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平成 22 年９月１日 

各      位 

会 社 名  日本社宅サービス株式会社 

代表者名  代表取締役社長 笹 晃弘 

（コード番号 8945   東証マザーズ） 

問合せ先  常務取締役  竹村 清紀  

（TEL． 03 － 5229   － 8700  ） 

 

 

当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について 

 

 当社は、平成19年９月28日開催の第９期定時株主総会において株主の皆様のご承認をい

ただき、特定株主グループ（注1）の議決権割合（注2）を20％以上とすることを目的とす

る当社株券等の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上と

なる当社株券等（注3）の買付行為（いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意した

ものを除きますが、市場取引、公開買付けその他具体的な買付方法の如何を問いません。

以下、このような買付行為を「大量買付行為」といい、かかる行為を行う者を「大量買付

者」といいます。）への対応方針（以下、「本対応方針」といいます。）を導入しており

ます。 

本対応方針の有効期間は、平成22年９月28日開催予定の第12期定時株主総会終結時までと

されていますが、本日開催の取締役会において一部を変更し、取締役全員の賛成により、

平成22年９月28日開催予定の第12期定時株主総会において株主の皆様によるご承認が得ら

れることを条件に、本対応方針を継続（以下、「本プラン」といいます。）することを決

定しましたので、お知らせいたします。 

本プランにおける今回変更した内容は、次のとおりです。 

①「Ⅰ.本プラン導入の目的」の内、目的の追加、修正及び中期経営計画の基本方針に関

する記載を行いました。 

②「Ⅱ.独立委員会の設置」の内、客観性をより高めるために独立委員会の委員の数を２

名以上から３名以上に変更いたしました。 

③「Ⅲ.本プランの内容」の内、大量買付対抗措置を発動した後に、発動の前提となった

事実に変更が生じた場合の措置（発動の停止等）に関する記載を行いました。 

④「Ⅴ.本プランの合理性」の内、買収防衛策に関する指針の要件について、平成20年６

月30日に発表された企業価値研究会による「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策

の在り方」を参考に、整合性、合理性の検証を行いました。また、株主の権利の不当な

制限に関する記載を行いました。 

⑤「別紙1．独立委員会規程の概要」をより具体的にするため、内容を変更いたしました。 
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Ⅰ．本プラン導入の目的 

当社取締役会は、公開会社として当社株式の自由な売買を認める以上、大量買付行為に

応じて当社株式の売却を行うか否かは、最終的には当社株式を保有する当社株主の皆様の

判断に委ねられるべきものであると考えております。そして、大量買付行為に際して株主

の皆様が当社株式の売却、すなわち大量買付行為を受け入れるか否かの判断を適切に行っ

ていただくためには、大量買付者から一方的に提供される情報のみならず、現に当社の経

営を担っている当社取締役会から、当該大量買付行為に対する当社取締役会の評価・意見

等も含めた十分な情報が提供されることが不可欠であると考えます。 

 

当社は、平成 10年の設立以来、「お客様に最高の満足と、集う人々の幸福の創造と拡

大をし続け、夢の総和の実現をはかる」ことを基本理念として、公明正大な経営を目指

してまいりました。創業の初期段階においては、日本全国の優良不動産会社とのフラン

チャイズ契約による独自のネットワーク「日本社宅ネット」を主宰し、顧客企業の従業員

の転勤や転居をフルサポートしてまいりました。加えて企業の人事福利厚生分野の多様な

ニーズに応えるため、各種住宅の事務運営管理代行サービス及び福利厚生全般に関するコ

ンサルテーション業務を行ってまいりました。そして、平成 18年４月よりダイワード株

式会社を当社グループに加えることにより、アウトソーシングサービスの提供範囲をマ

ンション等の建物管理まで拡大させ、新しい高付加価値サービスへの事業展開を推進し

てまいりました。 

 

今般、当社は、平成 25 年６月期を最終年度とする中期経営計画（ローリング）を策定

し、「事業規模･利益規模の拡大」と「新しい収益の柱となる第三の事業の創出」を中期

的な経営方針とし、(1)ストックビジネスによる安定と顧客の拡大による成長、(2)提供

サービスの拡充によるカスタマーバリューの拡大、(3)オペレーショナルエクセレンスの

追究、からなる経営の基本戦略により、中期経営計画を推進しております。 

 

この過程において、中期経営計画を推し進めることは、当社のステークホルダーの皆

様に利益をもたらすものと考えておりますが、そのためには中長期的なビジョンに向け

て安定的かつ戦略性のある事業経営を行うことが必須であると考えております。また、

これらの計画の推進には、当社が十年来に亘り築きあげてきた顧客、従業員、取引先な

らびに地域社会等との良好な関係が維持されることが必要不可欠であります。このステ

ークホルダーとの間に築かれた関係等への十分な理解なくして、当社の企業価値を適正

に判断することは困難だと考えます。 

従いまして、大量買付行為が突然なされたときに、当該行為が株主全体の利益に資す

るかどうかを株主の皆様が短期間のうちに適切に判断されるためには、当該行為が当社

に与える影響や、大量買付者が当社の経営に参画したときの経営方針、経営戦略並びに

事業計画の内容等の必要かつ十分な情報が提供されることが不可欠であり、さらには当

社取締役会が当該行為についてどのような意見を有しているのかも、株主の皆様にとっ

ては重要な判断材料となると考えております。 

そこで、当社取締役会は、大量買付行為が上記の考え方を具現化した一定の合理的な
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ルールに従って行われることが、株主全体の利益及び当社企業価値の保護に資するもの

と考え、後述するⅢ．本プランの内容のとおり、大量買付行為に関するルール（以下「大

量買付ルール」といいます。）を定めることといたしました。 

また、当該ルールを予め設定し透明性を図ることは、当該ルールを設定しない場合に

比べて、大量買付者の予見可能性を確保するとともに、当社及び株主全体の利益となる

ような大量買付行為に対してまで、萎縮的効果を及ぼす事態を未然に防止できることに

もなると考えております。 

以上を踏まえて、当社取締役会は、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の

ため、当社株券等の大量買付行為が行われた場合の対応策を、下記のとおり導入するこ

とといたしました。 

 

現時点において、当社役員及びその関係者等の当社株式における保有比率は 30％以上

となっております（別紙４）が、それら株主の事情により当社株式の譲渡その他の処分

をしていく可能性も否定できません。また、当社が設備投資資金の調達等、資金調達を

資本市場に求める際には、流通する株式の増加とともに、それら株主の株式保有比率が

低下することも予想され、当社企業価値及び株主共同の利益に反する株式の大量買付が

行われる可能性も否定できません。 

なお、当社取締役会は、現時点において当社株券等の大量買付行為の兆候があるとは

認識しておりません。 

 

Ⅱ．独立委員会の設置 

当社は、本プランに基づく大量買付者に対する対抗措置の発動の是非について、当社取

締役会による最終決定を行いますが、本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的

な判断がなされることを防止し、当社における決定の合理性・公正性を担保するため、独

立委員会を設置することといたしました（独立委員会規程の概要につきましては、（別紙

1）をご参照ください）。当社取締役会は、対抗措置の発動についての決定に先立ち、独立

委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は当社の企業価値ひいて

は株主共同の利益の向上の観点から大量買付行為及び当社取締役会意見等について慎重

に評価・検討のうえで当社取締役会に対し対抗措置の是非について勧告を行うものといた

します。当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、対抗措置の発動に

ついて決定することといたします。独立委員会の勧告内容については、その概要を適宜情

報開示することといたします。 

なお、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、独立した第三者である専門

家（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）等の助言を得ることができるものといたします。 

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、社外監査役ならびに社外有識者（注４）の中から選

任します。独立委員会の各委員の氏名及び略歴は（別紙２）をご参照ください。 
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Ⅲ．本プランの内容 

本プランは、大量買付ルールと、大量買付行為に対して当社がとりうる対抗措置（以下

「大量買付対抗措置」といいます。）から構成されております。 

 

１．大量買付ルールの概要 

当社取締役会が設定する大量買付ルールとは、①事前に大量買付者が当社取締役会に

対して必要かつ十分な情報を提供し、②当社取締役会による一定の評価期間が経過した

後に大量買付行為を開始する、というものです。その概要は以下のとおりです。 

 

(1)意向表明書の当社への事前提出 

大量買付者が大量買付行為を行おうとする場合には、まず当社代表取締役宛に、大 

量買付ルールに従う旨の誓約及び以下の内容等を記載した意向表明書をご提出いただ

きます。 

① 大量買付者の名称、住所 

② 設立準拠法 

③ 代表者の氏名 

④ 国内連絡先 

⑤ 提案する大量買付行為の概要等 

 

(2)必要情報の提供 

当社取締役会は、上記（1）の意向表明書受領後、10営業日以内に株主の皆様の判

断及び取締役会としての意見形成のために提供いただくべき必要かつ十分な情報（以

下「本必要情報」といいます。）のリストを大量買付者に対して交付いたします。本

必要情報の具体的内容は大量買付者の属性及び大量買付行為の内容によって異なり

ますが、一般的な項目の一部は以下のとおりです。 

① 大量買付者等及びそのグループ（共同保有者、特別関係者及び組合員（ファンド

の場合）その他の構成員を含みます。）の詳細（名称、事業内容、経歴または沿革、

資本構成、財務内容等を含みます。） 

② 大量買付の目的、方法及び内容（買付の対価の種類・価額、買付時期、関連する

取引の仕組み、買付方法の適法性、買付実行の可能性等を含みます。） 

③ 買付価格の算定根拠（算定の前提となる事実、算定方法、算定に用いた数値情報

及び買付に係る一連の取引により生じることが予想される相乗効果の内容を含み

ます。） 

④ 買付資金の裏付け（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。） 

⑤ 大量買付後における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 大量買付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 
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なお、当初提供していただいた情報を精査した結果、それだけでは不十分と認めら

れる場合には、当社取締役会は大量買付者に対して本必要情報が揃うまで追加的に情

報提供を求めます。大量買付行為の提案があった事実及び提供された本必要情報は、

株主の皆様の判断のために必要であると認められる場合、当社取締役会が適切と判断

する時点で、その全部または一部を開示いたします。 

 

(3)当社取締役会による検討、評価 

次に、大量買付者には、意向表明書による当社取締役会に対する情報提供を完了し

た日から 60 日間（大量買付行為が、対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによ

る当社全株式の買付けの場合）または 90 日間（その他の大量買付行為の場合）（以下

「取締役会評価期間」といいます。）が経過するまでは、大量買付行為を行わないこと

としていただきます。これは、株主共同の利益のため、当社取締役会に、意向表明書

の検討及び評価、大量買付者との交渉及び協議、大量買付行為に関する意見形成、株

主に対する代替案の作成及び提示等を行う機会を与えていただくためであります。 

当社取締役会は、取締役会評価期間中、外部専門家等の助言を受けながら、意向表

明書によって提供された情報の検討及び評価を行い、当該大量買付行為または当該大

量買付者の提案に係る経営方針等についての当社取締役会としての意見を慎重に取り

纏めます。また、必要に応じ、大量買付者との間で大量買付行為に関する条件改善に

ついて交渉及び協議を行い、当社取締役会として、株主に対し、当社グループの経営

方針等についての代替案を提示することもあります。 

 

２．大量買付対抗措置 

(1)大量買付対抗措置の内容 

大量買付者が大量買付ルールに定める手続に従うことなく大量買付行為を行った場

合等、後記(2)に述べる一定の大量買付対抗措置の発動の要件をみたす場合は、当社取

締役会は、当社の企業価値・株主共同の利益を守ることを目的として、新株予約権の

無償割当て、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を

とり、大量買付行為に対抗することがあります。 

具体的な対抗措置については、その時点で最も適切であると当社取締役会が判断し

たものを選択することとしますが、対抗措置として新株予約権の無償割当てをする場

合の概要は、（別紙 3）に定めるとおりとします。実際に新株予約権の無償割当てをす

る場合には、大量買付者（特定株主グループを通じて大量買付行為を行う場合には、

当該特定株主グループに属する者を含みます。ただし、事前に当社取締役会が同意し

た者を除きます。）ではないことを新株予約権の行使条件とするなど、対抗措置として

の効果を勘案した行使期間及び行使条件を設けることがあります。 

 

(2)大量買付対抗措置の発動の要件 

当社取締役会が、具体的な大量買付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 大量買付者が意向表明書を当社取締役会に提出しないなど、十分な情報提供を行う
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ことなく大量買付行為を行った場合 

② 大量買付者が取締役会の評価期間が経過する前に大量買付行為を行った場合 

③ その他大量買付者が大量買付ルールを遵守しなかった場合 

大量買付者が大量買付ルールを遵守した場合は、当社取締役会が、意向表明書の内

容を検討・評価した結果、当該大量買付行為に反対の意見を有するに至ったときでも、

当該大量買付行為につき反対意見を表明し、または当社グループの経営方針等につい

て当社取締役会としての代替案を提示することはあっても、原則として大量買付対抗

措置の発動を決議しないものとします。 

 

ただし、大量買付者が大量買付ルールを遵守した場合であっても、大量買付行為が

当社グループの企業価値または株主共同の利益を著しく毀損すると判断されたときは、

当社取締役会が相当な大量買付対抗措置の発動を決議することを否定するものではあ

りません。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、当社グルー

プの企業価値または株主共同の利益を著しく毀損する大量買付行為に該当するものと

考えます。 

（ⅰ）当該大量買付行為または経営権取得の目的が、真に会社経営に参加する意思が

ないにもかかわらず、株価をつり上げて高値で株券等を会社関係者に引き取ら

せることにある場合（いわゆるグリーンメーラーである場合）。 

（ⅱ）当該大量買付行為または経営権取得の目的が、主として、当社グループの事業

経営上必要な不動産、動産、知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引

先、顧客等その他の当社グループの資産を当該大量買付行為に係る特定株主グ

ループ（大量買付者を含む。）に移譲させること（いわゆる焦土化経営）にある

場合。 

（ⅲ）当該大量買付行為または経営権取得の目的が、主として、当社グループの資産

の全部または重要な一部を当該大量買付行為に係る特定株主グループ（大量買

付者を含む。）の債務の担保や弁済原資として流用することにある場合。 

（ⅳ）当該大量買付行為または当社グループの経営権取得の目的が、主として、当社

グループの保有する事業設備の全部または重要な一部の譲渡、賃貸、担保供与

その他の処分にある場合。 

（ⅴ）当該大量買付行為または当社グループの経営権取得の目的が、主として、会社

経営を一時的に支配して、当社グループの所有する不動産、有価証券等の高額

資産等を売却処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるか、ま

たは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って株券等の高価売り抜けを

することにある場合。 

（ⅵ）当該大量買付行為または当社グループの経営権取得の目的が、当社株主はもと

より、顧客、従業員、地域社会その他の利害関係者の利益を含む当社の企業価

値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合。 

（ⅶ）その他、（ⅰ）から（ⅵ）に準ずるまたは類する場合で、当社の企業価値及び株

主共同の利益の確保・向上に著しく反すると認められる場合。 
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(3)大量買付対抗措置の発動の手続 

当社取締役会が、具体的な大量買付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、取締役会は対抗措置の発動に先立ち、

独立委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は当該大量買付

行為及び取締役会意見等を慎重に検討し、対抗措置の発動の是非について上記Ⅲ.１．

(3)の取締役会評価期間内に勧告を行うものとします。また、外部専門家等の助言を受

けるとともに、当社社外監査役を含む監査役全員の賛同を得るものといたします。 

 

(4)大量買付対抗措置発動の停止等について 

当社取締役会または株主総会において、具体的な対抗措置の発動を決定した後に、当

該大量買付者が、大量買付行為の撤回または変更を行うなど、対抗措置の発動の前提と

なった事実に変更が生じ、対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断した場合

には、当社取締役会は、独立委員会の意見または勧告を十分に尊重したうえで、対抗措

置の発動の停止等を行うものといたします。対抗措置として、例えば新株予約権の無償

割当てを行う場合において、権利の割当てを受けるべき株主が確定した後に、大量買付

者が大量買付行為の撤回または変更を行うなどの事情により、対抗措置の発動が適切で

ないと当社取締役会が判断した場合には、新株予約権無償割当ての効力発生日の前日ま

での間は、独立委員会の勧告を受けたうえで、新株予約権の無償割当てを中止すること

とし、また、新株予約権の無償割当て後においては、独立委員会の勧告を受けたうえで、

当該新株予約権を無償取得（当社が新株予約権を無償で取得することにより、株主の皆

様は新株予約権を失います。）することにより、対抗措置発動の停止を行うことができ

るものといたします。 

このような対抗措置発動の停止等を行う場合は、当社取締役会は、独立委員会が必要

と認める事項とともに、速やかにその旨を開示するものといたします。 

 

３．本プランの有効期間等 

本プランは、平成 22 年９月１日開催の当社取締役会において、平成 22 年９月 28 日に

開催予定の本定時株主総会で承認されることを条件に発効することとして決議されまし

た。本定時株主総会で株主の皆様にお諮りする本プランの有効期間は３年間（平成 25 年

９月に開催予定の定時株主総会終結時まで）とし、以降、本プランの継続（一部修正した

うえでの継続を含む）については３年ごとに定時株主総会の承認を得ることとします。 

本プランの廃止は、本定時株主総会により承認された後であっても、①株主総会におい

て本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、②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。 

なお、本プランの有効期間中であっても、当社取締役会は、独立委員会の承認を得たう

えで、本定時株主総会における株主の皆様の本プラン導入に対するご承認の趣旨に反しな

い範囲（本プランに関する法令、金融商品取引所規則等の新設または改廃が行われ、かか

る新設また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

行うのが適切な場合、株主の皆様に不利益を与えない場合等を含みます。）において、本
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プランを修正し、または変更する場合があります。 

本定時株主総会における取締役選任に際しては、予め株主の皆様に取締役候補者の本プ

ランに対する見解をお示しいたしますので、本プランの継続、廃止または変更の是非の判

断には、取締役の選任（注 5）を通じて株主の皆様の意思が適切に反映されるものと考え

ます。 

 

Ⅳ．株主及び投資家の皆様に与える影響等 

１．本プラン導入時において株主及び投資家の皆様に与える影響等 

大量買付ルールは、株主の皆様が大量買付行為に応じるか否かを判断するために必要な

情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、さらには、株主の皆

様が代替案の提示を受ける機会を保証することを目的としています。これにより、株主の

皆様は、十分な情報のもとで、大量買付行為に応じるか否かについて適切な判断をするこ

とが可能となり、そのことが当社株主全体の利益の保護につながるものと考えます。従い

まして大量買付ルールの設定は、株主及び投資家の皆様が適切な投資判断を行ううえでの

前提となるものであり、株主及び投資家の皆様の利益に資するものであると考えておりま

す。 

なお、上記Ⅲ２．において述べたとおり、大量買付者が大量買付ルールを遵守するか否

かにより大量買付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、株主及び投資家の皆様

におかれましては、大量買付者の動向にご留意ください。 

 

２．大量買付対抗措置発動時に株主及び投資家の皆様に与える影響等 

大量買付者が大量買付ルールを遵守しなかった場合には、当社取締役会は、当社及び株

主全体の利益を守ることを目的として、法令及び当社定款により認められる対抗措置をと

ることがありますが、当該対抗措置の仕組上、当社株主の皆様（大量買付ルールに違反し

た大量買付者を除きます）が、法的権利または経済的側面において格別の損失を被るよう

な事態が生じることは想定しておりません。当社取締役会が、具体的対抗措置をとること

を決定した場合には、法令及び当社が上場する金融商品取引所の上場規則等に従って、適

時開示を行います。 

対抗措置として、例えば新株予約権の無償割当てが行われる場合は、割当て期日におけ

る株主の皆様は、その保有する株式数に応じて新株予約権を無償で割当てられることとな

ります。その後当社が取得条項を付した新株予約権の取得の手続きをとる場合には、大量

買付者等以外の株主の皆様は、当社による当該新株予約権の取得の対価として当社株式を

受領するため、格別の不利益は発生しません。なお、当社取締役会の決定により当該新株

予約権の発行の中止または発行した新株予約権の無償取得を行う場合には、当該新株予約

権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後（権利落ち日以降）に当社株式の価値の希

釈化が生じることを前提にして売買等を行った株主及び投資家の皆様は、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．対抗措置発動に伴って株主の皆様に必要となる手続 

対抗措置として、例えば新株予約権の無償割当てが行われる場合には、割当て期日にお
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ける株主の皆様は新株予約権の引受けの申込みを要することなく無償で新株予約権の割

当てを受け、また当社が取得条項を付した新株予約権の取得の手続きをとる場合には、新

株予約権の行使価額相当の金銭を払い込むことなく、当社による新株予約権の取得の対価

として当社株式を受領することになるため、当該新株予約権に関する申込みや払込み等の

手続きは必要となりません。 

 

これらの手続きの詳細につきましては、実際に新株予約権の無償割当てを行うことにな

った際に、法令及び当社が上場する金融商品取引所の上場規則等に基づき別途お知らせい

たします。 

 

Ⅴ．本プランの合理性 

当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の本プランは、以下の７つの要

件を満たすことで、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の

地位の維持を目的とするものでない内容になっております。 

 

(1)買収防衛策に関する指針の要件を充足していること 

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

の確保また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・相当性の原則）

に則っていること。 

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在り方」の内容を勘案したものとなっ

ていること。 

(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 

当社株式に対する大量買付行為がなされた際に、当該大量買付行為に応じるべきか否

かを株主が判断し、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、株主のために買付者等と交渉すること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すること。 

(3)合理的な客観的発動要件があること 

大量買付対抗措置の発動の手続に記載したとおり、あらかじめ定められた合理的な客

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、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こと。 

(4)独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 

本プランにおける対抗措置の発動等の運用に際しての判断に対する勧告が、独立性の

高い社外者のみから構成される独立委員会により行われることを定義。また、その勧告

の概要については株主に情報開示をすることとし、当社の企業価値ひいては株主共同の

利益に適うように透明な運営が行われる仕組みを確保していること。 

(5)株主意思を重視していること 

本プランの有効期間に記載したとおり、本定時株主総会において、本プランに関する

株主の意思を確認。また、本プランの有効期間中であっても、毎年の株主総会で選任さ
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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、本プランの導

入及び廃止は、当社株主の合理的意思に依拠したものとなっていること。 

(6)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 

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

ることができること（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

ないデッドハンド型買収防衛策ではないこと）。 

また、当社の取締役任期は１年であり、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ではないこと（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）。 

(7)随伴性のない買収防衛策ではないこと 

本プランは、大量買付者が、本プランにおいて定められた手続きに従うことなく大量

買付行為を行うなど、当社の企業価値・株主共同の利益が害されるおそれがあると認め

られる場合に、対抗措置の一つとして新株予約権をその時点の株主に対して割り当てる

ものであり、随伴性のないプラン（ライツプランのうち、行使価格が株式の時価より著

しく低い新株予約権を、本プラン導入時点の株主に対し割り当てておくもの）ではない

こと。 

 

 

注１：特定株主グループとは、 

(i) 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。）及びその共同保有者（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。） 

または、 

(ii) 当社の株券等（金融商品取引法第 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。）を行う者及びその特別関係者（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。以下同じとします。）を意味します。 

 

注２：議決権割合とは、 

(i) 特定株主グループが、注１(i)記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合（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といいます。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。）も計算上考慮されるものとします。） 

または、 

(ii) 特定株主グループが、注１(ii)記載の場合は、当該大量買付者及び当該特別関係

者の株券等所有割合（金融商品取引法第 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。 
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各議決権割合の算出に当たっては、総議決権（金融商品取引法第 27条の２第８項に

規定するものをいいます。）及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、四半期報告書及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。 

 

注４：社外有識者とは、 

経営経験豊富な企業経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会

社法等を主たる研究対象とする学識経験者、またはこれらに準ずる者を対象として

選任するものとします。 

 

注５：取締役の選任とは、 

取締役は､株主総会の決議によって選任するものとします。（当社定款第 18条で規定

しています。） 

 

以上 
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（別紙１） 

独立委員会規程の概要 

 

独立委員会は当社取締役会の決議により設置される。 

 

1）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当社社外取締役、当社社外監査役または社外有識者（弁

護士、税理士、公認会計士、学識経験者等）から選任されるものとする。また、社外有識

者は、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。 

2）独立委員会委員の任期は、当該年度の定時株主総会終結までの１年間とする。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はない。 

3）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また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。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、当社の企業価値ひいては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、専ら自己また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本対応方針の対象となる買付等への該当性 

②本新株予約権無償割当ての実施もしくは不実施 

③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 

4）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 

②買付者等の買付等の内容の精査・検討 

③買付者等との交渉・協議 

④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 

⑤その他本対応方針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 

⑥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 

5）独立委員会は、買付者等に対し、意向表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、

買付者等から意向表明書及び独立委員会から追加提出を求められた本必要情報が提出され

た場合、当社取締役会に対しても、所定の合理的な期間内に、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。 

6）独立委員会は、当社の企業価値ひいては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、直接または間接に、買付者等と協

議・交渉を行うものとし、また、当社取締役会に代替案提出の勧告等を行うものとする。 

7）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、委員会が求める事項に関する説明を求めることが
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できる。 

8）独立委員会は、当社の費用で、外部専門家等（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。 

9）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。 

10）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、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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（別紙２） 

独立委員会の委員略歴 

 

隈元 慶幸（くまもと よしゆき） 

【略歴】 

昭和 61年 ㈱ブリヂストン入社 

平成 ６年 弁護士登録 

平成 13年 堀 裕 法律事務所（現 堀総合法律事務所）勤務 

平成 15年 神奈川大学・法科大学院講師『知的財産権』担当 

平成 15年 ㈱パソナキャリア（現 ㈱パソナ）監査役就任 

平成 16年 ㈱メディカルアソシア監査役就任 

平成 19年 ㈱小倉クラッチ監査役就任 

 

 

笹本 憲一（ささもと けんいち） 

【略歴】 

昭和 52年 日本大学講師 

昭和 54年 税理士登録 

昭和 55年 監査法人中央会計事務所入所 

昭和 57年 公認会計士登録 

平成 ４年 社員就任（当時 中央新光監査法人） 

平成 10年 代表社員就任（当時 中央監査法人、平成 11 年より中央青山監査法人） 

平成 19年 監査法人 Ａ&Ａパートナーズ 代表社員就任（現任） 

 

 

白石 徳生（しらいし のりお） 

【略歴】 

平成 ２年 ㈱パソナジャパン（現 ㈱フジスタッフ）入社 

平成 ５年 ㈱パソナパーソネル（現 ㈱フジスタッフ）セールスマネージャー 

平成 ７年 ㈱パソナソフトバンク（現 ㈱フジスタッフ）セールスマネージャー 

平成 ８年 ㈱ベネフィット・ワン取締役 

平成 12年 同社代表取締役社長（現任） 

平成 14年 日本社宅サービス㈱取締役（現在） 

 

以上 
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（別紙３） 

新株予約権の無償割当てをする場合の概要 

 

１．新株予約権無償割当ての対象となる株主及び新株予約権の発行条件 

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載または記録された株主

に対し、その所有する当社普通株式（ただし、当社の所有する当社普通株式を除く）

１株につき１個の割合で新たに払込みをさせないで新株予約権を割当てる。 

※ なお当社は、平成 22年８月 11日開催の取締役会にて、株式の分割及び単元株制

度の採用の決議を行っており、平成 22 年９月 30 日を基準日、平成 22 年 10 月 1

日を効力発生日として、１単元につき 100 株といたしました。 

２．新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的となる株

式の総数は、当社取締役会が基準日として定める日における当社発行可能株式総数か

ら当社普通株式の発行済株式（当社の所有する当社普通株式を除く）の総数を減じた

株式数を上限とする。新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は当社取締役会が

別途定める数とする。ただし、当社が株式分割また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．発行する新株予約権の総数 

新株予約権の発行総数は、当社取締役会が別途定める数とする。当社取締役会は、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．各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額（払込みをなすべき額） 

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額（払込みをなすべき額）は１円以

上で当社取締役会が定める額とする。 

５．新株予約権の譲渡制限 

新株予約権の譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要

する。 

６．新株予約権の行使条件 

議決権割合が 20％以上の特定株主グループに属する者（ただし、あらかじめ当社取

締役会が同意した者を除く）でないこと等を行使の条件として定める。詳細について

は、当社取締役会において別途定めるものとする。 

７．新株予約権の行使期間等 

新株予約権の無償割当てがその効力を生ずる日、行使期間、取得条項その他必要な事

項については当社取締役会が別途定めるものとする。なお、取得条項については、上

記６．の行使条件のため新株予約権の行使が認められない者以外の者が有する新株予

約権を当社が取得し、新株予約権１個につき当社取締役会が別途定める株数の当社普

通株式を交付することができる旨の条項を定めることがある。 

以上 
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（別紙４） 

 

当社株式・株主の状況（平成 22年６月 30日現在） 

 

（１）発行可能株式総数  普通株式 114,000 株 

（２）発行済株式の総数  普通株式  29,925 株 

（３）株主数   966 名 

（４）大株主（上位 10名） 

  株  主  名 所有株式数 

（株） 

所有株式数割合

（％） 

笹 晃弘（＊） 

2,996 10.01

ジャフコ・ジー九（ビー）号投資事業有限責任組合

無限責任組合員 株式会社 ジャフコ 1,840 6.14

株式会社ベネフィット・ワン 

代表取締役社長 白石 徳生 1,800 6.01

正木 秀和（＊） 

1,740 5.81

小山 長規（＊） 

1,640 5.48

ジャフコ・ジー九（エー）号投資事業有限責任組合

無限責任組合員 株式会社 ジャフコ 1,610 5.38

池田 昌広 

908 3.03

日本社宅サービス従業員持株会 

理事長 松尾 和心 876 2.92

三菱ＵＦＪキャピタル株式会社 

代表取締役社長 向原 通隆  765 2.55

株式会社レジェンド・アプリケーションズ 

代表取締役 久保 努  713 2.38

  注１ （＊）は、当社役員であります。 

  注２ 上記の他、当社が自己株式 4,459 株を所有しております。 

  注３ 当社は、平成 22年８月 11日にて株式の分割及び単元株制度の採用の決議を行っ

ており、平成 22年９月 30日を基準日、平成 22年 10 月 1日を効力発生日として、

１単元につき 100 株といたします。 

 

 

以上 


