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2007 年 5 月 8 日 

 

各位 

会社名   参 天 製 薬 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役会長 兼 ＣＥＯ 森田 隆和 

（コード番号 4536 東証・大証 第１部） 

問合せ先 執行役員 計画・統制本部長 納塚 善宏 

（TEL 06-6321-7015） 

 

 

株式の大規模な買付行為に関する対応策（買収防衛策）について 

 

当社は、本日開催の取締役会において、2007 年 6 月 26 日開催の当社定時株主総会における株主の

皆様のご承認を条件に、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的と

して、当社株式の大量取得行為に関する対応策（以下「本プラン」といいます。）を導入することを

決定いたしましたので、次のとおり、お知らせいたします。 

 

第１ 当社の株主の在り方に関する基本方針（会社法施行規則第 127 条1にいう、当社の財務および

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） 

 

1. 基本方針の内容 

 当社の株主の在り方について、当社は、株主は株式等の市場での自由な取引を通じて決まるものと

考えています。したがって、株式会社の支配権の移転を伴う買収提案に応じるかどうかの判断も、最

終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えています。 

 しかし、当社株式の大量取得行為や買収提案の中には、①買収の目的や買収後の経営方針等に鑑み、

企業価値ひいては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当社に、当該買収に対する代替案を提示するために合理

的に必要な期間を与えることなく行われるもの、④当社株主に対して、買収内容を判断するために合

理的に必要とされる情報を十分に提供することなく行われるもの、⑤買収の条件等（対価の価額・種

類、買付の時期、買付の方法等）が当社の本源的価値に鑑み不十分または不適当なもの、⑥当社の持

続的な企業価値増大のために必要不可欠な従業員、顧客を含む取引先、債権者などの利害関係者との

関係を破壊し、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ものも想定

されます。当社は、このような大量取得行為や買収提案を行う者は、例外的に、当社の財務および事

業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えています。 

                                            
1   本プランで引用する法令の規定および本プランの内容は、本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、本日以降、法令の新設または改廃により、引用法令条項または用語の意義等に修正を加える必要が生じた場
合には、当社取締役会において、当該新設または改廃の趣旨を考慮の上、これら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。 
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2. 基本方針の実現に資する取組み 

当社は、株主全体の意思に沿った経営を行い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の持続的な

創造をしていくために、以下のような取組みを実行していくことが必要であると考えています。 
 
当社は、社名の由来でもある「天機に参与する」、「目をはじめとする特定の専門分野に努力を傾注

し、それによって参天ならではの知恵と組織的能力を培い、患者さんと患者さんを愛する人たちを中

心として、社会への貢献を果たす」ことを経営の基本理念とし、この実行を通じて企業価値の向上ひ

いては株主共同の利益が実現されるものと考えています。 
 
 このような基本理念のもと、当社は、2006 年度より世界の参天に向けた新薬候補の準備と、強み
が発揮できる地域での成長を基本方針とした「2006－2010年度中期経営計画」をスタートしました。 
この計画は、2006 年度から 10年後の 2015 年度に｢世界の参天｣を実現することを長期構想とし、

2006 年度から 2010 年度までを第一ステップと位置づけたもので、（1）グローバル戦略新薬候補を
充実させる、（2）日本をはじめ、北欧・東欧・ロシア、中国を中心に成長し、米国は臨床開発と事業
開発に注力する、（3）生産基盤を強化させる、（4）グローバルレベルで人材・組織を強化すること
を基本方針実現のための４つの柱として戦略･施策を立案・実施し、中程度の成長を目指すものです。

本計画では最終年度である 2010年度に、営業利益 320億円以上、当期純利益 220億円以上、ROE
（株主資本純利益率）13％以上の達成を目標にしています。 
  
また、当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題と位置付け、資本効率の向上、企業価値

増大に寄与する研究開発投資や今後の成長戦略の展開に備えた内部留保等を考慮しつつ、業績に基づ

く適正な配当を実施してまいります。自己株式の取得・消却につきましても適宜検討してまいります。 

とりわけ、株主の皆様への配当を継続的かつ安定的に行うために、配当性向とROEを掛け合わせた数値

であるDOE（Dividends on Equity：株主資本配当率）を配当指標として採用しています。当社としましては、

配当による株主還元と資本効率の向上の両方を考慮しながら、2006-2010年度中期経営計画期間ではＤＯ

Ｅ5％を目標としており、更にこの目標を早期に達成させる予定です。 

 
同時に、配当に加え、自己株式取得・消却も機動的に組み合わせることにより、株主の皆様への利

益還元に努めてまいりたいと考えています。 
 
さらに、当社は企業価値ひいては株主共同の利益の向上のために不可欠な仕組みとして、従来より

コーポレート・ガバナンスの強化を重要な課題に掲げています。当社においては従来から独立性の高

い社外取締役および社外監査役を選任し、また経営陣の株主の皆様に対する責任を明確化するため、

取締役の任期を１年としていることに加え、経営の透明性・客観性を高める観点から、取締役会の諮

問機関として、「指名委員会」、「幹部報酬委員会」、「戦略審議委員会」を設置しています。 
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第 2 本プラン導入の目的と内容（基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の

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. 本プラン導入の目的 

本プランは、当社株式に対する買収またはこれに類似する行為またはその提案が行われた際に、買

収を行う者またはその提案者に対し、遵守すべき手続きを明確にし、株主の皆様が適切な判断をする

ために必要かつ十分な情報と時間を確保するとともに、買収者との交渉の機会等を確保することによ

り、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを

防止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的としています。 

 なお、当社は本日現在、当社株式の大量買付にかかる提案等を一切受けておりませんので申し添え

ます。 

2. 用語の定義 

 本プランにおける以下の用語は以下のとおり定義されます。 

(1) 大規模買付行為 

「大規模買付行為」とは、下記のいずれかに該当する行為（あらかじめ当社取締役会が同意し

たものを除きます。）を指します。 

① 特定株主グループ2の議決権割合3を 20%以上とすることを目的とした当社株券等の買付行

為 

② 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 

(2) 大規模買付者 

「大規模買付者」とは、大規模買付行為を行おうとする者を指します。 

 

3. 本プランの骨子 

本プランの骨子は、以下のとおりです。 

① 大規模買付者は、大規模買付行為を開始する前に、当社に対し、必要かつ十分な情報を

提供すること 

② 独立委員会および当社取締役会が当該大規模買付行為に対して一定の検討・評価を行う

ために必要な期間が経過した後に、大規模買付者は大規模買付行為を開始すること 

③ 当社取締役会は、当該大規模買付行為を検討・評価し、当社取締役会としての見解を公

表すること 

                                            
2  特定株主グループとは、当社の株券等（証券取引法第 27 条の 23 第 1項に規定する「株券等」をいいます。以下同
様。）の保有者（同法第 27 条の 23 第 1項に規定する「保有者」をいい、同条第 3項に基づき保有者とみなされる者を
含みます。以下同様。）または買付等（同法第 27 条の 2第 1項に規定する「買付等」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。以下同様。）を行う者とその共同保有者（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。以下同様。）および特別関係者（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。 
3  議決権割合の計算において分母となる総議決権数は、当社のその時点での発行済株式から、有価証券報告書、半期
報告書およ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に記載された数の保有自己株式を除いた株式にか
かる議決権数とします。 
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④ 当該大規模買付行為の検討・評価および対抗措置の発動に関する当社取締役会の決定に

ついて、その客観性、公正さおよび合理性を担保するため、当社は、当社取締役会から

独立した組織として、社外取締役全員により構成される独立委員会（独立委員会の概要

は、別紙(1)をご確認ください。）を設置すること 

⑤ 独立委員会は、下記 5の基準に則り、対抗措置の発動の是非について独立委員会として

の判断を下し、当社取締役会に勧告を行うこと 

⑥ 当社取締役会は、対抗措置の発動の是非に関しては、独立委員会の勧告を最大限尊重し、

これに従うこと 

 

4. 本プランの具体的手続 

(1) 意向表明書の提出 

大規模買付者が大規模買付行為を開始する場合には、まず当社代表取締役宛に、本プランに

従う旨の誓約を含む意向表明書を提出していただきます。当該意向表明書には、大規模買付者

の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先および提案する大規模買付行為の概要

が明記される必要があります。当社は、大規模買付者から意向表明書の提出があった事実を当

社株主の皆様に対して適時に開示いたします。 

 

(2) 独立委員会および当社取締役会への情報提供 

当社は、意向表明書の受領後 10 営業日以内に、当社株主の皆様のご判断ならびに独立委員会

および当社取締役会としての見解形成のために必要な情報（以下「大規模買付情報」といいま

す。）のリストを大規模買付者に交付いたします。大規模買付者には、当該リストに従い、独立

委員会および当社取締役会に対し、大規模買付情報を提供していただきます。 

大規模買付情報には下記の内容が含まれますが、その具体的内容は、大規模買付者の属性、

大規模買付行為の態様、内容等によって異なりますので、これらに限られるものではありませ

ん。 

① 大規規模買付者およびその特定株主グループの詳細（共同保有者、特別関係者、ファンド

の場合は組合員等の構成員を含みます。） 

② 大規模買付行為の目的4およびその内容（買付対価の種類・価額、買付の時期、買付に関連

する一連の取引のスキーム5、買付行為の適法性6等を含みます。） 

③ 買付価格の算定の基礎7および経緯8ならびに買付資金の裏付け（買付資金の提供者の名称、

                                            
4  支配権取得もしくは経営参加の目的か、純投資もしくは政策投資の目的か否かを明確にしていただく必要がありま
す。 
5  大規模買付行為完了後、当社の株券等をさらに取得する予定の有無、その理由、内容、必要性、当社の株券等が上
場廃止になる見込みがある場合にはその旨および理由を説明していただく必要があります。 
6  買付行為の適法性について第三者の意見を聴取した場合には、原則として、当該第三者の名称、意見の概要を具体
的に説明していただく必要があります。 
7  買付価格の算定の具体的な根拠および買付価格と時価との差額（買付価格と直近数ヶ月平均の当社の株価とのプレ
ミアムの有無等）について情報を提供していただく必要があります。 
8  買付価格決定のプロセスを説明していただき、算定の際に第三者の意見を聴取した場合には、原則として、当該第
三者の名称、意見の概要および当該意見を踏まえて買付価格を決定するに至った経緯を具体的に説明していただく必
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調達方法、調達に関連する一連の取引の内容等を含みます。） 

④ 買付目的が支配権取得もしくは経営参加の場合、支配権取得または経営参加の具体的方法、

大規模買付行為完了後に企図する当社経営方針、事業計画、配当政策等9 

⑤ 買付目的が支配権取得もしくは経営参加の場合、大規模買付行為完了後に企図する当社お

よび当社グループの従業員、取引先、顧客、地域社会その他当社の利害関係者の処遇方針 

⑥ 買付目的が純投資の場合、投資方針 

⑦ 買付目的が政策投資の場合、取得後の保有方針、売買方針および議決権行使方針ならびに

その理由10 

⑧ 大規模買付行為に際しての第三者との間の意思連絡の有無、その内容等 

 

独立委員会または当社取締役会は、提供を受けた大規模買付情報が不足していると判断した

場合には、大規模買付者に対し、適宜合理的な期限を定めた上、十分な大規模買付情報が完備

するまで追加的な情報提供を求めることがあります。 

 

独立委員会および当社取締役会が十分な大規模買付情報が完備したと判断した場合、当社は、

直ちにその旨を当社株主の皆様に対して開示します。また、当社に提供された大規模買付情報

が当社株主の皆様のご判断に必要であると認められるときには、適切と判断する時点で、当社

はその全部または一部を開示いたします。 

 

(3) 独立委員会による協議・交渉、評価期間および独立委員会の勧告等 

独立委員会は、大規模買付者および当社取締役会等から提供された情報・資料に基づき、当

社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上の観点から、大規模買付者の大規

模買付行為および当社取締役会の意見の内容を検討するための期間（以下「独立委員会評価期

間」といいます。）を設定します。独立委員会評価期間は、原則として、大規模買付行為の評価

等の難易度に応じて、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の場

合には、独立委員会および当社取締役会が十分な大規模買付情報が完備したと判断した旨を当

社が開示した日の翌日から起算して 60 日間、その他の大規模買付行為の場合には 90 日間とし

ます。大規模買付行為は、この独立委員会評価期間が経過した後、開始され得るものとします。 

独立委員会は、必要に応じて、当社の企業価値および株主の皆様の共同の利益の確保・向上

の観点から、当該大規模買付が下記 5(2)②のいずれかに該当するか否かを判断すべく、直接ま

たは当社取締役会等を通して間接的に、大規模買付者と協議・交渉を行うことがあります。大

規模買付者は、独立委員会が検討資料その他の情報提供、直接または当社取締役会等を通じた

協議・交渉等を求めた場合には、速やかにこれに応じるものとします。 

                                                                                                                                             
要があります。 
9  大規模買付行為完了後に企図する当社の再編、重要な財産の処分または譲受け、多額の借財、代表取締役等の選定・
解職、役員構成の変更、配当・資本政策に関する重要な変更等の内容およびその必要性に関する情報を提供していた
だく必要があります。 
10  長期的な資本提携を目的とする政策投資の場合にはその必要性に関する情報も提供していただく必要があります。 
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また、独立委員会は、当社取締役会に対して、独立委員会が合理的と認める期間内（但し、

原則として 60 日を超えないものとします。）に大規模買付行為の内容に対する当社取締役会と

しての意見、その根拠資料およびその他独立委員会が適宜必要と認める情報・資料等の提出を

求めることができます。 

さらに、独立委員会は、独立委員会評価期間中、当社の取締役、監査役、従業員等に必要に

応じて独立委員会への出席を要求し、必要な情報について説明を求めることができます。また、

独立委員会は、当社株主の皆様のご意向の把握に努めるとともに、お客様、取引先、従業員等

からも必要に応じて意見を聴取することがあります。 

 

独立委員会は、独立委員会評価期間中、大規模買付者および当社取締役会から提供された情

報・資料を十分かつ慎重に検討・評価し、下記 5の基準に則り、対抗措置の発動の是非につい

て独立委員会としての判断を下し、当社取締役会に勧告を行います。 

独立委員会は、その判断の合理性・客観性を高めるために、必要に応じて、当社の費用で、

当社経営陣から独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コ

ンサルタントその他の専門家を含む。）の助言を得ることができます。 

なお、独立委員会の勧告の内容は、速やかに公表いたします。 

 

(4) 取締役会の決議 

当社取締役会は、下記 5 の基準に則り、独立委員会の勧告を最大限尊重して速やかに、対抗

措置の発動の是非について決議を行うものとします。なお、当社取締役会が対抗措置をとるこ

とを決定した場合には、株主の皆様に対して適時に開示いたします。 

 

5. 対抗措置発動の基準と内容 

(1) 対抗措置が発動されない場合 

大規模買付者により本プランが遵守された場合には、当社取締役会は、下記(2)②で述べる場

合を除き、当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。もっとも、当社取締役会は、取

締役会評価期間における検討・評価の結果、当該大規模買付行為に反対する見解に至った場合、

反対意見の表明あるいは代替案の提示等により、当該大規模買付行為に応じないように当社株主

の皆様の説得に努めることがあります。 

 

(2) 対抗措置が発動される場合 

① 大規模買付者により本プランが遵守されなかった場合には、具体的な買付方法の如何に拘

らず、本プランが遵守されなかったことのみをもって、当社取締役会は、当社企業価値ひい

ては当社株主共同の利益を守るために、独立委員会の勧告を最大限尊重し、これに従って、

下記(3)の記載の対抗措置をとることがあります。 

 

② 本プランが遵守された場合であっても、以下の(i)または(ii)に定める要件のいずれかに該
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当し、当該大規模買付行為が明らかに当社の企業価値を毀損し株主共同の利益を害するもの

と当社取締役会が判断した場合は、当社取締役会は、当社企業価値ひいては当社株主共同の

利益を守るために、独立委員会の勧告を最大限尊重し、これに従って、下記(3)の記載の対抗

措置をとることがあります。 

 

(i) 下記に掲げる行為により、当社の企業価値ひいては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行為である場合 

(a) 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 

(b) 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

牲のもとに買付者等の利益を実現する経営を行うような行為 

(c) 当社の資産を大規模買付者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流

用する行為 

(d) 当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない高額資産等を処分

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

の急上昇の機会を狙って高値で売り抜ける行為 

(e) その他当社の企業価値ひいては株主共同の利益に重大な損害をもたらす行為 

(ii) 強圧的二段階買付（最初の買付で全株券等の買付を勧誘することなく、二段階目の買付

条件（大規模買付行為完了後に行われる合併等により当社株主の皆様に交付される対価の条

件を含む。）を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式買付を行うこ

とをいう。）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である場合 

 

(3) 対抗措置の内容 

上記(2)の場合に当社取締役会が独立委員会の勧告を最大限尊重し、これに従って行う対抗措

置は、新株予約権の無償割当等、会社法その他の法律および当社定款により取締役会の権限とし

て認められるものとします。具体的対抗措置として新株予約権の無償割当を行う場合の概要は別

紙(2)記載のとおりですが、実際にこれを行う場合には、議決権割合が 20%以上となる特定株主グ

ループに属さないことを新株予約権の行使条件とする等、対抗措置としての効果を勘案した行使

期間および行使条件を定めることがあります。 

 

6. 株主・投資家に与える影響等 

(1) 本プラン導入時の影響等 

本プランの導入時においては、新株予約権の無償割当等自体は行われませんので、当社株主の

皆様および一般投資家の皆様の権利、利益に直接具体的な影響が生じることはありません。 

 

(2) 対抗措置の発動（新株予約権の無償割当）が株主・投資家に与える影響等 

① 当社が対抗措置のうち新株予約権の無償割当を行う場合には、当社取締役会は割当期日を

定め、これを公告いたします。割当期日における最終の株主名簿または実質株主名簿に記載
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または記録された当社株主の皆様に対し、その所有する当社普通株式１株につき新株予約権

１個の割合で、新株予約権が割り当てられますので、割当期日における当社株主の皆様の議

決権比率が低下することはありません。なお、当社株主の皆様は、無償割当ての効力発生日

において、当然に新株予約権者となるため、申込みの手続等は不要ですが、名義書換未了の

株主の皆様におかれましては、新株予約権を取得するためには割当期日までに名義書換を完

了していただく必要があります。 

  これらの手続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際に適時に開

示いたします。 

 

② 新株予約権には、議決権比率が 20%以上となる特定株主グループに属する者（以下「行使

制限買付者」といいます。）以外の当社株主の皆様から当社が新株予約権を取得し、新株予約

権１個について当社普通株式１株（但し、当該新株予約権発行時における発行可能な株式数

との関係で、交付される当社普通株式が１株未満となる可能性があります。）を交付すること

ができる旨の条項（取得条項）を付すことが予定されており、同条項に基づき、当社が、行

使制限買付者以外の当社株主の皆様から新株予約権を取得し、新株予約権１個について当社

普通株式１株を交付する場合、行使制限買付者以外の当社株主の皆様の議決権比率が低下す

ることはありません。また、この場合には、行使制限買付者以外の当社株主の皆様に新株予

約権の行使価格相当額の金銭の払込を行っていただく必要はありません。なお、当社による

取得手続の詳細につきましては、実際に取得を行う際に、適時に通知または公告いたします。 

 

7. 本プランの有効期間 

本プランの有効期間は、「2006-2010 年中期経営計画」の期間を包含すべく 2010 年 6 月開催予

定の第 98 回定時株主総会終結の時までとします。 

なお、いったん本プランを導入した後においても、当社取締役会は、企業価値ひいては株主価

値向上の観点から、その時点での法令等を踏まえ、その内容の変更・廃止を含め、有効期間内で

あっても、随時本プランを見直していく所存です。有効期間内での本プランの廃止については、

当社取締役会の決議で行うものとします。また、有効期間内での本プランの骨子、対抗措置発動

の基準、または対抗措置の基準と内容に関する重要な事項の変更については、株主総会その他の

方法により適宜当社株主の皆様の意見を伺って行い、その他の変更については取締役会決議によ

り行います。なお、取締役会の決議により変更・廃止をする場合には、その内容を当社株主の皆

様に対して適時に開示いたします。 

 

以上 
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別紙(1) 

 

独立委員会の概要 

 

(1) 独立委員会の設置の目的等 

独立委員会は、当該大規模買付行為の検討・評価および対抗措置の発動の是非に関する当社取締

役会の決定について、その客観性、公正さおよび合理性を担保するために設置されるものであり、

大規模買付者による本プランの遵守の有無、大規模買付行為が「株式の大規模な買付行為に関する

対応方針（買収防衛策）について」5(2)②に定める要件を充足するか否かを判断し、当該大規模買

付行為が明らかに当社の企業価値を毀損し株主共同の利益を害するものかどうかを判断するもの

である。 

 

(2) 構成 

当社社外取締役のみによって構成される。 

 

(3) 任期 

当社社外取締役の任期と同期間である。 

 

(4) 決議要件 

独立委員会の決議は、原則として、独立委員会の全員が出席し、その過半数をもってこれを行う

ものとする。但し、独立委員会の全員が出席できない場合には、独立委員会の決議は、独立委員会

の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行うものとする。 

 

(5) 決議事項その他職務事項 

独立委員会は、原則として以下の各号に記載される事項を行うものとする。 
① 大規模買付者の本プラン遵守状況の検討 

② 大規模買付情報の完備の判断 

③ 大規模買付情報が不足のときに大規模買付者に対して、適宜合理的な期限を定めて直接また

は取締役会を通じて行う追加情報提供の依頼 

④ 独立委員会評価検討期間の設定 

⑤ 大規模買付者との直接または取締役会を通じて行う協議・交渉 

⑥ 取締役会に対して合理的な期間を設定して行う取締役会の意見、その根拠資料およびその他

独立委員会が適宜必要と認める情報・資料等の提出依頼 

⑦ 独立委員会評価検討期間中、必要に応じて行う取締役、監査役、従業員等に対する独立委員

会への出席要求、独立委員会が求める事項に関する説明要求 

⑧ 独立委員会評価検討期間中行う株主の意向把握 

⑨ 独立委員会評価検討期間中、必要に応じて行う客先、取引先、従業員等からの意見聴取 
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⑩ 大規模買付情報および取締役会提供情報・資料の評価・検討 

⑪ 本プランの基準に基づく対抗措置発動の是非についての判断 

⑫ 上記判断に基づく取締役会への勧告 

⑬ 独立委員会評価検討期間中、経営陣から独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、

公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む。）の助言を受けるために行うこ

れらの者の選任、依頼 

⑭ その他上記各号に付随する事項 
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別紙(2) 

 

新株予約権の概要 

 

(1) 新株予約権無償割当ての対象となる株主およびその発行条件 

当社取締役会の新株予約権無償割当決議（以下「本割当決議」といいます。）で定める割当期日

における最終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された当社普通株式の株主に対

し、その所有する当社普通株式（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、新株予約権を無償で割り当てる。 

 

(2) 新株予約権の目的となる株式の種類および数 

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１個あたりの目的となる

株式の総数は、１株（但し、当該新株予約権発行時における発行可能な株式数との関係で、交付

される当社普通株式が１株未満となる可能性があります。）とする。 

 

(3) 割り当てる新株予約権の総数 

新株予約権の割当総数は、割当期日における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。）数とする。当社取締役会は、複数回にわたり、新株予約権の無償割当てを行

うことがある。 

 

(4) 各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額 

各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額は１株につき１円以上で当社取締役会が定め

る額とする。なお、下記(8)の条項に基づき、当社が未行使の新株予約権を株主から取得し、こ

れと引き換えに普通株式が交付される場合には、当該株主は、新株予約権の行使価格相当額の金

銭の払込みを行う必要はない。 

 

(5) 新株予約権の譲渡制限 

新株予約権の譲渡は、当社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 

議決権割合が 20%以上となる特定株主グループに属する者に行使を認めないこと等を行使の条

件として定める。詳細については、本割当決議において当社取締役会が定めるものとする。 

 

(7) 新株予約権の行使期間 

新株予約権の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。 
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(8) 当社による新株予約権の取得 

当社は、当社取締役会が定める日の到来日をもって、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が有する新株予約権のうち、当該取締役会の定める日の前日までに未行

使の当該新株予約権を全て取得し、これと引き換えに、新株予約権１個につき１株（但し、当該

新株予約権発行時における発行可能株式総数との関係で、交付される当社普通株式が１株未満と

なる可能性があります。）の普通株式を交付することができる。 
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別紙(3) 

 

大株主の状況 

 

平成18年9月30日現在 

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(％)

ノーザントラストカンパニーエイブイ
エフシーサブアカウントアメリカンク
ライアント
(常任代理人　香港上海銀行東京支店)

50 BANK STREET CANARY WHART LONDON
E14 5NT UK
(東京都中央区日本橋３丁目11―１)

8,024 9.24

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社 東京都中央区晴海１丁目８―11 5,493 6.33

日本マスタートラスト
信託銀行株式会社 東京都港区浜松町２丁目11―３ 5,216 6.01

三田産業株式会社 大阪市東淀川区下新庄３丁目９―19 4,756 5.48

株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７―１ 4,296 4.95

資産管理サービス
信託銀行株式会社 東京都中央区晴海１丁目８―12 2,794 3.22

東京海上日動火災保険
株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目２―１ 2,668 3.07

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６―６ 2,661 3.06

三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４―５ 1,992 2.29

メロンバンクエヌエーアズエージェン
トフォーイッツクライアントメロンオ
ムニバスユーエスペンション
(常任代理人　香港上海銀行東京支店)

ONE BOSTON PLACE BOSTON, MA 02108
(東京都中央区日本橋３丁目11―１) 1,704 1.96

計 ― 39,607 45.64  
（注1） 三田産業株式会社は、当社創業者親族が株式を保有している法人です。 

（注2） 次の法人から、大量保有報告書の提出があり、次のとおり株式を所有している旨報告を受けてい

ますが、平成18年9月30日現在における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができませんので、

上記「大株主の状況」には含まれていません。 

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(％)

シルチェスター インターナショナ
ル　インベスターズ　リミテッド

TIME&LIFE BUILDING, 5TH FLOOR, 1
BRUTON STREET, LONDON W1J 6TL,
ENGLAND

8,808 10.15

スプラスグローブ・インベストメン
ト・マネジメント・リミテッド

181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1300
TORONTO, ONTARIO CANADA M5H 3M7 6,483 7.47

バークレイズ・グローバル・インベ
スターズ信託銀行株式会社他関係会
社９社

東京都渋谷区広尾１丁目１―39 5,923 6.82
 

 

以 上 


