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平成 22 年８月 12 日 

各   位 

上場会社名          

代表者      代表取締役社長 小池  孝 

（コード番号   2226） 

問合せ責任者  常務取締役ｸﾞﾙｰﾌﾟ管理管掌 藤原 潤也 

（ＴＥＬ     03-3979-2112） 

 

 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の継続的導入について  

 

当社は、昨今の敵対的買収及びこれに対する対応策の議論の状況等を勘案して検討した結果、

平成22年８月12日開催の取締役会において、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下記一のものをいい、以

下「基本方針」といいます。）を改定するとともに、改定後の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（会社法施行

規則第118条第３号ロ(2)に定めるものをいいます。）として、同年９月28日開催予定の第34回定

時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）における株主の皆様のご承認を条件に、本

定時株主総会の終結をもって、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「本

プラン」といいます。）を継続して導入することを決定いたしましたので、下記のとおりお知ら

せいたします。なお、当社が、平成19年９月27日開催の第31回定時株主総会における決議に基づ

き導入した当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）については、本定時株主総会

の終結をもって有効期間の満了により失効する予定です。 

なお、本日現在、当社に対する当社株式の大量取得行為に関する提案、申入れ等はありません。

平成22年６月30日現在における当社の大株主の状況は、別添「大株主の状況」のとおりです。 

記 

 

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グ

ループの企業価値の源泉を十分に理解し、当社グループの企業価値・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、当社株式の大量買付であって

も、当社グループの企業価値・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、①その目的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、②株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、③対象

会社の取締役会や株主が株式の大量買付の行為について検討し、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、④買収者の提示した条件よりもさらに
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有利な条件を株主にもたらしたりするために対象会社による買収者との交渉を必要とするもの等、

当社グループの企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。 

当社は、当社の経営にあたっては、当社グループの企業理念や企業価値の源泉に対する十分な理

解が不可欠であると考えております。当社グループの企業価値の源泉は、①ブランドを確立し、ロ

ングセラー商品に育成する開発力・マーケティング力、②売上拡大施策を推進する営業力、③売上

拡大と品質向上を支える生産体制と製造技術、④当社グループの企業理念を十分理解し、これを維

持・発展・継承する従業員の存在にあると考えており、これら当社グループの企業価値の源泉に対

する理解は、今後当社がさらに発展するために必要不可欠であります。 

当社株式の大量買付を行なう者が、当社グループを取り巻く経営環境を正しく認識し、これら当

社グループの企業価値の源泉を理解した上で、これを中長期的に確保・向上させるものでなければ、

当社グループの企業価値・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

社グループの企業価値・株主共同の利益に資さない大量買付を行なう者は、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、当社グループの企業価値・株主共同の利益を確保する必要があ

ると考えます。 

 

二 基本方針の実現に資する特別な取組み 

1. 当社グループの企業価値の源泉について 

当社は、当社グループの企業価値の源泉は、具体的には、以下の点にあると考えております。 

(1) ブランドを確立し、ロングセラー商品に育成する開発力・マーケティング力 

当社グループの特徴・強みの一つとして、コイケヤポテトチップス、カラムーチョ、スコ

ーン、ポリンキー、ピンキーといったヒット商品を次々と生み出す一方で、一度市場投入し

たこれらの商品をメガブランドとし育成することができる開発力とマーケティング力が挙

げられます。 

これらの特徴・強みはすべて、当社グループが絶えず独自の視点から市場動向・消費者ニ

ーズを敏感にキャッチし、より高品質な商品の提供を目指し真摯に取り組んできたことの成

果であり、かかる当社グループ独自の取組みに裏付けられた開発力・マーケティング力を維

持・発展させることが、今後も当社グループの企業価値を維持・向上させていくために重要

であると考えております。 

(2) 売上拡大施策を推進する営業力 

当社グループは、上記(1)の開発力・マーケティング力によって育成したロングセラーブ

ランド商品を積極的に展開した結果、過去３年連続で総売上高が前期比約 10%の伸びを達成

できました。これを支えるのが営業力であり、当社独自のマーケティング説明会や商談会を

開催し顧客基盤を広げるほか、当社独自のノウハウに基づいた広告宣伝と販促活動と連動し

た地域プロジェクトを推進することによりシェア拡大を達成してきました。 

広範な流通菓子市場において、強力な営業ネットワークを構築し、独自の営業戦略を推進

する営業力は、当社グループの企業価値向上にとって重要です。 

(3) 売上拡大と品質向上を支える生産体制と製造技術 

当社グループは、平成 17 年より工場新設、ライン増設、原料貯蔵設備の新設を行なった

ほか、ふらの農業協同組合と業務提携し、同組合が新設した工場にポテトチップス製品の製

造委託をするなど生産体制の強化のための構造改革を推し進めてまいりました。また、 新

鋭の生産設備を導入することにより、生産性の向上を図ると同時に、品質管理の高度化と厳

格化を推進しております。 

当社グループは、上記(2)のとおり、過去３年連続で総売上高が前期比約 10%の伸びを達
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成できましたが、さらなる成長戦略を目指す上で、中長期的な売上拡大と品質向上を支える

生産体制と長年培ってきた製造技術は、当社グループの企業価値向上にとって重要です。 

(4) 当社グループの企業理念を十分理解し、これを維持・発展・継承する従業員の存在 

当社グループは以下に掲げるグループ理念に基づき、株主の皆様を始め、お客様、社会、

従業員、取引先の方々から価値のある企業として支持され、ともに価値を創造することが株

主価値の 大化を実現する唯一の方法と考えております。 

［グループ理念］ 

・常に安心できる商品を提供し、地球環境、人々の健康、社会的貢献を心掛ける。 

・独創的で心の満足度の高い商品、サービスを提供する。 

・独自のブランド戦略の元に、ロングセラー商品を育成していく。 

・時代に先がけ、変革のスピードを上げ、新しい経営形態を実現する。（マーケティング、

販売チャネル、生産システム、組織） 

・世界的視野にたった企業になる。 

・従業員の物心両面の満足を追求する、と同時に関係会社・取引先の経営に適正に貢献す

る。 

かかる当社グループの企業理念を十分に理解し、上記(1)から(3)の特徴や強みを共有し、

維持・発展・継承していく従業員の存在は、当社グループがその企業価値を将来にわたり向

上させていくために極めて重要であります。 

 

上記のとおり、当社は、当社グループの企業価値の源泉は、そのいずれもが相互に有機的に

関連しており、いずれかが毀損されれば、当社グループの企業価値全体が毀損されることにな

りかねないと考えております。 

当社は、これら当社グループの企業価値の源泉を、その有機的一体性を念頭に置きつつ、今

後も継続して発展させていくことが、ステークホールダーからの信頼を高め、当社グループの

企業価値・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. 当社グループの企業価値・株主共同の利益の確保、向上のための取組みについて 

当社グループは、以下に掲げる「核となる方針」を、グループ全社に浸透させるとともに、当

該方針のもとに、中長期的な成長と収益性の向上を目指しております。 

・スナック市場におけるさらなる成長を実現するため、積極的に市場開拓（地方への拡大・チャ

ネルの拡大・主要アカウントの増大）を行ない、販売シェアの拡大を目指す。 

・タブレット市場では、既存製品の売上水準を維持しつつ、独自の技術を活用した新製品を本格

的に展開し、新たな成長を実現する。 

・新規カテゴリー市場に本格的に参入するため、フレンテグループの既存能力（営業力・マーケ

ティング力・製品開発力・業界での洞察力・ネットワーク等）を増強する。 

・日本国内の人口減少を見据え、海外への販路拡大を進める。 

当社グループは、上記方針のもと、具体的には、総売上高について引き続き前期並みの成長力

を実現するため、当社独自の営業力を 大限に活かした施策を推進します。そして、収益性をさ

らに向上させるべく、コスト競争力の強化を図ります。スナック事業においては、当社グループ

独自の開発力・マーケティング力に裏付けられた、爆発的なヒットが期待される商品群を投入し、

成長を牽引します。また、シェア拡大強化エリアにおいては、これまで蓄積された当社独自のノ

ウハウに基づき、合理的かつ効果的に、テレビコマーシャルの大量投入、高頻度で効果的な販促

活動の実施を行なうほか、マーケティング説明会や商談会などの売上拡大施策を推進します。そ

して、購買、生産、物流、広告宣伝・販促活動について、当社グループにおいてこれまで培われ
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た各種の能力・ノウハウを結集し、グループ全社で連携した大改革を行ない、コスト競争力の強

化を図ります。タブレット事業においては、「ピンキー」のブランド強化に努めるとともに、利

益率の高い乳酸菌ＬＳ１配合「クリッシュ」の通信販売強化を推し進め、売上拡大及び定期顧客

の増大を目指し、収益構造の改革を図ります。また、ヨーロッパで売上 No.1 のハーブキャンデ

ィ「リコラ スイスハーブキャンディ」の拡販を進めてまいります。海外事業においても、台湾

におけるスナック・タブレット事業の持続的発展を目指し、様々な施策を展開してまいります。 

当社グループは、このような取組みを地道に続けることにより、企業価値・株主共同の利益を

確保し、向上させることができると考えております。 

 

3. コーポレート・ガバナンスの強化 

当社グループは、企業価値・株主共同の利益の確保・向上のために不可欠な仕組みとして、コ

ーポレート・ガバナンスの強化を重要な課題に掲げております。当社においては、従来から独立

性の高い社外監査役を選任してまいりました。 

そして、平成 18 年９月 27 日開催の第 30 回定時株主総会において、取締役の経営責任を明確

にするため取締役の任期を１年とするほか、監査体制の充実・強化を目的として監査役会と会計

監査人を設置いたしました（当社は会社法上の大会社ではないため、両機関の設置は義務付けら

れておりませんが、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるため設置しております。）。 

 

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 

本プランは、当社グループの企業価値・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、当社グループの企業価値・株主共同の利益に資さな

い大量買付を行なう者は、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、当社グループの企業価値・株主共同の利益に反する大量買付を抑止するため

に、当社株式に対する大量買付が行なわれる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案し

たり、あるいはかかる大量買付に応じるべきか否かを株主の皆様が判断するために必要な情報や

時間を確保すること、そして株主の皆様のために交渉を行なうこと等を可能とする枠組みとして

本プランを継続して導入することといたしました。 

平成 22 年６月 30 日現在において、当社の安定株主比率は比較的高い（「大株主の状況」につい

ては別添をご参照下さい。）ものの、当社の株主の分布状況は広範にわたっており、当社の株式

の流動性はさらに増大し、株主数も前回導入時に比べ大幅に増加しております。また、当社は公

開会社であることから、株主の皆様の自由な意思に基づく取引等により当社株式が転々譲渡され

ることは勿論のこと、その他各々の事情に基づき今後当社の株式を譲渡その他の処分をしていく

可能性も否定できません。これらの事情に鑑みると、今後、当社の発行する株式の流動性がさら

に増し、当社グループの企業価値・株主共同の利益に反する株式の大量買付が行なわれる可能性

があると考えています。 

 

2. 本プランの概要 

本プランは、当社の株券等に対する 20%以上の買付その他これに類似する行為又はその提案が行

なわれる際に、買収者に事前に大量買付に関する情報の提供を求める等、当社取締役会が株主の

皆様に代替案を提案したり、あるいはかかる大量買付に応じるべきか否かを株主の皆様が判断す
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るために必要な情報や時間を確保すること、そして株主の皆様のために交渉を行なうこと等を可

能とし、これにより当社グループの企業価値・株主共同の利益に反する買収を抑止し、当社グル

ープの企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを実現するために必要な手続を定めて

おります。 

買収者は、本プランに係る手続に従い、当社取締役会又は当社株主総会において本プランを発動

しない旨が決定された場合に、当該決定時以降に限り当社株券等の大量買付を行なうことができ

るものとされています。 

買収者が本プランに定められた手続に従わない場合や当社株券等の大量買付が当社グループの

企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれがある場合等で、本プラン所定の発動要件を満たす

場合には、当社は、買収者による権利行使は原則として認められないとの行使条件及び当社が買

収者以外の者から新株予約権を取得し、これと引換えに当社株式を交付できる旨の取得条項が付

された新株予約権を、その時点の当社を除くすべての株主に対して新株予約権無償割当ての方法

により割当てます。本プランに従って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、買収者の有する当社

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。 

当社は、本プランに従った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、社外監査役等、当社経営陣から独立した者のみから構成され

る独立委員会を設置し、その客観的な判断を経るものとしております。また、当社取締役会は、

これに加えて、本プラン所定の場合には、株主総会を開催し、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。 

こうした手続の過程については、適宜株主の皆様に対して情報開示がなされ、その透明性を確保

することとしております。 

 

3. 本プランの内容 

(1) 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、下記①又は②に該当する当社株券等の買付その他の取得若しくはこれに類似

する行為又はこれらの提案1（当社取締役会が本プランを適用しない旨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。 

記 

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 20%以上となる買付

その他の取得 

② 当社が発行者である株券等5について、公開買付け6を行なう者の株券等所有割合7及びそ

の特別関係者8の株券等所有割合の合計が 20%以上となる公開買付け 

買付等を行なおうとする者（以下「買付者等」といいます。）は、本プランに定められる手

                                                  
1 第三者に対して買付等を勧誘する行為を含みます。 
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。 
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。）。

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。本書において同じとします。 
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続に従うものとし、本プランに従い当社取締役会又は株主総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なうまでの間、買付等を実行してはならないものとします。 

 

(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な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。）を当社取締役会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、意向表明書及び後述(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、当社の定める書式に従い、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」と総称します。）を当社取

締役会に対して提出していただきます。 

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（独立委員会は、

当社取締役会の決議に基づいて設置されます。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」、本プランの継続的導入時の独立委員

会の委員の略歴等については別紙２「独立委員会委員略歴」に記載のとおりです。）に提供

します。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、自ら又は当社取締役会等を通し

て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いただきます。 

記 

① 買付者等及びそのグループ（共同保有者9、特別関係者及び買付者を被支配法人等10と

する者の特別関係者）の詳細（名称、資本関係、財務内容、経営成績、過去の法令違

反等の有無及び内容、当該買付者等による買付等と同種の過去の取引の詳細等を含み

ます。）11 

② 買付等の目的、方法及び具体的内容（買付等の対価の種類・価額、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等を含みます。） 

③ 買付等の対価の算定根拠（算定の基礎となる事実・仮定、算定方法、算定に用いた数

値情報及び買付等によ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、資本政策及び配当政策 

⑥ 当社グループの株主（買付者等を除く。）、従業員、取引先、顧客その他の当社グルー

                                                  
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。 
10 金融商品取引法施行令第９条第５項に定義されます。 
11 買付者等がファンドの場合は、各組合員その他の構成員について①に準じた情報を含みます。 
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プに係る利害関係者の処遇方針 

⑦ その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報 

 

(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、当社グループの企業価値・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を行なうために、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等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（当社取締役会に対して上記①記載のとおり情報・資料等

の提供を要求した場合には）当社取締役会からの情報・資料等（追加的に提供を要求した

ものも含みます。）を受領してから原則として 長 60 日間が経過するまでの間、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ないます（以下、かかる独立委員会による情報

収集及び検討に要する期間を「独立委員会検討期間」といいます。）。また、独立委員会は、

当社グループの企業価値・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・交渉等を行な

うものとします。 

独立委員会の判断が、当社グループの企業価値・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、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。 

 

(e) 独立委員会の勧告 

独立委員会は、上記の手続を踏まえて、以下のとおり当社取締役会に対する勧告等を行な

うものとします。 

① 本プランの発動を勧告する場合 

独立委員会は、買付等が後述(2)「本新株予約権の無償割当ての要件」において定めら

れる発動事由（以下「発動事由」と総称します。）に該当すると判断した場合、引き続き買

付者等よりの情報提供や買付者等との間で交渉・協議等を行なう必要がある等の特段の事

情がある場合を除き、当社取締役会に対して、新株予約権（その主な内容は後述(3）「本新

株予約権の無償割当ての概要」に定めるとおりとし、以下かかる新株予約権を「本新株予

約権」といいます。）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、買

付等について後述(2）「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める発動事由のうち発動事

由その２（以下「発動事由その２」といいます。）の該当可能性が問題となっている場合に

は、予め当該実施に関して株主意思の確認を得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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上記にもかかわらず、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なうことができるも

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る等の理由により、発

動事由が存しなくなった場合 

 

② 本プランの不発動を勧告する場合 

独立委員会は、買付等について発動事由が存しないと判断した場合、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すべ

きでない旨の勧告を行ないます。 

上記にもかかわらず、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、発動事由が存すること

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なうこと

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なう場合 

独立委員会が、当初の独立委員会検討期間中に、本新株予約権の無償割当ての実施又は

不実施の勧告を行な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（ただし、原則と

して 30 日間を上限とするものとします。）で、独立委員会検討期間を一ないし複数回延長

することができるものとします。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、検討等を行なうものとし、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なうよう 大限努めるものとします。 

 

(f) 取締役会の決議／株主総会の決定 

当社取締役会は、独立委員会の上記勧告がなされた場合、当該勧告を 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

なうものとします。 

ただし、後述(g)に基づき株主総会が開催された場合には、当該株主総会において本新

株予約権の無償割当ての実施又は不実施についての決定を行なうものとします。 

なお、当社取締役会は、独立委員会が本新株予約権の無償割当てを実施してはならない

旨の勧告をした場合又は株主総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

決議をした場合には、本新株予約権の無償割当てを実施しません。 

 

(g) 株主総会の開催 

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を実施するに際して、(i)

上記(e)①に従い、独立委員会が本新株予約権の無償割当ての実施に際して、予め株主総会

の承認を得るべき旨の留保を付した場合、又は(ⅱ)ある買付等について発動事由その２の

該当可能性が問題となっており、かつ、取締役会が、株主総会の開催に要する時間等を勘
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案した上で、善管注意義務に照らし、株主意思を確認することが適切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、並びに独立委

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な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、本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施

等に関する当社取締役会の決議（株主総会の招集に関する決議を含みます。）の概要、そ

の他独立委員会又は当社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ない

ます。 

 

(2) 本新株予約権の無償割当ての要件 

本プランの発動として本新株予約権の無償割当てを実施するための要件は、下記のとおりで

す。なお、上記(1)「本プランの発動に係る手続」(e)記載のとおり、下記の要件の該当性につ

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 

発動事由その１ 

本プランに定められた手続に従わない買付等であり（買付等の内容を判断するために合理的

に必要とされる時間や情報の提供がなされない場合を含む。）、かつ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場合 

 

発動事由その２ 

以下のいずれかに該当し、かつ本新株予約権無償割当てを実施することが相当である場合 

(a) 以下に掲げる行為等により、当社グループの企業価値・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側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

グループの犠牲の下に買付者等の利益を実現する経営を行なうような行為 

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 

(b) 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なうことを

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 

(c) 買付等の経済的条件（対価の種類・価額、対価の支払時期・支払方法を含みます。）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 

(d) 買付者等の提案（買付等の経済的条件のほか、買付等の適法性・実現可能性、買付等後

の経営方針又は事業計画、買付等後における当社の株主（買付者等を除く。）、従業員、

取引先、顧客等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。）の内容が、当

社グループの企業価値を生み出す上で必要不可欠な開発力・マーケティング力、営業力、
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生産体制と製造技術、従業員等に重大な支障をきたす等により、当社グループの企業価

値・株主共同の利益に反する重大なおそれのある買付等である場合 

 

(3) 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（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。）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 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。）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過去 90 日間（取引が

成立しない日を除きます。）の大阪証券取引所ジャスダック市場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、原則として、１ヶ月間から６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。 

 

(g) 本新株予約権の行使条件 

(i)特定大量保有者12、(ⅱ)特定大量保有者の共同保有者、(ⅲ)特定大量買付者13、(ⅳ)特

                                                  
12 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。ただし、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。）、その者が当社の株券等を取得・

保有することが当社グループの企業価値・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
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定大量買付者の特別関係者、若しくは(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若しくは承継した者、又は、(ⅵ)上記(i)ない

し(v)に該当する者の関連者14（以下、(i)ないし(ⅵ)に該当する者を「非適格者」と総称しま

す。）は、一定の例外事由15が存する場合を除き、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、非居住者の保有する

本新株予約権も、適用法令に抵触しないことが確認されることを条件として、後述(i)②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。）。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、すべ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すべてを取得し、

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

に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

                                                                                                                                                            
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。 
13 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

において同じとします。）を行なう旨の公告を行なった者で、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。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グループの企業価値・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。 
14 ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配され若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。 
15 具体的には、(x)買付者等が本新株予約権無償割当て決議後に買付等を中止若しくは撤回又はその後買付等を実

施しないことを誓約するとともに、買付者等その他の非適格者が当社が認める証券会社に委託をして当社株式を

処分した場合で、かつ、(y)買付者等の株券等保有割合（ただし、株券等保有割合の計算にあたっては、買付者等

やその共同保有者以外の非適格者についても当該買付者等の共同保有者とみなして算定を行なうものとし、また、

非適格者の保有する本新株予約権のうち行使条件が充足されていないものは除外して算定するものとします。）

として当社取締役会が認めた割合（以下「非適格者株券等保有割合」といいます。）が、(i)当該買付等の前にお

ける非適格者株券等保有割合又は(ⅱ)20%のいずれか低い方を下回っている場合は、当該処分を行なった買付者等

その他の非適格者は、当該処分がなされた株式の数に相当する株式の数を目的とする本新株予約権につき、当該

下回る割合の範囲内で行使することができることなどが例外事由として定められることが予定されています。 
なお、かかる非適格者による本新株予約権の行使の条件及び手続等の詳細については、別途当社取締役会が定

めるものとします。 
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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すべて取得し、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。 

 

(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。 

 

(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。 

 

(4) 本プランの継続的導入手続 

本プランの継続的導入については、以下のとおり、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とします。 

 

(a) 会社法第 278 条第３項但書の規定に基づき、当社定款第 12 条を、下記の規定に変更する

旨の内容を含む定款変更議案を、本定時株主総会に付議します。なお、定款変更の詳細に

ついては、本日付当社プレスリリース「定款の一部変更に関するお知らせ」についても併

せてご参照下さい。 

記 

（買収防衛策） 

第 12 条 当会社は、株主総会の決議により、買収防衛策を導入、変更及び廃止することがで

きる。なお、買収防衛策とは、当会社が資金調達等の事業目的を主要な目的とせずに

新株又は新株予約権の発行又は割当てを行うこと等により当会社に対する買収の実現

を困難にする方策のうち、当会社グループの企業価値・株主共同の利益を確保し、向

上させることを目的とするものをいう。 

２．当会社は、買収防衛策の一環として、新株予約権無償割当てに関する事項について、

取締役会の決議によるほか、株主総会の決議、又は株主総会の決議による委任に基づ

く取締役会の決議により決定することができる。 

３．当会社は、前項に基づき新株予約権無償割当てに関する事項を決定する場合には、新

株予約権の内容として、以下の事項を定めることができる。 

(1) 買収防衛策において定める一定の者（以下「非適格者」という。）は当該新株予

約権を行使することができないこと 

(2) 当会社が当該新株予約権を取得する際に、これと引換えに交付する対価の有無及

び内容について、非適格者と非適格者以外の者とで別異に取扱うことができるこ

と 

 

(b) 変更後の当社定款第 12 条の規定に基づき、本定時株主総会における決議により、本プラ

ンを継続して導入し、さらに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していただきます。 
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(5) 本プランの有効期間、廃止及び変更 

本プランの有効期間は、本定時株主総会終結の時から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、当社の株主総会において、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の当社取締役会への上記委任を撤回する旨の決議が行なわれた

場合又は当社株主総会若しく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行なわれ

た場合には、本プランは当該決議に従い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、本プランに関する法令、金融商

品取引所の規程等の新設若しくは改廃が行なわれ、かかる新設若しくは改廃を反映することが

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なうことが適切である場合、又は当

社株主に不利益を与えない場合等本定時株主総会の決議の趣旨に反しない場合には、独立委員

会の承認を得た上で、本プランを修正し、又は変更することができます。 

当社は、本プランが廃止、修正又は変更された場合には、当該廃止、修正又は変更の事実及

び（修正・変更の場合には）修正・変更の内容その他の事項について、情報開示を速やかに行

ないます。 

 

(6) 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 22 年８月 12 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な範囲内で読み替えることができるものとし

ます。 

 

4. 株主及び投資家の皆様への影響 

(1) 本プランの継続的導入にあたって株主及び投資家の皆様に与える影響 

本プランの継続的導入にあたっては、本新株予約権の無償割当て自体は行なわれませんので、

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 

(a) 本新株予約権の無償割当ての手続 

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なった場合に

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 終の株主名簿に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１個の本新株予約権が無償にて割当てられます。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 3.(1)

「本プランの発動に係る手続」(e)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行使期間開始日の前日まで

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

行な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。 
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(b) 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に際してご提出い

ただく書類（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、並びに、当社株式の割当対象株主の皆様の振替を行な

うための口座への当社株式の記録に必要な情報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、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所定の方法により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。なお、非適格者による本新株予約権

の行使に関しては、上記 3.(3)「本新株予約権の無償割当ての概要」(g)の趣旨に従って、別

途当社が定めるところに従うものとします。 

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な

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、後述(c)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。 

 

(c) 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。

ただし、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、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、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 上記の各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由 

1. 企業価値・株主共同の利益の確保・向上 

本プランは、基本方針に基づき、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なうこと等を可能とす
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ることにより、当社グループの企業価値・株主共同の利益を確保することを目的として継続し

て導入されるものです。 

 

2. 買収防衛策に関する指針等の要件の充足 

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（①企業価値・株主

共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性の原則）を

すべて充足しています。 

また、経済産業省に設置された企業価値研究会が平成 20 年６月 30 日に発表した報告書「近

時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策のあり方」の内容も踏まえて運用することが可能なも

のとなっております。 

さらに、株式会社大阪証券取引所の「ＪＡＳＤＡＱ等における企業行動規範に関する規則の

特例」第 10 条に定める買収防衛策の導入に係る遵守事項をすべて充足しています。 

 

3. 株主意思の重視 

本プランは、上記三.3.(4)「本プランの継続的導入手続」に記載のとおり、株主の皆様の意

思を反映させるため、本定時株主総会において、変更後の当社定款第 12 条の規定に基づき、本

プランを継続して導入し、さらに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していただく旨の議案が株主の皆様に承認

されることを条件として継続して導入されます。 

さらに、上記三.3.(1)「本プランの発動に係る手続」(g)記載のとおり、当社取締役会は、本

プランで定めるとおり、一定の場合には株主総会において本新株予約権無償割当て決議を行な

うことができることとしております。 

加えて、本プランには、有効期間を約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、当社株主総会において当社取締役会への上記委任を

撤回する旨又は本プランを廃止する旨の決議が行なわれた場合には、本プランはその時点で廃

止されることになります。その意味で、本プランの消長には、株主の皆様のご意向が反映され

ることとなっております。 

 

4. 独立性のある社外者の判断の重視及び第三者専門家の意見の取得 

本プランの発動に際しては、独立性のある社外取締役や社外監査役等のみから構成される独

立委員会による勧告を必ず経ることとされています。 

さらに、独立委員会は、当社の費用において独立した第三者専門家等の助言を受けることが

できるものとされており、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

みとなっております。 

 

5. 合理的な客観的要件の設定 

本プランは、上記三.3.(1)「本プランの発動に係る手続」(e)及び上記三.3.(2)「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。 

 

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 

本プランは、当社株券等を大量に買い付けた者の指名に基づき当社の株主総会において選任
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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可能であるため、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任期は１年であり、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な

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 
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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な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)社外の有識者の中から、当社取締役会が選

任する。ただし、有識者は、実績ある会社経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、

公認会計士若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 終

のものに関する定時株主総会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、それらの地位を失った場合（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、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

ての決議を行なう（ただし、本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施につき、株主総

会において別段の決議がなされた場合は、当該決議による。）。なお、独立委員会の各委員

及び当社各取締役は、こうした決定にあたっては、当社グループの企業価値・株主共同の

利益に資するか否かの観点からこれを行なうことを要し、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なうことが

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 

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 買付者等との協議・交渉 

⑤ 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 

⑥ 独立委員会検討期間の延長の決定 

⑦ 本プランの修正又は変更の承認 

⑧ 本プラン以外の買収防衛策の導入の是非の判断 

⑨ その他本プランにおいて独立委員会が行なうことができると定められた事項 

⑩ 当社取締役会が別途独立委員会が行な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
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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供するよ

う要求することができる。 

・ 独立委員会は、当社グループの企業価値・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・交渉を行なうものとし、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

なうものとする。 

・ 独立委員会は、必要な情報収集を行なうため、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、税理士、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なう。ただし、

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、その過半数をもって

これを行なうことができる。 

 

以 上 
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別紙２ 

 

 独立委員会委員略歴  

 

上平 徹（うえひら とおる） 

公認会計士 

〔略歴〕 

昭和32年８月 東京都生まれ 

昭和57年９月 等松青木監査法人（現 監査法人トーマツ）入所 

昭和60年８月 公認会計士登録 

平成２年３月 上平会計事務所開設（現任） 

平成14年９月 当社社外監査役（現任） 

〔主な公職など〕 

フジ日本精糖株式会社社外監査役 

 

※上平徹氏は、会社法第２条第16号に規定される当社社外監査役です。 

同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 

 

迫本 栄二（さこもと えいじ） 

公認会計士 

〔略歴〕 

昭和31年11月 東京都生まれ 

平成５年３月 公認会計士登録 

平成５年７月 税理士登録 

平成12年６月 新創監査法人代表社員 

平成16年４月 新創税理士法人代表社員(現任) 

〔主な公職など〕 

株式会社西武ホールディングス社外監査役、株式会社永谷園社外監査役、株式会社プリンスホテル

社外監査役 

 

若槻 哲太郎（わかつき てつたろう） 

弁護士 

〔略歴〕 

昭和49年10月 埼玉県生まれ 

平成12年４月 弁護士登録 

平成12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16年４月 村田・若槻法律事務所開設 (現任) 

平成20年４月 法政大学法科大学院兼任講師 

平成22年４月 法政大学法科大学院兼任教授（現任） 

 

※迫本栄二氏及び若槻哲太郎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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別添 

 
【大株主の状況】 

（平成 22 年 6月 30 日現在） 

氏名または名称 所有株式数(株) 

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合(%) 

小池 孝 948,120  25.02 

小池 陽子 526,420  13.89 

岸田 篤子 316,080  8.34 

フレンテグループ従業員持株会 206,920  5.46 

小池 渉 188,000  4.96 

有限会社ダブリュー・ビー・ファイン 180,000  4.75 

小池 裕子 69,400  1.83 

ノーザン トラスト カンパニー エイブイエフシー

リ ノーザン トラスト ガンジー ノン トリーティー

クライアンツ 

（常任代理人 香港上海銀行） 

65,000  1.71 

岸田 美奈子 37,600  0.99 

岸田 亮 37,600  0.99 

岸田 俊 37,600  0.99 

 


