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（コード番号：9025 東証第一部）

問合せ先 総 務 部 長 藤原 治

TEL. 06-6271-4600（代表）

 
 

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の導入に関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催の当社取締役会において、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 号に定義されるものをい

い、以下「基本方針」といいます）並びに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)に定義されるものをいいます）として、下記のとおり、当社株式の大規

模買付行為に関する対応方針（以下「本プラン」といいます）を導入することにつき決議

を行い、あわせて本プランの導入に関する承認議案を平成 26 年 6 月に開催予定の当社第

74 回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます）に提出することを独立役員に該

当する社外取締役を含む全取締役の賛成により決定しましたので、ここにお知らせ致しま

す。なお、本プランの導入を決定した当社取締役会に出席した監査役 3 名（社外監査役 1

名を含みます）は、本プランの具体的運用が適正に行われることを条件として、本プラン

導入に賛成する旨の意見を述べていると共に、欠席した監査役 1 名からも本プランの具体

的運用が適正に行われることを条件として、本プラン導入に賛成する旨の連絡を受けてお

ります。 

 本プランは、本日付けで効力を生じるものとしますが、本定時株主総会において上記承

認議案につき、株主の皆様のご承認が得られなかった場合には、本プランは、直ちに廃止

されるものとします。 

 なお、今後、会社法、金融商品取引法並びにそれらに関する規則、政令、内閣府令及び

省令等（以下、総称して「法令等」といいます）に改正（法令等の名称の変更や従前の法

令等を継承する新たな法令等の制定を含みます）があり、これらが施行された場合には、

本プランにおいて引用する法令等の各条項は、当社取締役会が別途定める場合を除き、当

該改正後のこれらの法令等の各条項を実質的に継承する法令等の各条項に、それぞれ読み

替えられるものと致します。 
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記 

 

1. 基本方針について 

 
(1) 基本方針の内容 

 
 当社は、当社の企業価値が、以下に述べるような当社並びにその子会社及び関

連会社（以下「当社グループ」といいます）が永年に亘って培ってきたノウハウ

及びブランドイメージに裏打ちされた経営資源にその淵源を有することに鑑み、

特定の者又はグループによる当社の総議決権の 20％に相当する株式（以下「支

配株式」といいます）の取得により、このような当社の企業価値又は株主の皆様

共同の利益が毀損されるおそれが存する場合には、かかる特定の者又はグループ

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ものとし

て、法令及び定款によって許容される限度において、当社の企業価値又は株主の

皆様共同の利益の確保・向上のための相当な措置を講じることを、その基本方針

（以下「本基本方針」といいます）と致します。 

 

(2) 基本方針策定の背景 

 

 当社は、1880 年創業以来、お客様の多様なニーズにお応えすることで、お客

様と共に成長して参りました。当社グループの存在意義は、製造から物流に至る

全工程にわたるサービスを提供することで“お客様が安心してコアコンピタンス

に集中して頂けるようにすること”であり、そのためには、当社グループは、業

界に精通した単なるエキスパートではなく、お客様のニーズを的確に捉え、一体

となって価値を創造、提供していくことができる「プロフェッショナルサービス

集団」でなければならないと考えております。したがって、安心して当社グルー

プに業務を委託して頂く基礎として、安全・高品質・環境保全などを実現する技

術・ノウハウにも力を注いで参りました。当社グループは、かかる経営理念の

下、事業領域を拡大し、海外展開を行って参りました結果、お客様は鉄鋼、機械

から食品、医療、アパレルまで多岐にわたり、取引先は約 3,500 社に及んでおり

ます。 

 当社グループは、今後も、「物流の枠を越えた次世代中核事業の創出」を目指

し、世界を舞台に「価値創造パートナー」としての挑戦を続け、お客様と共に未

来を創って参ります。そして、地球の未来と世界の人々の幸せに貢献できる企業

として、株主価値を高めて参りたいと考えております。 

 当社の事業は、創業以来お客様と共に成長・進化してきた事業に関わる経験

や専門知識を有する人材、当社が築き上げた信頼とそれに基づく取引先など様々



 

 - 3 -

なステークホルダーとの密接な関係、及び事業の基盤となる保有設備等の経営資

源の上に成立しており、これらの経営資源は、それぞれ永年にわたり培われたノ

ウハウとブランドイメージを持ち、相互に機能することにより、更なる価値を生

み出しています。そして、当社は、今後の更なる海外への発展に向けた信用力の

向上等のために、平成 25 年 3 月 15 日に東京証券取引所市場第一部に上場致しま

した。 

 他方で、近年、新しい法制度の整備や経済構造・企業文化の変化等を背景とし

て、対象となる会社の経営陣の賛同を得ることなく、一方的に大量の株式の買付

けを強行するといった動きが散見されるようになり、場合によっては、今後の更

なる海外への発展に向けた信用力の向上等という上場目的を含め、上記の経営資

源に基づく当社の持続的な企業価値の向上が妨げられるような事態が発生する可

能性も否定できない状況となっております。 

 当社と致しましては、このような状況に鑑み、支配株式の取得を目指す者（以

下「買収者」といいます）が現れることを想定しておく必要があるものと考えま

す。 

 もとより、当社と致しましては、あらゆる支配株式の取得行為に対して否定的

な見解を有するものではありません。 

 しかしながら、近時の支配株式の取得行為の中には、①買収者による支配株式

の取得行為の目的等からみて、買収者が真摯に合理的な経営を目指すものではな

いことが明白であるもの、②一般株主に不利な条件での株式の売却を事実上強要

するおそれがあるもの、③支配株式の取得行為に応じることの是非を一般株主が

適切に判断するために必要な情報や相当な考慮期間が提供・確保されていないも

の、④支配株式の取得行為に対する賛否の意見又は買収者が提示する買収提案や

事業計画等に代替する事業計画等を会社の取締役会が株主に対して提示するため

に必要な情報、買収者との交渉機会、相当な考慮期間などを会社の取締役会に対

して十分に与えないもの等、会社の企業価値又は株主の皆様共同の利益に対して

回復困難な損害を与える可能性のあるものも少なくありません。 

 当社と致しましては、このように当社の企業価値又は株主の皆様共同の利益の

確保・向上に資さない態様で支配株式の取得行為を行う者は、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り、かかる買収者に対しては、会

社として、このような事態が生ずることのないように何らかの措置を講ずる必要

があるものと考えます。 

 以上の背景を踏まえて、当社は上記(1)のとおり本基本方針を策定した次第で

す。 
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2. 基本方針の実現に資する特別な取組みについて 

 
 当社は、多数の投資家の皆様に中長期的に継続して当社に投資して頂くため、当社

の企業価値又は株主の皆様共同の利益を確保・向上させるための取組みとして、下記

(1)の経営理念を踏まえた企業価値向上への取組み、下記(2)のコーポレート・ガバナン

スの強化の取組み及び下記(3)の株主の皆様に対する還元に関する取組みを実施してお

ります。これらの取組みの実施を通じて、当社の企業価値又は株主の皆様共同の利益

を向上させ、それを当社の株式の価値に適正に反映させていくことにより、上記のよ

うな当社の経営資源に基づく当社の持続的な企業価値の向上が妨げられるような事態

を防ぐことができると考えられ、これらの取組みは、上記 1.の基本方針の実現に資す

るものであると考えております。 

 

(1) 経営理念を踏まえた企業価値向上への取組み 

 

(a) 経営理念 

 当社グループは、以下の 3 点を念頭に置いて、高い品質のサービスを提供

し、世界の人々の幸福と安全で安心な社会の実現に役立つプロフェッショナ

ルサービス集団を目指しております。 

 

(i) 人を大切にします。 

当社グループは、品格ある事業活動を通じて、顧客、取引先、株主の

皆様、従業員をはじめ、全ての人々を大切にします。 

(ii) 高い品質のサービスを提供します。 

当社グループは、総合物流を中心に様々な分野において、顧客が新し

い価値を創造するための質の高いサービスを提供します。 

(iii) 世界と社会に貢献します。 

当社グループは、自然と人間の共存に努め、地球環境の保全と未来社

会の健全な発展に貢献します。 

 

 当社グループは、かかる経営理念に基づき、企業価値又は株主の皆様共同

の利益の確保・向上を通じた株主の皆様を含むステークホルダーの繁栄、豊

かな環境の創造と産業社会の発展、仕事を通じた社員の自己表現、相互信

頼・合理性のある組織風土の醸成等を推進しております。 

 

(b) 中期経営計画の策定及び同計画達成のための施策 

 

(i) 中期経営計画の策定 
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 当社では、企業価値又は株主の皆様共同の利益の向上に向けた取組

みとして、平成 25 年 3 月期（平成 24 年度）を初年度とし、平成 27 年

3 月期（平成 26 年度）を 終年度とする 3 ヵ年間の中期経営計画「エ

クスプレス計画 Vol.2 2012 年度～2014 年度」（以下「本中期経営計

画」という）を策定し、現在 2 年目として実行中であります。 

 中期経営計画の 終年度（平成 26 年度）は、売上高 2,356 億円、営

業利益 96 億円、ROE（株主資本利益率）7.2%の達成を目指して取り組

んでおります。 

 また、当社は、平成 29 年度には売上高 3,000 億円、営業利益 150 億

円、ROE8.7％、更に当社が創業 140 周年を迎える平成 32 年度には売上

高 3,500 億円、営業利益 200 億円、ROE9.6％を達成することを目標と

致しております。 

 

(ii) 中期経営計画達成のための施策 

① 当社が現在取り組んでいる 10 のサービス分野のうち、本中期経営

計画におきましては、以下の 4 つの事業を 注力 4 分野と位置付

け、重点的に強化することを企図しております。従って、設備投

資や M&A についても、 注力 4 分野を中心に積極的に行う方針

としております。 

 

< 注力 4 分野> 

イ．医療関連サービス 

ロ．ファッション&アパレルサービス 

ハ．空港関連サービス 

ニ．定温物流サービス 

 
※ 10 分野のサービス：生産工程サービス、一般物流サービス、定温物流サービ

ス、国際物流サービス、ファッション&アパレルサービス、医療関連サービ

ス、空港関連サービス、環境関連サービス、エンジニアリングサービス、エ

コエネルギーサービス 
 

 

② また、当社は、本中期経営計画の達成に向け、以下の経営効率化

を更に推進して参ります。 

 

イ．営業力の強化を狙った現場組織の改編 

ロ．本社機能強化のための組織再編 

ハ．売上原価・販売費及び一般管理費の削減 
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(2) コーポレート・ガバナンスの強化 

 
 当社は、法令順守の徹底及び経営の健全性、迅速性の向上の観点から、企業価

値・株主の皆様共同の利益の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経営上の重要課題の一つとして認識しております。 

 まず、当社は、東京証券取引所の定める独立役員に該当する社外取締役 1 名を

選任すると共に、定款で取締役の任期を 1 年に短縮し、株主の皆様が企業統治の

在り方に直接意見を表明し得る機会を 大限確保するなど、かねてよりコーポレ

ート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。 

 また、当社は、以下を含め、経営環境や市場の変化、顧客の動向に迅速に対応

するために、迅速かつ適正な意思決定及び業務執行の遂行を図ると共に、事業活

動に関する監査を強化することにより、取締役会及び監査役会の機能向上に努め

ております。 

① 重要な業務執行の決定は全て取締役会に付議され迅速に決定され、業務執

行は、取締役の相互監督による牽制の下で行われております。 

② 監査役 4 名のうち 2 名が社外監査役であり、経営の透明性、公正性の徹

底、及び厳正な監査の実施による十分な経営の監視機能体制が確保されて

おります。 

③ 内部監査室は、当社の本社管理部門及び支店・営業所の全部署並びに重要

な連結子会社への監査を実施することにより、特に内部統制上の観点か

ら、事業活動における法令遵守状況、事業活動の合理性及び効率性を検証

し、業務改善に向けた具体的助言及び勧告を行っております。 

④ 監査役と内部監査室とは、常に緊密な情報交換、連絡、相談等十分な連携

が図られております。また、監査役と会計監査人との間においても、定例

的な「決算方針確認」の会議の開催、会計監査人の実地監査に監査役が立

ち会う等、各々の独立性を確保しつつ、機動的な連携が図られておりま

す。 

⑤ リスク管理体制の整備についても、業務執行に関わるリスクを個別に認識

し、「リスクマネジメント委員会」を設置し、また、必要に応じて「コン

プライアンス規程」を含む諸規程・ガイドラインの制定、研修等を行う

等、リスク管理体制を構築しております。取締役の職務の執行に関わる情

報の保存及び管理に関する体制構築として「文書管理規程」「情報セキュ

リティ管理規程」等の規程の整備も行っております。また、コンプライア

ンス部を設置すると共に、組織的又は個人的な法令違反行為等に関する相

談・通報窓口を社内（コウノイケ・ヘルプライン）及び社外（顧問弁護士

事務所）に開設し、「コウノイケ・ヘルプライン運用規程」等の関連規程

も整備しております。 
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 以上のとおり、当社においては、多数の投資家の皆様に中長期的に当社への

投資を継続して頂くために、企業価値及び株主の皆様共同の利益を向上させる

ことに役職員一丸となって取り組んでおり、これらの取組みは、本基本方針の

実現に資するものと考えております。 

 

(3) 株主の皆様に対する還元策 

 
 当社では、各事業年度の業績、財務体質の強化、中長期事業戦略などを総合的

に勘案して、内部留保の充実を図りつつ、継続的に安定的な配当を目指すことを

配当政策の基本方針として参りました。 

 今後はこの方針に加えて、企業価値向上の成果を還元させて頂くことで、更に

株主の皆様に支援して頂けるよう、業績・収益状況に対応した配当を実現しつ

つ、企業価値の一層の充実をはかりたいと考えており、配当性向を今後 3 年間で

概ね 30%程度まで高めることを目標としております。各年度の目標は下記の通り

です。 

 

平成 24 年 3 月期 （実績） 9.2%

平成 25 年 3 月期 （実績） 9.5%

平成 26 年 3 月期 （目標） 20.0%

平成 27 年 3 月期 （目標） 25.0%

平成 28 年 3 月期 （目標） 30.0%

 

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）について 

 
(1) 本プラン導入の目的について 

 
 当社は、上記 1.のとおり、買収者に対して、場合によっては何らかの対応措置

を講ずる必要が生じ得るものと考えますが、上場会社である以上、買収者に対し

て株式を売却するか否かの判断や、買収者に対して会社の経営を委ねることの是

非に関する 終的な判断は、基本的には、個々の株主の皆様のご意思に委ねられ

るべきものであると考えております。 

 しかしながら、株主の皆様に適切な判断を行って頂くためには、その前提とし

て、上記のような当社固有の事業特性や当社グループの歴史を十分に踏まえて頂

いた上で、当社の企業価値とその価値を生み出している源泉につき適切に把握し

て頂くことが必要であると考えます。そして、買収者による当社の支配株式の取
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得が当社の企業価値やその価値の源泉に対してどのような影響を及ぼし得るかを

把握するためには、買収者から提供される情報だけでは不十分な場合も容易に想

定され、株主の皆様に適切な判断を行って頂くためには、当社固有の事業特性を

十分に理解している当社取締役会から提供される情報及び当該買収者による支配

株式の取得行為に対する当社取締役会の評価・意見や、場合によっては当社取締

役会による新たな提案を踏まえて頂くことが必要であると考えます。 

 したがいまして、当社と致しましては、株主の皆様に対して、これらの多角的

な情報を分析し、検討して頂くための十分な時間を確保することが非常に重要で

あると考えております。 

 以上の見地から、当社は、本基本方針を踏まえ、(i)大規模買付行為（下記(3)(a)

に定義されます。以下同じ）を行おうとし、又は現に行っている者（以下「大規

模買付者」といいます）に対して事前に大規模買付行為に関する必要な情報の提

供及び考慮・交渉のための期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行

為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断されること、(ii)当社取締役会が

独立委員会（下記(2)(d)に定義されます。以下同じ）の勧告を受けて当該大規模買

付行為に対する賛否の意見又は当該大規模買付者が提示する買収提案や事業計画

等に代替する事業計画等（以下「代替案」といいます）を株主の皆様に対して提

示すること、あるいは、(iii)株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと

等を可能とし、もって本基本方針に照らして不適切な者（具体的には、当社取締

役会が所定の手続に従って定める一定の大規模買付者並びにその共同保有者及び

特別関係者並びにこれらの者が実質的に支配し、これらの者と共同ないし協調し

て行動する者として当社取締役会が認めた者等をいい、以下「例外事由該当者」

と総称します）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、本プランの導入が必要であるとの結論に達し

ました。 

 本プランは、下記(3)(e)(ii)②のとおり、大規模買付者による大規模買付行為に

対する対抗措置の発動に際して、原則として株主の皆様のご意思を確認するもの

であるため、本プランの導入に際して株主総会の承認を得ることは必ずしも必要

ではないと考えております。しかしながら、当社取締役会は、株主の皆様のご意

思を尊重する観点から、本プランの導入後 初に開催される予定の本定時株主総

会において、本プラン導入につき株主の皆様の賛否を問い、本プランの導入が否

決された場合には本プランを廃止することと致しました。 

 以上の理由により、当社取締役会は、本定時株主総会において、本プランの導

入に関する承認議案を付議することを通じて、株主の皆様のご意思を確認させて

頂くことを予定し、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

本プランは廃止されるという条件の下で、本日付けで本プランの導入を決定致し

ました。 
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 なお、本日現在、当社株式について具体的な大規模買付行為は認識しておりま

せん。 

 また、平成 25 年 6 月 30 日現在における当社の大株主の状況は、別紙 1「大株

主の状況」に記載のとおりです。 

 

(2) 本プランの概要 

 

 本プランに関する手続の流れにつきましては、別紙 2 にその概要を図の形でまとめ

ておりますので、ご参照下さい。 

 

(a) 本プランに関する株主意思の確認 

 当社は、本プランに基づく対抗措置の発動に際しては、原則として株主総会の

決議を必要とすることにより、株主の皆様のご意思を確認させて頂きます。ま

た、株主の皆様のご意思を尊重する観点から、本プランの導入に関する承認議案

を本定時株主総会に付議することと致します。 

 

(b) 本プランの発動に係る手続の設定 

 本プランは、大規模買付者が現れた際に大規模買付者に事前の情報提供を求

め、株主の皆様が適切な判断をするために十分な情報と時間を確保した上で、当

社経営陣が代替案等を提示し、交渉等を行うことにより、当社の企業価値及び株

主の皆様共同の利益の 大化の観点から大規模買付者の買収提案を検討した上

で、必要な場合において株主の皆様のご意思を確認するための手続を定めており

ます（下記「(3)本プランの内容」をご参照下さい）。 

 

(c) 取得条項付新株予約権無償割当ての利用 

(i) 本プランにおいて定められた手続に従うことなく当社株券等の大規模買付行

為が行われた場合には、当社は、原則として、独立委員会の勧告に基づき、大

規模買付者による権利行使は認められないとの行使条件の付された取得条項付

新株予約権（以下「本新株予約権」といいます）を、当社取締役会が定める割

当基準日における全ての当社の株主（当社自身を除きます）の皆様に対して、

新株予約権の無償割当ての方法によって割り当てます。また、 

(ii) 対抗措置の発動につき株主総会が承認した場合においても、同様に、かかる

本新株予約権を当社の株主の皆様に対して割り当てます。 

 

 本プランの発動時における上記本新株予約権の無償割当ては、下記(3)の手順に

従って行います。なお、具体的な状況により、法令及び当社定款で認められたそ

の他の対抗措置を用いることが適切と認められた場合には、当社は、独立委員会
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の勧告に基づき、（必要な場合には、株主総会の承認を経て、）その他の対抗措

置を必要かつ相当な範囲で講じることもあります。 

 本新株予約権には、その取得の対価として、大規模買付者以外の株主の皆様に

は当社普通株式を、大規模買付者には、判例等に照らして相当であって、当社が

適当と認める場合に、現金、債券、社債若しくは新株予約権付社債その他の財

産、又は本新株予約権に代わる新たな新株予約権（場合によりこれらの全部又は

一部を当社普通株式に代えることもあり得ます）を、それぞれ交付するという内

容の取得条項を付すことがあります。これにより、対抗措置の相当性の観点から

適切と考えられる場合には、大規模買付者の経済的利益の毀損をできる限り防止

すると共に、当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益の 大化を図ることがで

きるものと考えております。 

 当社は、今後上記本新株予約権の無償割当てを利用することとなる場合に備

え、本日付けで発行登録書を提出し、新株予約権の発行登録を行う予定です。 

 

(d) 独立委員会の設置 

 当社は、本プランに基づく手続の進行や対抗措置発動の是非等に関する取締役

会の恣意的判断を排するため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、

社外取締役及び社外監査役（それらの補欠者を含みます）並びに弁護士、公認会

計士その他の社外有識者の中から選ばれた 3 名以上から構成される独立委員会

（以下「独立委員会」といいます）を取締役会の諮問機関として設置し、同委員

会が、大規模買付者の認定、本プランに従った対抗措置の発動又は不発動等の判

断、対抗措置発動の場合における留意事項や内容等に関して客観的な検討を行っ

て、取締役会に対して勧告を行うと共に、株主の皆様には、適宜必要な情報を開

示して、透明性を確保することとしております。すなわち、下記(3)の対応が必要

な局面において、独立委員会が招集されることとなります。 

 本プランの導入当初における独立委員会の各委員の氏名及び略歴は別紙 3 のと

おりです。 

 

(e) 監査役による本プランの運用プロセスの監督 

 当社は、本プランの運用プロセスにおいては、当社監査役が、取締役会や独立

委員会に対して監督機能を果たすべきことと致します。 

 

(3) 本プランの内容 

 

(a) 対抗措置発動の対象となる行為 

 次の①から③までのいずれかに該当する行為（但し、当社取締役会が予め承認

をした行為を除きます）又はその可能性のある行為（以下「大規模買付行為」と
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総称します）がなされ、又はなされようとする場合に、本プランに基づき対抗措

置が発動される場合があります。 

 
① 当社が発行者である株券等（注 1）に関する当社の特定の株主の株券等保有割

合（注 2）が 20％以上となる当該株券等の買付けその他の取得（注 3） 

② 当社が発行者である株券等（注 4）に関する当社の特定の株主の株券等所有割

合（注 5）とその特別関係者（注 6）の株券等所有割合との合計が 20％以上と

なる当該株券等の買付けその他の取得（注 7） 

③ 当社の特定の株主が当社の他の株主との間で行う行為であり、かつ、当該行為

の結果として当該他の株主が当該特定の株主の共同保有者に該当することとな

るような合意その他の行為、又は当該特定の株主と当該他の株主との間にその

一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が事実上共同ないし協調して

行動する関係（注 8）を樹立する行為（注 9）（但し、当該特定の株主と当該他

の株主の株券等保有割合が 20％以上となる場合に限ります） 

 

（注1）金融商品取引法第27条の23第1項に定義される株券等をいいます。以下別

段の定めがない限り同じとします。 

（注2）金融商品取引法第27条の23第4項に定義される株券等保有割合をいいま

す。以下別段の定めがない限り同じとしますが、かかる株券等保有割合の

計算上、(i)同法第27条の2第7項に定義される特別関係者、並びに(ii)当社の

特定の株主との間でフィナンシャル・アドバイザー契約を締結している投

資銀行、証券会社その他の金融機関並びに当社の特定の株主の公開買付代

理人及び主幹事証券会社（以下「契約金融機関等」といいます）は、本プ

ランにおいては当該特定の株主の共同保有者（同法第27条の23第5項に定

義される共同保有者をいい、同条第6項により共同保有者とみなされる者

を含みます（当社取締役会が合理的にこれに該当すると認めた者を含みま

す）。以下同じ）とみなします。また、かかる株券等保有割合の計算上、

当社の発行済株式の総数は、当社が公表している直近の情報を参照するこ

とができるものとします。 

（注3）売買その他の契約に基づく株券等の引渡請求権を有すること及び金融商品

取引法施行令第14条の6に規定される各取引を行うことを含みます。 

（注4）金融商品取引法第27条の2第1項に定義される株券等をいいます。以下本②

において同じとします。 

（注5）金融商品取引法第27条の2第8項に定義される株券等所有割合をいいます。

以下別段の定めがない限り同じとします。なお、かかる株券等所有割合の

計算上、当社の総議決権の数は、当社が公表している直近の情報を参照す

ることができるものとします。 
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（注6）金融商品取引法第27条の2第7項に定義される特別関係者をいいます。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。な

お、(i)共同保有者及び(ii)契約金融機関等は、本プランにおいては当該特定

の株主の特別関係者とみなします。以下別段の定めがない限り同じとしま

す。 

（注7）買付けその他の有償の譲受け及び金融商品取引法施行令第6条第3項に規定

される有償の譲受けに類するものを含みます。 

（注8）「当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配

し若しくはそれらの者が事実上共同ないし協調して行動する関係」が樹立

されたか否かの判定は、新たな出資関係、業務提携関係、取引ないし契約

関係、役員兼任関係、資金提供関係、信用供与関係、デリバティブや貸株

等を通じた当社株券等に関する実質的な利害関係等の形成や、当該特定の

株主及び当該他の株主が当社に対して直接・間接に及ぼす影響等を基礎に

行うものとします。 

（注9）上記③所定の行為がなされたか否かの判定は、当社取締役会が独立委員会

の勧告に基づき合理的に行うものと致します。なお、当社取締役会は、当

該③の要件に該当するか否かの判定に必要と判断される範囲において、当

社の株主に対して下記(b)及び(c)記載の情報に準じた情報を提供して頂くよ

う要請することがございますので、予めご承知おき下さい。 

 

(b) 意向表明書の提出 

 大規模買付者は、当社取締役会が別途認めた場合を除いて、大規模買付行為の

開始又は実行に先立ち、(i)取締役会評価期間（下記(d)に定義されます）及び当該

期間における検討の結果下記(e)(ii)②に従い当社取締役会が株主総会の招集を決

議した場合にはそのときからさらに同株主総会が終結するまでの待機期間（以下

「待機期間」といいます）において当社株券等の買付け等を行わないこと、並び

に本プランに定める手続（以下「大規模買付ルール」といいます）を遵守するこ

とを誓約する旨の大規模買付者代表者による署名又は記名捺印のなされた書面及

び(ii)当該署名又は捺印を行った代表者の資格証明書（以下これらを併せて「意向

表明書」といいます）を、当社代表取締役社長宛てに提出して頂きます。当社代

表取締役社長は、上記の意向表明書を受領した場合、直ちにこれを当社取締役会

及び独立委員会に提出します。 

 意向表明書には、上記のほか、大規模買付者の氏名又は名称、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、大規

模買付者が現に保有する当社の株券等の種類及び数、意向表明書提出前 60 日間

における大規模買付者の当社株式の取引状況（当社株式等を原資産とするデリバ
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ティブその他の金融派生商品の取引状況を含みます）及び企図されている大規模

買付行為の概要等も明示して頂きます。なお、意向表明書における使用言語は日

本語に限ります。 

 当社は、大規模買付者から意向表明書の提出があった場合、当社取締役会又は

独立委員会が適切と判断する事項について、関係法令等及び金融商品取引所規則

に従って直ちに株主及び投資家の皆様に対して開示致します。 

 

(c) 大規模買付者に対する情報提供要求 

 当社取締役会及び独立委員会が意向表明書を受領した日から 5 営業日（初日不

算入）以内に、大規模買付者には、当社取締役会に対して、次の①から⑪までに

掲げる情報（以下「大規模買付情報」と総称します）を提供して頂きます。当社

取締役会は、大規模買付情報を受領した場合、直ちにこれを独立委員会に対して

提供します。 

 なお、当社取締役会又は独立委員会が、大規模買付者から当初提供を受けた情

報だけでは、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断

することや、当社取締役会及び独立委員会が当該大規模買付行為に対する賛否の

意見を形成して（以下「意見形成」といいます）、又は代替案を立案して（以下

「代替案立案」といいます）、株主の皆様に対して適切に提示することが困難で

あると判断した場合には、合理的な期間の提出期限を定めた上で、株主の皆様に

よる適切な判断並びに当社取締役会及び独立委員会による意見形成及び代替案立

案のために必要な追加情報の提供を、随時大規模買付者に対して要求することが

できるものとします。 

 また、当社取締役会又は独立委員会が大規模買付情報の提供が完了したと判断

した場合には、当社は、関係法令等及び金融商品取引所規則に従って直ちにその

旨を株主及び投資家の皆様に対して開示します。さらに、当社は、当社取締役会

又は独立委員会の決定に従い、大規模買付情報の受領後の適切な時期に、大規模

買付情報のうち当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判

断するために必要と認められる情報を、関係法令等及び金融商品取引所規則に従

って、株主及び投資家の皆様に対して開示します。 

① 大規模買付者及びそのグループ会社等（主要な株主又は出資者（直接・間

接を問いません。以下同じ）及び重要な子会社・関連会社を含み、大規模

買付者がファンド又はその出資に係る事業体である場合は主要な組合員、

出資者その他の構成員並びに業務執行組合員及び投資に関する助言を継続

的に行っている者を含みます。以下同じ）の概要（具体的名称、資本構

成、出資割合、財務内容及び過去 10 年以内における法令違反行為の有無

（及びそれが存する場合にはその概要）並びにその役員の氏名、略歴及び

過去における法令違反行為の有無（及びそれが存する場合にはその概要）
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を含みます） 

② 大規模買付者及びそのグループ会社等による、当社株券等の保有状況、当

社株券等又は当社グループの事業に関連する資産を原資産とするデリバテ

ィブその他の金融派生商品の保有状況及び契約状況、並びに当社株券等の

貸株及び空売り等の状況 

③ 大規模買付行為の目的、方法及び内容（大規模買付行為の対象となる当社

株券等の種類及び数、大規模買付行為の対価の種類及び価額、大規模買付

行為の時期、関連する取引の仕組み、大規模買付行為の方法の適法性、大

規模買付行為及び関連する取引の実現可能性（大規模買付行為を一定の条

件に係らしめている場合には当該条件の内容）、並びに大規模買付行為完

了後に当社株券等が上場廃止となる見込みがある場合にはその旨及びその

理由を含みます。なお、大規模買付行為の方法の適法性については資格を

有する弁護士による意見書を併せて提出して頂きます） 

④ 大規模買付行為に際しての第三者との間における意思連絡（当社に対して

重要提案行為等（金融商品取引法第 27 条の 26 第 1 項に定義される重要提

案行為等をいいます）を行うことに関する意思連絡を含みます。以下同

じ）の有無及びかかる意思連絡が存する場合にはその具体的な態様及び内

容 

⑤ 大規模買付行為に係る買付け等の対価の算定根拠及びその算定経緯（算定

の前提となる事実・仮定、算定方法、算定機関に関する情報、算定に用い

た数値情報並びに大規模買付行為に係る一連の取引により生じることが予

想されるシナジー及びディスシナジーの額及びその算定根拠を含みます） 

⑥ 大規模買付行為に係る買付け等の資金の裏付け（当該資金の提供者（実質

的提供者（直接・間接を問いません）を含みます）の具体的名称、調達方

法、資金提供が実行されるための条件及び資金提供後の誓約事項の有無及

び内容並びに関連する具体的取引の内容を含みます） 

⑦ 大規模買付行為の完了後に意図されている当社グループの経営方針、事業

計画、財務計画、資金計画、投資計画、資本政策及び配当政策等（大規模

買付行為完了後における当社資産の売却、担保提供その他の処分に関する

計画を含みます）その他大規模買付行為完了後における当社グループの役

員、従業員、取引先、顧客、当社施設等が所在する地方公共団体その他の

当社に係る利害関係者の処遇方針 

⑧ 大規模買付行為に適用される可能性のある私的独占の禁止及び公正取引の

確保に関する法律その他の法令等に基づく承認又は許認可等の取得の蓋然

性（なお、これらの事項につきましては、資格を有する弁護士による意見

書を併せて提出して頂きます） 

⑨ 反社会的勢力ないしテロ関連組織との関連性の有無（直接・間接を問いま
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せん）及びこれらに対する対処方針 

⑩ 当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策 

⑪ その他当社取締役会又は独立委員会が合理的に必要と判断し、不備のない

適式な意向表明書を当社取締役会及び独立委員会が受領した日から原則と

して 5 営業日（初日不算入）以内に書面により大規模買付者に対して要求

した情報 

 なお、以上の情報は全て日本語にてご提供頂くものとします。 

 

(d) 取締役会及び独立委員会による検討等 

 当社取締役会及び独立委員会は、大規模買付者が開示した大規模買付行為の内

容に応じた下記①又は②の期間（大規模買付情報の提供が完了したと当社取締役

会又は独立委員会が判断した旨を当社が関係法令等及び金融商品取引所の規則に

従って開示した日から起算されるものと致します）を、当社取締役会による評

価、検討、意見形成、代替案立案及び大規模買付者との交渉のための期間（以下

「取締役会評価期間」といいます）として設定致します。 

 なお、かかる取締役会評価期間は、当社における事業内容の評価・検討の困難

さや、意見形成、代替案立案等の難易度などを勘案して設定されたものです。 

 
① 対価を現金（円貨）のみ

、、
とする公開買付けによる当社の全ての株券等の買

付けが行われる場合：60 日間（初日不算入） 

② 上記①を除く大規模買付行為が行われる場合：90 日間（初日不算入） 

 

 当社取締役会は、取締役会評価期間内において、大規模買付者から提供された

大規模買付情報に基づき、当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益の確保・向

上の観点から、大規模買付者の大規模買付行為に関する提案等の評価、検討、意

見形成、代替案立案及び大規模買付者との交渉を行うものと致します。 

 その際、当社取締役会は、必要に応じて、当社取締役会から独立した第三者的

立場にある専門家（フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士等）の

助言を得るものと致します。なお、かかる助言を得るに際し要した費用は、特に

不合理と認められる例外的な場合を除き、全て当社が負担するものとします。 

 また、独立委員会も上記と並行して大規模買付者からの提案等の評価及び検討

等を行いますが、独立委員会がかかる評価及び検討等を行うに当たっては、必要

に応じて、当社取締役会から独立した第三者的立場にある専門家（フィナンシャ

ル・アドバイザー、弁護士、公認会計士等）の助言を得ることができるものと致

します。なお、かかる助言を得るに際し要した費用は、特に不合理と認められる

例外的な場合を除き、全て当社が負担するものと致します。 

 独立委員会が取締役会評価期間内に下記(e)記載の勧告を行うに至らないこと等
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の理由により、当社取締役会が取締役会評価期間内に対抗措置の発動若しくは不

発動の決議又は株主総会の招集の決議に至らないことにつき、やむを得ない事情

がある場合において、当社取締役会は、独立委員会の勧告に基づき、必要な範囲

内で取締役会評価期間を 大 30 日間（初日不算入）延長することができるもの

と致します（なお、更なる期間の延長を行う場合においても同様と致します）。 

 当社取締役会が取締役会評価期間の延長を決議した場合、当該決議された具体

的期間及びその具体的期間が必要とされる理由を関係法令等及び金融商品取引所

規則に従って、直ちに株主及び投資家の皆様に対して開示致します。 

 
(e) 独立委員会の勧告及び当社取締役会による決議 

 

(i) 大規模買付ルールが遵守されなかった場合 

 独立委員会は、大規模買付者が大規模買付ルールに従うことなく当社株券

等の大規模買付行為を開始したものと認める場合には、引き続き大規模買付

情報の提出を求めて大規模買付者と協議・交渉等を行うべき特段の事情があ

る場合を除き、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当て等の下記

(h)で定める所要の対抗措置を発動することを勧告できるものと致します。か

かる勧告がなされた場合、当社は、独立委員会の意見及びその意見の理由並

びにその他適切と認められる情報を、関係法令等及び金融商品取引所規則に

従って直ちに株主及び投資家の皆様に対して開示します。 

 この場合、当社取締役会は、取締役としての善管注意義務に明らかに反す

る特段の事情がない限り、独立委員会の上記勧告を 大限尊重の上、本新株

予約権の無償割当て等の下記(h)で定める所要の対抗措置を発動することと致

します。 

 なお、独立委員会は、当社取締役会に対して対抗措置の発動を勧告した後

であっても、大規模買付行為が撤回された場合その他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た場合には、対抗措置の発動の中止その他

の勧告を当社取締役会に対して行うことができるものとします。かかる再勧

告が行われた場合も、当社は、独立委員会の意見及びその意見の理由並びに

その他適切と認められる情報を、関係法令等及び金融商品取引所規則に従っ

て直ちに株主及び投資家の皆様に対して開示します。 

 この場合、当社取締役会は、取締役としての善管注意義務に明らかに反す

る特段の事情がない限り、独立委員会の上記勧告を 大限尊重の上、対抗措

置の発動の中止その他を決定することと致します。 

 
(ii) 大規模買付ルールが遵守された場合 

①  独立委員会は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守し、大規模買
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付者による大規模買付行為ないしその提案内容の検討と、大規模買付者

との協議・交渉等の結果、同委員会の現任委員の全員一致によって、大

規模買付者が総体として次の(ｱ)から(ｻ)までのいずれかの事情を有してい

ると認められる者に該当しないと判断した場合には、取締役会評価期間

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

当て等の対抗措置を発動すべきでない旨の勧告を行います。 

 

(ｱ) 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

高値で株式を会社関係者に引き取らせる目的で当社株券等の買収を行っ

ている場合（いわゆるグリーンメイラー）ないし当社株券等の取得目的

が主として短期の利鞘の稼得にある場合 

(ｲ) 当社の会社経営への参加の目的が、主として、当社の会社経営を一時的

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当該大規模買付者又はそのグループ会社等

に移譲させることにある場合 

(ｳ) 当社の会社経営を支配した後に、当社の資産を当該大規模買付者又はそ

のグループ会社等の債務の担保や弁済原資として不当に流用する予定

で、当社株券等の取得を行っている場合 

(ｴ) 当社の会社経営への参加の目的が、主として、当社の会社経営を一時的

に支配して、当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券などの

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な高配当による株価の急上昇の機会を狙って株

式の高価売り抜けをする点にある場合 

(ｵ) 当社の経営には特に関心を示したり、関与したりすることもなく、当社

の株式を取得後、様々な策を弄して、もっぱら短中期的に当社の株式を

当社自身や第三者に転売することで売却益を獲得しようとし、 終的に

は当社の資産処分まで視野に入れてひたすら自らの利益を追求しようと

するものである場合 

(ｶ) 大規模買付者の提案する当社株券等の取得条件（買付対価の種類、価額

及びその算定根拠、内容、時期、方法、違法性の有無、実現可能性を含

みますがこれらに限りません）が、当社の企業価値に照らして不十分又

は不適切なものであると合理的な根拠をもって判断される場合 

(ｷ) 大規模買付者の提案する買収の方法が、二段階買付け（第一段階の買付

けで当社株券等の全てを買い付けられない場合の、二段階目の買付けの

条件を不利に設定し、明確にせず、又は上場廃止等による将来の当社株

券等の流通性に関する懸念を惹起せしめるような形で株券等の買付けを

行い、株主の皆様に対して買付けに応じることを事実上強要するも
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の）、部分的公開買付け（当社株券等の全てではなく、その一部のみ
、、

を

対象とする公開買付け）などに代表される、構造上株主の皆様の判断の

機会又は自由を制約するような強圧的な方法による買収である場合 

(ｸ) 大規模買付者による支配権取得により、株主の皆様はもとより、顧客、

従業員その他の当社の利害関係者の利益を含む当社の企業価値の著しい

毀損が予想されたり、当社の企業価値の確保及び向上を著しく妨げるお

それがあると合理的な根拠をもって判断される場合、又は大規模買付者

が支配権を獲得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企業価

値との比較において、当該大規模買付者が支配権を取得しない場合の当

社の企業価値と比べ、明らかに劣後すると判断される場合 

(ｹ) 大規模買付者による支配権取得の事実それ自体が、当社の重要な取引先

を喪失させる等、当社の企業価値を著しく毀損するものである場合 

(ｺ) 大規模買付者の経営陣又は主要株主若しくは出資者に反社会的勢力と関

係を有する者が含まれている場合等、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合理的な根拠をもって判断され

る場合 

(ｻ) その他(ｱ)から(ｺ)までのいずれかに準じる場合で、当社の企業価値又は株

主の皆様共同の利益を著しく損なうと判断される場合 

 

 但し、独立委員会は、一旦対抗措置の不発動の勧告をした後も、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た場合には、当該勧

告を撤回して、再度異なる勧告をすることができます。 

 なお、かかる勧告に関する開示手続やその後の再勧告に関する手続

は、上記(i)に準じるものとします。 

 本新株予約権の無償割当てその他の対抗措置について、独立委員会か

ら不発動の勧告がなされた場合には、当社取締役会は、取締役としての

善管注意義務に明らかに反する特段の事情がない限り、当該勧告に従っ

て、本新株予約権の無償割当てその他の対抗措置を発動しない旨の決議

を行うものと致します。 

 

②  独立委員会は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守し、大規模買

付者による大規模買付行為ないしその提案の内容の検討、大規模買付者

との協議・交渉等の結果、同委員会がその現任委員の全員一致により上

記①所定の対抗措置不発動の勧告を行うべき旨の判断に至らなかった場

合には、本新株予約権の無償割当ての実施及びその取得条項の発動その

他の対抗措置の発動につき株主総会に諮るべきである旨を当社取締役会

に勧告するものと致します。その場合、当社取締役会は、本新株予約権
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の無償割当てを行うこと及びその取得条項の発動その他の対抗措置の発

動についての承認を議案とする株主総会の招集手続を速やかに実施する

ものと致します。 

 その際、当社取締役会は、大規模買付情報の概要、意向表明書に関す

る当社取締役会の意見及び独立委員会の勧告等の内容その他当社取締役

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

引所規則に従って適時適切に開示致します。 

 なお、株主総会開催の前提として、当社取締役会は、大規模買付者か

ら十分な情報を受領後速やかに、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「承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致しま

す。当該株主総会において議決権を行使することのできる株主は、承認

総会議決権基準日における 終の株主名簿に記載又は記録された株主の

皆様と致します。 

 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

の皆様の議決権の過半数によって決するものと致します。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致します。 

 

③  独立委員会は、当社取締役会に対して、上記のほか、必要な内容の勧

告や一定の法令等で許容されている場合における対抗措置の廃止等の決

定等を行うことができるものとします。 

 なお、かかる勧告に関する開示手続やその後の再勧告に関する手続

は、上記(i)に準じるものとします。 

 

(f) 取締役会の決議 

 当社取締役会は、取締役としての善管注意義務に明らかに反する特段の事情が

ない限り、独立委員会の勧告（上記(e)(i)に基づく対抗措置発動の勧告又は上記

(e)(ii)①に基づく対抗措置不発動の勧告）を 大限尊重し、又は上記株主総会の

決議に従って、本新株予約権の無償割当て及びその取得条項の発動その他の対抗

措置の発動又は不発動に関する会社法上の機関としての決議を、本プラン所定の

手続に従って遅滞なく行うものと致します。 

 当社取締役会は、上記決議を行った場合には、上記決議の概要とその他当社取

締役会が適切と判断する事項について、関係法令等及び金融商品取引所規則に従

って適時適切に開示致します。 

 なお、大規模買付者は、当社取締役会が本プラン所定の手続に従って（すなわ

ち、独立委員会の上記(e)(ii)①に基づく対抗措置不発動の勧告に基づき、又は上

記(e)(ii)②に基づく株主総会における対抗措置発動の決議が得られなかったこと
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を受けて）本新株予約権の無償割当てその他の対抗措置を発動しない旨の決議を

行った後でなければ、大規模買付行為を実行してはならないものとさせて頂きま

す。 

 

(g) 大規模買付情報の変更 

 上記(c)の定めに従い、当社が大規模買付情報の提供が完了したと判断した旨開

示した後、当社取締役会又は独立委員会が、大規模買付者によって当該大規模買

付情報につき重要な変更がなされたと判断した場合には、その旨及びその理由並

びにその他適切と認められる情報を、関係法令等及び金融商品取引所規則に従っ

て直ちに株主及び投資家の皆様に対して開示することにより、従前の大規模買付

情報を前提とする大規模買付行為（以下「変更前大規模買付行為」といいます）

について進めてきた本プランに基づく手続は中止され、変更後の大規模買付情報

を前提とする大規模買付行為を変更前大規模買付行為とは別個の大規模買付行為

として取り扱うことで、本プランに基づく手続が改めて適用されるものとしま

す。 

 

(h) 対抗措置の具体的内容 

 当社が本プランに基づき発動する大規模買付行為に対する対抗措置は、原則と

して、本新株予約権の無償割当てによるものと致します。但し、会社法その他の

法令及び当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断

された場合には、当該その他の対抗措置が用いられることもあるものと致しま

す。 

 大規模買付行為に対する対抗措置として本新株予約権の無償割当てをする場合

の概要は、別紙 4「新株予約権の無償割当てをする場合の概要」に記載のとおり

ですが、実際に本新株予約権の無償割当てをする場合には、(i)例外事由該当者に

よる権利行使は認められないとの条件や、(ii)新株予約権者が例外事由該当者に

当たるか否かにより異なる対価で当社がその本新株予約権を取得できる旨を定め

た取得条項（具体的には、例外事由該当者以外の新株予約権者が保有する本新株

予約権については、これを当社がその普通株式と引換えに取得する一方、例外事

由該当者に該当する新株予約権者が保有する本新株予約権については、判例等に

照らして相当であって、当社が適当と認める場合には、これを現金、債券、社債

若しくは新株予約権付社債その他の財産、又は本新株予約権に代わる新たな新株

予約権（場合によりこれらの全部又は一部を当社普通株式に代えることもあり得

ます）と引換えに取得することができる旨を定めた条項）、又は(iii)当社が本新

株予約権の一部を取得するときに、例外事由該当者以外の新株予約権者が所有す

る本新株予約権のみ
、、

を取得することができる旨を定めた取得条項など、大規模買

付行為に対する対抗措置としての効果やその対抗措置としての相当性を勘案した
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行使期間、行使条件、取得条項等を設けることがあります。 

 

 なお、本新株予約権の無償割当ての割当基準日は、上記(a)の柱書所定の事由又

は大規模買付ルールに従わずに大規模買付行為が開始された日以後の日となりま

すので、いわゆる平時において本新株予約権の無償割当てが実施されることはあ

りません。また、当社取締役会が割当基準日を定めるに当たっては、原則として

上記(e)(ii)②所定の株主総会の会日の後の日とすることとし、関係機関と協議の

上、株主の皆様に不測の損害が及ばないよう配慮して、これを決定することと致

します。 

 

(4) 本プランの有効期間、廃止及び変更 

 

 本プランは、本定時株主総会において株主の皆様のご承認が得られた場合に

は、その有効期間は、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

終のものに関する定時株主総会の終結の時までと致します。但し、かかる有効

期間前であっても、(i)当社取締役会若しくは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又は(ii)独立委員会が全員一致で本プランを廃止す

る旨決議した場合には、本プランはその時点で廃止されるものと致します。よっ

て、本プランは、株主の皆様のご意向に従い、随時これを廃止させることが可能

です。 

 本プランについては、本年以降、必要に応じて、当社定時株主総会の終結後

初に開催される当社取締役会において、その継続、廃止又は変更の是非につき検

討を行い、必要な場合には所要の決議を行います。 

 また、当社取締役会は、企業価値又は株主の皆様共同の利益の確保・向上の観

点から、本プランの全体的な趣旨に反しない範囲であって、かつ、法令等及び金

融商品取引所規則の改正若しくはこれらの解釈・運用の変更、又は税制ないし裁

判例等の変更により合理的に必要と認められる範囲で、独立委員会の現任委員の

過半数の同意による承認を得た上で、本プランを株主総会の承認の範囲内で修正

し又は変更する場合があります。 

 本プランの廃止、変更等が決議された場合には、当社は、当社取締役会又は独

立委員会が適切と認める事項について、関係法令等及び金融商品取引所規則に従

って直ちに株主及び投資家の皆様に対して開示します。 
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4. 本プランの合理性 

 
(1) 政府指針、金融商品取引所の諸規則に則っていること 

 

 本プランは、会社法を始めとする企業法制、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」（以下「政府指針」といいます）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・相当性確保の原則）を以下のとおり充足しております。また、本プラン

は、東京証券取引所が平成 18 年 3 月 7 日に発表した「買収防衛策の導入に係る

上場制度の整備等に伴う株券上場審査基準等の一部改正について」及び同取引所

の諸規則等に則り、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 日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」その

他の買収防衛策に関する実務・議論を踏まえた内容となっており、高度な合理性

を有するものです。 

 本プランは、株主の皆様の権利内容やその行使、当社株式の市場への影響等に

ついて十分な検討を重ねて整備したものです。当社は、その運用にあたっても慎

重に配慮して参ります。 

 

(2) 企業価値ないし株主の皆様共同の利益の確保・向上 

 

 本プランは、上記 3.(1)記載のとおり、大規模買付者に対して事前に大規模買付

行為に関する必要な情報の提供及び考慮・交渉のための期間の確保を求めること

によって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断さ

れること、当社取締役会が独立委員会の勧告を受けて当該大規模買付行為に対す

る賛否の意見又は代替案を株主の皆様に対して提示すること、あるいは、株主の

皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とし、もって当社の企業価

値ないし株主の皆様共同の利益の確保・向上を目的とするものです。 
 

(3) 事前の開示 

 

 当社は、株主及び投資家の皆様及び大規模買付者の予見可能性を高め、株主の

皆様に適正な選択の機会を確保するために、本プランを予め開示するものです。 

 また、当社は今後も、関係法令等及び金融商品取引所規則に従って必要に応じ

て適時適切な開示を行います。 
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(4) 対抗措置の発動に際して原則として株主の皆様のご意思を確認するプランである

こと 

 

 本プランは、大規模買付ルールに従わずに大規模買付行為が開始された状況下

で独立委員会が本新株予約権の無償割当てその他の対抗措置の発動を勧告する場

合、及び独立委員会がかかる対抗措置の不発動の勧告をする場合を除き、大規模

買付者による大規模買付行為に対する本新株予約権の無償割当て等の対抗措置発

動の是非について株主総会を開催することによって、株主の皆様のご意思を直接

確認することを内容としております。 

 本プランは、このように、株主の皆様のご意思を確認した上で対抗措置を発動

するものであるため、本プランの導入に際して株主総会の承認を得ることは必ず

しも必要ではないと考えております。しかしながら、当社取締役会は、株主の皆

様のご意思を尊重する観点から、本定時株主総会において本プランの導入につき

株主の皆様の賛否を問い、本プランの導入が否決された場合には本プランを廃止

することとしております。 

 

(5) 本プランが 1 回の株主総会決議を通じて廃止可能であること 

 

 当社取締役の任期は 1 年であり、1 回の株主総会における通常決議による取締

役の選解任を通じた取締役会の決議又は株主総会における本プラン廃止の通常決

議により本プランを廃止することが可能です。この点においても株主の皆様のご

意思が反映されることとなっております。 

 

(6) 独立委員会の判断の重視 

 

 本プランの必要性及び相当性を確保し、経営者の保身のために本プランが濫用

されることを防止するために、独立委員会を設置し、本新株予約権の無償割当て

その他の対抗措置の発動又は不発動等について、当社の業務執行を行わず独立性

を有している社外役員及び外部有識者から構成される独立委員会が勧告を行うこ

ととしております。 

 そして、本新株予約権の無償割当てその他の対抗措置について、独立委員会か

ら不発動の勧告がなされた場合には、当社取締役会は、取締役としての善管注意

義務に明らかに反する特段の事情がない限り、当該勧告に従って、本新株予約権

の無償割当てその他の対抗措置を発動しない旨の決議を行うものとされておりま

す。 
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(7) ガイドラインの設定 

 
 当社は、本プランに係る各手続において当社取締役会による恣意的な判断や処

理がなされることを防止し、また、手続の透明性を確保すべく、客観的な要件を

織り込んだ内部基準として、ガイドライン（以下「本ガイドライン」といいま

す）を設けています。本ガイドラインの制定により、対抗措置の発動、不発動又

は中止に関する判断の際に拠るべき基準が客観性・透明性の高いものとなり、本

プランにつき十分な予測可能性が付与されることになります。なお、本ガイドラ

インの骨子は別紙 5「大規模買付行為への対応に関するガイドライン」をご参照

下さい。 

 

(8) デッドハンド型買収防衛策又はスローハンド型買収防衛策ではないこと 

 

 本プランは、上記(5)記載のとおり、当社の株主総会又は株主総会において選任

された取締役により構成される取締役会によっていつでも廃止することができる

ため、いわゆる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）又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、発動を阻止するのに時

間を要する買収防衛策）ではありません。 

 

5. 株主の皆様等への影響 

 

(1) 本プラン導入時に株主及び投資家の皆様に与える影響 

 

 本プランの導入時には、本新株予約権の無償割当ては行われません。したがっ

て、本プランがその導入時に株主及び投資家の皆様の法的権利及び経済的利益に

直接具体的な影響を与えることはありません。 

 
(2) 取締役会評価期間中に株主及び投資家の皆様に与える影響 

 

 取締役会評価期間における事前対応において、当社が大規模買付者から提供を

受け、また自ら収集した資料等及びこれらに基づく当社の意見ないし判断につい

ては、必要かつ適切な範囲で株主及び投資家の皆様に適宜開示致します。さら

に、当社による代替案がある場合には、これを提示することと致します。当社

は、事前対応を、株主及び投資家の皆様のご判断のために必要となる重要な情報

開示の機会ととらえております。 
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(3) 本新株予約権の無償割当てに伴い株主及び投資家の皆様に与える影響 

 

 当社取締役会は、本プランに基づき、企業価値又は株主の皆様共同の利益の確

保・向上を目的として大規模買付行為に対する対抗措置を発動することがありま

すが、本プランにおいて想定されている対抗措置の仕組み上、本新株予約権の無

償割当て時においては、当社の株主の皆様が保有する当社株式 1 株当たりの価値

の希釈化は生じますが、対抗措置が発動された場合、保有する当社株式全体の価

値の希釈化は生じないことから、株主及び投資家の皆様の法的権利及び経済的利

益に対して直接的具体的な影響を与えることは想定しておりません。 

 但し、例外事由該当者については、対抗措置が発動された場合、結果的に、そ

の法的権利及び経済的利益に何らかの影響が生じる可能性があります。 

 また、対抗措置として本新株予約権の無償割当てを行うことを決議した場合で

あって、本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主の皆様が確定した後におい

て、当社が、本新株予約権の無償割当てを中止し、又は無償割当てがなされた本

新株予約権を無償で取得する場合には、結果として当社株式一株当たりの価値の

希釈化は生じないことから、当社株式一株当たりの価値の希釈化が生じることを

前提にして売買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。 

 当社と致しましては、本プランに基づき対抗措置を発動するに際しては、関係

法令等及び金融商品取引所規則に従って適時適切に開示を行うとともに、株主及

び投資家の皆様に不測の損害又は不利益が生じないよう十分に配慮し、適切に対

処致します。 

 本新株予約権の無償割当ての手続や、無償割当てがなされた本新株予約権の行

使及びその取得について、株主の皆様に関わる手続は、次のとおりです。なお、

手続の詳細につきましては、実際に手続が必要となった際に、関係法令等及び金

融商品取引所規則に従って適時適切に開示を行いますので、当該内容をご確認下

さい。 

 

(a) 本新株予約権の無償割当ての手続 

 当社取締役会において、本新株予約権の無償割当てを行うことを決議した場

合、当社は、本新株予約権の割当てのための基準日を定め、法令及び当社定款に

従い、これを公告致します。この場合、基準日における当社の 終の株主名簿に

記載又は記録された株主の皆様に対し、その所有する当社株式数に応じて本新株

予約権が無償にて割り当てられます。 

 なお、株主割当ての方法により本新株予約権の発行が行われる場合には、別途

当社取締役会決議で定める募集新株予約権の引受けの申込みの期日までに、申込

書を申込取扱場所に提出することにより、募集新株予約権の引受けの申込みをす
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ることが必要となります（当該申込みの期日までに申込みがなされない場合に

は、当該株主は、本新株予約権の割当てを受ける権利を失い、本新株予約権を引

き受けることができなくなります）。 

 これに対して、本新株予約権の無償割当てが行われる場合には、上記のような

申込みの手続は不要となり、基準日における 終の株主名簿に記載又は記録され

た株主の皆様は、本新株予約権の無償割当ての効力発生日に、当然に新株予約権

者となります。 

 

(b) 本新株予約権の行使手続 

 当社は、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、本新株予約権の行使請求書（当社所定の書式によるものとし、株主の皆様ご

自身が例外事由該当者ではないこと等を誓約し、かかる誓約に虚偽が存した場合

には交付された当社普通株式を直ちに返還する旨の文言を含むことがあります）

その他本新株予約権の権利行使に必要な書類を送付します。株主の皆様におかれ

ましては、本新株予約権 1 個当たり 1 円を払込取扱場所に払い込むとともに、当

社取締役会が別途定める本新株予約権の行使期間内にこれらの必要書類を提出す

ることにより、1 個の本新株予約権につき 1 株の当社普通株式が発行されること

になります。但し、例外事由該当者は、当該新株予約権を行使できない場合があ

ります。 

 

(c) 当社による本新株予約権の取得手続 

 割り当てられた本新株予約権に取得条項を付した場合、当社は、法定の手続に

従い、当該取得事由の発生をもって、本新株予約権を取得することがあります。

この場合には、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

よる本新株予約権の取得の対価として、当社普通株式の交付を受けることになり

ます（なお、この場合、株主の皆様には、別途、本人確認のための書類、当社普

通株式の振替を行うための口座に関する情報を記載した書類のほか、株主の皆様

ご自身が例外事由該当者ではないこと等を誓約し、かかる誓約に虚偽が存した場

合には交付された当社普通株式を直ちに返還する旨の文言を記載した書面をご提

出頂くことがあります）。但し、例外事由該当者については、その有する本新株

予約権が取得の対象とならない、又は、判例等に照らして相当である場合には、

その有する本新株予約権の取得の対価として交付される財産の種類が他の株主の

皆様と異なり、現金、債券、社債若しくは新株予約権付社債その他の財産、又は

本新株予約権に代わる新たな新株予約権（場合によりこれらの全部又は一部を当

社普通株式をもって代えることもあります）が交付されることがあります。例外

事由該当者に本新株予約権の取得の対価として交付される財産の種類が他の株主

の皆様と異なり現金となる場合には、他の株主の皆様の議決権は希釈化されない
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一方、他の株主の皆様が現金を受けとることはできないこととなります。 

 

6. その他 

 

 当社は、本プランに係る手続の過程において適時適切に開示を行って参ります

が、株主の皆様におかれましては、当社株式に関する買収提案等が行われた場合

は、その動向把握に努められますようお願い申し上げます。 

 

以 上 
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別紙 1 

大株主の状況（平成 25 年 6 月 30 日現在） 

 
① 株式の総数 

132,917,764 株 
 
 
② 発行済株式 

28,449,601 株（自己株式 18 株を含む） 
 
 
③ 株主数 

4,068 名 
 
 
④ 大株主の状況 
 

氏名又は名称 住  所 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

(％) 
鴻池運輸従業員持株会 
理事長 林 満 

541-0051 
大阪府大阪市中央区備後町 2 丁目 6-8 3,589 12.61 

江之子島商事株式会社 
代表取締役 鴻池 恭子 

561-0872 
大阪府豊中市寺内 2 丁目 4-1 緑地駅

ビル 6 階 
2,520 8.85 

新日鐵住金株式会社 
代表取締役会長 宗岡 正二 

100-8071 
東京都千代田区丸の内 2 丁目 6 番 1
号 

2,451 8.61 

株式会社 C&I Holdings 
代表取締役 池田 龍哉 

107-0062 
東京都港区南青山 3 丁目 8 番 37 号 2,232 7.84 

鴻池 忠彦 
541-0044 
大阪府大阪市中央区伏見町 3 丁目 1-
1-608 

1,882 6.61 

大手町建物株式会社 
取締役社長 橋本 和正 

105-0003 
東京都港区西新橋 1 丁目 15-1 1,799 6.32 

鴻池 一季 
659-0096 
兵庫県芦屋市山手町 11 番 41-803 号 1,741 6.12 

株式会社三井住友銀行 
代表取締役 國部 毅 

100-0005 
東京都千代田区丸の内 1 丁目 1 番 2
号 

1,240 4.35 

大阪瓦斯株式会社 
代表取締役社長 尾崎 裕 

541-0046 
大阪府大阪市中央区平野町 4 丁目 1
番 2 号 

1,124 3.95 

住友生命保険相互会社 
代表取締役社長 佐藤 義雄 

104-8430 
東京都中央区築地 7 丁目 18-24 475 1.67 

計 － 19,053 66.93 

 

（注） 発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第 3 位以下を切り捨てて表示しておりま

す。 
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別紙 2 

本プランに関する手続の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原則として                               原則として    

 

 

 

       発動否決                 発動承認 

 

 

 

 

※ 原則として取得条項付新株予約権の無償割当て 

 

（注） この図は、本プランに対するご理解の一助としてお使い頂くことのみ
、、

を目的として作

成されております。本プランの詳細については本文をご参照下さい。 

大規模買付者の出現 

意向表明書（大規模買付情報を含む）の提出 

本プランを無視した大規模買付行為実行 

・当社取締役会による評価、検討、代替案立案 

・独立委員会による評価、検討 

取締役会評価期間（原則 60 日又は 90 日）

独立委員会による 
不発動の勧告 

株主総会の開催 

対抗措置の不発動 

【取締役会で不発動を決議】 

対抗措置の発動 ※ 

【取締役会で発動を決議】 

独立委員会による 
発動の勧告 

待機期間 

（株主総会終結時まで）

期間不遵守 

期
間
不
遵
守 

 

意向表明書の不提出 

独立委員会が不発動の 
勧告に至らない 
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別紙 3 

独立委員会委員の氏名及び略歴 
 
 

天江 喜七郎 （あまえ きしちろう）（昭和 18 年 12 月 26 日生） 

【略歴】 

昭和 42 年 4 月 外務省入省 

昭和 59 年 7 月 外務省大臣官房国際報道課長 

昭和 60 年 5 月 外務省国際連合局国連政策課長 

平成 6 年 2 月 外務省大臣官房審議官 

平成 10 年 1 月 外務省中近東アフリカ局長 

平成 12 年 1 月 在シリア特命全権大使 

平成 14 年 9 月 在ウクライナ兼モルドバ特命全権大使 

平成 17 年 11 月 関西担当特命全権大使 

平成 21 年 1 月 公益財団法人国立京都国際会館館長･常任理事 

平成 23 年 3 月 当社社外取締役 

 

 
竹原 相光 （たけはら そうみつ）（昭和 27 年 4 月 1 日生） 

【略歴】 

昭和 52 年 1 月 ピートマーウィックミッチェル会計事務所入所 

昭和 56 年 12 月 クーパースアンドライブランド会計事務所（中央青山監査法人）入所 

平成 8 年 8 月 同監査法人代表社員 

平成 17 年 4 月  ＺＥＣＯＯパートナーズ株式会社代表取締役（現任） 

平成 17 年 6 月 株式会社ＣＤＧ社外取締役（現任） 

平成 17 年 6 月 株式会社東京放送（ＴＢＳ）（現（株）東京放送ホールディングス）企

業価値評価特別委員会委員（現任） 

平成 17 年 10 月 株式会社三菱ケミカルホールディングス社外監査役 

平成 19 年 2 月 株式会社エスプール社外取締役（現任） 

平成 19 年 10 月 株式会社ビットアイル社外監査役（現任） 

平成 21 年 4 月 明治大学専門職大学院会計専門職研究科特任教授（現任） 

 
 
北村 康央 （きたむら やすお）（昭和 40 年 3 月 8 日生） 

【略歴】 

昭和 63 年 4 月 ㈱日本興業銀行入行 

平成 8 年 4 月 弁護士登録（東京弁護士会）、小沢･秋山法律事務所入所 

平成 12 年 5 月 米国デューク大学ロースクール法学修士 
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平成 12 年 8 月 シャーマン・アンド・スターリング法律事務所（ニューヨーク）勤務 

平成 13 年 2 月 米国ニューヨーク州弁護士登録 

平成 13 年 8 月 小沢・秋山法律事務所復帰 

平成 19 年 10 月 北村・平賀法律事務所開設（現任） 
 
 
（注）1. 各氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。 

2. 天江喜七郎氏は、当社の社外取締役であり、当社は同氏を東京証券取引所の定

めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。 
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別紙 4 

新株予約権の無償割当てをする場合の概要 

 

1. 割当対象株主 

取締役会で別途定める基準日における 終の株主名簿に記録された株主に対し、その

所有株式（但し、当社の有する当社普通株式を除く）1 株につき 1 個の割合で新株予

約権の無償割当てをする。 

 

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、新株予約権の行使により交

付される当社普通株式は 1 株とする。 

 

3. 新株予約権の無償割当ての効力発生日 

取締役会において別途定める。 

 

4. 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して

出資される財産の当社普通株式 1 株当たりの価額は金 1 円とする。 

 

5. 新株予約権の譲渡制限 

新株予約権の譲渡による取得については、取締役会の承認を要するものとする。 

 

6. 新株予約権の行使条件 

新株予約権の行使条件は取締役会において別途定めるものとする（なお、取締役会が

所定の手続に従って定める一定の大規模買付者並びにその共同保有者及び特別関係者

並びにこれらの者が実質的に支配し、これらの者と共同ないし協調して行動する者と

して取締役会が認めた者等（以下「例外事由該当者」という）による権利行使は認め

られないとの行使条件を付すこともあり得る）。 

 

7. 当社による新株予約権の取得 

(1) 当社は、取締役会において定める一定の事由が生じること又は一定の日が到来す

ることのいずれかを条件として、取締役会の決議に従い、新株予約権の全部又は

例外事由該当者以外の新株予約権者が所有する新株予約権についてのみ
、、

を取得す

ることができる旨の取得条項を取締役会において付すことがあり得る。 

(2) 前項の取得条項を付す場合には、例外事由該当者以外の新株予約権者が所有する

新株予約権を取得するときは、これと引換えに、当該新株予約権者に対して当該

新株予約権 1 個につき予め定める数の当社普通株式（以下「交付株式」という）
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を交付し、例外事由該当者に当たる新株予約権者が所有する新株予約権を取得す

るときは、判例等に照らして相当である場合には、これと引換えに、当該新株予

約権者に対して当該新株予約権 1 個につき交付株式の当該取得時における時価に

相当する価値の現金、債券、社債若しくは新株予約権付社債その他の財産、又は

当該新株予約権に代わる新たな新株予約権（これらの全部又は一部を当社普通株

式に代えることもあり得る）を交付する旨の定めを設ける場合がある。 

 

8. 新株予約権の無償取得事由（対抗措置の廃止事由） 

以下の事由のいずれかが生じたときは、当社は、新株予約権の全部を無償にて取得す

ることができる。 

(a) 株主総会において大規模買付者の買収提案について普通決議による賛同が得られ

た場合 

(b) 独立委員会の全員一致による決定があった場合 

(c) その他取締役会が別途定める場合 

 

9. 新株予約権の処分に関する協力 

新株予約権の割当てを受けた例外事由該当者が当社の企業価値又は株主共同の利益に

対する脅威ではなくなったと合理的に認められる場合には、当社は、独立委員会への

諮問を経て、当該例外事由該当者からその所有に係る新株予約権又は新株予約権の取

得対価として当該例外事由該当者に交付された新株予約権の処分について、買取時点

における公正な価格（投機対象となることによって高騰した市場価格を排除して算定

するものとする）で第三者が譲り受けることを斡旋するなど、合理的な範囲内で協力

するものとする。但し、当社はこのことに関し何らの義務を負うものではない。 

 

10. 新株予約権の行使期間等 

新株予約権の行使期間その他必要な事項については、取締役会において別途定めるも

のとする。 

 

以 上 
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別紙 5 

大規模買付行為への対応に関するガイドライン 

 
1. 目的 

 

本「大規模買行為への対応に関するガイドライン」（以下「本ガイドライン」という）

は、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（以下「本プラン」という）に関し、

当社取締役会及び独立委員会（下記 6.に規定される）が、大規模買付者（以下に規定さ

れる）が出現した場合に、当社の企業価値又は株主共同の利益の確保・向上の観点か

ら、新株予約権の無償割当て等による対抗措置の発動又は不発動その他必要な決議を行

う場合に備え、予めその手続及び行動指針を定めることを目的とする。 

本ガイドラインにおいて、「大規模買付行為」とは、次の①から③までのいずれかに該

当する行為（但し、当社取締役会が予め承認をした行為を除く）又はその可能性のある

行為を意味し、「大規模買付者」とは、大規模買付行為を行おうとし、又は現に行って

いる者を意味するものとする。 

① 当社が発行者である株券等（注1）に関する当社の特定の株主の株券等保有割合（注

2）が20％以上となる当該株券等の買付けその他の取得（注3） 

② 当社が発行者である株券等（注4）に関する当社の特定の株主の株券等所有割合（注

5）とその特別関係者（注6）の株券等所有割合との合計が20％以上となる当該株券

等の買付けその他の取得（注7） 

③ 当社の特定の株主が当社の他の株主との間で行う行為であり、かつ、当該行為の結

果として当該他の株主が当該特定の株主の共同保有者に該当することとなるような

合意その他の行為、又は当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を

実質的に支配し若しくはそれらの者が事実上共同ないし協調して行動する関係（注

8）を樹立する行為（注9）（但し、当該特定の株主と当該他の株主の株券等保有割

合が20％以上となる場合に限る） 

 

（注1）金融商品取引法第27条の23第1項に定義される株券等をいう。以下別段の定めが

ない限り同じ。 

（注2）金融商品取引法第27条の23第4項に定義される株券等保有割合をいう。以下別段

の定めがない限り同じとするが、かかる株券等保有割合の計算上、(i)同法第27条

の2第7項に定義される特別関係者、並びに(ii)当社の特定の株主との間でフィナン

シャル・アドバイザー契約を締結している投資銀行、証券会社その他の金融機関

並びに当社の特定の株主の公開買付代理人及び主幹事証券会社（以下「契約金融

機関等」という）は、本プランにおいては当該特定の株主の共同保有者（同法第

27条の23第5項に定義される共同保有者をいい、同条第6項により共同保有者とみ

なされる者を含む（当社取締役会が合理的にこれに該当すると認めた者を含
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む）。以下同じ）とみなす。また、かかる株券等保有割合の計算上、当社の発行

済株式の総数は、当社が公表している直近の情報を参照することができるものと

する。 

（注3）売買その他の契約に基づく株券等の引渡請求権を有すること及び金融商品取引法

施行令第14条の6に規定される各取引を行うことを含む。 

（注4）金融商品取引法第27条の2第1項に定義される株券等をいう。以下本②において同

じ。 

（注5）金融商品取引法第27条の2第8項に定義される株券等所有割合をいう。以下別段の

定めがない限り同じ。なお、かかる株券等所有割合の計算上、当社の総議決権の

数は、当社が公表している直近の情報を参照することができるものとする。 

（注6）金融商品取引法第27条の2第7項に定義される特別関係者をいう。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項で定める者を除く。なお、(i)共同保有者及び(ii)契約金融

機関等は、本プランにおいては当該特定の株主の特別関係者とみなす。以下別段

の定めがない限り同じ。 

（注7）買付けその他の有償の譲受け及び金融商品取引法施行令第6条第3項に規定される

有償の譲受けに類するものを含む。 

（注8）「当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若し

くはそれらの者が事実上共同ないし協調して行動する関係」が樹立されたか否か

の判定は、新たな出資関係、業務提携関係、取引ないし契約関係、役員兼任関

係、資金提供関係、信用供与関係、デリバティブや貸株等を通じた当社株券等に

関する実質的な利害関係等の形成や、当該特定の株主及び当該他の株主が当社に

対して直接・間接に及ぼす影響等を基礎に行うものとする。 

（注9）上記③所定の行為がなされたか否かの判定は、当社取締役会が独立委員会の勧告

に基づき合理的に行うものとする。なお、当社取締役会は、当該③の要件に該当

するか否かの判定に必要と判断される範囲において、当社の株主に対して本プラ

ン3.(3)(b)及び(c)記載の情報に準じた情報を提供するよう要請することがある。 

 

2. 対抗措置の発動 
 

独立委員会は、大規模買付者が大規模買付ルールに従うことなく当社株券等の大規模

買付行為を開始したものと認める場合（大規模買付者が当社取締役会又は独立委員会が

定める合理的期間内に必要な追加情報の提供を行わない場合や大規模買付者が当社取締

役会や独立委員会との協議・交渉に応じない場合を含む）には、原則として、対抗措置

を発動することを当社取締役会に勧告できるものとし、かかる勧告がなされた場合、当

社取締役会は、取締役としての善管注意義務に明らかに反する特段の事情がない限り、

独立委員会の勧告を 大限尊重の上、対抗措置の発動を決議するものとする。但し、独
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立委員会は、当社取締役会に対して対抗措置の発動を勧告した後であっても、大規模買

付行為が撤回された場合その他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

た場合には、対抗措置の発動の中止その他の勧告を当社取締役会に対して行うことがで

きるものとする。かかる再勧告がなされた場合、当社取締役会は、取締役としての善管

注意義務に明らかに反する特段の事情がない限り、独立委員会の勧告を 大限尊重の

上、対抗措置の発動の中止その他を決議するものとする。 

また、独立委員会は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守し、大規模買付者によ

る大規模買付行為ないしその提案の内容の検討と、大規模買付者との協議・交渉等の結

果、同委員会の現任委員の全員一致によって、大規模買付者が総体として次の(ｱ)から(ｻ)

までのいずれかの事情を有していると認められる者（以下「濫用的買収者」という）に

該当しないとの判断に至らなかった場合には、対抗措置の発動につき株主総会に諮るべ

きである旨を当社取締役会に勧告するものとし、当社取締役会は、対抗措置の発動につ

いての承認を議案とする株主総会の招集手続を速やかに実施するものとする。当社取締

役会は、取締役としての善管注意義務に明らかに反する特段の事情がない限り、株主総

会の決議に従って、対抗措置の発動又は不発動に関する決議を遅滞なく行うものとす

る。 

(ｱ) 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式

を会社関係者に引き取らせる目的で当社株券等の買収を行っている場合（いわゆる

グリーンメイラー）ないし当社株券等の取得目的が主として短期の利鞘の稼得にあ

る場合 

(ｲ) 当社の会社経営への参加の目的が、主として、当社の会社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

顧客等を当該大規模買付者又はそのグループ会社等に移譲させることにある場合 

(ｳ) 当社の会社経営を支配した後に、当社の資産を当該大規模買付者又はそのグループ

会社等の債務の担保や弁済原資として不当に流用する予定で、当社株券等の取得を

行っている場合 

(ｴ) 当社の会社経営への参加の目的が、主として、当社の会社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、有価証券など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な高配

当による株価の急上昇の機会を狙って株式の高価売り抜けをする点にある場合 

(ｵ) 当社の経営には特に関心を示したり、関与したりすることもなく、当社の株式を取

得後、様々な策を弄して、もっぱら短中期的に当社の株式を当社自身や第三者に転

売することで売却益を獲得しようとし、 終的には当社の資産処分まで視野に入れ

てひたすら自らの利益を追求しようとするものである場合 

(ｶ) 大規模買付者の提案する当社株券等の取得条件（買付対価の種類、価額及びその算

定根拠、内容、時期、方法、違法性の有無、実現可能性を含むがこれらに限られな

い）が、当社の企業価値に照らして不十分又は不適切なものであると合理的な根拠
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をもって判断される場合 

(ｷ) 大規模買付者の提案する買収の方法が、二段階買付け（第一段階の買付けで当社株

券等の全てを買い付けられない場合の、二段階目の買付けの条件を不利に設定し、

明確にせず、又は上場廃止等による将来の当社株券等の流通性に関する懸念を惹起

せしめるような形で株券等の買付けを行い、株主に対して買付けに応じることを事

実上強要するもの）、部分的公開買付け（当社株券等の全てではなく、その一部の

みを対象とする公開買付け）などに代表される、構造上株主の判断の機会又は自由

を制約するような強圧的な方法による買収である場合 

(ｸ) 大規模買付者による支配権取得により、株主はもとより、顧客、従業員その他の当

社の利害関係者の利益を含む当社の企業価値の著しい毀損が予想されたり、当社の

企業価値の確保及び向上を著しく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、又は大規模買付者が支配権を獲得する場合の当社の企業価値が、中長

期的な将来の企業価値との比較において、当該大規模買付者が支配権を取得しない

場合の当社の企業価値と比べ、明らかに劣後すると判断される場合 

(ｹ) 大規模買付者による支配権取得の事実それ自体が、当社の重要な取引先を喪失させ

る等、当社の企業価値を著しく毀損するものである場合 

(ｺ) 大規模買付者の経営陣又は主要株主若しくは出資者に反社会的勢力と関係を有する

者が含まれている場合等、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

て不適切であると合理的な根拠をもって判断される場合 

(ｻ) その他(ｱ)から(ｺ)までのいずれかに準じる場合で、当社の企業価値又は株主共同の利

益を著しく損なうと判断される場合 

 

3. 対抗措置の不発動 

 

独立委員会は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守し、大規模買付者による大規

模買付行為ないしその提案内容の検討と、大規模買付者との協議・交渉等の結果、同委

員会の現任委員の全員一致によって、大規模買付者が総体として濫用的買収者に該当し

ないと判断した場合には、当社取締役会に対して、対抗措置を発動すべきでない旨の勧

告を行うものとし、当社取締役会は、取締役としての善管注意義務に明らかに反する特

段の事情がない限り、独立委員会の勧告に従って、対抗措置を発動しない旨の決議を遅

滞なく行うものとする。但し、独立委員会は、一旦対抗措置の不発動を勧告した後も、

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た場合には、当該勧告を撤回し

て、再度異なる勧告をすることができる。この場合、当社取締役会は、取締役としての

善管注意義務に明らかに反する特段の事情がない限り、独立委員会の勧告を 大限尊重

するものとする。 

なお、当社取締役会は、次の場合には、対抗措置を発動する旨の決議をしないものと

する。 
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(1) 当社の総株主の議決権の2分の1以上を有する株主（但し、大規模買付者を除く）が

大規模買付者による大規模買付行為に応じる意思を明示的に表明した場合 

(2) 当社取締役会が、大規模買付者との間で十分な協議・交渉を行った結果、大規模買

付者が濫用的買収者に該当しないと判断した場合 

(3) 本プランによる対抗措置を発動することの可否を問うための当社株主総会において

本プランによる対抗措置の発動承認議案が否決された場合 

(4) その他当社取締役会が別途定める場合 

 

4. 対抗措置の廃止 

 

当社取締役会は、次の場合には、対抗措置を廃止する。 

(1) 当社株主総会において大規模買付者の買収提案について普通決議による賛同が得ら

れた場合 

(2) 独立委員会の全員一致による決定があった場合 

(3) その他当社取締役会が別途定める場合 

 

5. 対抗措置の内容 

 

原則として、新株予約権の無償割当てによるものとする（以下、発行される新株予約

権を「本新株予約権」という）。但し、会社法その他の法令及び当社の定款上認められ

るその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には、当該その他の対抗措

置が用いられることもあるものとする。 

なお、大規模買付行為に対する対抗措置として本新株予約権の無償割当てをする場合

の概要は、別紙 4「新株予約権の無償割当てをする場合の概要」に記載のとおりとし、(i)

当社取締役会が所定の手続に従って定める一定の大規模買付者並びにその共同保有者及

び特別関係者並びにこれらの者が実質的に支配し、これらの者と共同ないし協調して行

動する者として当社取締役会が認めた者等（以下「例外事由該当者」という）による権

利行使は認められないとの条件や、(ii)新株予約権者が例外事由該当者に当たるか否かに

より異なる対価で当社がその本新株予約権を取得できる旨を定めた取得条項（具体的に

は、例外事由該当者以外の新株予約権者が保有する本新株予約権については、これを当

社がその普通株式と引換えに取得する一方、例外事由該当者に該当する新株予約権者が

保有する本新株予約権については、判例等に照らして相当であって、当社が適当と認め

る場合には、これを現金、債券、社債若しくは新株予約権付社債その他の財産、又は本

新株予約権に代わる新たな新株予約権（場合によりこれらの全部又は一部を当社普通株

式に代えることもあり得る）と引換えに取得することができる旨を定めた条項）、又は

(iii)当社が本新株予約権の一部を取得するときに、例外事由該当者以外の新株予約権者が

所有する本新株予約権のみ
、、

を取得することができる旨を定めた取得条項など、大規模買
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付行為に対する対抗措置としての効果やその対抗措置としての相当性を勘案した行使期

間、行使条件、取得条項等を設けることができるものとする。 

 

6. 独立委員会 

 

独立委員会は 3 名以上で構成され、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、

社外取締役及び社外監査役（それらの補欠者を含む）並びに弁護士、公認会計士その他

の社外有識者の中から、当社取締役会により選任される。なお、これらの者は、当社に

対する善管注意義務条項等を含む契約書を当社との間で締結するものとする。 

独立委員会は、必要に応じて、当社取締役会から独立した第三者的立場にある専門家

（フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士等）の助言を得ることができる

ものとする。なお、かかる助言を得るに際し要した費用は、特に不合理と認められる例

外的な場合を除き、全て当社が負担するものとする。 

独立委員会の決議は、本プランに別段の定めがない限り、原則として現任の委員全員

が出席し、その過半数をもってこれを行う。但し、独立委員会の委員に事故その他やむ

を得ない事由があるときは、当該独立委員会委員を除く独立委員会委員全員が出席し、

その過半数をもってこれを行う。 

 

7. 適時開示 

 

当社取締役会は、本プラン上必要な事項について、株主及び投資家に対して、関係法

令等及び金融商品取引所規則に従って、適時かつ適切な開示を行うものとする。 

 

8. 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、平成 26 年 6 月に開催予定の当社第 74 回定時株主総会（以下

「本定時株主総会」という）において、本プランの導入に関する承認議案が可決された

ときから、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 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、かかる有効期間前であっても、①当社取

締役会若しくは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又は

②独立委員会が全員一致で本プランを廃止する旨決議した場合には、本プランはその時

点で廃止されるものとする。 

なお、本プランについては、本年以降、必要に応じて、当社定時株主総会の終結後

初に開催される当社取締役会において、その継続、廃止又は変更の是非につき検討を行

い、必要な場合には所要の決議を行う。 

また、当社取締役会は、企業価値又は株主共同の利益の確保・向上の観点から、本プ

ランの全体的な趣旨に反しない範囲であって、かつ、法令等及び金融商品取引所規則の
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改正若しくはこれらの解釈・運用の変更、又は税制ないし裁判例等の変更により合理的

に必要と認められる範囲で、独立委員会の現任委員の過半数の同意による承認を得た上

で、本プランを株主総会の承認の範囲内で修正し又は変更する場合がある。 

 

以 上 

 

 


