株予約権の無償割当ての実行後における当該新株予約権

の無償取得を行うことがありますが、この場合、新たな株式の発行は行われず、当社株式 1 株当

たりの株式価値の希釈化は生じないこととなります。したがって、新たに株式が発行されること

を前提として変動した取引価格にて売買を行った投資家の皆様は、株価変動により相応の損害を

被る可能性があります。 

 なお、割当て方法、名義書換の方法、行使の方法、払込みの方法及び当社による取得の方法等

の詳細につきましては、対抗措置発動の当社取締役会決議後、株主の皆様に対し、相当な方法に

よってお知らせいたします。 

 

以上 

 

 

 

※この資料は、次の記者クラブに配布いたします。 

   兜倶楽部（東証）、大阪証券記者クラブ（大証） 

   農政クラブ、東京商工記者会、大阪商工記者会 



 

 

別紙 1 独立委員会の構成及び選任基準等 

 

1. 対抗措置発動の運用に際し、当社取締役会の恣意的判断を排除し、当社の企業価値及び株

主共同の利益を確保・向上させるため、下記 8 の基準を満たす社外取締役、社外監査役、

社外有識者及び外部専門家等によって構成される委員会（以下「独立委員会」といいます。）

を設置する。 

 

2. 独立委員会は、3名以上の構成員（以下「独立委員」といいます。）で構成される。 

 

3. 独立委員の選任及び解任は、当社取締役会の決議によってこれを決定する。ただし、当社

取締役会による独立委員の解任決議は、出席取締役の 3分の 2以上の賛成による。 

 

4. 独立委員会の決議は、独立委員の過半数が出席する会議において、出席者の過半数が賛成

する場合に、可決される。 

 

5. 上記 3及び 4 の決議において、議案に関し利害関係を有する独立委員は、決議に参加でき

ず、またその数は定足数より控除される。 

 

6. 独立委員会は、必要に応じて、当社の費用負担において、当社取締役会から独立した第三

者（フィナンシャルアドバイザー、弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント、その

他の専門家を含みます。）に助言を求めることができる。 

 

7. 当社取締役会は、独立委員会から勧告等を受けた場合には、その内容を 大限尊重する。 

 

8. 独立委員の選任基準 

 当社取締役会は、独立委員を、以下に定めるすべての基準を満たす社外取締役、社外監

査役、社外有識者及び外部専門家等の中から選任する。 

(1) 現在及び過去において、当社又は当社の子会社の業務を行う取締役、執行役、従業

員、若しくは監査役、又はこれらの者の親族（「親族」とは、民法第 725 条に定める

親族を意味し、以下同様とします。）ではないこと（ただし、当社の社外取締役及び

社外監査役は除きます。） 

(2) 主要な取引先の取締役、執行役若しくは従業員、又はこれらの者の親族ではないこ

と（「主要な取引先」とは、過去 5年間の当社の連結売上高の平均の 2％を超える金

額の取引を、当社との間で行う取引先（仕入先等を含むが、これに限らない。）を意

味し、以下同様とします。） 

(3) 当社及び主要な取引先の外部アドバイザー又はその親族ではないこと 

(4) 当社の代表取締役が取締役を兼任している会社の取締役、執行役、従業員若しくは

外部アドバイザー、又はこれらの者の親族ではないこと 

以上 



 

 

別紙 2 独立委員会の委員の氏名及び略歴 

 

 

片 岡 一 郎 （かたおか いちろう） 

大正 13 年生まれ 

 

昭和 32 年 4 月 慶應義塾大学経済学部助教授 

昭和 39 年 4 月 慶應義塾大学商学部教授 

昭和 53 年 4 月 慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授 

平成 元年 4月 慶應義塾大学名誉教授（現在に至る） 

平成 2 年 4 月 流通科学大学学長就任 

平成 10 年 5 月 流通科学大学名誉教授（現在に至る） 

 

 

向 井 千 杉 （むかい ちすぎ） 

昭和 22 年生まれ 

 

昭和 50 年 4 月 東京地方裁判所判事補 

昭和 62 年 4 月 名古屋地方裁判所判事、名古屋高等裁判所判事職務代行 

平成 元年 4月 弁護士登録 西綜合法律事務所（現在に至る） 

平成 13 年 4 月 東京家庭裁判所調停委員（現在に至る） 

 
 

香 西 みどり（かさい みどり） 

昭和 30 年生まれ 

 

平成 6年  4 月 お茶の水女子大学生活科学部助手 

平成 11 年 4 月 お茶の水女子大学生活科学部助教授 

平成 18 年 12 月 お茶の水女子大学生活科学部教授（現在に至る） 

平成 19 年 4 月 お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科教授（現在に至る） 

 

以上 



 

 

別紙 3 新株予約権の無償割当てを行う場合の概要 

 

1. 新株予約権付与の対象となる株主及びその割当条件 

 当社取締役会で定めて公告する基準日における 終の株主名簿に記載又は記録された株主

に対し、その所有株式（ただし、当社の保有する当社普通株式を除きます。）1 株につき 1 個

の割合で新株予約権を割当てる。 

 

2. 新株予約権の目的である株式の種類及び数 

 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、新株予約権 1個当たりの目的であ

る株式の数は 1株とする。但し、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、所要の調整を行

うものとする。 

 

3. 割り当てる新株予約権の総数 

 割り当てる新株予約権の総数は、当社取締役会が当該新株予約権の無償割当てに関する決議

において別途定める数とする。当社取締役会は、割り当てる新株予約権の総数を超えない範囲

で、複数回にわたり新株予約権の割当てを行うことがある。 

 

4. 新株予約権の払込金額 

 無償とする。 

 

5. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1 円以上で当社取締役会が定める額

とする。 

 

6. 新株予約権の譲渡制限 

 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する。 

 

7. 新株予約権の行使期間、行使条件及び取得条項等 

 新株予約権の行使期間、行使条件（大規模買付者及びその特別関係者若しくは共同保有者並

びに大規模買付者のために当社株式又は新株予約権を保有する者（以下「非適格者」という。）

による権利行使は認められない旨の差別的行使条件を付すことがあり得る。）、取得条項（非適

格者か否かにより取得の有無等の取扱いが異なる可能性がある。）、その他必要な事項について

は、当社取締役会にて別途定めるものとする。 

 

8. 新株予約権証券 

 新株予約権に係る新株予約権証券は、発行しないものとする。 

以上 



 

 

別紙 4 当社株式・株主の状況（平成 22 年 3 月 31 日現在） 

 

1．発行可能株式総数 

普通株式 500,000,000 株 

2．発行済株式総数 

普通株式 117,463,685 株 

3．株主数 

33,956 名 

4．所有者別状況 

所有者区分 
株主数 

（名） 

所有株式数 

（百株） 

所有株式数割合

（％） 

金融機関 110 334,669 28.49 

証券会社 47 6,267 0.53 

その他の国内法人 462 494,543 42.10 

外国法人等 332 140,641 11.97 

個人その他 33,004 130,380 11.09 

自己名義株式 1 68,136 5.80 

合  計 33,956 1,174,636 100.00 

5．大株主（上位 10 名）の状況 

氏名又は名称 
所有株式数 

（百株） 

所有株式数割合

（％） 

財団法人安藤スポーツ・食文化振興財団 79,043 6.72 

三菱商事株式会社 78,000 6.64 

伊藤忠商事株式会社 78,000 6.64 

株式会社安藤インターナショナル 41,000 3.49 

株式会社みずほコーポレート銀行 40,000 3.40 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 36,504 3.10 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

（信託口） 
35,716 3.04 

小野薬品工業株式会社 24,604 2.09 

江崎グリコ株式会社 23,610 2.00 

ハウス食品株式会社 21,630 1.84 

合  計 458,108 38.99 

（注）1．上記のほか当社所有の自己株式 68,136 百株（所有割合 5.80％）があります。 

2．上記大株主の内、創業家又は創業家に関係する株主は、財団法人安藤スポー

ツ・食文化振興財団と株式会社安藤インターナショナルです。 

以上 


