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　　平成 23 年 5 月 13 日

各　　位

会 社 名    　　ダイジヱット工業株式会社             

代表者名　　代表取締役社長　生悦住　歩

　　　　（コード番号 6138　 東証・大証第１部）

問合せ先　　取締役総務部長　中 森  茂     

　　 　　　　ＴＥＬ　　 06－6791－6781

当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続について

　当社は、平成 20 年 6 月 27 日開催の当社第 82 回定時株主総会において、株主の皆様のご

承認をいただき、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、「会社支配に関す

る基本方針」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として、当社株式の大規模買付行為に関する

対応策（以下、「現プラン」といいます。）を導入しておりますが、その有効期限は、平成

23 年 6 月開催予定の当社定時株主総会（以下、「本株主総会」といいます。）の終結の時ま

でとなっております。当社では、現プラン導入後も、社会・経済情勢の変化、買収防衛策

をめぐる諸々の動向及び様々な議論の進展を踏まえ，当社の企業価値ひいては株主共同の

利益の確保・向上させるための取組みの一つとして、その在り方について引き続き検討し

て参りました。

　その結果、本日開催された取締役会において、本株主総会における株主の皆様のご承認

を条件に、現プランの一部を見直し（以下、見直し後の対応策を「本プラン」といいます。）

継続することを決定しましたのでお知らせいたします。

　本プランにつきましては、当社監査役４名はいずれも、本プランの具体的な運用が適正

に行われることを条件として、本プランに賛成する旨の意見を述べております。

　なお、当社は、本日現在において、当社株式の大規模買付行為に関する提案等は一切受

けておりません。

本プランへの主な見直しは以下のとおりです。

① 大規模買付ルールに基づいて大規模買付者に必要情報の提供を求める場合、大規模買付

ルールの迅速化を図る観点から、必要に応じ、大規模買付者に対しての情報提供の期限

を設定することとし、大規模買付者から合理的な理由に基づく延長請求があった場合に

は、その期限を延長することができるものとしました。

② 当社取締役会が必要情報の追加的な提供を要請したにもかかわらず、大規模買付者から

当該必要情報の一部について提供がない場合において、大規模買付者から情報の提供が

なされないことについての合理的な説明がある場合には、必要情報が揃わなくても、大

規模買付者との情報提供に係る交渉は終了し、取締役会の評価・検討を開始する場合が

あることとしました。

③ 大規模買付ルールを遵守した場合でも、例外的に対抗措置発動をする場合の要件として

の類型の一部見直しを行うとともに、類型に該当するだけでなく、その結果として企業

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に限る旨を明記しまし

た。

④ 特別委員会が対抗措置発動に際して、あらかじめ株主の意思を確認すべき旨の留保を付

した勧告を行った場合、また、取締役の善管注意義務に照らして株主の皆様の意思を確
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認することが適切と判断する場合には、株主の皆様の意思を確認するための手続きをと

ることがある旨を明記しました。

⑤ その他、①から④までの見直しに関連する引用個所の記載の修正や平成21年1月5日に施

行された「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等

の一部を改正する法律」による株券電子化が実施される等の関係法令の整備に伴う所要

の修正及び証券取引法が金融商品取引法に改正されたことに伴う所要の修正並びに文

言の整理等を行いました。

Ⅰ 会社支配に関する基本方針

　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、当社の事業特性並びに株

主をはじめとする国内外の顧客・社員・取引先等の各ステークホルダーとの間に築かれ

た関係や当社の企業価値の本源を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利

益を中長期的に確保し、継続的若しくは持続的に向上させる者であることが必要と考え

ております。

　また、当社は、当社株式に対する大規模な買付行為が行われた際に、これに応じられ

るかどうかは、 終的には株主の皆様の自由な意思と判断によるべきものであると考え

ておりますが、一方では、大規模な買付行為の中には、その目的等から見て当社の企業

価値ひいては株主共同の利益に明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上

強要するおそれのあるもの、当社の取締役会が代替案を提案するための必要な情報や時

間を与えることなく行われるもの、当社と当社のステークホルダーとの関係を損ねるお

それのあるもの等、企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも想定されます。

　当社では、このような当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するような大規

模な買付行為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

あると考えております。

　

Ⅱ 会社支配に関する基本方針の実現に資する取組み

１．企業価値向上への取組み

　当社は、1938 年に創業以来、超硬合金・超硬工具の専業メーカーとして、「独創性豊か

な技術開発で世界に貢献する」ことを経営理念に掲げ、新技術・新製品の創造による成

長の持続を目指しております。

　また、当社は、素材の開発から一貫した製品づくりを行い、国内外の幅広い需要家に

提供していく中で、時代に即した事業体制の構築を進め、中期経営目標においても「高

付加価値製品の開発による企業収益の向上」「海外売上高比率の向上」「スピードとチャ

レンジ」「社会的責任の達成と社会貢献」をあげ、将来に向けて企業価値の向上に取り組

んでおります。

　さらに、当社は、継続して社会から信頼され、企業倫理に則した公正な事業活動を推

進していくために、取締役をはじめ全従業員が行動の基本方針とする行動規範及び行動

基準を遵守し、内部統制システムを整備してコンプライアンス重視の経営体制を進めて

おります。

　このような取組みを通じて、当社は、社会的責任を果たすべく透明性・健全性の高い

効率的な経営活動を実現し、株主をはじめとする各ステークホルダーに 大限に配慮し

ながら、継続的、安定的に収益を確保し、企業価値を高めることが経営の 重要課題と

考えております。
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２．コーポレートガバナンスの充実への取組み

　当社は、６名からなる取締役会を 高の意思決定及び監督機関とし、取締役に ２名の

業務役員を加えた経営会議を構成し、業績の月次進捗状況等、経営全般にわたり情報の

共有化を図り、迅速な意思決定と効率的な事業運営を図っております。

　また、当社は監査役制度を採用しており、社外監査役２名を含む ４名の監査役は監査

役会を構成し、各監査役の情報の共有化を図るとともに、取締役会、経営会議のほか重

要な会議に出席し、取締役の業務執行を厳重に監視するとともに、各事業部門について

も業務監査を実施し、厳正な監視を行っております。

　さらに、当社は、経営理念を実現し事業活動を展開することにより、社会へ貢献し、

その社会的責任を果たすことを目指してまいりましたが、経営環境が大きく変化してい

く中で今後も社会から信頼され、企業倫理に則した公正な事業活動を推進し、内部統制

システムを整備していくことが必要であり、重要であると考えております。

　そのため、取締役をはじめ全従業員に対する行動の基本方針として、行動規範及び行

動規準を定めて遵守に努めているほか、取締役相互の業務執行の監督等による法令違反

行為の未然防止等、コンプライアンス重視の経営体制を進めております。

Ⅲ 本プランの内容について

１．本プランの目的

本プランは、会社支配に関する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の一つとして、継続する

ものです。

当社は、当社株式に対する大規模な買付行為を受け入れるか否かの判断は、 終的に

は、株主の皆様によってなされるべきものと考えており、大規模な買付行為を一概に否

定するものではありませんが、突然に大規模な買付行為が発生した場合には、株主の皆

様に当該買付行為の妥当性を短期間でご判断して頂くこととなりかねません。

当社取締役会は、株主の皆様に適切にご判断いただくために、大規模な買付行為を行

おうとする者からの一方的に提供される情報のみならず、大規模な買付行為に関して必

要かつ十分な情報と検討する時間の確保を大規模な買付行為を行おうとする者に対して

求めた上で、当社取締役会による当該買付行為に対する賛否の意見、又は大規模な買付

行為を行おうとする者が想定している当該大規模な買付行為完了後の経営方針や事業計

画等に対する当社の代替案を株主の皆様に対してご提示させて頂くこと、あるいは、株

主の皆様のために大規模な買付行為を行おうとする者と交渉することが場合によっては

必要であると考え、以下の内容の大規模な買付行為が行われる場合の情報提供と検討時

間の確保に関する一定のルール（以下、「大規模買付ルール」といいます。）を設定する

こととし、会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって大規模な買付行為

がなされた場合の対抗措置（後記５.「大規模買付行為がなされた場合の対応方針」(1)に
定義されます。以下同じとします。）を含めた買収防衛策として本プランを継続すること

といたしました。

２．本プランの対象となる当社株式の買付

本プランの対象となる当社株式の買付とは、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(注3)の買付行為、又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の買付行為（市場取引、公開買付

け等の具体的な買付方法の如何を問いませんが、あらかじめ当社取締役会が同意した者

による買付行為を除きます。かかる買付行為を以下、「大規模買付行為」といい、かか

る買付行為を行う者を以下、「大規模買付者」といいます。）とします。
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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。）並びに当該保有者との間で、又は当該保有者の共同保有者との間

で保有者・共同保有者間の関係と類似した一定の関係にある者（以下、「準共同保有者」といいます。）

又は、

(ii) 当社の株券等（同法第２７条の２第１項に規定する株券等をいいます。）の買付け等（同法第２７条の２第

１項に規定する買付け等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます。）を行う者及

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。）

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の(i)記載の場合は、①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をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保

有者の保有株券等の数（同項に規定する保有株券等の数をいいます。以下同じとします。）も計算上考

慮されるものとします。）と、②当該保有者の準共同保有者の株券等保有割合とを合わせた割合（ただし、

①と②の合算において、①と②との間で重複する保有株券等の数については、控除するものとします。）

又は、

(ii) 特定株主グループが、注１の(ii)記載の場合は、当該大規模買付者及び当該特別関係者の株券等保

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

各株券等保有割合の算出に当たっては、総議決権の数（同法第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項又は同法第２７条の２第１項に規定する株券等を意味し

ます。

３．特別委員会の設置

本プランの適性かつ公正な運営を確保し、大規模買付行為に対する当社取締役会の検

討・評価や対抗措置に係る決定等が恣意的なものでないことを確保するために、現プラ

ン同様、引き続き社外の独立した第三者３名以上で構成する特別委員会（特別委員会の

設置・権限等については別紙 3「特別委員会運営規則の概要」をご参照ください。）を設

置します。

　当社取締役会は、本プランに定める手続き等の執行等に際して特別委員会に諮問する

とともに、特別委員会からの勧告等については 大限尊重するものとします。

　　なお、本プランの継続時に就任を予定している特別委員会委員の候補者の氏名及び略

歴は、別紙 4 のとおりです。

４．大規模買付ルールの概要

(1) 意向表明書の提出

大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、大規模買付行為の開始に

先立ち、当社取締役会に対し、以下の内容について日本語で記載した意向表明書を提

出していただきます。

① 大規模買付者の名称、住所

② 設立準拠法
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③ 代表者の氏名

④ 国内連絡先

⑤ 提案する大規模買付行為の概要等

⑥ 本プランに定められた大規模買付ルールに従う旨の誓約

当社が、大規模買付者から意向表明書を受理した場合には、速やかにその旨及び必

要に応じ、その内容について公表します。

　(2) 大規模買付者による必要情報の提供

当社取締役会は大規模買付者に対し、上記(1)の意向表明書受理後 10 営業日以内に必

要な情報（以下、「必要情報」といいます。）として当社取締役会への提出を求める事

項について記載した書面（以下、「必要情報リスト」といいます。）を交付し、大規模

買付者には、必要情報リストに従い、必要情報を当社取締役会に書面にて提出してい

ただきます。

必要情報の一般的な項目は以下のとおりです。その具体的な内容は、大規模買付者

の属性、大規模買付行為の目的及び内容によって異なりますが、いずれの場合も、株

主の皆様のご判断及び当社取締役会としての意見形成のため必要かつ十分な範囲に限

定するものとします。

a. 大規模買付者及び特定株主グループ他の構成員の詳細。（具体的名称、所在地、設

立準拠法、代表者の氏名、（国内）連絡先、資本構成、財務内容等を含む。特定株

主グループに含まれる者が自然人である場合は、連絡先の住所及び電話番号、主

たる職歴（勤務ないし職務に従事した法人又はその他の団体の主たる業務及び住

所、各職務の始期及び終期を含む。）、年齢及び国籍を含む。）

b. 特定株主グループに含まれる者それぞれが保有する当社の全ての株式、過去 180
日間において特定株主グループに含まれる者それぞれが行った当社株式に係る全

ての取引（取引の性質、価格、取引の場所及び方法、取引の相手方を含む。）、及

び当社株式に関してそれぞれが締結した全ての契約、取決め及び合意（口頭によ

るものを含み、また履行可能性の有無を問わない。）の内容。

c. 大規模買付行為の目的、方法及び内容（買付けの対価及び対価の種類、買付時期、

関連する取引の仕組み、買付方法の適法性、二段階買付けの可能性と予定してい

る場合の内容、買付けの実現可能性等を含む。）。

d. 当社株式を取得した後、第三者に譲渡すること等を目的とする場合は、当該第三

者の概要（上記 a に準じた内容）及び特定株主グループとの関係、並びに当該第

三者が当社株式を譲受ける目的及び譲受け後の当社及び当社グループの経営方針、

事業計画、資本政策並びに配当政策と当社及び当社グループのステークホルダー

（顧客、取引先、従業員、地域関係者等）への対応方針並びに具体的施策。

e. 大規模買付行為の買付資金等の裏付け。（当該資金の提供者（実質的提供者を含

む。）の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含む。）

f. 大規模買付行為の買付等の価格の算定根拠。（算定の前提事実、算定方法、算定に

用いた数値情報及び買付けに係る一連の取引により生じることが予想されるシナ

ジーの額とその算定根拠、そのうち少数株主に対して分配されるシナジーの額と

算定根拠等を含む。）

g. 大規模買付行為完了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。

h. 大規模買付行為完了後の当社及び当社グループのステークホルダー（顧客、取引

先、従業員、地域関係者等）への対応方針並びに具体的施策。

i. 大規模買付行為完了後の当社グループの事業運営等において必要な許認可の維持
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の可能性及び各種法令等の規制遵守の可能性。

j. 大規模買付行為に関し適用される可能性のある法令等に基づく規制事項、その他

の法令等に基づく承認又は許認可等の取得の可能性。

k. その他、当社取締役会又は特別委員会が合理的に必要と判断する情報。

当社取締役会は、大規模買付ルールの迅速な運営を図る観点から、必要に応じて、

大規模買付者に対し、情報提供の期限を設定することがあります。ただし、大規模買

付者から合理的な理由に基づく延長申請があった場合には、その期限を延長できるも

のとします。

上記に基づき提出された必要情報の内容が大規模買付行為の相当性を評価・検討す

るに不十分である場合は、当社取締役会は、大規模買付者に対して適宜回答期限を定め

て、当該不十分な必要情報について、書面にて追加的に提供を求めることがあります。

 　大規模買付者から提供された必要情報が大規模買付行為について評価・検討するに足り

る内容である場合は、当社取締役会は大規模買付者に対し、必要情報を受領したことを

書面で連絡するとともにその旨を公表いたします。

また、当社取締役会が、必要情報の追加的な提供を要請したにもかかわらず、大規

模買付者から当該情報の一部について提供が無い場合において、大規模買付者から情

報の提供がなされないことについての合理的な説明がある場合には、当社取締役会が

提供を求める必要情報が一部揃わなくても大規模買付者との情報提供に係る交渉等を

終了し、その旨を公表するとともに後記(4)の当社取締役会による評価・検討を開始す

る場合があります。

当社取締役会は特別委員会に対し、すべての必要情報を提出するとともに、株主の

皆様の判断に必要であると認められた場合には、当社取締役が適切と判断する時点で、

その全部又は一部を公表します。

　　

(3) 買付行為待機期間

大規模買付者は、取締役会評価期間が経過するまでは大規模買付行為に着手すること

はできないものとします。

(4) 大規模買付行為に対する評価・大規模買付者との交渉・代替案の検討

当社取締役会は、大規模買付者が当社取締役会に対し必要情報の提供を完了した後、

大規模買付行為の評価の難易度に応じ、大規模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株式の全ての買付けの場合には 大 60 日、それ以外の買付

けによる場合には 大 90 日を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替

案作成のための期間（以下、「取締役会評価期間」といいます。）として確保します。

当該期間中、当社取締役会は特別委員会及び外部専門家（ファイナンシャル・アドバ

イザー、公認会計士、弁護士、コンサルタント等）の勧告･助言等を得ながら、大規模

買付行為を十分に評価・検討し、当社取締役会としての意見を取り纏め、適時適切に公

表いたします。

また、必要に応じて、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件について交

渉し、当社取締役会として株主の皆様へ代替案を提示することもあります。

なお、特別委員会が、取締役会評価期間内に対抗措置の発動又は不発動の勧告を行う

に至らないこと等の理由により、取締役会評価期間が満了する時点においても、当社取

締役会が、大規模買付行為の内容についての 終的な意見形成等（対抗措置の発動又は

不発動の決議も含む。）に至らない場合には、当社取締役会は、特別委員会への諮問を

行い、特別委員会は、当社取締役会に対し取締役会評価期間を 大 30 日延長すること

を勧告できるものとし、当社取締役会は、原則としてその勧告に従うものとします。

また、特別委員会への当該諮問を行った場合は諮問した旨を、当該期間の延長の決定
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が行われた場合には具体的な延長期間及び延長の理由を大規模買付者に対して通知し

た旨を、当該時点において適時適切に公表いたします。

５．大規模買付行為がなされた場合の対応方針

(1) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、大規模買付者の買付方法の

如何にかかわらず、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・

向上を目的として、外部専門家等の意見も参考にし、特別委員会の勧告を 大限に尊重

して当該時点において適用ある法令及び金融商品取引所規則、当社定款等に則って、

も適切であると判断される措置（以下、「対抗措置」といいます。）の発動を決定する場

合があります。

この場合、当社取締役会は、当該時点において適用ある法令等及び金融商品取引所

規則に基づいて適時適切に開示いたします。

(2) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、原則として、当社は対抗措

置は不発動といたします。この場合には、大規模買付者からの大規模買付提案に応諾

するか否かは、当社株主の皆様において、大規模買付行為に係る提案及び当社が提示

する大規模買付提案に対する評価・意見・代替案をご考慮の上、ご判断して頂くこと

となります。

ただし、大規模買付ルールが遵守されている場合であったとしても、以下の①から

⑨のいずれかに該当し、結果として当社に回復し難い損害をもたらすことが明らかな

場合等、大規模買付行為が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく毀損し、

対抗措置を発動することが相当であると判断される場合には、企業価値ひいては株主

共同の利益の確保・向上を目的として対抗措置を発動することがあります。

上記発動又は不発動の決定について、当社取締役会は、当該時点において適用ある

法令等及び金融商品取引所規則に基づいて適時適切に開示いたします。

① 株式を買い占め、その株式について当社に対して高値で買取りを要求する行為

② 真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、専ら当社の株価を上昇させて

当該株式を高値で当社関係者等に引き取らせる目的で買収を行うような行為

③ 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

④ 当社の経営を一時的に支配して、当社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

⑤ 当社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

⑥ 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

付条件を株主に対して不利に設定し、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

⑦ 買付等の条件（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又は事業計画、買付等の後における当社の顧

客、取引先、従業員その他の当社に係る利害関係者の処遇方針等を含みます。）が、

当社の企業価値ひいては株主共同の利益と比較して、著しく不十分又は不適当な内

容である場合

⑧ 当社の企業価値ひいては株主共同の利益を生み出す上で必要不可欠な当社の顧客、
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取引先、従業員等との関係、又は当社の社会的信用等の著しい毀損により、当社の

企業価値ひいては株主共同の利益に反する重大なおそれをもたらす買付等である

場合

⑨ 大規模買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として不適切であると判断さ

れる場合

(3) 対抗措置の発動決議及びその内容

当社取締役会は、大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守しない場合又は大規模

買付ルールを遵守した場合でも当社に回復し難い損害をもたらすことが明らかであ

ると認められる行為であり、対抗措置をとることが相当であると判断する場合には、

特別委員会の勧告を 大限尊重した上で、大規模買付行為に対して対抗措置を発動す

る決議を行うものとします。

具体的にいかなる手段を講じるかについては、その時点で も適切と当社取締役会

が判断したものを選択することとします。当社取締役会が具体的対抗措置として、例

えば新株予約権の無償割当をする場合の概要は別紙２「新株予約権無償割当ての概要」

に記載のとおりですが、実際に新株予約権の無償割当をする場合には、議決権割合が

一定割合以上の特定株主グループに属さないことを新株予約権の行使条件とすること

や新株予約権者に対して、当社株式と引き換えに当社が新株予約権を取得する旨の取

得条項をつける等、対抗措置としての効果を勘案した条件を設けることがあります。

ただし、上記に関わらず、特別委員会が対抗措置発動に際して、あらかじめ株主の

意思を確認すべき旨の留保を付した勧告を行った場合、また、取締役の善管注意義務

に照らして株主の皆様の意思を確認することが適切と判断する場合には、株主総会の

場で株主の皆様の承認を求めること等、株主の皆様の意思を確認するための手続きを

とることがあります。株主の皆様の意思を確認する手続きをとった場合は、株主の皆

様の意思を確認の上、対抗措置の発動、不発動の決議がなされるまでは、大規模買付

行為は開始できないものとします。

(4) 対抗措置発動の停止等について

上記(1)又は(2)において、当社取締役会又は株主総会において具体的対抗措置をとる

ことを決定した後、当該大規模買付者が大規模買付行為の撤回又は変更を行った場合

等、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、特別委員会の

勧告を 大限尊重した上で、対抗措置の発動の停止等を行うことがあります。

例えば、対抗措置として新株予約権の無償割当を行う場合、当社取締役会において、

無償割当が決議され、又は無償割当が行われた後においても、大規模買付者が大規模

買付行為の撤回又は変更を行う等、対抗措置の発動が適切でないと取締役会が判断し

た場合には、特別委員会の勧告を 大限尊重した上で、新株予約権の効力発生日の前

日までの間は新株予約権無償割当の中止、また、新株予約権無償割当後においては行

使期間開始日の前日までの間は、当社による新株予約権の無償取得の方法により対抗

措置発動の停止を行うことができるものとします。このような対抗措置発動の停止等

を行う場合は、適用ある法令等及び金融商品取引所規則に基づいて適時適切に開示し

ます。

６．本プランの有効期間、廃止及び変更

本プランは、本株主総会における株主の皆様のご承認を条件として、同日より発効す

ることとし、有効期間は同日から３年以内に終了する事業年度のうち 終のものに関す

る当社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、以下の場合には本プランは当該時点で廃止さ
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れるものとします。

① 当社の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 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本プランを廃

止する旨の決議が行われた場合。

また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本定時株主総会における

株主の皆様の決議の趣旨に反しない場合（本プランに関連する法令、金融商品取引所規

則等の新設又は改廃が行われ、係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等を含みます。）、特別委員会

の勧告を 大限に尊重して、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（修正又は変更の場合には）修正、変更の内容その他の事項について、当該時

　点において適用ある法令等及び金融商品取引所規則に基づいて適時適切に開示いたしま

　す。

７．株主及び投資家の皆様への影響

(1) 本プランの継続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、具体的な対抗措置はとられておりませんので、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) 対抗措置発動時に株主及び投資家の皆様に与える影響

当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を目的として、

外部専門家等の意見も参考にし、特別委員会の勧告を 大限に尊重して対抗措置の発動

を決定する場合がありますが、当社の株主の皆様（大規模買付者等を除きます。）の法

的権利又は経済的利益に対して、直接具体的な影響及び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。

具体的な対抗措置として、新株予約権無償割当を実施する場合には、新株予約権の割

当期日において株主名簿に記録されている株主の皆様に対し、その保有する当社普通株

式 1株につき本新株予約権 1個を上限として当該決議において別途定める割合で本新株

予約権が無償にて割り当てられます。また、当社が、取得条項を付した新株予約権の取

得手続をとる場合には、大規模買付者等以外の株主の皆様は、金銭の払込み等の手続は

必要なく、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、不

利益は発生いたしません。

なお、本新株予約権無償割当決議がなされた場合であっても、当社取締役会は特別委

員会の勧告を 大限に尊重し、本新株予約権の無償割当ての効力発生日までにおいては、

本新株予約権の無償割当てを中止し、また、本新株予約権の無償割当ての効力発生日後

本新株予約権の行使期間開始日の前日までの間においては、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、１株あたりの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又は投資家の皆様は、株価の変動等により相

応の経済的損害を被る可能性があります。

８．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（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・

相当性確保の原則）を充足しています。また、経済産業省に設置された企業価値研究
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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」の内容も踏まえたものとなっております。

(2) 当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上の目的をもって継続されている

こと

本プランは、大規模買付行為が行われた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか

否かを株主の皆様に適正にご判断して頂くために必要な情報や時間、あるいは当社取

締役会による代替案の提示を受ける機会を確保すること等を可能にするものであり、

当社企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上の目的により継続されるものです。

(3) 株主の合理的意思に依拠したものであること

本プランは、当社株主総会において、本プランの継続に係る承認の決議がなされる

ことにより有効となります。

また、本プランには有効期間を３年間とするサンセット条項が付されており、かつ、

当該有効期間満了の前であっても、当社株主総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となりますので、本プ

ランの存続の適否については、株主の皆様のご意向を反映したものとなっております。

(4) 独立性の高い社外者の判断の重視

　　当社は、本プランの運用並びに対抗措置発動等の判断等に際して、当社取締役会の

　恣意的判断を排除し、株主の皆様のために実質的な判断を客観的に行う諮問機関とし

　て、特別委員会を設置します。なお、特別委員会の委員は 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、当社及び当社

の経営陣との間に特別の利害関係を有していない社外監査役又は社外有識者（弁護士、

税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務・当社の業務領域に精通する者、他

社の取締役又は執行役として経験のある社外者、又はこれらに準ずる者）の中から選

任されるものとしております。

(5) 合理的な客観的発動要件の設定

本プランは、予め定められた合理的かつ詳細な客観的発動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

することができるものとされており、大規模買付者が、当社株主総会で取締役を指名

し、当該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可能性があります

ので、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、当社は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（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。なお、当社では、取締役解任決議

要件につきましても、特別決議を要件とするような、決議要件の加重をしておりませ

ん。

以　上
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当社の株式の状況（平成 23 年 3 月 31 日現在）

発行可能株式総数　　　　80,000,000 株

発行済株式総数        　　　　29,929,996 株

株 主 数                4,263 人

大株主の状況

氏名又は名称 所有株式数（千株）
発行済株式総数に対する

所有株式数の割合 （％）

ダイジェット持株会 1,544 5.16

株式会社みずほ銀行 1,476 4.93

生悦住　望 1,363 4.55

株式会社三菱東京 UFJ 銀行 1,244 4.15

ダイジェット取引先持株会 1,193 3.98

佐藤　英武 1,025 3.42

明治安田生命保険相互会社 855 2.85

共栄火災海上保険株式会社 827 2.76

株式会社みずほコーポレート銀行 704 2.35

ダイジェット工業従業員持株会 528 1.76

（注）ダイジェット持株会は当社の得意先により、ダイジェット取引先持株会は当社の仕

入先により構成されております。

                        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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新株予約権無償割当ての概要

(1) 本新株予約権の数

本新株予約権の無償割当てに係る当社取締役会決議（以下、「本新株予約権無償割当

決議」といいます。）において、当社取締役会が別途定める期日（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。）の １倍に相当する数を上限として、本新株予約権

無償割当決議において別途定める数とします。

(2) 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株主（当社を除く）に対し、

その保有する当社株式１株につき本新株予約権１個を上限として本新株予約権無償割

当決議において別途定める数の割合で、無償割り当ていたします。

(3) 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決議において当社取締役会が別途定める日とします。

(4) 本新株予約権の目的である株式の数

本新株予約権の目的である株式の種類は当社の普通株式とし、本新株予約権１個当

たり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１株とします。

ただし、当社が株式の分割又は株式の併合等を行う場合には、所要の調整を行うもの

とします。

(5) 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円を下限として当社株式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決議に

おいて別途定める価額とします。

(6) 本新株予約権の行使期間等

本新株予約権の行使期間その他必要な事項については、当社取締役会が本新株予約

権無償割当決議において別途定めるものとします。

(7) 本新株予約権の譲渡制限

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要します。

(8) 本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もの（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ます。詳細につ

いては、当社取締役会が本新株予約権無償割当決議において別途定めるものとします。

(9) 当社による本新株予約権の取得等

本新株予約権の取得条項その他必要な事項については、当社取締役会が本新株予約

権無償割当決議において別途定めるものとします。

以　上
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特別委員会運営規則の概要

１． (特別委員会の設置)

当社は、大規模買付行為に関する取締役会の判断及び対応の客観性、公正性及び合

理性を担保するため、取締役会の諮問機関として特別委員会を設置する。

２． (特別委員会の構成等)

特別委員会を構成する委員(以下、｢特別委員｣という。)は、３名以上とする。

特別委員は、当社の業務執行を行う取締役会から独立し、当社及び取締役会との間

に特別の利害関係を有していない社外監査役又は社外有識者（弁護士、税理士、公

認会計士、学識経験者、投資銀行業務・当社の業務領域に精通する者、他社の取締

役又は執行役として経験のある社外者、又はこれらに準ずる者）の中から取締役会

が選任する。

３． (特別委員会の開催)

特別委員会は、この規則に従い、必要に応じて随時開催する。

４． (特別委員会の招集)

特別委員会は、代表取締役又は各特別委員が招集する。

５． (特別委員会の権能)

特別委員会は、取締役会が特別委員会に諮問する事項につき検討及び審議を行い、

取締役会に対して勧告を行う。取締役会は当該勧告を 大限尊重して、 終的な決

定を行う。特別委員会は、当社の費用負担で、独立した第三者(ファイナンシャル・

アドバイザー、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他専門家等)から、その検

討及び審議に必要な専門的な助言を得ることができる。

６． (特別委員会の勧告)

特別委員会の勧告の内容については、原則として特別委員会の委員全員が出席する

(会議電話及びテレビ電話による出席を含む。)委員会において、その過半数の賛成

をもって決定する。

当社は、必要に応じ、当社の判断により、特別委員会の勧告を記載した書面の全部

又は一部を公表することができるものとする。

７． (規則の改廃)

この規則の改廃は、取締役会の決議をもって行う。

以　上
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特別委員会委員候補者の略歴

久保　元義（くぼ　もとよし）

昭和３７年　４月　　　　安田生命保険(相)入社

平成　３年　７月　　　　安田生命保険(相)取締役就任

平成　９年　６月　　　　安田生命代行(株)取締役社長

平成１０年　６月　　　　当社社外監査役就任（現）

平成１２年　６月　　　　安田生命代行(株)顧問

平成１３年　７月　　　　(株)ﾒﾃﾞｨｱﾈｯﾄﾜｰｸ社外監査役就任（現）

平成１８年１１月　　　　ｻﾝﾌﾗｯｼｭ・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(株)社外取締役就任（現）

　　　※久保氏と当社の間には特別の利害関係はございません。

　　　※久保氏は、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出ており

ます。

東　　幸生（あずま　ゆきお）

　　　昭和５４年　４月　　　　弁護士登録

　　　　　　　　　　　　　　　塩見・山本法律事務所入所

　　　昭和６１年　３月　　　　東法律事務所開設

　　　平成１３年　２月　　　　東・伊藤共同法律事務所開設

　　　平成１７年　４月　　　　大阪府建設工事紛争審査会特別委員（現）

　　　平成１８年　４月　　　　大阪弁護士会法律相談センター運営委員会副委員長（現）

　　　平成１９年　７月　　　　あずま総合法律事務所設立（現）

平成２３年　４月　　　　大阪弁護士会医療問題特別委員会委員長（現）

　　　※東氏と当社の間には特別の利害関係はございません。

岩崎　和文（いわさき　かずふみ）

　　　昭和５０年１１月　　　　監査法人大成会計社（現新日本有限責任監査法人）入所

　　　昭和５４年　３月　　　　公認会計士登録

　　　昭和５８年　７月　　　　監査法人大成会計社（現新日本有限責任監査法人）

代表社員就任

平成　８年　６月　　　　社会福祉法人兵庫県共同募金会監事（現）

　　　平成１１年　４月　　　　税理士登録

　　　平成１５年　４月　　　　大阪経済大学経営学部非常勤講師（現）

　　　平成１７年　７月　　　　岩崎公認会計士税理士事務所開設（現）

平成２１年　４月　　　　神戸市まちづくり交付金評価委員会委員（現）

平成２２年１０月　　　　神戸家庭裁判所家事調停委員就任（現）

　　　※岩崎氏と当社の間には特別の利害関係はございません。

以　上


