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平成18年８月８日 
 
株 主 各 位 
 

静岡県周智郡森町一宮4805番地 

 

代表取締役社長 鈴木紳一郎 
 

臨時株主総会招集ご通知 
 

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 
 さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしま
すので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。 
 なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権
を行使することができますので、お手数ながら後記「議
決権の行使についての参考書類」をご検討くださいまし
て、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表
示のうえ、ご返送くださいますようお願い申し上げます。 

敬 具  

記 
 

1. 日  時  平成18年８月23日（水曜日）午前10時30分
2. 場  所  静岡県周智郡森町森1485番地 

森町文化会館ミキホール 
２階 小ホール 
(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照
ください｡) 

3. 目的事項 
 決議事項  
  第１号議案 取締役１名選任の件 
  第２号議案 買収防衛策のための新株予約権無償

割当ての件 
以 上  

 
【議決権の行使等についてのご案内】 

株主総会参考書類記載事項を修正する場合の周知方法 
 株主総会参考書類に記載すべき事項を修正する必要が
生じた場合は、修正後の事項を当社ホームページ 
(http://www.daytona.co.jp）に掲載いたしますのでご
了承ください。 

以 上  
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書

用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し
上げます。 
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株主総会参考書類 
 

議案および参考事項 
 第１号議案 取締役１名選任の件 

 本総会終結の時をもって、取締役 倉内 勉氏が

辞任しますので、取締役の監督強化を図るため、社

外取締役１名の選任をお願いするものであります。 

 取締役候補者は、次のとおりであります。 

氏   名 
(生年月日) 

略歴および他の法人等の代表状況 
所有する
当 社 の
株式の数

井 手 和 也 

(昭和33年11月14日) 

 
昭和59年３月 ㈱コニカマグネティックス入

社 

昭和62年10月 ㈱オートバックスセブン入社

平成４年３月 同社事業開発室 主任 

平成８年11月 同社事業開発室 課長 

平成10年６月 同社マーケティング部グルー

プマネージャー 

平成12年10月 同社新規事業開発部 部長 

       (現任) 
 

― 

 
(注) 取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。な

お、井手氏は、社外取締役の要件を満たしております。 
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第２号議案 買収防衛策のための新株予約権無償割当

ての件 

 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、平成18年３月24日開

催の当社第34期定時株主総会においてご承認をいた

だきました「当社株式の大量取得行為に関する対応

策」につき、会社法が平成18年５月１日に施行され

たことにともない、所要の変更を行うとともに、変

更後の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｡）に利用するため、当

社定款第11条の定めに基づき、下記2.「本プランの

内容」の要領で新株予約権無償割当てに関する事項

の決定を行うことを当社取締役会に委任することに

つき、ご承認をお願いしたいと存じます。 

1. 新株予約権無償割当て委任決議を必要とする理由 

(本プラン導入の目的） 

昨今、新しい法制度の整備や企業構造・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と

十分な協議や合意のプロセスを経ることなく、突如

として大量の株式の買付を強行するといった動きが

顕在化しつつあります。 

もとより、当社は、株式の大量買付であっても、

当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであ

れば、これを一概に否定するものではありません。

また、株式会社の支配権の移転をともなう買付提案

に応じるべきか否かの判断は、最終的には株主全体

の意思に基づき行われるべきものです。 

しかしながら、株式の大量買付の中には、その目

的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明

白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実

上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会

や株主が買付の条件等について検討し、あるいは対

象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な

時間や情報を提供しないもの、対象会社が買付者の

提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買
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付者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企業

価値・株主共同の利益に資さないものも少なくあり

ません。 

とりわけ、当社の企業価値の源泉は､「商品開発

力｣､「営業力」及び「ブランド力」等から構成され

るところ、これらの根幹には、当社の従業員の有す

る独創性豊かな商品開発提案力などが存し、企業価

値の維持・向上のためには、これらの人的資産の流

出を防ぐ必要があります。また、当社の商品企画開

発力や営業力を最大限発揮するためには、商品生産

を委託する製造先、当社商品を販売するとともにユ

ーザーの要望を当社に還元する販売先、及び子会社

等の協力会社との提携関係・信頼関係等が不可欠で

す。さらに、当社のブランド力を維持するためには、

法令遵守の企業体質、開発体制を維持することも欠

かせません。当社株式の買付を行う者がこれら当社

の企業価値の源泉を理解し、これらを中長期的に確

保し、向上させられるのでなければ、当社の企業価

値ひいては株主共同の利益は毀損されることになり

ます。一方、株主の皆様が、当社と協力会社等との

関係、当社のブランド力・人的資産等の有形無形の

経営資源、将来を見据えた施策の潜在的効果、各事

業分野及び子会社との有機的結合により実現され得

るシナジー効果、その他当社の企業価値を構成する

要素を十分に把握した上、当該買付が当社の企業価

値・株主共同の利益に及ぼす影響を判断することは、

必ずしも容易ではありません。 

こうした事情に鑑みると、当社株式に対する買付

行為が行われた際に、上記に述べたような買付類型

を含む不適切な買付行為を防止するか否かを株主の

皆様が判断するために必要な情報や時間を確保した

り、株主の皆様のために交渉を行うこと等により、

当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する買

付行為を抑止するための枠組みが必要不可欠です。 
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2. 本プランの内容 

(1) 本プランの概要 

(a) 本プランの発動に係る手続の設定 

本プランは、当社の株券等に対する買付もし

くはこれに類似する行為又はその提案（以下 

｢買付等」といいます｡）が行われる場合に、買

付等を行う者（以下「買付者等」といいま

す｡）に対し、事前に当該買付等に関する情報

の提供を求め、当該買付等についての情報収

集・検討等を行う時間を確保した上で、株主の

皆様に当社経営陣の計画や代替案等を提示した

り、買付者等との交渉等を行っていくための手

続を定めています（下記(2)「本プランの発動

に係る手続」をご参照ください｡)。 

(b) 新株予約権無償割当ての利用 

買付者等が本プランにおいて定められた手続

に従うことなく買付等を行う等、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（その要件の詳細については下

記(3)「本新株予約権の無償割当ての要件」を

ご参照ください｡）には、当社は、買付者等に

よる権利行使は認められないとの行使条件及び

当社が買付者等以外の者から当社株式と引換え

に新株予約権を取得することができる旨の取得

条項が付された新株予約権（その主な内容は下

記(4)「本新株予約権の無償割当ての概要」に

て後述するものとし、以下「本新株予約権」と

いいます｡）を、その時点における当社以外の

全ての株主に対して新株予約権無償割当ての方

法（会社法第277条以降に規定されます｡）によ

り割り当てます。 
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(c) 取締役の恣意的判断を排するための独立委員

会の利用 

本プランにおいては、本新株予約権の無償割

当ての実施、不実施又は取得等の判断について、

取締役の恣意的判断を排するため、独立委員会

規則（その概要については（注１）をご参照く

ださい｡）に従い、独立性の高い社外取締役等

から構成される独立委員会の客観的な判断を経

るとともに、株主の皆様に適時に情報開示を行

うことにより透明性を確保することとしていま

す。 

なお、現在の独立委員会の委員は、社外取締

役である小林正樹氏、社外監査役である中村英

勝氏、及び、現在同志社大学法科大学院の教授 

(有識者）である阿多博文氏により構成されて

おります。これらの独立委員会の委員は、いず

れも当社との間に特別の利害関係を有せず、当

社経営陣からの独立性を有しております（独立

委員会の委員の選任基準、決議要件及び決議事

項については､（注１）をご参照ください｡)。 

(d) 本新株予約権の行使及び当社による本新株予

約権の取得 

本プランに従って本新株予約権の無償割当て

がなされ、買付者等以外の株主の皆様により本

新株予約権が行使された場合、又は当社による

本新株予約権の取得と引換えに、買付者等以外

の株主の皆様に対して当社株式が交付された場

合、当該買付者等の有する当社株式の議決権割

合は約50％まで希釈化される可能性があります。 

(2) 本プランの発動に係る手続 

(a) 対象となる買付等 

本プランは、以下の①又は②に該当する買付

等がなされる場合を適用対象とします。買付者

等には、予め本プランに定められる手続に従っ

ていただくこととします。 
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① 当社が発行者である株券等（注２）につい

て、保有者（注３）の株券等保有割合（注

４）が25％（又は、当社取締役会が別途こ

れより高い割合を決定し、公表した場合に

は当該割合）以上となる買付等 

② 当社が発行者である株券等（注５）につい

て、公開買付け（注６）に係る株券等の株

券等所有割合（注７）及びその特別関係者 

(注８）の株券等所有割合の合計が25％ 

(又は、当社取締役会が別途これより高い

割合を決定し、公表した場合には当該割

合）以上となる公開買付け 

(b) 買付者等に対する情報提供の要求 

上記(a)に定める買付等を行う買付者等は、

当社取締役会が友好的な買付等であると認めた

場合を除き、当該買付等の実行に先立ち、当社

に対して、下記の各号に定める情報（以下「本

必要情報」といいます｡)、及び当該買付者等が

買付等に際して本プランに定める手続を遵守す

る旨の誓約文言等を記載した書面（以下「買付

説明書」といいます｡）を当社の定める書式に

より提出していただきます。 

独立委員会は、買付者等から提出された情報

が本必要情報として不十分であると判断した場

合には、直接又は間接に、買付者等に対し、適

宜回答期限を定めた上、追加的に情報を提出す

るよう求めることがあります。この場合、買付

者等においては、当該期限までに、かかる情報

を追加的に提供していただきます。 

記 

① 買付者等及びそのグループ（共同保有者 

(注９)、特別関係者及び（ファンドの場合

は）各組合員その他の構成員を含みま

す｡）の詳細（具体的名称、資本構成、財

務内容等を含みます｡） 
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② 買付等の目的、方法及び内容（買付等の対

価の価額・種類、買付等の時期、関連する

取引の仕組み、買付等の方法の適法性、買

付等の実行の蓋然性等を含みます｡） 

③ 買付等の価額の算定根拠（算定の前提事実、

算定方法、算定に用いた数値情報、買付等

に係る一連の取引により生じることが予想

されるシナジーの内容、及びそのうち他の

株主に対して分配されるシナジーの内容を

含みます｡） 

④ 買付等の資金の裏付け（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等を含みま

す｡） 

⑤ 買付等の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 

⑥ 買付等の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に対す

る対応方針 

⑦ 当社の他の株主との間の利益相反を回避す

るための具体的方策 

⑧ その他独立委員会等が合理的に必要と判断

する情報 

なお、独立委員会は、買付者等が本プランに

定められた手続に従うことなく買付等を開始し

たものと認められる場合には、引き続き買付説

明書及び本必要情報の提出を求めて買付者等と

協議・交渉等を行うべき特段の事情がある場合

を除き、原則として、下記(d)①記載のとおり、

当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割

当てを実施することを勧告します。 
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(c) 買付等の内容の検討・買付者等との交渉・代

替案の検討 

① 当社取締役会に対する情報提供の要求 

独立委員会は、買付者等から買付説明書

及び本必要情報が提出された場合、当社の

企業価値・株主共同の利益の確保・向上と

いう観点から買付説明書及び本必要情報の

内容と当社取締役会の事業計画、当社取締

役会による企業評価等との比較検討等を行

うために、当社取締役会に対しても、適宜

回答期限（原則として60日を上限としま

す｡）を定めた上、買付者等の買付等の内

容に対する意見（留保する旨の意見を含む

ものとします。以下同じとします｡)、その

根拠資料、代替案（もしあれば）その他独

立委員会が適宜必要と認める情報等を提示

するよう要求することができます。 

② 独立委員会による検討作業 

独立委員会は、買付者等及び（当社取締

役会に対して上記のとおり情報等の提示を

要求した場合には）当社取締役会からの情

報等を受領してから原則として60日間が経

過するまで（但し、下記(d)③に記載する

場合などには、独立委員会は当該期間を延

長することができるものとします｡)（以下 

｢独立委員会検討期間」といいます｡)、買

付者等の買付等の内容の検討、買付者等と

当社取締役会の事業計画等に関する情報収

集・比較検討、及び当社取締役会の提供す

る代替案の検討等を行います。また、独立

委員会は、当社の企業価値・株主共同の利

益の確保・向上という観点から当該買付等

の内容を改善させるために必要であれば、

直接又は間接に、当該買付者等と協議・交

渉等を行い、又は当社取締役会等による代
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替案の株主等に対する提示等を行うものと

します。 

独立委員会の判断が、当社の企業価値・

株主共同の利益に資するようになされるこ

とを確保するために、独立委員会は、当社

の費用で、独立した第三者（ファイナンシ

ャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、

コンサルタントその他の専門家を含みま

す｡）の助言を得ることができるものとし

ます。 

買付者等は、独立委員会が、直接又は間

接に、検討資料その他の情報提供、協議・

交渉等を求めた場合には、速やかにこれに

応じなければならないものとします。 

③ 情報開示 

当社は、買付者等から買付説明書が提出

された事実及び本必要情報その他の情報の

うち独立委員会が適切と判断する事項につ

いて、独立委員会が適切と判断する時点で

情報開示を行います。 

(d) 独立委員会による勧告等の手続 

独立委員会は、買付者等が現れた場合におい

て、以下の手続に従い、当社取締役会に対する

勧告等を行うものとします。なお、独立委員会

が当社取締役会に対して下記①から③に定める

勧告その他の決議をした場合その他独立委員会

が適切と考える場合には、独立委員会は、当該

勧告等の概要その他独立委員会が適切と判断す

る事項（独立委員会検討期間を延期する場合に

はその期間及び理由を含みます｡）について、

決議後速やかに情報開示を行います。 

① 本プランの発動を勧告する場合 

独立委員会は、買付者等が本プランに定

められた手続を遵守しなかった場合、又は

買付者等の買付等の内容の検討の結果、買
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付者等による買付等が下記(3)「本新株予

約権の無償割当ての要件」に定める要件の

いずれかに該当し本新株予約権の無償割当

てを実施することが相当であると判断した

場合には、独立委員会検討期間の開始又は

終了の有無を問わず、当社取締役会に対し

て、本新株予約権の無償割当てを実施する

ことを勧告します。 

但し、独立委員会は、一旦本新株予約権

の無償割当ての実施の勧告をした後も、以

下のいずれかの事由に該当すると判断した

場合には、行使期間開始日（下記(4)「本

新株予約権の無償割当ての概要」(f)にお

いて定義されます｡）までの間､（無償割当

ての効力発生時までは）本新株予約権の無

償割当ての中止、又は（無償割当ての効力

発生後は）本新株予約権を無償にて取得す

る旨の新たな勧告を行うことができるもの

とします。 

(イ) 当該勧告後買付者等が買付等を撤回

した場合その他買付等が存しなくな

った場合 

(ロ) 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、買付者等によ

る買付等が下記(3)「本新株予約権

の無償割当ての要件」に定める要件

のいずれにも該当しないか、又は該

当しても本新株予約権の無償割当て

を実施することもしくは行使を認め

ることが相当でない場合 

② 本プランの不発動を勧告する場合 

独立委員会は、買付者等の買付等の内容

の検討、買付者等との協議・交渉等の結果、

買付者等による買付等が下記(3)「本新株

予約権の無償割当ての要件」に定める要件
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のいずれにも該当しない、又は該当しても

本新株予約権の無償割当てを実施すること

が相当でないと判断した場合には、独立委

員会検討期間の終了の有無を問わず、当社

取締役会に対して、本新株予約権の無償割

当てを実施しないことを勧告します。 

但し、独立委員会は、一旦本新株予約権

の無償割当ての不実施を勧告した後も、当

該勧告の判断の前提となった事実関係等に

変動が生じ、上記①前段の要件を充足する

こととなった場合には、本新株予約権の無

償割当ての勧告を含む新たな判断を行い、

これを当社取締役会に勧告することができ

るものとします。 

③ 独立委員会検討期間の延長を行う場合 

独立委員会が、独立委員会検討期間満了

時までに、本新株予約権の無償割当ての実

施又は不実施の勧告を行うに至らない場合

には、独立委員会は、当該買付者等の買付

等の内容の検討・当該買付者等との交渉・

代替案の検討等に必要とされる合理的な範

囲内で、独立委員会検討期間を延長する旨

の決議を行います（なお、当該期間延長後、

さらなる期間の延長を行う場合においても

同様の手続によるものとします｡)。 

上記決議により独立委員会検討期間が延

長された場合、独立委員会は、引き続き、

情報収集、検討等を行うものとし、延長期

間内に本新株予約権の無償割当ての実施又

は不実施の勧告を行うよう最大限努めるも

のとします。 

(e) 取締役会の決議 

当社取締役会は、独立委員会の上記勧告を最

大限尊重して本新株予約権の無償割当ての実施

又は不実施等に関する会社法上の機関としての
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決議を速やかに行うものとします。なお、当社

取締役会が本プランの不発動の決議を行うまで、

買付者等は、買付等を行ってはならないものと

します。 

当社取締役会は、上記決議を行った場合、当

該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断

する事項について、速やかに情報開示を行いま

す。 

(3) 本新株予約権の無償割当ての要件 

当社は、買付者等による行為等が下記のいずれ

かに該当し本新株予約権の無償割当てを実施する

ことが相当と認められる場合、上記(2)「本プラ

ンの発動に係る手続」(e)に記載される当社取締

役会の決議により、本新株予約権の無償割当てを

実施することを予定しております。なお、上記

(2)「本プランの発動に係る手続」(d)のとおり、

下記の要件に該当し本新株予約権の無償割当てを

実施することが相当か否かについては、必ず独立

委員会の判断を経て決定されることになります。 

記 

(a) 本プランに定める手続を遵守しない買付等で

ある場合 

(b) 下記に掲げる行為等により、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等である場合 

① 株券等を買い占め、その株券等について当

社に対して高値で買取りを要求する行為 

② 当社の経営を一時的に支配して、当社の重

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 

③ 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 
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④ 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 

(c) 強圧的二段階買付（最初の買付で全株式の買

付を勧誘することなく、二段階目の買付条件

を不利に設定し、あるいは明確にしないで、

公開買付け等の株式買付を行うことをいいま

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 

(d) 当社取締役会に、当該買付等に対する代替案

を提示するために合理的に必要な期間を与え

ない買付等である場合 

(e) 当社株主に対して、本必要情報その他買付等

の内容を判断するために合理的に必要とされ

る情報が提供されず、又は提供された場合で

あっても不十分な提供である場合 

(f) 買付等の条件（買付等の対価の価額・種類、

買付等の時期、買付等の方法の適法性、買付

等の実行の蓋然性、買付等の後の経営方針・

事業計画、及び買付等の後における当社の他

の株主、従業員、取引先その他の当社に係る

利害関係者に対する対応方針等を含みま

す｡）が当社の本源的価値に鑑み不十分又は

不適当な買付等である場合 

(g) 当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠な

当社の従業員、取引先等との関係又は当社の

企業文化を破壊することなどにより、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 
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(4) 本新株予約権の無償割当ての概要 

本プランに基づく本新株予約権の無償割当ての

概要は、以下のとおりです。 

(a) 新株予約権の数 

本新株予約権の無償割当てに関する取締役会

決議（以下「新株予約権無償割当て決議」とい

います｡）において当社取締役会が別途定める

一定の日（以下「割当期日」といいます｡）に

おける当社の最終の発行済株式総数（但し、同

時点において当社の有する当社株式の数を控除

します｡）と同数とします。 

(b) 割当対象株主 

割当期日における当社の最終の株主名簿又は

実質株主名簿に記載又は記録された当社以外の

株主に対し、その有する当社株式１株につき本

新株予約権１個の割合で、本新株予約権を割り

当てます。 

(c) 本新株予約権の無償割当ての効力発生日 

新株予約権無償割当て決議において当社取締

役会が別途定める日とします。 

(d) 本新株予約権の目的である株式の数 

本新株予約権１個の目的である株式の数（以

下「対象株式数」といいます｡）は、１株とし

ます（注10)。 

(e) 本新株予約権の行使に際して出資される財産

の価額 

本新株予約権の行使に際してする出資の目的

は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資

される財産の当社株式１株当たりの価額は、１

円とします。 

(f) 本新株予約権の行使期間 

新株予約権無償割当て決議において当社取締

役会が別途定めた日を初日（以下、かかる行使

期間の初日を「行使期間開始日」といいま

す｡）とし、１ヶ月間から３ヶ月間までの範囲
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で新株予約権無償割当て決議において当社取締

役会が別途定める期間とします。但し、下記

(i)項の規定に基づき、当社が本新株予約権を

取得する場合、当該取得に係る本新株予約権に

ついての行使期間は、当該取得日の前日までと

します。また、行使期間の最終日が行使に際し

て払い込まれる金銭の払込取扱場所の休業日に

あたるときは、その前営業日を最終日とします。 

(g) 本新株予約権の行使条件 

(Ⅰ)特定大量保有者（注11)、(Ⅱ)特定大量

保有者の共同保有者、(Ⅲ)特定大量買付者（注

12)、(Ⅳ)特定大量買付者の特別関係者、もし

くは(Ⅴ)上記(Ⅰ)ないし(Ⅳ)に該当する者から

本新株予約権を当社取締役会の承認を得ること

なく譲り受けもしくは承継した者、又は、(Ⅵ)

上記(Ⅰ)ないし(Ⅴ)に該当する者の関連者（注

13)（以下、(Ⅰ)ないし(Ⅵ)に該当する者を 

｢非適格者」といいます｡）は、原則として本新

株予約権を行使することができません。また、

外国の適用法令上、本新株予約権の行使にあた

り所定の手続が必要とされる非居住者も、原則

として本新株予約権を行使することができませ

ん（但し、非居住者のうち当該外国の適用法令

上適用除外規定が利用できる者等の一定の者は

行使することができるほか、非居住者の有する

本新株予約権も、下記(i)項のとおり、当社に

よる当社株式を対価とする取得の対象となりま

す｡)。さらに、本新株予約権の行使条件を充足

していること等についての表明保証条項、補償

条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式に

よる書面を提出しない場合も、本新株予約権を

行使することができません。 

(h) 本新株予約権の譲渡制限 

本新株予約権の譲渡による取得については、

当社取締役会の承認を要します。 
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(i) 当社による本新株予約権の取得 

① 当社は、行使期間開始日の前日までの間い

つでも、当社が本新株予約権を取得するこ

とが適切であると当社取締役会が認める場

合には、当社取締役会が別途定める日の到

来日をもって、全ての本新株予約権を無償

にて取得することができるものとします。 

② 当社は、当社取締役会が別途定める日の到

来日をもって、非適格者以外の者が有する

本新株予約権のうち当該当社取締役会が定

める日の前日までに未行使のもの全てを取

得し、これと引換えに、本新株予約権１個

につき対象株式数に相当する数の当社株式

を交付することができます。 

また、かかる取得がなされた日以降に、

本新株予約権を有する者のうち、非適格者

以外の者が存在すると当社取締役会が認め

る場合には、上記の取得がなされた日より

後の当該当社取締役会が別途定める日の到

来日をもって、当該者の有する本新株予約

権のうち当該当社取締役会の定める日の前

日までに未行使のもの全てを取得し、これ

と引換えに、本新株予約権１個につき対象

株式数に相当する数の当社株式を交付する

ことができるものとし、その後も同様とし

ます。 

(5) 本プランの有効期間、廃止及び変更 

本プランにおける本新株予約権の無償割当ての

実施に関する事項の決定権限の委任期間（以下 

｢有効期間」といいます｡）は、平成21年３月31日

までとします。 

但し、有効期間の満了前であっても、①当社株

主総会において本プランに係る無償割当てに関す

る事項の決定についての当社取締役会への上記委

任を撤回する旨の決議が行われた場合、又は、②
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当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議

が行われた場合には、本プランはその時点で廃止

されるものとします。 

また、当社取締役会は、本プランの有効期間中

であっても、本議案に係る株主総会決議による委

任の趣旨に反しない場合（本プランに関する法令、

証券取引所規則等の新設又は改廃が行われ、かか

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、当社株主に不利益を与えない場合

等を含みます｡）には、独立委員会の承認を得た

上で、本プランを修正し、又は変更する場合があ

ります。 

当社は、本プランの廃止又は変更等がなされた

場合には、当該廃止又は変更等の事実及び（変更

等の場合には）変更等の内容その他の事項につい

て、情報開示を速やかに行います。 

(6) 法令の改正等による修正 

本議案で引用する法令の規定は、平成18年８月

２日現在施行されている規定を前提としているも

のであり、同日以後、法令の新設又は改廃により、

上記各項に定める条項ないし用語の意義等に修正

を加える必要が生じた場合には、当該新設又は改

廃の趣旨を考慮の上、上記各項に定める条項ない

し用語の意義等を適宜合理的な範囲内で読み替え

ることができるものとします。 

(7) その他の事項 

本プランの内容の細目については、当社取締役

会において定めることができるものとします。 

 
(注１) 本プランの導入にともない、現行の独立委員会規則は、以下

のような事項が定められるものに変更される予定です。 
・独立委員会は、当社取締役会の決議により設置される。 
・独立委員会委員は、３名以上とし、当社の業務執行を行う

経営陣から独立している、(i)当社社外取締役、(ⅱ)当社社
外監査役、又は(ⅲ)有識者のいずれかに該当する者の中か
ら、当社取締役会が選任する｡「有識者」とは、実績ある会
社経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計
士もしくは会社法等を主たる研究対象とする研究者又はこ
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れらに準ずる者でなければならず、また、別途当社取締役
会が指定する善管注意義務条項等を含む契約を当社との間
で締結した者でなければならない。 

・独立委員会委員の任期は、平成21年３月31日までとする。
但し、当社取締役会の決議により別段の定めをした場合は
この限りでない。また、当社社外取締役又は当社社外監査
役であった独立委員会委員が、それらの地位を失った場合 
(再任された場合を除く｡）には、独立委員会委員の地位も
失う。 

・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、また本プランに従いその決定の内容を、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
当ての実施又は不実施等に関する会社法上の機関としての
決議を行う。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・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、
専ら自己又は当社の経営陣の個人的利益を図ることを目的
としてはならない。 
① 本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施 
② 本新株予約権の無償割当ての中止又は本新株予約権

の無償取得 
③ その他当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社

取締役会が独立委員会に諮問した事項 
・上記に定めるところに加え、独立委員会は、以下の各号に

記載される事項を行う。 
① 本プランの対象となる買付等への該当性の判断 
② 独立委員会検討期間の延長の決定 
③ 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 
④ 買付者等の買付等の内容の精査・検討 
⑤ 買付者等との交渉・協議 
⑥ 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 
⑦ 本プランの修正又は変更の承認 
⑧ 本プラン以外の買収防衛策の導入の是非の判断 
⑨ その他本プランにおいて独立委員会が行うことがで

きると定められた事項 
⑩ 当社取締役会が別途独立委員会が行うことができる

と定めた事項 
・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、独立委員会が求める事項に関する説明を求める
ことができる。 

・独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナ
ンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサル
タントその他の専門家を含む｡）の助言を得ること等ができ
る。 

・各独立委員会委員は、買付等がなされた場合その他いつで
も独立委員会を招集することができる。 

・独立委員会の決議は、原則として、独立委員会委員のうち
全員が出席し、その３分の２以上をもってこれを行う。但
し、やむを得ない事由があるときは、独立委員会委員の３
分の２以上が出席し、その議決権の３分の２以上をもって
これを行うことができる。 

(注２) 証券取引法第27条の23第１項に定義されます。本議案におい
て別段の定めがない限り同じとします。 
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(注３) 証券取引法第27条の23第３項に基づき保有者に含まれる者を
含みます（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含み
ます｡)。本議案において同じとします。 

(注４) 証券取引法第27条の23第４項に定義されます。本議案におい
て同じとします。 

(注５) 証券取引法第27条の２第１項に定義されます。本議案
2.(2)(a)②及び（注12）において同じとします。 

(注６) 証券取引法第27条の２第６項に定義されます。本議案におい
て同じとします。 

(注７) 証券取引法第27条の２第８項に定義されます。本議案におい
て同じとします。 

(注８) 証券取引法第27条の２第７項に定義されます（当社取締役会
がこれに該当すると認めた者を含みます｡)。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１項で定める者を
除きます。本議案において同じとします。 

(注９) 証券取引法第27条の23第５項に規定される共同保有者をいい、
同条第６項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます 
(当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含みます｡)。
本議案において同じとします。 

(注10) 将来、当社が種類株式発行会社（会社法第２条第13号）とな
った場合においても、①本新株予約権の行使により発行され
る当社株式及び②本新株予約権の取得と引換えに交付する株
式は、いずれも当社が本総会開催時において、現に発行して
いる株式（普通株式）と同一の種類の株式を指すものとしま
す。 

(注11) ｢特定大量保有者」とは、原則として、当社が発行者である株
券等の保有者で、当該株券等に係る株券等保有割合が25％ 
(又は、当社取締役会が別途これより高い割合を決定し、公表
した場合には当該割合）以上である者（当社取締役会がこれ
に該当すると認めた者を含みます｡）をいいます。但し、その
者が当社の株券等を取得・保有することが当社の企業価値又
は株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その
他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途
定める所定の者は、特定大量保有者に該当しないものとしま
す。本議案において同じとします。 

(注12) ｢特定大量買付者」とは、原則として、公開買付けによって当
社が発行者である株券等の買付け等（証券取引法第27条の２
第１項に定義されます。以下（注12）において同じとしま
す｡）を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけ
るその者の所有（これに準ずるものとして証券取引法施行令
第７条第３項に定める場合を含みます｡）に係る株券等の株券
等所有割合がその者の特別関係者の株券等所有割合と合計し
て25％（又は、当社取締役会が別途これより高い割合を決定
し、公表した場合には当該割合）以上となる者（当社取締役
会がこれらに該当すると認めた者を含みます｡）をいいます。
但し、その者が当社の株券等を取得・保有することが当社の
企業価値又は株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認
めた者その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締
役会が別途定める所定の者は、特定大量買付者に該当しない
ものとします。本議案において同じとします。 

(注13) ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者
に支配されもしくはその者と共同の支配下にある者（当社取
締役会がこれに該当すると認めた者を含みます｡)、又はその
者と協調して行動する者として当社取締役会が認めた者をい
います。 

以 上 
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株主総会会場ご案内図
 会場：森町文化会館ミキホール ２階小ホール

 (静岡県周智郡森町森1485番地 TEL 0538-85-1111)

 

 

 
 




