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（証券コード：7735）  平成26年6月3日 
 

株 主 各 位 
 

京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1番地の1 

取締役社長 垣 内 永 次 
 

第73回定時株主総会招集ご通知 
 

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。 
 さて、当社第73回定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
うご通知申しあげます。 
 なお、当日ご出席願えない場合は、書面または電磁的方法（インターネット等）によって議
決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討ください
まして、平成26年6月25日（水曜日）午後5時までに議決権を行使してくださいますようお願
い申しあげます｡ 

敬 具 
 
記 
 

１. 日 時  平成26年6月26日（木曜日）午前10時 
２. 場 所  京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1番地の1 

当社本社5階ホール 
（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   
 

 報 告 事 項 1．第73期 (平成25年４月１日から平成26年３月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類 
  の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査 

結果報告の件 
  2．第73期 (平成25年４月１日から平成26年３月31日まで)計算書類の内容報告の件 
 決 議 事 項  

 
 第1号議案  剰余金の処分の件 
 第2号議案  吸収分割契約承認の件 
 第3号議案  定款一部変更の件 
 第4号議案  取締役10名選任の件 
 第5号議案  監査役1名選任の件 
 第6号議案  補欠監査役1名選任の件 
 第7号議案  大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）承認の件 
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【書面による議決権の行使の場合】 

 同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示くださり、前頁に記載の行使期限まで

に到着するようご返送ください。 

 

【電磁的方法（インターネット等）による議決権の行使の場合】 

 電磁的方法により議決権を行使される場合には、49頁に記載の「電磁的方法（インターネッ

ト等）による議決権の行使について」をご確認のうえ、議案に対する賛否をご入力ください。 

 

 なお、書面および電磁的方法により重複して議決権を行使された場合は、電磁的方法による

議決権の行使を有効なものといたします。 

以 上 
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
1．事業報告、連結計算書類および計算書類ならびに株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネ
ット上の当社ウェブサイト (http://www.screen.co.jp/) において、修正後の事項を掲載させていただき
ます｡ 

2．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
い申しあげます。 

3．当日は節電対策の一環として、当社役員および関係者はクールビズ（ノーネクタイ、半袖ワイシャツ、
上着なし）にてご対応させていただきます。株主の皆様におかれましても軽装にてご出席くださいます
ようお願い申しあげます。 

 

株主懇談会 開催のご案内 
 

株主総会終了後、当社本社1階ホールにて株主懇談会の開催を予定しておりますので、ご出席

くださいますようご案内申しあげます。 
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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   剰余金の処分の件 
第73期の期末配当につきましては、株主の皆様への利益還元ならびに当社の企業体質の

強化と今後の積極的な事業展開をふまえた内部留保等を総合的に勘案し、次のとおりとさ
せていただきたく存じます。 
（1）株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額 

当社普通株式1株につき金3円              総額  712,047,798円 
（2）剰余金の配当が効力を生じる日 

平成26年6月27日 
 

第２号議案   吸収分割契約承認の件 
１．吸収分割を行う理由 

当社グループの経営理念は、コア技術を基礎に新しい事業や技術、製品の創造に常に
チャレンジする「思考展開」にあります。その理念は現在では「志高転改」とも標榜さ
れ、当社コア技術の深耕のみならず、補完あるいはさらに生かすためのオープンイノベー
ションを積極的に展開する原動力につながっています。 
当社グループを支える３つの事業の市場領域は新しい技術の潮流が絶えること無く、

成長の機会が数多く存在していると考えております。しかしながら、確実に成長してい
くためには、スピード感を持った経営と筋肉質な企業体質を維持し続けなければなりま
せん。 
このような環境の下、当社グループは、本年4月に新たな中期3カ年経営計画

“Challenge2016”をスタートさせました。この中期３カ年経営計画では、収益構造改革
をさらに推し進め、高収益体質への転換と、新規領域での早期事業化にChallengeしてま
いります。 
この“Challenge2016”を達成するために、各事業に対し明確な責任と権限を与え、持

株会社の強力な統制のもと、機動的かつ大胆な経営判断を可能とすべく、純粋持株会社
体制へ移行する方針を決定いたしました。 
当社は、持株会社として企業グループ価値の源泉であるコア技術を維持・発展させつ

つ、グループ全体の統一的かつ柔軟な戦略策定、経営資源の最適配分、子会社における
業務執行状況のチェックなどの機能を担い、戦略的かつ明確な経営組織を整備すること
により、グループとしての企業価値の最大化を目指してまいります。 
なお、純粋持株会社体制への移行に際し必要となる許認可取得手続きを円滑に行うた

め、移行に先立ち、分割準備会社を設立することといたしました。 
 
以上の目的から、当社は、第3号議案「定款一部変更の件」の承認および吸収分割契約
の効力発生を条件とし、平成26年10月1日（予定）付で、当社の半導体機器事業および
計測機器事業（以下、総称して「半導体機器事業」といいます）を株式会社SOKUDO
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に、FPD機器事業およびその他装置関連事業（以下、総称して「FPD機器事業」といい
ます）をスクリーンFE分割準備株式会社に、メディアアンドプレシジョンテクノロジー
事業をスクリーンMP分割準備株式会社に、製造支援および製造請負業務をスクリーン製
造分割準備株式会社に、シェアードサービス業務をスクリーンビジネスサービス分割準
備株式会社にそれぞれ吸収分割の方法により承継させることといたしたく存じます。 
なお、株式会社SOKUDO、スクリーンFE分割準備株式会社、スクリーンMP分割準備
株式会社、スクリーン製造分割準備株式会社およびスクリーンビジネスサービス分割準
備株式会社は、それぞれ当社の100％子会社であります。 
 

２．吸収分割契約の内容の概要 
（1）半導体機器事業 

吸収分割契約書（写） 
 

 大日本スクリーン製造株式会社（以下「甲」という。）と、株式会社SOKUDO
（以下「乙」という。）は、次のとおり吸収分割契約（以下「本契約」という。）を
締結する。 

 
第１条（吸収分割） 
 甲は、甲の営む半導体機器事業及び計測機器事業（以下「SE事業」という。）に
関して有する権利義務を乙に承継させるため、本契約の定めるところにより、吸収
分割（以下「本件分割」という。）を行う。 

 
第２条（商号及び住所） 
 甲及び乙の商号及び住所は次のとおりである。 
（1）甲：吸収分割会社 

商号： 大日本スクリーン製造株式会社（平成26年10月1日に「株式会社
SCREENホールディングス」に商号変更予定） 

住所：京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1-1 
（2）乙：吸収分割承継会社 

商号： 株式会社SOKUDO 
住所： 京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1-1 

 
第３条（承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項） 
 乙は、本件分割により、別紙「承継権利義務明細表」記載の、甲の営むSE事業に
関する資産、債務、雇用契約その他の権利義務を甲より承継する。 
 ただし、当該権利義務の移転につき法令上の許認可等の理由により承継ができな
い場合は、これを承継しないものとする。 
なお、本件分割により乙が甲より承継する債務については、甲による重畳的債務
引受の方法による。 

 
第４条（本件分割に際して交付する株式等） 
 乙は、本件分割に際して、甲に対し、乙の普通株式3,000株を交付する。 

 
第５条（増加すべき資本金及び準備金の額等） 
 本件分割により増加すべき乙の資本金及び準備金の額は次のとおりとする。 
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 （1）増加する資本金の額 金10百万円 
（2）増加する準備金の額 会社計算規則に従い乙が定める 

 
第６条（分割効力発生日） 
 本件分割が効力を発生する日（以下「分割効力発生日」という。）は、平成26年
10月1日とする。ただし、所管監督官庁より許認可が取得できない等、本件分割の
手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合は、甲乙協議の上これを変更
することができる。 
  
第７条（会社財産の管理等） 
 甲及び乙は、本契約締結後分割効力発生日に至るまで、善良なる管理者としての
注意をもってそれぞれの業務の執行及び財産の管理、運営を行い、その財産及び権
利義務に重大な影響を及ぼす行為を行う場合には、予め甲乙協議の上これを実行す
るものとする。 
  
第８条（競業避止義務） 
 甲は、分割効力発生日後においても、何ら競業避止義務は負わない。 

 
第９条（分割条件の変更及び本契約の解除） 
 本契約締結の日から分割効力発生日に至るまでの間において、天災地変その他の
事由により、甲又は乙の資産又は経営状態に重大な変動が生じたときは、甲乙協議
の上、本件分割の条件を変更し、又は本契約を解除することができる。  
 

第１０条（本契約の効力） 
 本契約は、法令に定められた関係官庁等の許認可が得られない場合、その効力を
失うものとする。 

 
第１１条（規定外事項） 
 本契約に定めるもののほか、本件分割に関し必要な事項は、本件分割の趣旨に従
って、甲乙協議の上これを決定するものとする。 
  

以上
 

上記合意の成立を証するため、本契約書2通を作成し、各自記名押印の上、甲及び
乙が各1通を保有するものとする。 

 
平成26年5月7日 

甲 京都府京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1-1 
大日本スクリーン製造株式会社 
代表取締役 垣 内 永 次 ㊞ 

 
乙 京都府京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1-1 

株式会社SOKUDO 
代表取締役社長 須 原 忠 浩 ㊞ 
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（別紙） 
承継権利義務明細表

 
 乙が甲から本件分割により承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務は、分
割効力発生日において甲に属する次に記載する権利義務とする。なお、承継する権利
義務のうち資産及び負債については、平成26年3月31日現在の貸借対照表その他同日
現在の計算を基礎とし、これに分割効力発生日の前日までの増減を加除した上で確定
する。 

 
１．承継する資産及び負債 
 分割効力発生日において甲に属する以下の資産、負債及びこれらに付随する権
利義務。 

 
１）承継する資産 
SE事業に係る一切の資産。ただし、次の各号を除く。 
①関係会社への売上債権 
②土地、建物 
③野洲事業所（所在地：滋賀県野洲市三上2426-1）に係るリース資産及び差入
保証金 

④関係会社株式の一部 
⑤その他資産のうち甲から乙への承継が法令上認められないもの 

 
２）承継する負債 
SE事業に係る一切の負債。ただし、次の各号を除く。 
①租税債務 
②野洲事業所に係るリース債務 
③その他負債のうち甲から乙への承継が法令上認められないもの 

 
２．承継する契約関係（雇用契約は除く） 
 分割効力発生日において甲が締結している、SE事業に属する売買契約、委託契
約、その他SE事業に係る一切の契約上の地位及び当該契約に基づき発生する一切
の権利義務。なお、本件分割により乙に承継させることが当該各契約に定める甲
の義務に抵触し、かつ、当該義務の免除について当該各契約の相手方の同意が得
られない場合、又は、甲の契約上の地位等を乙に承継させるために当該各契約に
おいて必要とされる手続を甲が効力発生日の前日時点において履行できる見込み
がない場合、その他当該各契約上の地位等を乙に承継させることにより甲又は乙
に著しい不利益が発生する場合、当該各契約上の地位等を承継対象権利義務から
除外する。 

 
３．承継する雇用契約 
 SE事業に主として従事する従業員（甲の子会社又はその他の企業、団体等に出
向している者、嘱託社員、契約社員を含む。）に係る雇用契約上の地位及び当該
契約に基づき発生する一切の権利義務。ただし、別途甲との間で承継対象から除
外する旨の合意をした従業員に係る雇用契約上の地位及び当該契約に基づき発生
する一切の権利義務は除く。 

 
４．承継する労働協約 
 甲と大日本スクリーン労働組合との間で乙に承継することを別途合意した労働
協約。 

以上 
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（2）FPD機器事業 
 

吸収分割契約書（写） 
 大日本スクリーン製造株式会社（以下「甲」という。）と、スクリーンFE分割準
備株式会社（以下「乙」という。）は、次のとおり吸収分割契約（以下「本契約」と
いう。）を締結する。 
 
第１条（吸収分割） 
 甲は、甲の営むFPD機器事業及びその他装置関連事業（以下、総称して「FE事
業」という。）に関して有する権利義務を乙に承継させるため、本契約の定めると
ころにより、吸収分割（以下「本件分割」という。）を行う。 
 
第２条（商号及び住所） 
 甲及び乙の商号及び住所は次のとおりである。 
（1）甲：吸収分割会社 

商号： 大日本スクリーン製造株式会社（平成26年10月1日に「株式会社
SCREENホールディングス」に商号変更予定） 

住所：京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1-1 
（2）乙：吸収分割承継会社 

商号： スクリーンFE分割準備株式会社 
住所：京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1-1 

 
第３条（承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項） 
 乙は、本件分割により、別紙「承継権利義務明細表」記載の、甲の営むFE事業に
関する資産、債務、雇用契約その他の権利義務を甲より承継する。 
 ただし、当該権利義務の承継につき法令上の許認可等の理由により承継ができな
い場合は、これを承継しないものとする。 
なお、本件分割により乙が甲より承継する債務については、甲による重畳的債務
引受の方法による。 
 
第４条（本件分割に際して交付する株式等） 
 乙は、本件分割に際して、甲に対し、乙の普通株式600株を交付する。 
 
第５条（増加すべき資本金及び準備金の額等） 
 本件分割により増加すべき乙の資本金及び準備金の額は次のとおりとする。 

 
（1）増加する資本金の額 金90百万円 
（2）増加する準備金の額 会社計算規則に従い乙が定める 

 
第６条（分割効力発生日） 
 本件分割が効力を発生する日（以下「分割効力発生日」という。）は、平成26年
10月1日とする。ただし、所管監督官庁より許認可が取得できない等、本件分割の
手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合は、甲乙協議の上これを変更
することができる。 
 
第７条（会社財産の管理等） 
 甲及び乙は、本契約締結後分割効力発生日に至るまで、善良なる管理者としての
注意をもってそれぞれの業務の執行及び財産の管理、運営を行い、その財産及び権
利義務に重大な影響を及ぼす行為を行う場合には、予め甲乙協議の上これを実行す
るものとする。 
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第８条（競業避止義務） 
 甲は、分割効力発生日後においても、何ら競業避止義務は負わない。 

  
第９条（分割条件の変更及び本契約の解除） 
 本契約締結の日から分割効力発生日に至るまでの間において、天災地変その他の
事由により、甲又は乙の資産又は経営状態に重大な変動が生じたときは、甲乙協議
の上、本件分割の条件を変更し、又は本契約を解除することができる。  
 
第１０条（本契約の効力） 
 本契約は、法令に定められた関係官庁等の許認可が得られない場合、その効力を
失うものとする。 

  
第１１条（規定外事項） 
 本契約に定めるもののほか、本件分割に関し必要な事項は、本件分割の趣旨に従
って、甲乙協議の上これを決定するものとする。 
  

以上
 

上記合意の成立を証するため、本契約書2通を作成し、各自記名押印の上、甲及び
乙が各1通を保有するものとする。 
  
平成26年5月7日 

甲 京都府京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1-1 
大日本スクリーン製造株式会社 

  代表取締役 垣 内 永 次 ㊞ 
 

乙 京都府京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1-1 
スクリーンFE分割準備株式会社 
 代表取締役 垣 内 永 次 ㊞ 
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（別紙） 
承継権利義務明細表 

  
 乙が甲から本件分割により承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務は、分
割効力発生日において甲に属する次に記載する権利義務とする。なお、承継する権利
義務のうち資産及び負債については、平成26年3月31日現在の貸借対照表その他同日
現在の計算を基礎とし、これに分割効力発生日の前日までの増減を加除した上で確定
する。 
  
１．承継する資産及び負債 
 分割効力発生日において甲に属する以下の資産、負債及びこれらに付随する権
利義務。 

  
１）承継する資産 
FE事業に係る一切の資産。ただし、次の各号を除く。 
①関係会社への売上債権 
②土地、建物 
③関係会社株式の一部 
④その他資産のうち甲から乙への承継が法令上認められないもの 
  

２）承継する負債 
FE事業に係る一切の負債。ただし、次の各号を除く。 
①租税債務 
②その他負債のうち甲から乙への承継が法令上認められないもの 

  
２．承継する契約関係（雇用契約は除く） 
 分割効力発生日において甲が締結している、FE事業に属する売買契約、委託契
約、その他FE事業に係る一切の契約上の地位及び当該契約に基づき発生する一切
の権利義務。なお、本件分割により乙に承継させることが当該各契約に定める甲
の義務に抵触し、かつ、当該義務の免除について当該各契約の相手方の同意が得
られない場合、又は、甲の契約上の地位等を乙に承継させるために当該各契約に
おいて必要とされる手続を甲が効力発生日の前日時点において履行できる見込み
がない場合、その他当該各契約上の地位等を乙に承継させることにより甲又は乙
に著しい不利益が発生する場合、当該各契約上の地位等を承継対象権利義務から
除外する。 
  

３．承継する雇用契約 
 FE事業に主として従事する従業員（甲の子会社又はその他の企業、団体等に出
向している者、嘱託社員、契約社員を含む。以下、同じ。）に係る雇用契約上の
地位及び当該契約に基づき発生する一切の権利義務。ただし、別途甲との間で承
継対象から除外する旨の合意をした従業員に係る雇用契約上の地位及び当該契約
に基づき発生する一切の権利義務は除く。 
 

４．承継する労働協約 
 甲と大日本スクリーン労働組合との間で乙に承継することを別途合意した労働
協約。 

  
以上
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（3）メディアアンドプレシジョンテクノロジー事業  
吸収分割契約書（写） 

  
 大日本スクリーン製造株式会社（以下「甲」という。）と、スクリーンMP分割準
備株式会社（以下「乙」という。）は、次のとおり吸収分割契約（以下「本契約」と
いう。）を締結する。 

  
第１条（吸収分割） 
 甲は、甲の営むメディアアンドプレシジョンテクノロジー事業（以下「MP事
業」という。）に関して有する権利義務を乙に承継させるため、本契約の定めると
ころにより、吸収分割（以下「本件分割」という。）を行う。 

  
第２条（商号及び住所） 
 甲及び乙の商号及び住所は次のとおりである。 
（1）甲：吸収分割会社 

商号： 大日本スクリーン製造株式会社（平成26年10月1日に「株式会社
SCREENホールディングス」に商号変更予定） 

住所：京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1-1 
（2）乙：吸収分割承継会社 

商号： スクリーンMP分割準備株式会社 
住所：京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1-1 

 
第３条（承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項） 
 乙は、本件分割により、別紙「承継権利義務明細表」記載の、甲の営むMP事業
に関する資産、債務、雇用契約その他の権利義務を甲より承継する。 
 ただし、当該権利義務の承継につき法令上の許認可等の理由により承継ができな
い場合は、これを承継しないものとする。 
なお、本件分割により乙が甲より承継する債務については、甲による重畳的債務
引受の方法による。 
  
第４条（本件分割に際して交付する株式等） 
 乙は、本件分割に際して、甲に対し、乙の普通株式600株を交付する。 

  
第５条（増加すべき資本金及び準備金の額等） 
 本件分割により増加すべき乙の資本金及び準備金の額は次のとおりとする。 

  
（1）増加する資本金の額 金90百万円 
（2）増加する準備金の額 会社計算規則に従い乙が定める 

  
第６条（分割効力発生日） 
 本件分割が効力を発生する日（以下「分割効力発生日」という。）は、平成26年
10月1日とする。ただし、所管監督官庁より許認可が取得できない等、本件分割の
手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合は、甲乙協議の上これを変更
することができる。 
  
第７条（会社財産の管理等） 
 甲及び乙は、本契約締結後分割効力発生日に至るまで、善良なる管理者としての
注意をもってそれぞれの業務の執行及び財産の管理、運営を行い、その財産及び権
利義務に重大な影響を及ぼす行為を行う場合には、予め甲乙協議の上これを実行す
るものとする。 
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第８条（競業避止義務） 
 甲は、分割効力発生日後においても、何ら競業避止義務は負わない。 
  
第９条（分割条件の変更及び本契約の解除） 
 本契約締結の日から分割効力発生日に至るまでの間において、天災地変その他の
事由により、甲又は乙の資産又は経営状態に重大な変動が生じたときは、甲乙協議
の上、本件分割の条件を変更し、又は本契約を解除することができる。  

 
第１０条（本契約の効力） 
 本契約は、法令に定められた関係官庁等の許認可が得られない場合、その効力を
失うものとする。 

  
第１１条（規定外事項） 
 本契約に定めるもののほか、本件分割に関し必要な事項は、本件分割の趣旨に従
って、甲乙協議の上これを決定するものとする。 

  
以上

  
上記合意の成立を証するため、本契約書2通を作成し、各自記名押印の上、甲及び
乙が各1通を保有するものとする。 
 
平成26年5月7日 

甲 京都府京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1-1 
大日本スクリーン製造株式会社 

  代表取締役 垣 内 永 次 ㊞ 
 

乙 京都府京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1-1 
 スクリーンMP分割準備株式会社 
  代表取締役 垣 内 永 次 ㊞ 
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（別紙） 

承継権利義務明細表 
  

 乙が甲から本件分割により承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務は、分
割効力発生日において甲に属する次に記載する権利義務とする。なお、承継する権利
義務のうち資産及び負債については、平成26年3月31日現在の貸借対照表その他同日
現在の計算を基礎とし、これに分割効力発生日の前日までの増減を加除した上で確定
する。 
  
１．承継する資産及び負債 
 分割効力発生日において甲に属する以下の資産、負債及びこれらに付随する権
利義務。 

  
１）承継する資産 
MP事業に係る一切の資産。ただし、次の各号を除く。 
①関係会社への売上債権 
②土地、建物 
③関係会社株式の一部 
④その他資産のうち甲から乙への承継が法令上認められないもの 
  

２）承継する負債 
MP事業に係る一切の負債。ただし、次の各号を除く。 
①租税債務 
②その他負債のうち甲から乙への承継が法令上認められないもの 

  
２．承継する契約関係（雇用契約は除く） 
 分割効力発生日において甲が締結している、MP事業に属する売買契約、委託
契約、その他MP事業に係る一切の契約上の地位及び当該契約に基づき発生する
一切の権利義務。なお、本件分割により乙に承継させることが当該各契約に定め
る甲の義務に抵触し、かつ、当該義務の免除について当該各契約の相手方の同意
が得られない場合、又は、甲の契約上の地位等を乙に承継させるために当該各契
約において必要とされる手続を甲が効力発生日の前日時点において履行できる見
込みがない場合、その他当該各契約上の地位等を乙に承継させることにより甲又
は乙に著しい不利益が発生する場合、当該各契約上の地位等を承継対象権利義務
から除外する。 

  
３．承継する雇用契約 
 MP事業に主として従事する従業員（甲の子会社又はその他の企業、団体等に
出向している者、嘱託社員、契約社員を含む。以下同じ。）に係る雇用契約上の
地位及び当該契約に基づき発生する一切の権利義務。ただし、別途甲との間で承
継対象から除外する旨の合意をした従業員に係る雇用契約上の地位及び当該契約
に基づき発生する一切の権利義務は除く。 

 
４．承継する労働協約 
 甲と大日本スクリーン労働組合との間で乙に承継することを別途合意した労働
協約。 

  
以上
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（4）製造支援および製造請負業務 
 

吸収分割契約書（写） 
  

 大日本スクリーン製造株式会社（以下「甲」という。）と、スクリーン製造分割準
備株式会社（以下「乙」という。）は、次のとおり吸収分割契約（以下「本契約」と
いう。）を締結する。 
  
第１条（吸収分割） 
 甲は、甲の営む製造支援及び製造請負業務（以下「製造事業」という。）に関し
て有する権利義務を乙に承継させるため、本契約の定めるところにより、吸収分割
（以下「本件分割」という。）を行う。 

  
第２条（商号及び住所） 
 甲及び乙の商号及び住所は次のとおりである。 
（1）甲：吸収分割会社 

商号： 大日本スクリーン製造株式会社（平成26年10月1日に「株式会社
SCREENホールディングス」に商号変更予定） 

住所： 京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1-1 
（2）乙：吸収分割承継会社 

商号： スクリーン製造分割準備株式会社 
住所： 京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1-1 

 
第３条（承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項） 
 乙は、本件分割により、別紙「承継権利義務明細表」記載の、甲の営む製造事業
に関する資産、債務、雇用契約その他の権利義務を甲より承継する。 
 ただし、当該権利義務の承継につき法令上の許認可等の理由により承継ができな
い場合は、これを承継しないものとする。 
なお、本件分割により乙が甲より承継する債務については、甲による重畳的債務
引受の方法による。 

  
第４条（本件分割に際して交付する株式等） 
 乙は、本件分割に際して、甲に対し、乙の普通株式600株を交付する。 

  
第５条（増加すべき資本金及び準備金の額等） 
 本件分割により増加すべき乙の資本金及び準備金の額は次のとおりとする。 

  
（1） 増加する資本金の額 0円 
（2） 増加する準備金の額 会社計算規則に従い乙が定める 

  
第６条（分割効力発生日） 
 本件分割が効力を発生する日（以下「分割効力発生日」という。）は、平成26年
10月1日とする。ただし、所管監督官庁より許認可が取得できない等、本件分割の
手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合は、甲乙協議の上これを変更
することができる。 
  
第７条（会社財産の管理等） 
 甲及び乙は、本契約締結後分割効力発生日に至るまで、善良なる管理者としての
注意をもってそれぞれの業務の執行及び財産の管理、運営を行い、その財産及び権
利義務に重大な影響を及ぼす行為を行う場合には、予め甲乙協議の上これを実行す
るものとする。 
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第８条（競業避止義務） 
 甲は、分割効力発生日後においても、何ら競業避止義務は負わない。 
  
第９条（分割条件の変更及び本契約の解除） 
 本契約締結の日から分割効力発生日に至るまでの間において、天災地変その他の
事由により、甲又は乙の資産又は経営状態に重大な変動が生じたときは、甲乙協議
の上、本件分割の条件を変更し、又は本契約を解除することができる。  
 
第１０条（本契約の効力） 
 本契約は、法令に定められた関係官庁等の許認可が得られない場合、その効力を
失うものとする。 

  
第１１条（規定外事項） 
 本契約に定めるもののほか、本件分割に関し必要な事項は、本件分割の趣旨に従
って、甲乙協議の上これを決定するものとする。 

  
以上

  
上記合意の成立を証するため、本契約書2通を作成し、各自記名押印の上、甲及び
乙が各1通を保有するものとする。 
 
平成26年5月7日 

甲 京都府京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1-1 
大日本スクリーン製造株式会社 
 代表取締役 垣 内 永 次 ㊞ 

 
乙 京都府京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1-1 

スクリーン製造分割準備株式会社 
 代表取締役 垣 内 永 次 ㊞ 

 
（別紙） 

承継権利義務明細表 
  

 乙が甲から本件分割により承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務は、分
割効力発生日において甲に属する次に記載する権利義務とする。なお、承継する権利
義務のうち資産及び負債については、平成26年3月31日現在の貸借対照表その他同日
現在の計算を基礎とし、これに分割効力発生日の前日までの増減を加除した上で確定
する。 
  
１．承継する資産及び負債 
 分割効力発生日において甲に属する以下の資産、負債及びこれらに付随する権
利義務。 

  
１）承継する資産 
製造事業に係る一切の資産。ただし、次の各号を除く。 
①関係会社への売上債権 
②土地、建物 
③関係会社株式の一部 
④その他資産のうち甲から乙への承継が法令上認められないもの 
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２）承継する負債 
製造事業に係る一切の負債。ただし、次の各号を除く。 
①租税債務 
②その他負債のうち甲から乙への承継が法令上認められないもの 

  
２．承継する契約関係（雇用契約は除く） 
 分割効力発生日において甲が締結している、製造事業に属する売買契約、委託
契約、その他製造事業に係る一切の契約上の地位及び当該契約に基づき発生する
一切の権利義務。なお、本件分割により乙に承継させることが当該各契約に定め
る甲の義務に抵触し、かつ、当該義務の免除について当該各契約の相手方の同意
が得られない場合、又は、甲の契約上の地位等を乙に承継させるために当該各契
約において必要とされる手続を甲が効力発生日の前日時点において履行できる見
込みがない場合、その他当該各契約上の地位等を乙に承継させることにより甲又
は乙に著しい不利益が発生する場合、当該各契約上の地位等を承継対象権利義務
から除外する。 

  
３．承継する雇用契約 
 製造事業に主として従事する従業員（甲の子会社又はその他の企業、団体等に
出向している者、嘱託社員、契約社員を含む。以下同じ。）に係る雇用契約上の
地位及び当該契約に基づき発生する一切の権利義務。ただし、別途甲との間で承
継対象から除外する旨の合意をした従業員に係る雇用契約上の地位及び当該契約
に基づき発生する一切の権利義務は除く。 

 
４．承継する労働協約 
 甲と大日本スクリーン労働組合との間で乙に承継することを別途合意した労働
協約。 

  
以上
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（5）シェアードサービス業務 
吸収分割契約書（写） 

  
 大日本スクリーン製造株式会社（以下「甲」という。）と、スクリーンビジネスサー
ビス分割準備株式会社（以下「乙」という。）は、次のとおり吸収分割契約（以下
「本契約」という。）を締結する。 
  
第１条（吸収分割） 
 甲は、甲の営むシェアードサービス業務（以下「BS事業」という。）に関して有
する権利義務を乙に承継させるため、本契約の定めるところにより、吸収分割（以
下「本件分割」という。）を行う。 
  
第２条（商号及び住所） 
 甲及び乙の商号及び住所は次のとおりである。 
（1）甲：吸収分割会社 

商号： 大日本スクリーン製造株式会社（平成26年10月1日に「株式会社
SCREENホールディングス」に商号変更予定） 

住所： 京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1-1 
（2）乙：吸収分割承継会社 

商号： スクリーンビジネスサービス分割準備株式会社 
住所： 京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1-1 

 
第３条（承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項） 
 乙は、本件分割により、別紙「承継権利義務明細表」記載の、甲の営むBS事業に
関する資産、債務、雇用契約その他の権利義務を甲より承継する。 
 ただし、当該権利義務の承継につき法令上の許認可等の理由により承継ができな
い場合は、これを承継しないものとする。 
なお、本件分割により乙が甲より承継する債務については、甲による重畳的債務
引受の方法による。 

  
第４条（本件分割に際して交付する株式等） 
 乙は、本件分割に際して、甲に対し、乙の普通株式600株を交付する。 
  
第５条（増加すべき資本金及び準備金の額等） 
 本件分割により増加すべき乙の資本金及び準備金の額は次のとおりとする。 

  
（1） 増加する資本金の額 0円 
（2） 増加する準備金の額 会社計算規則に従い乙が定める 

  
第６条（分割効力発生日） 
 本件分割が効力を発生する日（以下「分割効力発生日」という。）は、平成26年
10月1日とする。ただし、所管監督官庁より許認可が取得できない等、本件分割の
手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合は、甲乙協議の上これを変更
することができる。 
  
第７条（会社財産の管理等） 
 甲及び乙は、本契約締結後分割効力発生日に至るまで、善良なる管理者としての
注意をもってそれぞれの業務の執行及び財産の管理、運営を行い、その財産及び権
利義務に重大な影響を及ぼす行為を行う場合には、予め甲乙協議の上これを実行す
るものとする。 
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第８条（競業避止義務） 
 甲は、分割効力発生日後においても、何ら競業避止義務は負わない。 

  
第９条（分割条件の変更及び本契約の解除） 
 本契約締結の日から分割効力発生日に至るまでの間において、天災地変その他の
事由により、甲又は乙の資産又は経営状態に重大な変動が生じたときは、甲乙協議
の上、本件分割の条件を変更し、又は本契約を解除することができる。  
 
第１０条（本契約の効力） 
 本契約は、法令に定められた関係官庁等の許認可が得られない場合、その効力を
失うものとする。 
  
第１１条（規定外事項） 
 本契約に定めるもののほか、本件分割に関し必要な事項は、本件分割の趣旨に従
って、甲乙協議の上これを決定するものとする。 

  
以上

  
上記合意の成立を証するため、本契約書2通を作成し、各自記名押印の上、甲及び
乙が各1通を保有するものとする。 
 
平成26年5月7日 

甲 京都府京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1-1 
大日本スクリーン製造株式会社 
 代表取締役 垣 内 永 次 ㊞ 

 
乙 京都府京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1-1 
スクリーンビジネスサービス分割準備株式会社 

 代表取締役 垣 内 永 次 ㊞ 
 

（別紙） 
承継権利義務明細表 

  
 乙が甲から本件分割により承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務は、分
割効力発生日において甲に属する次に記載する権利義務とする。なお、承継する権利
義務のうち資産及び負債については、平成26年3月31日現在の貸借対照表その他同日
現在の計算を基礎とし、これに分割効力発生日の前日までの増減を加除した上で確定
する。 

  
１．承継する資産及び負債 
 分割効力発生日において甲に属する以下の資産、負債及びこれらに付随する権
利義務。 

１）承継する資産 
BS事業に係る一切の資産。ただし、次の各号を除く。 
①関係会社への売上債権 
②土地、建物 
③関係会社株式の一部 
④その他資産のうち甲から乙への承継が法令上認められないもの 
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２）承継する負債 

BS事業に係る一切の負債。ただし、次の各号を除く。 
①租税債務 
②その他負債のうち甲から乙への承継が法令上認められないもの 

  
２．承継する契約関係（雇用契約は除く） 
 分割効力発生日において甲が締結している、BS事業に属する売買契約、委託契
約、その他BS事業に係る一切の契約上の地位及び当該契約に基づき発生する一切
の権利義務。なお、本件分割により乙に承継させることが当該各契約に定める甲
の義務に抵触し、かつ、当該義務の免除について当該各契約の相手方の同意が得
られない場合、又は、甲の契約上の地位等を乙に承継させるために当該各契約に
おいて必要とされる手続を甲が効力発生日の前日時点において履行できる見込み
がない場合、その他当該各契約上の地位等を乙に承継させることにより甲又は乙
に著しい不利益が発生する場合、当該各契約上の地位等を承継対象権利義務から
除外する。 
  

３．承継する雇用契約 
 BS事業に主として従事する従業員（甲の子会社又はその他の企業、団体等に出
向している者、嘱託社員、契約社員を含む。以下同じ。）に係る雇用契約上の地
位及び当該契約に基づき発生する一切の権利義務。ただし、別途甲との間で承継
対象から除外する旨の合意をした従業員に係る雇用契約上の地位及び当該契約に
基づき発生する一切の権利義務は除く。 
  

４．承継する労働協約 
 甲と大日本スクリーン労働組合との間で乙に承継することを別途合意した労働
協約。 

  
以上

 
3．次に掲げる相当性に関する事項 
（1）吸収分割により承継会社が当社に対して交付する株式の数又はその数の算定方法 
吸収分割により承継会社が当社に対して交付する株式の数は以下のとおりです。 
①当社は、平成26年10月1日を効力発生日とする吸収分割により、半導体機器事業に関
する権利義務について、当社の100％子会社である株式会社SOKUDOに対して、当
社との間で締結した平成26年5月7日付の吸収分割契約に従い承継させることとし、
当社は承継会社である株式会社SOKUDOとの間において、承継会社が普通株式3,000株
を新たに発行し、その全てを当社に対して交付することといたしました。 

②当社は、平成26年10月1日を効力発生日とする吸収分割により、FPD機器事業に関す
る権利義務について、当社の100％子会社であるスクリーンFE分割準備株式会社に対
して、当社との間で締結した平成26年5月7日付の吸収分割契約に従い承継させるこ
ととし、当社は承継会社であるスクリーンFE分割準備株式会社との間において、承
継会社が普通株式600株を新たに発行し、その全てを当社に対して交付することとい
たしました。 

③当社は、平成26年10月1日を効力発生日とする吸収分割により、メディアアンドプレ
シジョンテクノロジー事業に関する権利義務について、当社の100％子会社であるス
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クリーンMP分割準備株式会社に対して、当社との間で締結した平成26年5月7日付の
吸収分割契約に従い承継させることとし、当社は承継会社であるスクリーンMP分割
準備株式会社との間において、承継会社が普通株式600株を新たに発行し、その全て
を当社に対して交付することといたしました。 

④当社は、平成26年10月1日を効力発生日とする吸収分割により、製造支援および製造
請負業務に関する権利義務について、当社の100％子会社であるスクリーン製造分割
準備株式会社に対して、当社との間で締結した平成26年5月7日付の吸収分割契約に
従い承継させることとし、当社は承継会社であるスクリーン製造分割準備株式会社と
の間において、承継会社が普通株式600株を新たに発行し、その全てを当社に対して
交付することといたしました。 

⑤当社は、平成26年10月1日を効力発生日とする吸収分割により、シェアードサービス
業務に関する権利義務について、当社の100％子会社であるスクリーンビジネスサー
ビス分割準備株式会社に対して、当社との間で締結した平成26年5月7日付の吸収分
割契約に従い承継させることとし、当社は承継会社であるスクリーンビジネスサービ
ス分割準備株式会社との間において、承継会社が普通株式600株を新たに発行し、そ
の全てを当社に対して交付することといたしました。 

 
上記の各吸収分割に際して、当社に対して交付される各承継会社の株式について
は、当社が各承継会社の発行済株式の全てを所有していることから、各承継会社が交
付する株式の数を任意に定めることができると認められるため、当社と各承継会社の
協議により1株当たりの純資産額等を考慮して決定したものであり、相当であると判断
しております。 

 
（2）承継会社の資本金および準備金の額に関する事項 

各承継会社が吸収分割に際して増加させる資本金および準備金の額は次のとおりで
あり、吸収分割後における各承継会社の事業内容および当社から承継する権利義務に
照らして相当な額であると判断しております。 

（単位：百万円） 
承継会社 資本金 準備金 

株式会社SOKUDO 10 会社計算規則に従い別途定める額 
スクリーンFE分割準備株式会社 90 会社計算規則に従い別途定める額 
スクリーンMP分割準備株式会社 90 会社計算規則に従い別途定める額 
スクリーン製造分割準備株式会社 0 会社計算規則に従い別途定める額 
スクリーンビジネスサービス分割
準備株式会社 

0 会社計算規則に従い別途定める額 
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４．計算書類等に関する事項 
（1）吸収分割承継会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容 
①株式会社SOKUDO                         

事 業 報 告 ( 平成25年４月１日から平成26年３月31日まで ) 
事業の経過及びその成果 
当連結会計年度の世界経済の動向は、全体として緩やかな回復基調で推移しまし

た。米国では、個人消費と民間投資が進むなど景気回復が続きましたが、欧州では､ 
債務問題の改善が見られず低成長が続きました。新興諸国においても、これまでの
高い成長率は鈍化しました。 
また、わが国経済は、円高是正が進みましたが、輸出がほぼ横ばいとなるものの､ 
国内需要の増加により輸入が拡大し、経常収支は赤字となりましたが、アベノミク
ス効果もあり、全体として緩やかな回復基調で推移しました。 
半導体関連市場では、スマートフォンやタブレット端末などのモバイル機器に搭

載される半導体の生産能力を増強するための投資が相次ぐなど順調に推移しました｡ 
このような状況のなか、引き続き競合他社との競争の激化により事業環境は非常

に厳しい状況ではありましたが、半導体関連市場の旺盛な需要を享受し、外部の研
究機関等への参加による先端研究開発の継続、および塗布現像装置「SOKUDO 
DUO」の販売促進も寄与し、シェアの拡大に繋がりました。 
 

主要な事業内容 
当社グループは、半導体関連コーターデベロッパーに関する開発、製造、販売、
保守事業を行っております。 
  

主要な営業所及び工場並びに使用人の状況 
・当社 
本 社   京都市上京区 

・子会社 
SOKUDO USA，LLC   米国 カリフォルニア州 

・企業集団の従業員の状況 
会 社 名 従 業 員 数 

株式会社SOKUDO 8  名 
SOKUDO USA，LLC ― 

合 計 8 
 

重要な親会社及び子会社の状況 
・親会社の状況 
当社の親会社は大日本スクリーン製造株式会社であり、同社は株式を1,400株
（議決権比率100％）保有しております。当社は親会社に製品の設計、製造およ
び販売を委託しております。 

・重要な子会社の状況    
名 称 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容 

SOKUDO 
USA，LLC 4,000,000米ドル 100.0% 半導体関連コーターデベロッパーに

関する研究開発事業 
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貸 借 対 照 表 （平成26年３月31日現在）
 (単位：百万円) 

科   目 金  額 科  目 金  額 
（資 産 の 部）  （負 債 の 部）  
流 動 資 産 
固 定 資 産 

 

5,744
95

流 動 負 債 
固 定 負 債 

8,182 
－ 

負 債 合 計 8,182 
（純 資 産 の 部）  
純 資 産 合 計 △2,342 

資 産 合 計 5,840 負債純資産合計 5,840 
 

損 益 計 算 書 (平成25年４月１日から平成26年３月31日まで)
(単位：百万円) 

科  目 金  額 
売  上  高 
 

売 上 総 利 益 
 
営 業 利 益 
 
経 常 利 益 
 
当 期 純 利 益 

19,478 
 

1,753 
 

85 
 

15 
 
6 

 
②スクリーンFE分割準備株式会社 

スクリーンFE分割準備株式会社は、平成26年5月7日に成立した会社であるため、
確定最終年度はありません。同社の成立の日現在における貸借対照表の内容は以下の
とおりです。 

(単位：百万円) 
科   目 金  額 科  目 金  額 

（資 産 の 部）  （負 債 の 部）  
流 動 資 産 
固 定 資 産 

10
―

流 動 負 債 
固 定 負 債 

― 
― 

負 債 合 計 ― 
（純 資 産 の 部）  
純 資 産 合 計 10 

資 産 合 計 10 負債純資産合計 10 



01_0361401102606.doc 
大日本スクリーン製造㈱様 招集 2014/05/21 2:21:00印刷 20/49 

－22－ 

③スクリーンMP分割準備株式会社 
スクリーンMP分割準備株式会社は、平成26年5月7日に成立した会社であるため、

確定最終年度はありません。同社の成立の日現在における貸借対照表の内容は以下の
とおりです。 

(単位：百万円) 
科   目 金  額 科  目 金  額 

（資 産 の 部）  （負 債 の 部）  
流 動 資 産 
固 定 資 産 

10
―

流 動 負 債 
固 定 負 債 

― 
― 

負 債 合 計 ― 
（純 資 産 の 部）  
純 資 産 合 計 10 

資 産 合 計 10 負債純資産合計 10 
 
④スクリーン製造分割準備株式会社 

スクリーン製造分割準備株式会社は、平成26年5月7日に成立した会社であるた
め、確定最終年度はありません。同社の成立の日現在における貸借対照表の内容は以
下のとおりです。 

(単位：百万円) 
科   目 金  額 科  目 金  額 

（資 産 の 部）  （負 債 の 部）  
流 動 資 産 
固 定 資 産 

10
―

流 動 負 債 
固 定 負 債 

― 
― 

負 債 合 計 ― 
（純 資 産 の 部）  
純 資 産 合 計 10 

資 産 合 計 10 負債純資産合計 10 
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⑤スクリーンビジネスサービス分割準備株式会社 
スクリーンビジネスサービス分割準備株式会社は、平成26年5月7日に成立した会

社であるため、確定最終年度はありません。同社の成立の日現在における貸借対照表
の内容は以下のとおりです。 

(単位：百万円) 
科   目 金  額 科  目 金  額 

（資 産 の 部）  （負 債 の 部）  
流 動 資 産 
固 定 資 産 

10
―

流 動 負 債 
固 定 負 債 

― 
― 

負 債 合 計 ― 
（純 資 産 の 部）  
純 資 産 合 計 10 

資 産 合 計 10 負債純資産合計 10 
 

（2）吸収分割承継会社の最終事業年度の末日（又は成立の日）後の重要な財産の処分、重大
な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象 
 
該当事項はありません。 
 

（3）当社の最終事業年度の末日後の重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産
の状況に重要な影響を与える事象 

 
該当事項はありません。 
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第3号議案   定款一部変更の件 
１．提案の理由 

当社は、第2号議案「吸収分割契約承認の件」に記載のとおり、平成26年10月1日（予
定）付で、半導体機器事業、FPD機器事業、メディアアンドプレシジョンテクノロジー
事業、製造支援および製造請負業務、シェアードサービス業務を吸収分割の方法により
当社100％子会社にそれぞれ承継させ、持株会社となる予定であります。 
これに伴い、商号および事業内容を変更するため、現行定款の第1条（商号）および第
2条（目的）について所要の変更および一部追加を行い、また、平成26年10月1日付で効
力が生じる旨の附則を設けるほか、字句の修正を行うものであります。 

２．変更の内容 
変更の内容は次のとおりであります。 

（下線は変更部分を示します。） 

現 行 定 款 変 更 案 
（商   号） 
第 1 条 当会社は、大日本スクリーン製造株

式会社と称する。 
２ 英文では、Dainippon Screen Mfg. 
Co., Ltd.と表示する。 

（商   号） 
第 1 条 当会社は、株式会社SCREENホール

ディングスと称する。 
２ 英文では、SCREEN Holdings Co., 
Ltd.と表示する。 

（目   的） 
第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目

的とする。 
 
 
 
 
 

（ 1 ）製版・印刷用装置、機械器具およ
び薬品その他材料の製造ならびに販売

（ 2 ）情報・画像処理用装置、機械器具
および部品等の製造ならびに販売 

（ 3 ）ソフトウエアの制作ならびに販売 
（ 4 ）マルチメディアによる情報通信、
情報処理および情報提供等の情報サー
ビス事業 

（ 5 ）電子工業用装置、機械器具、精密
部品および薬品その他材料の製造なら
びに販売 

（ 6 ）医療機器、医療用具の製造ならび
に販売 

（目   的） 
第 2 条 当会社は、次の各号に掲げる事業を

営む会社（外国会社を含む。)、組合
(外国における組合に相当するものを
含む。)、その他これに準ずる事業体
の株式または持分を所有することによ
り、当該会社等の事業活動を支配また
は管理することを目的とする。 

（ 1 ）  
 
（ 2 ）  
    
（ 3 ）  
（ 4 ） 
        ＜現行どおり＞ 
 
（ 5 ）  
 
（ 6 ）  
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現 行 定 款 変 更 案 

（ 7 ）電気通信工事、電気工事および機
械器具設置工事に関する設計、監
理、請負ならびに施工 

（ 8 ）前各号に付帯または関連する装
置、機械器具等各種動産のリースお
よびレンタル 

（ 9 ）不動産の売買、賃貸借および管理 
（10）国際規格等による環境保全、品質
保証および労働安全衛生等マネジメ
ントシステムに関する教育、情報の
提供ならびに技術の指導 

（11）前各号に付帯または関連する調
査、企画、設計、監理、コンサルテ
ィングおよび技術・ノウハウの販売 

（12）ファクタリング業 
（13）書籍および雑誌等の出版ならびに
販売 

（14）損害保険代理業 
（15）労働者派遣事業 
（16）貨物運送取扱事業および倉庫業 
（17）前各号に付帯または関連する一切

の事業 
 

＜新設＞ 

（ 7 ）  
 
 
（ 8 ）  
 
 
（ 9 ）  
（10） 
 
 
          ＜現行どおり＞ 
（11）  
 
 
（12） 
（13）  
 
（14）  
（15）  
（16）  
（17）  

 
２ 当会社は、前項各号およびこれに
付帯または関連する一切の事業を営む
ことができる。 

第 3 条 
〜     ＜条文省略＞ 

第 41 条 
第 42 条 転換社債の転換により発行された

株式に対する最初の剰余金の配当
は、転換の請求がなされたときの属
する営業年度の初めに転換があった
ものとみなして、これを支払う。 

 
 
 

＜新設＞ 

第 3 条 
〜     ＜現行どおり＞ 

第 41 条 
第 42 条 転換社債の転換により発行された

株式に対する最初の剰余金の配当
は、転換の請求がなされたときの属
する事業年度の初めに転換があった
ものとみなして、これを支払う。 

 
（附則） 第1条（商号）および第２条（目

的）の規定の変更は、平成26年
10月1日をもって効力を生ずるもの
とする。なお、本附則は、上記の効
力発生後、これを削除する。 
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第4号議案   取締役10名選任の件 
取締役 石田 明、橋本正博、垣内永次、領内 修、南島 新、沖 勝登志、立石義雄、村山昇作

および齋藤 茂の9名は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締
役10名の選任をお願いいたしたいと存じます。 
取締役候補者は次のとおりであります。 

 
候補者 
番 号 

氏   名 
（生年月日） 

略歴、当社における地位、担当 
［重要な兼職の状況］ 

所有する当社 
の株式の数 

1 
いし だ  あきら 

石 田  明 
（昭和17年7月23日） 

昭和52年６月 当社取締役に就任 
昭和53年６月 当社常務取締役に就任 
昭和57年６月 当社代表取締役に就任 現在に至る 

当社専務取締役に就任 
昭和60年６月 当社取締役副社長に就任 
平成元年６月 当社取締役社長に就任 
平成13年６月 当社取締役会長に就任 現在に至る 
平成14年４月 当社最高経営責任者に就任 現在に至る 
平成20年６月 財団法人京都産業21（現 公益財団法人 

京都産業21）理事長に就任 

1,211,548株 

2 
はし もと まさ ひろ 

橋 本 正 博 
（昭和23年8月28日） 

昭和47年４月 株式会社大和銀行（現 株式会社りそな 
銀行）入行 

平成10年11月 ダイワプルダニア銀行（インドネシア） 
社長 

平成11年７月 株式会社大和銀行国際部長 
平成12年３月 同行総務部長 
平成13年５月 当社入社 
平成13年６月 当社常務取締役に就任  

当社財務本部長 
平成14年４月 当社コーポレート財務戦略担当 
平成16年４月 当社コーポレート事務統轄 

同法務・知財戦略担当 
平成16年６月 当社専務取締役に就任 
平成17年６月 当社代表取締役に就任 

当社取締役社長に就任 
当社最高執行責任者に就任 

平成26年４月 当社取締役副会長に就任 現在に至る 

206,507株 
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候補者 
番 号 

氏   名 
（生年月日） 

略歴、当社における地位、担当 
［重要な兼職の状況］ 

所有する当社 
の株式の数 

3 
かき うち えい じ 

垣 内 永 次 
（昭和29年4月3日） 

昭和56年４月 当社入社 
平成12年７月 DAINIPPON SCREEN GRAPHICS 

（USA）, LLC社長 
平成17年４月 当社執行役員に就任 

当社メディアテクノロジーカンパニー社長 
平成18年４月 当社上席執行役員に就任 
平成19年４月 当社常務執行役員に就任 

当社半導体機器カンパニー社長 
平成22年４月 当社安全保障貿易、GPS、 

セールスプロモーションサポート担当 
平成23年４月 当社IR、安全保障貿易、GPS、 

グループG10担当 
平成23年６月 当社取締役に就任 
平成24年４月 当社広報・IR、GPS、G10担当 
平成26年４月 当社代表取締役に就任 現在に至る 

当社取締役社長に就任 現在に至る 
当社最高執行責任者に就任 現在に至る 

84,016株 

4 
みなみ しま  しん 

南 島  新 
（昭和30年11月25日） 

昭和53年４月 当社入社 
平成14年４月 当社ビジネスサービスセンター 

理財統轄部経理部長 
平成17年４月 当社理財カンパニー社長 
平成18年４月 株式会社ディ・エス・ファイナンス 

代表取締役社長に就任 
平成21年４月 当社執行役員に就任 
平成21年10月 当社ビジネスサービスセンター 

副センター長 
平成23年６月 当社取締役に就任 現在に至る 

当社ビジネスサービスセンター長 
現在に至る 

平成25年５月 当社経営戦略本部長 
平成26年４月 当社管理本部副本部長 現在に至る 

44,578株 
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候補者 
番 号 

氏   名 
（生年月日） 

略歴、当社における地位、担当 
［重要な兼職の状況］ 

所有する当社 
の株式の数 

5 
おき かつ と し 

沖  勝 登 志 
（昭和33年6月2日） 

昭和56年４月 日本生命保険相互会社入社 
平成７年３月 ニッポン･ライフ･インシュアランス・ 

カンパニー・オブ・アメリカ出向 
平成14年３月 日本生命保険相互会社広島支社副支社長 
平成16年３月 同社那覇支社長 
平成19年３月 同社大阪都心南支社長 
平成21年３月 同社本店総合法人第二部総合法人部長 
平成23年４月 当社入社 

当社ビジネスサービスセンター 
副センター長 

平成24年４月 当社常務執行役員に就任 
平成25年６月 当社取締役に就任 現在に至る 
平成26年４月 当社経営戦略本部長 現在に至る 

当社広報・IR、GPS、G10担当 現在に至る 

16,701株 

6 

※ 
なだ はら そう いち 

灘 原 壮 一 
（昭和32年12月2日） 

昭和61年４月 株式会社東芝入社 
平成９年７月 同社プロセス技術研究所開発主査 
平成13年４月 同社セミコンダクター社プロセス技術 

推進センターグループ長 
平成16年４月 当社入社 

当社半導体機器カンパニー技術統轄担当部長 
平成16年10月 当社半導体機器カンパニー副社長 
平成18年４月 当社執行役員に就任 
平成23年４月 当社上席執行役員に就任  現在に至る 
平成25年４月 当社最高技術責任者に就任  現在に至る 

当社技術開発センター長  現在に至る 

54,339株 

7 

※ 
こん どう よう いち 

近 藤 洋 一 
（昭和33年9月25日） 

昭和57年４月 株式会社東京銀行（現 株式会社三菱東京 
UFJ銀行）入行 

平成19年12月 同行アジア・中国部長 
平成22年５月 同行国際審査部長 

同行融資部中小企業金融円滑化室長 
同行リテール融資部中小企業金融円滑化室長 

平成22年６月 同行執行役員に就任 
平成25年６月 当社入社 

当社上席執行役員に就任  現在に至る 
当社最高財務責任者補佐  現在に至る 
当社ビジネスサービスセンター 
副センター長  現在に至る 

平成26年４月 当社管理本部長  現在に至る 
株式会社ディ・エス・ファイナンス 
代表取締役社長に就任 現在に至る 

4,794株 
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候補者 
番 号 

氏   名 
（生年月日） 

略歴、当社における地位、担当 
［重要な兼職の状況］ 

所有する当社 
の株式の数 

8 
たて いし よし お 

立 石 義 雄 
（昭和14年11月1日） 

昭和38年４月 立石電機株式会社（現 オムロン株式会社）
入社 

昭和48年５月 同社取締役に就任 
昭和51年６月 同社常務取締役に就任 
昭和58年６月 同社専務取締役に就任 
昭和62年６月 同社代表取締役社長に就任 
平成12年６月 西日本旅客鉄道株式会社社外取締役に就任 
平成15年６月 オムロン株式会社代表取締役会長に就任 
平成18年６月 当社取締役に就任 現在に至る 
平成19年５月 京都商工会議所会頭に就任 現在に至る 
平成23年６月 オムロン株式会社名誉会長に就任 

現在に至る 
 

［重要な兼職の状況］ 
オムロン株式会社 名誉会長 
京都商工会議所 会頭 

20,876株 

9 
むら やま  しょう さく 

村 山 昇 作 
（昭和24年9月21日） 

昭和47年４月 日本銀行入行 
昭和56年２月 同行ニューヨーク事務所エコノミスト  
平成６年11月 同行高松支店長 
平成10年６月 同行調査統計局長 
平成14年３月 帝國製薬株式会社代表取締役社長に就任 
平成14年６月 四国化成工業株式会社社外取締役に就任 
平成20年６月 iPSアカデミアジャパン株式会社取締役 

に就任 
平成23年６月 同社代表取締役社長に就任 現在に至る 
平成25年６月 当社取締役に就任 現在に至る 

 
［重要な兼職の状況］ 

iPSアカデミアジャパン株式会社 代表取締役社長 

5,958株 

10 
さい とう  しげる 

齋 藤  茂 
（昭和32年1月26日） 

昭和54年11月 株式会社トーセ入社 
同社開発本部長 

昭和60年10月 同社取締役に就任 
昭和62年２月 同社代表取締役社長に就任 
平成16年９月 同社代表取締役社長兼CEOに就任 

現在に至る 
平成25年６月 当社取締役に就任 現在に至る 

 
［重要な兼職の状況］ 

株式会社トーセ 代表取締役社長兼CEO 

3,958株 

  （注）1． 取締役候補者 立石義雄、村山昇作および齋藤 茂の各氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社
は立石義雄、村山昇作および齋藤 茂の各氏を株式会社東京証券取引所に対して、独立役員として届け
出を行っており、原案どおり選任された場合、引き続き独立役員となる予定であります。 
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    2．取締役候補者と当社との特別の利害関係について 
（1）立石義雄氏は、オムロン株式会社名誉会長であり、当社と同社との間に購入、販売等の取引関係が

ありますが、その取引額は僅少であります。 
（2） 村山昇作氏は、iPSアカデミアジャパン株式会社代表取締役社長であり、当社と同社との間に研究

開発に関連する業務委託等の取引関係がありますが、その取引額は僅少であります。 
（3）上記以外の各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。  3．社外取締役候補者の選任理由について 
（1）立石義雄氏につきましては、現在社外取締役であり、かつ企業経営等さまざまな分野における豊富

な知見、経験等を当社の経営に反映していただくことができると判断し、社外取締役として選任を
お願いするものであります。 

（2）村山昇作氏につきましては、現在社外取締役であり、かつ他社において代表取締役社長を現任されて
おり、培われた豊富な知見､経験等を当社の経営に反映していただくことができると判断し、社外取
締役として選任をお願いするものであります。 

（3）齋藤 茂氏につきましては、現在社外取締役であり、かつ他社において代表取締役社長を現任されて
おり、培われた豊富な知見､経験等を当社の経営に反映していただくことができると判断し、社外取
締役として選任をお願いするものであります。 

4．社外取締役候補者が当社取締役に就任してからの年数について 
（1）立石義雄氏が当社取締役に就任してからの年数は、本定時株主総会終結の時をもって8年であります。 
（2）村山昇作氏が当社取締役に就任してからの年数は、本定時株主総会終結の時をもって1年であります。 
（3）齋藤 茂氏が当社取締役に就任してからの年数は、本定時株主総会終結の時をもって1年であります。 

5．社外取締役との責任限定契約について 
当社は、立石義雄、村山昇作および齋藤 茂の各氏との間で、会社法第427条第1項にもとづき、同法第
423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約にもとづく損害賠償責任の限度額
は、法令に定める額としております。なお、原案どおり選任された場合、当該契約を継続する予定であ
ります。 

6．※印は、新任取締役候補者であります。 
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第5号議案   監査役1名選任の件 
監査役 野栗和哉および森 幹生の両氏は、本定時株主総会終結の時をもって辞任されま

すので、監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。 
なお、監査役候補者 西川健三郎氏は、監査役 森 幹生氏の補欠として選任されること

になりますので、その任期は当社定款の定めにより、退任した監査役の任期の満了する時
までとなります。 
また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。 
監査役候補者は次のとおりであります。 

氏   名 
（生年月日） 

略   歴 
［重要な兼職の状況］ 

所有する当社 
の 株 式 の 数 

※ 
にしかわ  けんざぶろう 

西川 健三郎 
（昭和30年11月1日） 

昭和53年４月 株式会社滋賀銀行入行 
平成10年10月 同行祇王支店長 
平成12年６月 同行甲西中央支店長 
平成14年４月 同行丸太町支店長 
平成16年６月 同行水口支店長 
平成19年６月 同行彦根支店長 
平成21年６月  同行取締役大阪支店長に就任 
平成23年６月  同行常務取締役に就任 
平成26年２月  しがぎんリース・キャピタル株式会社 

代表取締役社長に就任 現在に至る 
 

［重要な兼職の状況］ 
しがぎんリース・キャピタル株式会社 代表取締役社長 

3,000株 

（注）１．監査役候補者 西川健三郎氏は、社外監査役候補者であり、当社は株式会社東京証券取引所に対して、
独立役員として届け出を行う予定であります。 

２．監査役候補者 西川健三郎氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 
３．社外監査役候補者の選任理由について 
西川健三郎氏は、他社において代表取締役社長を現任されており、培われた豊富な知見、経験等を当社
の監査に反映していただくことができると判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。 

４．社外監査役との責任限定契約について 
原案どおり選任された場合、当社は西川健三郎氏との間で、会社法第427条第1項にもとづき、同法第
423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約にもとづく損害賠償
責任の限度額は、法令に定める額とします。 

５．※印は、新任監査役候補者であります。 
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第6号議案   補欠監査役1名選任の件 
本定時株主総会開始の時をもって補欠監査役 豊部克之氏の選任の効力が失効しますので､ 

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いす
るものであります。 
補欠監査役候補者は社外監査役の補欠であり、社外監査役が任期中に退任し、法令に定

める監査役の員数を欠く場合に監査役に就任する旨の承諾を得ております。 
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。 
補欠監査役候補者は次のとおりであります。 

 
氏   名 
（生年月日） 

略   歴 
［重要な兼職の状況］ 

所有する当社 
の 株 式 の 数 

とよ べ かつ ゆき 

豊 部 克 之 
（昭和27年８月12日） 

昭和52年４月 株式会社京都銀行入行 
平成12年４月 同行吉祥院支店長 
平成15年６月 同行市場金融部長 
平成17年６月 同行取締役に就任 
平成18年６月 同行取締役総合企画部長 
平成18年10月 同行取締役総合企画部長兼リスク統轄部長 
平成19年６月 同行取締役総合企画部長 
平成20年６月 同行常務取締役に就任 現在に至る 
 

［重要な兼職の状況］ 
株式会社京都銀行 常務取締役 

0株 

 
（注）１．補欠監査役候補者と当社との特別の利害関係について 

豊部克之氏は、株式会社京都銀行常務取締役であり、当社と同社との間に資金の借入等の取引関係が
あります。 

２．補欠の社外監査役候補者の選任理由について 
豊部克之氏につきましては、他社において常務取締役を現任されており、培われた豊富な知見、経験
等を当社の監査に反映していただくことができると判断し、補欠の社外監査役として選任をお願いす
るものであります。 

３．社外監査役との責任限定契約について 
豊部克之氏が社外監査役に就任した場合には、会社法第427条第1項にもとづき、同法第423条第1項
の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約にもとづく損害賠償責任の限度
額は、法令に定める額とします。 
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第7号議案   大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）承認の件 
当社は、「大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」を平成23年6月28日開催の
第70回定時株主総会において、株主の皆様のご承認にもとづき、その内容を一部変更して
継続導入しております。 
現行の買収防衛策につきましては、本定時株主総会終結の時をもって有効期間満了を迎
えるため、当社では、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保、向上の観点からそ
の在り方について継続的に検討してまいりました。その結果、「大規模買付行為に関する
対応策（買収防衛策）」を継続導入することにつき、株主の皆様のご承認をお願いするも
のであります。 

Ⅰ 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 
 当社は、株式を上場している者として、大規模買付者の行う大規模買付行為であっても､ 
株主がこれを受け容れて大規模買付行為に応じるか否かは、最終的に株主の判断に委ねら
れるべきものであると考えております。しかしながら、大規模買付行為は、それが成就す
れば、当社グループの経営に直ちに大きな影響を与えうるだけの支配権を取得するもので
あり、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に重大な影響を及ぼす可能性を内包してお
ります。それだけに、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は当社の企業価値
の源泉を理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を継続的に確保、向上させてい
くことができる者であることが必要であると認識しております。このため、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相応しくない者が現れた場合に対する一定の備
えを設ける必要があると考えております。 

Ⅱ 当社の企業価値の源泉および基本方針の実現に資する特別な取り組み 
1. 当社の企業価値の源泉について 
 当社は、明治元年に京都で創業した銅版印刷業「石田旭山印刷所」をルーツとしており
ます。創業者（現会長石田明の曾祖父）は京都の社寺、風景画を主とする版画家でしたが､
京都の歴史や文化をより多くの人々に伝えるため印刷業を興しました。しかし、写真の印
刷は手描きの版画では写真階調の再現が不可能であったため、当時は高価な輸入品しかな
かった「写真製版用ガラススクリーン」の国産化に挑みました。「日本の文化と産業の発
展に写真印刷技術は欠かせない」という創業者の強い思いが、国産初のガラススクリーン
製造技術の事業化につながり、昭和18年、「石田旭山印刷所」からベンチャー企業とし
て、当社が設立されました。 
 当社は、設立以来、写真製版用ガラススクリーンの製造で培われてきたコア技術『フォ
トリソグラフィー（注1）』を応用展開することで、印刷関連機器分野から半導体製造装
置やフラットパネルディスプレー（FPD）製造装置などのエレクトロニクス分野へ事業展
開を果たしてまいりました。現在では、創業の印刷関連分野における印刷版出力装置をは
じめ、半導体分野でのシリコンウエハー洗浄装置、FPD分野での大型ガラス基板対応の製
造装置など、複数の製品において世界トップシェアの地位を得るに至っております。 

 
 

（注1) フォトリソグラフィーとは、写真現像技術を応用して微細なパターンを形成する技術をいいます。 
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当社の経営理念は、コア技術を基礎に新しい事業や技術、製品の創造に常にチャレンジ
する「思考展開」にあります。その理念は現在では「志高転改（志高く改革に転じる）」
とも標榜され、当社コア技術の深耕のみならず、補完あるいはさらに生かすためのオープ
ンイノベーションを積極的に展開する原動力につながっています。 
このように、当社の企業価値は、中長期的な視点に立ちつつ、時代の環境変化に素早く
対応し、フォトリソグラフィーをコア技術として社会から求められる製品群を開発、製造
してきた総合的な技術力によって確保、向上されるべきものであり、また、それを支える
顧客、取引先、従業員等の一体性こそが、当社の企業価値の源泉であると考えております｡ 
2. 企業価値向上のための取り組みについて 
 当社は、上記の経営理念「思考展開」に加え、企業理念として『未来共有』、『人間形
成』、『技術追究』を掲げ、全従業員参加による活力ある企業体質であり続けるとともに､ 
株主、顧客、取引先にとどまらず、地域社会との調和や環境にも配慮し、事業活動に取り
組んでおります。さらに、経営ビジョンとして「Fit your needs, Fit your future（期待に
応えて、未来を形に・・・）」を掲げ、革新的なソリューションの提供を通じて、社会に
新たな価値を創造し、ステークホルダーの皆様とともに、未来を共有できる企業を目指し
ております。 
 また、当社グループは、平成27年3月期を初年度とする中期３カ年経営計画
「Challenge2016」に取り組んでおります。上記の企業価値の源泉を生かし、ますます変
化し競争が激化する既存事業領域において、当社の強みをさらに強化することによって競
争優位性を維持し、前中期３カ年経営計画から取り組んでおります収益構造改革を完遂し､ 
高収益体質へ転換するとともに、新規事業領域としてエネルギー分野、検査計測、ライフ
サイエンス分野およびプリンテッドエレクトロニクスの分野において早期事業化を果たす
ことによって、持続的な成長を可能とする高収益事業ポートフォリオの構築を目指してい
ます。さらに、バランスシートにより軸足をおいた経営を進め、財務体質の強化に努めて
まいります。この中期経営計画達成に向けグループ一丸となって取り組み、すべてのステー
クホルダーの利益追求と当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上を一層図ってまい
ります。 
3. コーポレート・ガバナンスの強化について 
 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組むことにより、企業経営における透
明性、健全性、効率性を追求し、すべてのステークホルダーの利益の確保を目指しており
ます。そのために「CSR推進グループ」を設け、重要な経営課題と位置づける内部統制機
能や環境、健康、安全（EHS）経営の充実を推進しております。 

Ⅲ 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り組み（本施策） 

1. 本施策の概要 
 本施策は、特定株主グループの議決権保有割合を20％以上とすることを目的とする当社
株券等（注2）の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権保有割合が20％以
上となる当社株券等の買付行為（取引所有価証券市場における買付け、公開買付け、その
他具体的な買付方法の如何を問いませんが、当社取締役会が予め同意したものを除きます｡ 

 
（注2）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。以下、同じとします。  
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以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行う者を「大規模
買付者」といいます。）が生じた場合に、大規模買付者が従うべき大規模買付ルール（後
記2.）と、大規模買付行為に対して当社がとりうる大規模買付対抗措置（後記3.）から構成
されております。なお、ここでいう特定株主グループとは、①当社株券等の保有者（注3）
およびその共同保有者（注4）、または②当社株券等の買付け等（注5）を行う者およびそ
の特別関係者（注6）をいい、議決権保有割合とは、特定株主グループが上記①の場合にお
いては当該保有者の株券等保有割合（注7）をいい、特定株主グループが上記②の場合にお
いては当該大規模買付者および当該特別関係者の株券等所有割合（注8）の合計をいいます｡ 
 本施策においては、まず、大規模買付ルールとして、大規模買付者に対し、株主の皆様
および当社取締役会による判断のための情報提供（後記2.（1））と、当社取締役会による
検討、評価の期間の付与（後記2.（2））を要請しております。 
 次に、当社取締役会が、大規模買付対抗措置として、会社法その他の法令および当社定
款によって認められる相当な対抗措置の発動を決議しうることを前提として（後記3.
（1））、その発動の要件を、大規模買付者が大規模買付ルールを順守しない場合または大
規模買付行為によって当社の企業価値ひいては株主共同の利益が著しく毀損される場合に
限定することといたしました（後記3.（2）（3））。 
 本施策の概要を別紙1にフローチャートとして記載しております。 
2. 大規模買付ルール 
（1）取締役会に対する情報提供 

 大規模買付者には、大規模買付行為に先立ち、当社取締役会に対し、株主の皆様の判
断および当社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な情報（以下「本情報」
といいます。）を書面で提供していただきます。これは、当該大規模買付行為に関し、
当社取締役会が適切な検討、評価を行い、かつ株主の皆様が適切な判断を行うことを目
的としております。 
 具体的には、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、まず当社代表
取締役宛に、大規模買付者の名称、住所または本店所在地、代表者の氏名、国内連絡先､ 
設立準拠法（外国法人の場合）および提案する大規模買付行為の概要を明示した、大規
模買付ルールに従う旨の意向表明書を提出していただきます。当社代表取締役は、かか
る意向表明書受領後10営業日以内に、大規模買付者から当初提供していただく本情報の
リストを当該大規模買付者に対して交付します。本情報の一般的項目は以下のとおりで
す。 

 

（注3）金融商品取引法第27条の23第1項に規定する保有者をいい、同条第3項にもとづき保有者とみなされ
る者を含みます。以下、同じとします。 

（注4）金融商品取引法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項にもとづき共同保有者と
みなされる者を含みます。以下、同じとします。 

（注5）金融商品取引法第27条の2第1項に規定する買付け等をいい、取引所有価証券市場において行われる
ものを含みます。以下、同じとします。 

（注6）金融商品取引法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。以下、同じとします。 
（注7）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、当該保有者の保有株券等の数

（同項に規定する保有株券等の数をいいます。）も計算上考慮されるものとします。 
（注8）金融商品取引法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。 
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① 大規模買付行為に係る特定株主グループ（大規模買付者を含む。）の詳細（沿革、
役員構成、主要業務、主要株主、グループ組織図、直近3カ年の有価証券報告書また
はこれに相当する書面、連結財務諸表、当社の事業と同種の事業についての経験等
に関する情報等を含む。） 

② 大規模買付行為の目的（目的が複数ある場合はそのすべて）、および具体的内容 
③ 大規模買付行為に係る特定株主グループ（大規模買付者を含む。）の株券等保有割
合および保有株券等の数 

④ 大規模買付行為における当社株券等の取得価格の算定根拠、取得資金の裏付け、な
らびに資金調達の具体的内容および条件 

⑤ 大規模買付行為に係る特定株主グループ（大規模買付者を含む。）が当社グループ
の経営権を取得した場合における、経営方針、経営計画、事業計画、財務政策、資
本政策、配当政策、経営権取得後3年間の経営・財務諸表の目標数値および算出根拠､ 
ならびに役員候補者およびその略歴 

⑥ 大規模買付行為に係る特定株主グループ（大規模買付者を含む。）と当社グループ
の主要取引先との間の従前の取引関係および競合関係 

⑦ 大規模買付行為実行後における、大規模買付者のグループ内における当社グループ
の役割 

⑧ 当社グループの従業員、主要取引先、顧客、地域社会その他の当社グループの利害
関係者との関係について、大規模買付行為実行後に予定する変更の内容 

⑨ 現金以外の対価をもって大規模買付行為を行う場合における対価の価額に関する情
報 

⑩ 大規模買付行為のために投下した資本の回収方針 
⑪ 大規模買付者が提供する本情報を記載した書面の記載内容が重要な点において真実
かつ正確であり、重要な事実につき誤解を生ぜしめる記載または記載の欠落を含ま
ない旨の、責任者による宣誓 

⑫ その他当社取締役が合理的に必要と判断する情報 
 
 大規模買付者が当初に提出した情報だけでは本情報として不十分であると認められる
場合は、当社取締役会が、大規模買付者に対し、十分な本情報が揃うまで追加的に情報
提供を求めることがあります。 
なお、大規模買付者が出現したことを当社取締役会が認識した場合はその事実を、

また、本情報を受領した場合はその受領の事実を直ちに株主の皆様に開示いたします。
大規模買付者が提出した本情報の内容等については、株主の皆様の判断に必要かつ適切
と認められる範囲において、必要かつ適切と認められる時点で、その全部または一部を
開示いたします。 

（2）取締役会における検討および評価 
 当社取締役会は、大規模買付者が当社取締役会に対する本情報の提供を完了したと判
断した場合は、その旨ならびに下記の取締役会評価期間の始期および終期を直ちに大規
模買付者に通知するとともに株主の皆様に開示いたします。当社取締役会は、当該通知
の発送日から60日間（大規模買付行為が、対価を現金のみとする公開買付けによる当
社全株式の買付けの場合）または90日間（その他の大規模買付行為の場合）を、当社
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取締役会による検討、交渉、意見形成および代替案立案のための期間（以下「取締役会
評価期間」といいます。）として設定します。この期間が経過するまでは、大規模買付
者には、大規模買付行為を行わないこととしていただきます。これは、当社の企業価値
ひいては株主共同の利益のため、当社取締役会に、本情報の検討および評価、大規模買
付者との交渉および協議、大規模買付行為に関する意見形成、株主の皆様に対する代替
提案の作成および提示等を行う機会を与えていただくためです。 
 当社取締役会は、取締役会評価期間中、独立委員会の勧告、外部専門家等の助言を受
けながら、提供された本情報の検討および評価を行い、当該大規模買付行為または当該
大規模買付者の提案に係る経営方針等についての当社取締役会としての意見を慎重に取
り纏め、大規模買付者に通知するとともに、適時かつ適切に株主の皆様に公表いたしま
す。 

（3）独立委員会 
当社取締役会は、大規模買付ルールに従って、一連の手続きが遂行されたか否か、当
社の企業価値ひいては株主共同の利益のため、必要かつ相当と考えられる大規模買付対
抗措置を講じるか否かについては、当社取締役会が最終的に判断しますが、当社取締役
会は大規模買付ルールを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされること
を防止するための機関として、独立委員会を設置します。独立委員会の委員は3名以上7
名以下とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から
独立している当社社外取締役、社外監査役または社外有識者の中から選任いたします。
なお、独立委員会規則の概要につきましては、別紙2をご参照ください。また、独立委
員会の委員候補者は、別紙3に記載のとおりです。 
取締役会評価期間中、当社取締役会は、本情報および本情報の取締役会による評価お
よび分析結果を独立委員会に提供いたします。独立委員会は、取締役会の諮問にもとづ
き、取締役会による評価、分析結果および外部専門家の意見を参考にし、また、判断に
必要と認める情報等をみずから入手、検討して、①大規模買付者が提供する情報が十分
なものであるか、②大規模買付者が大規模買付ルールを順守しているか、③大規模買付
対抗措置の発動要件を満たしているか、④大規模買付対抗措置の発動の是非等に関して
株主の皆様の意思を確認すべきか否か、⑤その他取締役会が判断すべき事項のうち、取
締役会が独立委員会に諮問した事項について、取締役会に勧告いたします。 
当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、当社取締役会としての意
見を取り纏めて公表いたします。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付
行為に関する条件改善について交渉および協議を行い、当社取締役会として、株主の皆
様に対し、当社グループの経営方針等についての代替的提案を提示することもあります｡ 

 （4）株主意思の確認 
 独立委員会において、大規模買付対抗措置の内容およびその発動の賛否に関し、株主
の皆様の意思を確認すべき旨を当社取締役会に勧告した場合、当社取締役会は、株主意
思の確認手続として、株主意思確認総会における株主投票を実施いたします。株主意思
確認総会は、定時株主総会または臨時株主総会とあわせて開催する場合もあります。 
 株主意思の確認を行う場合は、当社取締役会は、速やかに、投票権を行使できる株主
を確定するための基準日（以下「投票基準日」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います。株主意思の確認手続において投票権を行使することが
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できる株主は、投票基準日の最終の株主名簿に記載または記録された株主とし、投票権
は議決権１個につき１個とします。 
 なお、株主意思確認総会にあたっては、当社取締役会は前記（2）に定める大規模買
付行為等に関する当社取締役会としての意見を、改めて投票基準日現在の株主の皆様に
提示いたします。 
 株主意思の確認は、株主意思確認総会における出席株主の投票権の過半数によって決
するものとします。当社取締役会は、投票結果その他当社取締役会が適切と判断する事
項について、速やかに開示いたします。 

 （5）取締役会の決議 
 当社取締役会は、前記（3）に定める独立委員会の勧告を最大限尊重し、または前記
（4）に定める株主意思確認総会の決定に従って、当社の企業価値ひいては株主共同の利
益の確保､ 向上という観点から速やかに大規模買付対抗措置の発動または不発動の決議を
行います｡ 
 当社取締役会は、上記の決議を行った場合には、その内容が大規模買付対抗措置の発
動であるか不発動であるかを問わず、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、速やかに開示いたします。 

（6）大規模買付対抗措置の中止または発動の停止 
 当社取締役会は、前記（5）の手続に従って大規模買付対抗措置の発動を決議した後
または発動後においても、大規模買付者が大規模買付行為に係る条件を変更した場合や
大規模買付行為を中止した場合等、当該決議の前提となった事実関係等に変動が生じた
場合には、改めて独立委員会に諮問した上で再度検討を行い、独立委員会の勧告を最大
限尊重した上で、大規模買付対抗措置の中止または発動の停止に関する決議を行うこと
ができるものとします。 
 当社取締役会は、かかる決議を行った場合、直ちに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、大規模買付者に通知するとともに株主の皆様に開示
いたします。 

3. 大規模買付対抗措置 
（1）大規模買付対抗措置の内容 

 大規模買付者が大規模買付ルールに定める手続に従うことなく大規模買付行為を行っ
た場合等、後記（2）に述べる一定の大規模買付対抗措置の発動の要件をみたす場合は､ 
当社取締役会は、新株予約権の発行等、会社法その他の法令および当社定款によって認
められる相当な大規模買付対抗措置を決議することができるものとします。 
 具体的な大規模買付対抗措置として株主の皆様に対する無償割当の方法によって新株
予約権を発行する場合の募集事項の概要は、別紙4に定めるとおりとします。この新株
予約権には、一定割合以上の議決権保有割合の特定株主グループに属さないことなどの
行使条件を付する場合があります。なお、機動的に新株予約権の発行ができるよう、新
株予約権の発行登録書を提出する場合があります。 

（2）大規模買付対抗措置の発動の要件 
 当社取締役会が、具体的な大規模買付対抗措置の発動を決議することができるのは、
次の各号に定める要件を具備する場合に限ります。 
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① 大規模買付者が意向表明書を当社取締役会に提出せず、またはその他大規模買付ルー
ルに定める十分な情報提供を行うことなく大規模買付行為を行った場合、大規模買
付者が取締役会の評価期間が経過する前に大規模買付行為を行った場合、その他大
規模買付者が大規模買付ルールを順守しなかった場合は、当社取締役会は、大規模
買付対抗措置の発動を決議することができるものとします。 

② 大規模買付者が大規模買付ルールを順守した場合は、当社取締役会が、意向表明書
および本情報の内容を検討、評価した結果、当該大規模買付行為に反対の意見を有
するに至ったときでも、当該大規模買付行為につき反対意見を表明し、または当社
グループの経営方針等について当社取締役会としての代替的提案を提示することは
あっても、原則として大規模買付対抗措置の発動を決議いたしません。当該大規模
買付行為に応じるか否かは、株主の皆様において、当該大規模買付行為および当社
取締役会が提示する当該大規模買付行為に対する意見、代替案等をご考慮の上、判
断いただくことになります。 
 ただし、大規模買付者が大規模買付ルールを順守した場合であっても、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すると判断されたと
きは、当社取締役会は、独立委員会による勧告を最大限尊重した上で、また、必要
に応じて株主意思確認総会の承認を得た上で、必要かつ相当な大規模買付対抗措置
の発動を決議することを否定するものではありません。具体的には、次の各号のい
ずれかの類型に該当する場合には、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著し
く毀損する大規模買付行為に該当するものと考えます。 
(i) 当該大規模買付行為または経営権取得の目的が、真に会社経営に参加する意思
がないにもかかわらず、株価をつり上げて高値で株券等を会社関係者に引き取
らせること（いわゆるグリーンメイラー）にある場合。 

(ii) 当該大規模買付行為または経営権取得の目的が、主として、当社の事業経営上
必要な不動産、動産、知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先、顧
客等その他の当社の資産を当該大規模買付行為に係る特定株主グループ（大規
模買付者を含む。）に移譲させること（いわゆる焦土化経営）にある場合｡ 

(iii) 当該大規模買付行為または経営権取得の目的が、主として、当社の資産の全部
または重要な一部を当該大規模買付行為に係る特定株主グループ（大規模買付
者を含む。）の債務の担保や弁済原資として流用することにある場合｡ 

(iv) 当該大規模買付行為または経営権取得の目的が、主として、当社の会社経営を
一時的に支配して、当社の所有する不動産、有価証券等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、または一時的高
配当による株価の急上昇の機会を狙って株券等の高価売り抜けをすることにあ
る場合。 

(v) 最初の買付けで全株式の買付け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、公開買付けを行う（いわゆる強圧的二
段階買収）など、株主に株式の売却を事実上強要する恐れのある買付行為であ
る場合。 

(vi) 大規模買付者による支配権取得および支配権の取得後における当社の顧客、従
業員その他の利害関係者の処遇方針等により、当社の株主はもとより、顧客、
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取引先、従業員その他の利害関係者の利益を含む当社の企業価値の毀損の恐れ
または当社の企業価値の維持および向上を妨げる恐れがあると合理的な根拠を
もって判断される場合。 

(vii) 買付けの条件（対価の価額・種類、買付けの時期、買付方法の適法性、買付実
行の蓋然性、買付後における当社従業員、取引先、顧客その他利害関係者の処
遇方針等を含む。）が当社の企業価値の本質に鑑み不十分または不適当な買付
けである場合。 

(viii) 前各号のほか、以下のいずれも満たす買付けである場合 
(a) 当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する恐れがあることが客観
的かつ合理的に推認される場合 

(b)当該時点で大規模買付対抗措置を発動しない場合には、当社の企業価値ひ
いては株主共同の利益の毀損を回避することができないかまたはその恐れ
がある場合 

（3） 大規模買付対抗措置の発動の手続 
 当社取締役会が、具体的な大規模買付対抗措置の発動を決議するにあたっては、当
社取締役会の判断の客観性および合理性を担保するため、独立委員会の意見、勧告を
最大限尊重し、当社監査役会の賛同を得るものとし、株主意思確認総会の決定がある
場合には当該決定に従います。 

4. 本施策の有効期間ならびに廃止および変更 
 本施策は、平成26年3月末日までの事業年度に係る当社定時株主総会（平成26年6月開催
予定、以下「本株主総会」といいます。）において議案として諮り、出席株主の議決権の
過半数の賛成を得た場合、その有効期間は平成29年6月に開催予定の当社定時株主総会終結
の時までとします。 
 また、本施策の有効期間満了前であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の
確保、向上の観点から、関係法令の整備等の状況を踏まえ、本施策を随時見直し、定時株
主総会もしくは臨時株主総会において本施策を廃止もしくは変更する旨の決議が行われた
場合、または当社取締役会において本施策を廃止もしくは本株主総会の決議による委任の
範囲内において変更する旨の決議が行われた場合には、本施策は廃止または変更されるも
のとします。この場合には、当該廃止または変更の事実および変更の内容等その他当社取
締役会が適切と認める事項について、株主の皆様に開示いたします。 
なお、平成29年6月に開催予定の当社定時株主総会終結時以降における本施策について

は、必要な見直しをした上で、本施策の継続、または新たな内容の施策の導入に関して株
主の皆様の意思を確認させていただく予定です。 

Ⅳ 本施策の合理性について 
1. 本施策が基本方針に沿うものであること 
 本施策は、大規模買付ルールおよび大規模買付対抗措置について定めるものです。 
 本施策は、大規模買付者が大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会
に事前に提供すること、および取締役会評価期間が経過した後にのみ大規模買付行為を開
始することを求め、大規模買付ルールを順守しない大規模買付者に対して当社取締役会が
対抗措置を発動することがある旨を明記しております。 
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 また、大規模買付ルールが順守されている場合であっても、大規模買付者の大規模買付
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損なうものと当社取締役会が判断
した場合には、大規模買付者に対して当社取締役会は当社の企業価値ひいては株主共同の
利益を守るために適切と考える対抗措置を発動することがある旨を明記しております。 
 このように本施策は、基本方針の考え方に沿うものであるといえます。 
2. 本施策が当社株主の共同の利益を損なうものではないこと 
 前記Ⅰで述べたとおり、基本方針は、当社株主の共同の利益を尊重することを前提とし
ております。本施策は、基本方針の考え方に沿って設計され、株主の皆様が大規模買付行
為に応じるか否かを判断するために必要な情報や当社取締役会の意見の提供、代替案の提
示を受ける機会の提供を保障することを目的としております。本施策によって、当社株主
および投資家の皆様は適切な投資判断を行うことができますので、本施策が当社株主の共
同の利益を損なうものではなく、むしろその利益に資するものであると考えております。 
 さらに、株主の皆様の承認を本施策の発効の条件としていることに加え、当社の取締役
の任期は１年ですので、本施策の有効期間中であっても、取締役の選任を通じて株主の皆
様の意向を示していただくことも可能です。また、本施策はデッドハンド型の買収防衛策
（取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお廃止できず、また発動を阻止できない
ため、株主の権利行使が不当に制限される買収防衛策）やスローハンド型の買収防衛策
（取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないことにより、廃止するまたは発動
を阻止するために時間を要する買収防衛策）ではありません。このように、株主の皆様が
望めば本施策の廃止も可能であることは、本施策が当社株主の共同の利益を損なわないこ
とを担保していると考えております。 
3. 本施策が当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと 
 本施策は、大規模買付行為を受け入れるか否かが最終的には株主の皆様の判断に委ねら
れるべきであることを大原則としながら、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守る
ために必要な範囲で大規模買付ルールの順守の要請や大規模買付対抗措置の発動を行うも
のです。本施策は当社取締役会が大規模買付対抗措置を発動する条件を事前かつ詳細に開
示しており、当社取締役会による大規模買付対抗措置の発動は本施策の規定に従って行わ
れます。当社取締役会は、単独で本施策の発効、延長を行うことはできず、株主の皆様の
承認を要します。 
 また、大規模買付行為に関して当社取締役会が大規模買付対抗措置をとる場合など、本
施策にかかる重要な判断に際しては、必要に応じて外部専門家等の助言を得るとともに、
当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構成される独立委員会へ諮問し、当
社取締役会は、同委員会の勧告を最大限尊重するものとしています。さらに、必要に応じ
て、株主の皆様の意思を尊重するため、株主意思の確認手続を行うことができるものとし
ています。本施策には、当社取締役会による適正な運用を担保するための手続きを盛り込
んでおります。 
 以上から、本施策が当社役員の地位の維持を目的とするものでないことは明らかである
と考えております。 
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Ⅴ 本施策が株主および投資家に及ぼす影響について 
1. 大規模買付ルールが株主および投資家に及ぼす影響 
 大規模買付ルールは、大規模買付者が大規模買付行為を行うにあたって従うべきルール
を定めたものにとどまり、新株予約権その他の株券等を発行するものではありませんので､ 
株主および投資家の権利利益に影響を及ぼすものではありません。 
 大規模買付ルールは、当社の株主をして、必要かつ十分な情報をもって大規模買付行為
について適切な判断をすることを可能ならしめるものであり、当社の企業価値ひいては株
主共同の利益の確保、向上に資するものと考えております。 
 なお、大規模買付者が大規模買付ルールを順守するか否かにより、大規模買付行為に対
する当社の対応が異なる可能性がありますので、株主および投資家の皆様におかれまして
は、大規模買付者の動向にご注意ください。 
2. 大規模買付対抗措置の発動が株主および投資家に及ぼす影響 
 大規模買付対抗措置を発動した場合でも、当該大規模買付行為に係る特定株主グループ
の株主には、その法的権利または経済的利益に損失を生ぜしめる可能性がありますが、そ
れ以外の株主の法的権利または経済的利益には格別の損失を生ぜしめることは想定してお
りません。当社取締役会が大規模買付対抗措置の発動を決議した場合は、法令および金融
商品取引所規則に従って、適時に適切な開示を行います。 
 大規模買付対抗措置として株主に対する無償割当の方法によって新株予約権の発行がな
される場合は、当社取締役会で定めて公告する基準日における最終の株主名簿に記載また
は記録された株主に対し、その所有株式数に応じて新株予約権が割り当てられます。また､ 
新株予約権の行使に際しては、株主には、新株を取得するために、所定の期間内に一定の
金額の払込みを行っていただく必要があり、かかる手続を行わない場合は、当該株主の保
有する当社株式の価値が希釈化することになります。ただし、当社が新株予約権を取得し､ 
これと引き換えに当社株式を交付することができるとの取得条項が定められた場合におい
て、当社が取得の手続を取ったときは、取得の対象となる新株予約権を保有する株主は、
金銭を払い込むことなく当社株式を受領することになりますので、株主の皆様が保有する
当社株式の価値は希釈化されません（なお、この場合、かかる株主には、別途、特定株主
グループに属する者でないこと等を誓約する当社所定の書式による書面を提出していただ
くことがあります。）。 
 なお、新株予約権の割当方法、新株予約権の行使の方法および当社による取得の方法の
詳細等につきましては、大規模買付対抗措置に関する当社取締役会の決定が行われた後、
株主の皆様に対して情報の開示または通知をいたしますので、その内容をご確認ください｡ 
3. 大規模買付対抗措置の発動の中止が株主および投資家に及ぼす影響 
 大規模買付対抗措置として株主に対する無償割当の方法によって新株予約権の発行がな
される場合で、当該新株予約権の無償割当を受けるべき株主が確定した後に、当社が、前
記Ⅲ2.（6）に記載の手続等に従い、当該無償割当を中止し、または無償割当された新株予
約権を無償取得する場合には、1株当たりの株式の価値の希釈化は生じません。したがって､ 
1株当たりの株式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株主および投資家
の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性がある点にご留意ください。 

 
以 上 
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別紙1 
本施策のフローチャート  

 

 （注）1．独立委員会は、取締役会の諮問にもとづき、①大規模買付者が提供する情報の十分性、②大規模買
付ルールを順守しているか、③大規模買付対抗措置の発動要件を満たしているか、④大規模買付対
抗措置の発動の是非等に関して株主の意思を確認すべきか否か、等について検討します。 

2．大規模買付ルールを順守しない場合としては、意向表明書を提出しない場合、十分な情報提供を行
うことなく大規模買付行為を行う場合、取締役会評価期間が経過する前に大規模買付行為を行う場
合等があります。 

3．取締役会評価期間は、当社が大規模買付者による情報の提供が完了した旨の通知を発送した日から
60日間（大規模買付行為が、対価を現金のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合）
または90日間（その他の大規模買付行為の場合）をいいます。 
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別紙2 
独立委員会規則の概要 

1. 構成 
独立委員会（以下「委員会」という。）の委員（以下「委員」という。）は3名以上７名以

下とし、業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役および社外監査役の中から、取
締役会が選任する。なお、このほか、取締役会は、業務執行を行う経営陣から独立している
社外の有識者を委員として選任することができる。 
 
2. 任期 
委員の任期は、選任の時から3年以内に終了する事業年度のうち最後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、取締役会の決議により別段の定めをした場合はこの限
りではない。 

 
3. 委員会の権限 
（1） 委員会は次に掲げる事項について決定し、またその決定の内容を、その理由を付して取締

役会に勧告する。 
①大規模買付者が提供する情報が十分なものであるか 
②大規模買付者が大規模買付ルールを順守しているか 
③大規模買付対抗措置の発動要件を満たしているか 
④大規模買付対抗措置の発動の是非等に関して株主の意思を確認すべきか否か 
⑤その他取締役会が判断すべき事項のうち、取締役会が委員会に諮問した事項 

（2）委員会は、前項各号のほか、次に掲げる事項を行う。 
①大規模買付者および取締役会から提供された情報、資料等の内容の検討、評価 
②取締役会に対する代替案の提出の要求および代替案の検討、評価 
③前各号のほか、取締役会が、委員会が行う事ができると定めた事項 

（3）委員会は、次に掲げる事項につき取締役会に指示することができる。 
①大規模買付者から提供された情報が本施策にて定める「本情報」として不十分であると
判断した場合の大規模買付者に対する追加的な情報提供の要求 

②大規模買付行為の提案があった事実および大規模買付者から提供された情報の全部また
は一部の公表 

③大規模買付者から提供された情報が「本情報」として十分であると認めた場合の公表 
④大規模買付行為に関する条件の改善における大規模買付者との交渉 

 
4. 委員会の決議 
委員会の決議は、原則として、委員のうち全員が出席し、その過半数をもってこれを行う。

但し、やむを得ない事由がある時は、委員の3分の2以上が出席し、その過半数をもってこれを
行うことができる。なお、可否同数の場合には、議長の決裁によりこれを決することができる｡ 
 
5. その他 
（1）委員会は、必要な情報収集を行うため、取締役、監査役、従業員その他委員会が必要と認

める者の出席を要求し、委員会が勧告を行うに当たり必要と考える事項に関する説明を求
めることができる。 

（2）委員会は、当社の費用で、業務執行を行う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、弁護士、公認会計士、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る。 

以 上 
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別紙3 

 
独立委員会の委員候補者の略歴 

本施策の独立委員会の委員候補者は、以下の6名を予定しております。 

氏   名 
（生年月日） 

略歴、当社における地位、担当 
［重要な兼職の状況］ 

所有する当社
の株式の数 

なが   た   とよ  おみ 
長 田 豊 臣 
（昭和13年1月18日）

昭和40年９月 立命館大学文学部助手 
昭和45年４月 立命館大学文学部助教授 
昭和49年９月 プリンストン大学客員研究員 

（アメリカ学術会議（ACLS）招聘研究員） 
昭和54年４月 立命館大学文学部教授 
昭和59年９月 コロンビア大学およびニューヨーク市立大学客員 

研究員(フルブライト上級交換教授） 
昭和63年９月 New School for Social Research 附属社会変動 

研究所客員研究員 
（アメリカ学術会議（ACLS）上級招聘研究員） 

平成５年４月 立命館大学文学部長 
平成９年４月 立命館副総長・副学長 
平成11年１月 立命館総長・立命館大学長 
平成19年２月 立命館理事長に就任 現在に至る 
 

［重要な兼職の状況］ 
立命館理事長 

0株 

たて  いし  よし   お 

立 石 義 雄 
（昭和14年11月1日）

昭和38年４月 立石電機株式会社（現 オムロン株式会社）入社 
昭和48年５月 同社取締役に就任 
昭和51年６月 同社常務取締役に就任 
昭和58年６月 同社専務取締役に就任 
昭和62年６月 同社代表取締役社長に就任 
平成12年６月 西日本旅客鉄道株式会社社外取締役に就任 
平成15年６月 オムロン株式会社代表取締役会長に就任 
平成18年６月 当社取締役に就任 現在に至る 
平成19年５月 京都商工会議所会頭に就任 現在に至る 
平成23年６月 オムロン株式会社名誉会長に就任 現在に至る 
 

［重要な兼職の状況］ 
オムロン株式会社 名誉会長 
京都商工会議所 会頭 

20,876株 
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氏   名 
（生年月日） 

略歴、当社における地位、担当 
［重要な兼職の状況］ 

所有する当社
の株式の数 

い さ やま   たけ し 

伊佐山 建志 
（昭和18年3月8日）

昭和42年４月 通商産業省（現 経済産業省）入省 
平成８年８月 同省貿易局長 
平成９年７月 同省通商政策局長 
平成10年６月 特許庁長官 
平成11年10月 三井海上火災保険株式会社（現 三井住友海上 

火災保険株式会社）顧問 
平成12年９月 米国スタンフォード大学  

  A/PARC (Asia Pacific Research Center) 
   ビジティングスカラー（客員教授） 
平成13年９月 日産自動車株式会社副会長に就任 
平成17年４月 国立大学法人東京農工大学大学院 

技術経営研究科（現 同大学院工学府）客員教授 
平成17年６月 テルモ株式会社社外取締役に就任 
平成17年８月 独立行政法人産業技術総合研究所運営諮問会議委員 
平成19年３月 株式会社西友社外取締役に就任 
平成19年６月 当社取締役に就任 
平成19年10月 カーライル・ジャパン・エルエルシー会長に就任 
平成21年５月 仏国ルノー社（Renault S.A.S.）社外取締役に就任 
平成22年７月 カーライル・ジャパン・エルエルシー 

シニアアドバイザーに就任 
平成23年７月 フィデリティ インターナショナル リミテッド社 

（Fidelity International Limited）社外取締役 
に就任  現在に至る 

平成25年６月 当社シニアアドバイザーに就任  現在に至る 
 
［重要な兼職の状況］ 

フィデリティ インターナショナル リミテッド社 
（Fidelity International Limited）社外取締役 

26,000株 

まつ  もと   とおる 

松 本 徹 
（昭和37年4月3日）

平成元年11月 司法試験合格 
平成４年４月 大阪弁護士会登録 

日本弁護士連合会登録 
大江橋法律事務所勤務 

平成９年７月 ニューヨーク州弁護士登録 
平成12年１月 松本総合法律事務所（現 アクア淀屋橋法律事務所） 

開設 現在に至る 
平成14年６月 当社取締役に就任 
 

［重要な兼職の状況］ 
アクア淀屋橋法律事務所 弁護士 

9,000株 
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氏   名 
（生年月日） 

略歴、当社における地位、担当 
［重要な兼職の状況］ 

所有する当社
の株式の数 

つつみ     つとむ 

堤   勉 
（昭和24年12月29日）

昭和48年４月 株式会社京都銀行入行 
平成５年10月 同行久御山町支店長 
平成７年10月 同行審査部融資管理室長 
平成11年10月 同行総務部長 
平成15年６月 同行取締役総務部長に就任 
平成19年６月 同行常任監査役に就任 
平成23年６月  京友商事株式会社代表取締役社長に就任  

現在に至る 
平成24年６月 当社監査役に就任 現在に至る 

 
［重要な兼職の状況］ 

京友商事株式会社 代表取締役社長 

3,328株 

  にしかわ  けんざぶろう 
西川 健三郎 
（昭和30年11月1日）

昭和53年４月 株式会社滋賀銀行入行 
平成10年10月 同行祇王支店長 
平成12年６月 同行甲西中央支店長 
平成14年４月 同行丸太町支店長 
平成16年６月 同行水口支店長 
平成19年６月 同行彦根支店長 
平成21年６月  同行取締役大阪支店長に就任 
平成23年６月  同行常務取締役に就任 
平成26年２月  しがぎんリース・キャピタル株式会社 

代表取締役社長に就任 現在に至る 
 

［重要な兼職の状況］ 
しがぎんリース・キャピタル株式会社 代表取締役社長 

3,000株 

 
（注）１．委員候補者 立石義雄氏は社外取締役、堤 勉氏は社外監査役であり、当社は株式会社東京証券取引所に対

して、独立役員としての届け出を行っております。また、西川健三郎氏は社外監査役候補者であり、当社
は同氏を独立役員として届け出る予定であります。 

２．委員候補者と当社との特別の利害関係について 
（1）長田豊臣氏は、立命館理事長であり、当社と同学園との間に各種共同研究、委託研究等の取引関係が

ありますが、その取引高は僅少であります。 
（2）立石義雄氏は、オムロン株式会社名誉会長であり、当社と同社との間に購入、販売等の取引関係があ

りますが、その取引高は僅少であります。 
（3）伊佐山建志氏につきましては、当社との間に特別の関係はありません。 
（4）松本 徹氏は、アクア淀屋橋法律事務所の弁護士であり、当社と同事務所との間に法律業務委託等の取

引関係がありますが、その取引高は僅少であります。 
（5）堤 勉氏につきましては、当社との間に特別の関係はありません。 
（6）西川健三郎氏につきましては、当社との間に特別の関係はありません。 

以 上 
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別紙4 
新株予約権の募集事項の概要 

1. 新株予約権付与の対象となる株主およびその割当条件 
 当社取締役会で定めて公告する基準日における最終の株主名簿に記載または記録された
株主に対し、その所有株式（ただし、当社の保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割り当てる。 

2. 新株予約権の目的である株式の種類および数 
 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1個当たりの目的
である株式の数は1株とする。ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、所
要の調整を行うものとする。 

3. 割り当てる新株予約権の総数 
 割り当てる新株予約権の総数は、620,000,000個を上限として、取締役会が定める数と
する。当社取締役会は、割り当てる新株予約権の総数がこの上限を超えない範囲で、複数
回にわたり新株予約権の割当てを行うことがある。 

4. 新株予約権の払込金額 
 無償とする。 

5. 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出資される財産の価額は、1円以上で当社取締役会が定め
る額とする。 

6. 新株予約権の譲渡制限 
 新株予約権の譲渡については、当社の承認を要するものとする。 

7. 新株予約権の行使期間等 
 新株予約権の行使期間、行使条件、取得条項その他必要な事項については、当社取締役
会において別途定めるものとする。 

以 上 
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電磁的方法（インターネット等）による議決権の行使について 
 

1．インターネットによる議決権行使について 
 （1）お手続きの方法 

① 当社の指定する議決権行使ウェブサイトhttp://www.web54.netにアクセス
してください。 

② 議決権行使書用紙の右下に記載の「議決権行使コード」を入力し、「ログイ
ン」ボタンを押してください。 

③ 議決権行使書用紙の右下に記載の「パスワード」を入力し、株主様ご自身で
改めて「パスワード」を設定してください。 

④ 画面の案内にしたがい、議案に対する賛否をご入力のうえ、ご送信くださ
い。 

 
 （2）ご注意事項 

① インターネットによる議決権行使は、平成26年6月25日（水曜日）午後5時ま
でに行使してください。 

② 携帯電話専用サイトは開設しておりませんので、ご了承ください。 
③ 書面による方法とインターネット等による方法の双方で議決権を行使された
場合は、インターネット等による議決権行使を有効といたします。 

④ インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われ
たものを有効といたします。 

⑤ 議決権行使書用紙の議決権行使コードが記載された部分を大切に保管してい
ただくとともに、ご入力いただいたパスワードは、忘れないようにご注意く
ださい。なお、議決権行使コードおよびパスワードのご照会には回答できま
せんのでご了承ください。 

⑥ 議決権行使ウェブサイトへのアクセスに関して発生する費用は、株主様のご
負担となりますのでご了承ください。 

 
 （3）お問い合わせ先 

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル 
フリーダイヤル 0120（652）031（9:00～21:00) 

 
 

2．機関投資家の皆様へ 
 管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人を含みます。）につきましては、議決権
電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会にお
ける電磁的方法による議決権行使の方法として、当該プラットフォームをご利用いた
だくことができます。 
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 ＭＥＭＯ
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  ＭＥＭＯ
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株主総会会場ご案内図 
 

京都市上京区堀川通寺之内上る４丁目天神北町１番地の１ 
 

 

 
■ 公共交通機関ご案内 地下鉄烏丸線「鞍馬口駅」下車鞍馬口通を西へ徒歩約15分 
 市バス「天神公園前」下車北へ徒歩１分 
 堀川御池から市バス⑨⑫○67天神公園前下車北へ徒歩１分 

四条堀川から市バス⑨⑫○67天神公園前下車北へ徒歩１分 
京都駅から市バス⑨天神公園前下車北へ徒歩１分 
京阪三条／祇園四条駅から市バス⑫天神公園前下車北へ徒歩１分 
出町柳駅から市バス①北大路堀川下車南へ徒歩約６分 

 




