CONFORMED COPY

差出人：
岩﨑真人
宛先：
540-8645
大阪府中央区道修町四丁目 1 番 1 号
武田薬品工業株式会社（以下、「武田社」）
22 Grenville Street
St Helier
Jersey JE4 8PX
Shire（以下、「Shire 社」）
2018 年 5 月 8 日
各位
Shire plc（以下、「Shire 社」）の買収について
第1節

背景

私は、武田社が、本文書の日付又はその頃に、1991 年ジャージー会社法の第 125 条に
基づき裁判所が承認する Shire 社及びその普通株式の株主との間のスキーム・オブ・
アレンジメント（以下、「本件スキーム」）の方法で、大要、添付の提案に関するア
ナウンスメント案に記載された取引条件（本件適用要件（以下で定義される。）によ
り要求される及び/又は武田社と Shire 社が合意する代替的な又は追加の取引条件を
含む。）に従って、Shire 社の全発行済普通株式及び発行予定の普通株式の買付けの
提案をする確定的な意思の公表（以下、「本件提案アナウンスメント」）を行う意図
を有していることを理解している。大文字で始まる用語のうち本文書で定義されてい
ないものについては、本件提案アナウンスメントにおいて定められた意味を有する。
この約束は、私の武田社の証券の保有者としての資格に基づいて行われるものであ
り、武田社の取締役としての資格に基づいて行われるものではない。
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第2節

撤回不能の約束

本文書の署名者である私は、本文書の日付又はその頃に行われる Shire 社及び武田社
の間の協力契約（その後の修正を含み、以下「本件協力契約」）の日の午前 8 時 30
分（ロンドン時間）（又は Shire 社と武田社が合意するそれより遅い日時）までに行
われる本件提案アナウンスメントの公表を条件として、撤回不能の形で、かつ無条件
に、武田社及び Shire 社に対して、下記の内容を約束し、保証し、かつ、下記 2.1 項
乃至 2.3 項の内容に関連して表明を行う。
2.1 私は、本文書の添付書類 1 の表の一行目に記載されている数の武田社の普通株式（以
下、「本件既存株式」）の、株主名簿に登録された保有者及び/又は実質的な所有者
（又は本件既存株式に付帯する議決権を含む全ての権利の行使をコントロールできる
者）である。
2.2 本文書の添付書類 1 の表の一行目は、私が実質的に保有者である又はそれらに付帯す
る全ての権利の行使をコントロールできる武田社の全ての株式及びその他の証券の完
全かつ正確なリストである。
2.3 私は、本件武田社臨時株主総会において、武田社新証券の発行に関し、武田社株主に
対して送付される株主総会の招集通知及び添付書類（以下、「本件武田社株主宛文
書」）に記載される本件買収（本件協力契約に従って Shire 社が指名する取締役を武
田社の取締役として選任することを含むが、それに限られない。）及び武田社新証券
の発行を承認、実行及び有効化するために要求されるいかなる決議（修正されるか否
かを問わない。）（以下、「本件決議」）についても、本件株式に係る全ての議決権
（書面、挙手又は投票によるかを問わず、また、自ら又は代理人によるかを問わな
い。）を行使し、又は（適用ある場合）議決権を行使させる完全な権能及び権限を有
し、かつ、これらを行うものとする。
2.4 私は、武田社の株主に対して本件武田社株主宛文書が発送された後（私が本件武田社
臨時株主総会に出席し、投票する権利を損なうことなく）：
2.4.1

本件武田社株主宛文書の発送から 10 日以内のなるべく早い時期に、本件武
田社株主宛文書に記載された指示に従って署名済みの、本件武田社株主宛文
書と共に同封された投票用紙（議決権行使書面）又は委任状のフォーム（本
件決議に賛成票を投じるもので、必要事項を全て記載し、かつ署名済みのも
の）を返送し又は返送させる。
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2.4.2

2.4.1 項に従って投票用紙又は委任状のフォームを返送した後は、これを取
消し又は撤回しない。

2.5 私は、以下の 2.6 項及び 2.8 項を条件として、本件スキームが発効する時点（又は、
適用ある場合において、本件オファーが全ての点で無条件となり若しくは無条件と宣
言される時点）、又は、私の本件義務（以下で定義される。）が本文書の条件に従っ
て終了する時点のいずれか早い時点まで、自ら以下の行為を行わず、また本件株式を
保有する他の者をして以下の行為を行わせないものとする。
2.5.1

（条件の有無にかかわらず、）本件株式又は本件株式に係る利益を売却し、
譲渡し、処分し、請求し、これらに担保権その他の負担を設定し、オプショ
ン若しくは他の権利を付与し、又はその他の取引をすること

2.5.2

本件買収と競合する、又は本件買収を頓挫させ、妨害し若しくは遅延させる
若しくはそれらの事態が合理的に予測されるような取引又は会社の行為を承
認する決議について、本件株式に係る議決権を行使し、賛成票を投じること

2.5.3

本件株式に関連して、及び株主としての私の資格に基づいて、本件決議の可
決を制限若しくは妨害する、又は本件買収を頓挫させ、妨害し若しくは遅延
させる若しくはそれらの事態が合理的に予測されるような武田社の株主総会
又は種類株主総会を要求すること又はかかる要求に参加すること

2.5.4

本文書の規定により許されているものを除き、条件の有無にかかわらず、以
下の合意又は取り決めを行うこと
(i) 2.5.1 項乃至 2.5.4 項において禁止されている行為を行うこと、又は
(ii) 本件株式に関連して、本第 2 節に基づく私の義務を履行するための私
の能力を制限若しくは妨害し、又はそれらの事態が合理的に予測され
るような合意又は取り決め
本 2.5.4 項にいう合意、取決め又は義務には、何らかの条件に基づくもの
か、本件スキームが発効し、失効し若しくは撤回された時、本約束が拘束力
を失った時、若しくはその他の事由の発生時に又はその後に効力を生じるも
のかにかかわらず、このような全ての合意、取決め又は義務が含まれる。
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2.6 上記 2.5 項の規定にかかわらず、私は、以下の全ての要件を満たすことを条件とし
て、（1 つの又は複数の取引により、）私の本件株式の一部又は全部を、1 名又はそ
れ以上の本件関係者に譲渡し、売却し又は処分することができる（以下、このような
本件株式を「本件譲渡株式」という。）。
2.6.1

当該譲渡、売却又は処分は、私の真正なタックスプランニングの一部として
行われること

2.6.2

当該譲渡、売却又は処分の 5 日以上前に武田社及び Shire 社に通知すること

2.6.3

当該譲渡、売却又は処分の日に、本件譲渡株式の譲受人又は受益者に、本文
書における条件よりも武田社及び Shire 社にとって不利でない条件を記載し
た本件譲渡株式についての撤回不能の約束に署名させ、それを武田社及び
Shire 社に交付させること。但し、既にかかる譲受人がかかる本件譲渡株式
に適用ある条件についての撤回不能の約束に署名し、武田社及び Shire 社に
交付している場合は、この限りではない。

2.7 （適用ある場合及び適用ある限度において）本第 2 節の規定にかかわらず、私は、
(i)武田社の株式オプションスキームに基づいてオプションを行使すること、及び/又
は(ii)かかるオプションの行使に関する所得税若しくは国の制度による従業員の保険
料の支払いを行うために必要な数の本件株式を売却することを制限されず、また、武
田社によって実施されている従業員株式スキームに基づいて私に付与された本件株式
を、当該株式スキームの通常の運用及び既存の要件に従って、第三者が私を代理して
売却することも制限されない。
第3節

公表

3.1 私は、以下の事項に同意する。
3.1.1

本件買収のアナウンスメントにおいて、私及び私が受益者としての権利を有
する（又は有する可能性がある）本件株式の登録上の保有者についての言
及、並びに、実質的に本件提案アナウンスメントに記載されている条件によ
る本文書についての言及が含まれること

3.1.2

本件スキームドキュメント及び本件武田社株主宛文書において、私及び私
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が受益者としての権利を有する（又は有する可能性がある）本件株式の登
録上の保有者についての言及、並びに、本文書の詳細についての言及が含
まれること
3.1.3

本文書が本件コードの Rule 26.2 及び Rule 21.2 の注記 4 に基づいてウェ
ブサイトで公表されること

3.2 私は、本件コードの Rule 2.10(c)に基づいて、本文書の条件を遵守できないこと又は
本文書の条件を遵守する意思がないことを認識した場合には、速やかに、私がその旨
を適切に開示しなければならないことを確認する。
第4節

終了

4.1 本文書は、Shire 社又は武田社に本件買収を公表することを義務づけるものではな
い。しかしながら、既に発生した権利又は責任を損なうことなく、以下の場合には、
私の本件義務は終了し、それ以降、効力を有しない。
4.1.1

本件提案アナウンスメントが本件協力契約の日の午前 8 時 30 分（ロンドン
時間）（又は Shire 社と武田社が合意するそれより遅い日時）又はそれ以前
に公表されない場合

4.1.2

武田社が本件買収を進める意図がないことを公表し、それと同時に、本件
コードの Rule 2.7 に従って、武田社が新たな、変更された又は代替の本件
スキーム又は本件オファーを公表しない場合

4.1.3

本件スキームドキュメントが 2018 年 12 月 31 日（又は Shire 社と武田社が
本件パネルの同意を得て合意するそれより遅い日）又はそれ以前に発送され
ない場合

4.1.4

(i)本件ロングストップデート、(ii)本件スキーム（又は本件オファー）が
その条件に基づき失効した又は撤回された日のいずれか早い日。ただし、本
4.1.4 項は、本件スキーム（又は本件オファー）が、本件協力契約に基づき
武田社が（本件協力契約で定義される）本件切替を行う権利を行使したこと
により失効し又は撤回された場合、又は、その後に武田社若しくは武田社と
協調して行動する者が、Shire 社取締役によって推奨されている条件と実質
的に同じ又はより改善された条件による他のオファー又はスキームにより本
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件買収を行うことについて、本件コードの Rule 2.7 に基づくアナウンスメ
ントを行う場合には適用されない。
4.1.5

Shire 社の全発行済普通株式及び発行予定の普通株式に対して、完全に無条
件で、競合する提案がなされた場合（テイクオーバーオファーにより実行さ
れる場合）、又は、かかる提案が発効した場合（スキームオブアレンジメン
トにより実行される場合）

4.2 本文書が終了した場合、それ以前の本文書の違反に関するものを除き、私は武田社及
び Shire 社のいずれに対してもいかなる請求権も有さず、武田社及び Shire 社のいず
れも私に対していかなる請求権も有しない。
第5節

執行

5.1 武田社又は Shire 社による執行
本件義務は Shire 社及び武田社のそれぞれに対して負担するものであり、Shire 社及
び武田社は、それぞれ、本文書の条件を（単独又は共同して）執行する権利を有す
る。
5.2 権利放棄及び同意
本文書に基づき同意又は権利放棄が行われる又は行われ得る場合には、Shire 社の事
前の書面による同意がなければならない（武田社の事前の書面による同意は必要とさ
れない）。Shire 社による事前の書面による同意がなければ、本件義務又は本文書の
その他の規定は修正、変更又は廃止できない。
5.3 準拠法
本文書及びこれに起因又は関連して生じる非契約上の義務は、日本法に準拠し、これ
に従って解釈される。私は、東京地方裁判所が、本文書に起因又は関連して生じる紛
争を解決するための専属的管轄権を有しており、したがって、本文書に起因又は関連
して生じる手続は、当該裁判所に提起されなければならないことに同意する。
5.4 特定履行
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武田社及び Shire 社が有する他の権利又は救済方法を損なうことなく、私は、私の本
件義務の違反にかかる救済方法として、金銭賠償は不十分である可能性があることを
認め、同意する。武田社及び Shire 社は、本件義務にかかる違反のおそれ又は現実の
違反について、差止命令や特定履行その他の衡平法上の救済方法を求める権利を有す
る。また、武田社及び Shire 社の権利の行使にあたり、特別損害の立証は不要であ
る。
5.5 委任状
本件武田株主宛文書の発送から 10 営業日後の日の午後 5 時 30 分（ロンドン時間）ま
でに、2.4.1 項に従い私が投票用紙又は委任状のフォームを返送しない場合には、私
は、撤回不能な形で、本文書における約束を保証するため、Shire 社及び Shire 社の
取締役のそれぞれを、私を代理して本件武田社臨時株主総会のための投票用紙又は委
任状のフォームに署名し、あらゆる文書について署名し、締結し、送付し、本件決議
の発効及び/又は本文書における約束に基づく義務の履行のために必要な又はこれに
付随する全ての行為を行う私の代理人として任命する。
第6節

解釈

6.1 用語の意義
本文書において、
6.1.1

「本件適用要件」とは、本件コード、本件パネル、適用法律、ジャージー王
立裁判所、1991 年ジャージー会社法、本件上場規則、金融行動監視機構
(FCA)が英国証券取引機関としての資格で 2000 年の金融サービス及び市場に
関する法律のパート 6 に基づいて監督当局として作成した開示・透明性規則
又は目論見書規則、英国上場審査局としての金融行動監視機構(FCA)、東京
証券取引所の規則及び規制、米国証券取引委員会の規則及び規制、又はその
他の関連する規制機関の規制に基づく要件をいう。

6.1.2

「本件コード」とは、テイクオーバー及び合併に関する英国シティコードを
いう。

6.1.3

「本件関係者」とは以下のいずれかをいう。
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(i)

私の配偶者又は法律上のパートナー

(ii)

永久的な家族関係におけるパートナーとして私と共に生活してい
るその他の者（私の祖父母、孫、姉妹、兄弟、叔母、叔父、甥又
は姪を除く。）

(iii)

私の子又は継子

(iv)

(ii)に該当する（かつ(iii)に該当しない）者の子又は継子で、私
と共に生活し、18 歳に達していない者

（v）
6.1.4

私の両親

「本件義務」とは、本文書に記載された私の約束、合意、保証、任命、承諾
及び権利放棄をいう。

6.1.5

「本件オファー」とは、
(i)

1991 年ジャージー会社法の第 116 条に規定されるテイクオーバー
オファー方法で行われる武田社による Shire 社の全発行済普通株
式及び発行予定の普通株式に対する買付提案で、大要、本件提案
アナウンスメントに記載された取引条件に従って行われるものを
いい、

(ii)

Shire 社の買収のために武田社が提案する、拡張され、増加され
又は改定された申出であって、本件武田社フィナンシャルアドバ
イザーの合理的な意見によると、少なくとも Shire 社の株主に
とって本件提案アナウンスメントに記載された条件と同程度に有
利な条件であるものを含む。

6.1.6

「本件パネル」とは、テイクオーバー及び合併に関するパネルをいう。

6.1.7

「本件スキーム」とは、
(i)

本件買収提案者によって申し出られた、（1991 年ジャージー会社
法の第 125 条に基づく）スキームオブアレンジメントの方法によ
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る Shire 社の全発行済普通株式及び発行予定の普通株式の買収
で、大要、本件提案アナウンスメントに記載された取引条件に
従って行われるものをいい、
(ii)

Shire 社の買収のために武田社が提案する、拡張され、増加され
又は改定された提案であって、本件武田社フィナンシャルアドバ
イザーの合理的な意見によると、少なくとも Shire 社の株主に
とって本件提案アナウンスメントに記載された条件と同程度に有
利な条件であるものを含む。

6.1.8

「本件株式」とは、以下を総称していう。
(i)

本件既存株式、及び

(ii)

武田社のその他の株式又は証券であって、私が実質的な所有者に
なりうるもの又は私が本文書の日以降に当該株式に付随する全て
の権利（議決権を含む。）を行使する権限を取得しうるもの（武
田社の株式スキームに基づくオプション及び/又はアワードの行使
又は確定によって取得するものを含む。）

6.1.9

「 本 件 武田 社 フィ ナ ンシ ャ ル アド バ イザ ー 」と は 、 Evercore Partners
LLP、JP Morgan Securities Japan Co., Ltd.、JP Morgan Securities plc
及び Nomura International plc をいう。

6.2 無条件かつ撤回不能の義務
他の定めがない限り、本文書に記載された本件義務は、無条件かつ撤回不能である。
6.3 時間
本文書に記載された本件義務に関して、時間は重要な要素である。
第7節

私的代理人

本文書は、私の財産及び私的代理人を拘束する。
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第8節

第三者の権利

本文書の当事者でない者は、本文書の規定を強制する権利を有しない。

10

CONFORMED COPY

以上を証するため、上記の日において、本文書は証書として署名され交付された。
以下の立会人の面前において、岩﨑真
人により証書として署名された。
（署名）

岩﨑真人自署

立会人の署名

（署名）

佐竹良介自署

氏名

佐竹良介

住所

大阪市中央区道修町 4-1-1

職業

武田薬品工業㈱ 日本法務
コーポレート法務
課長代理
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添付書類 1
本文書に関連する本件株式
以下は、私（並びに私の配偶者及び未成年の子供）が現在保有する武田社の株式その他の
証券である。
株式数（種類を特定のこと）

実質的な所有者＊

8,996（武田社の普通株式）

岩﨑真人

＊1 名以上の場合は、それぞれの株式数を示すこと。
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THE FOLLOWING TRANSLATION IS FOR CONVENIENCE ONLY
From:
To:

Masato Iwasaki
Takeda Pharmaceutical Company Limited (“Takeda”)
1-1 Doshomachi 4-chome
Chuo-ku
Osaka
540-8645
Japan
Shire (“Shire”)
22 Grenville Street
St Helier
Jersey JE4 8PX

8 May 2018
Dear Sirs

Acquisition of Shire plc (“Shire”)
1

Background
I understand that Takeda intends to announce a firm intention to make an offer on or
around the date of this deed for the entire issued and to be issued ordinary share capital
of Shire, to be implemented by way of a court sanctioned scheme of arrangement (the
“Scheme”) under Article 125 of the Companies (Jersey) Law 1991 between Shire and
the holders of its ordinary shares, and substantially on the terms and subject to the
conditions set out in the attached draft offer announcement (subject to the inclusion of
any alternative or additional terms and conditions as may be required by the Applicable
Requirements (as defined below) and/or as agreed between Takeda and Shire) (the
“Offer Announcement”). Capitalised terms not otherwise defined in this deed shall have
the meanings given to them in the Offer Announcement.
This undertaking is given by me in my capacity as a holder of securities in Takeda and
not in my capacity as a director of Takeda.

2

Irrevocable undertakings
I, the undersigned, irrevocably and unconditionally undertake, warrant and, in relation to
paragraphs 2.1 to 2.3 below, represent to Takeda and Shire, subject to the publication of
the Offer Announcement by 8.30 a.m. (London time) on the date of the date of the cooperation agreement between Shire and Takeda dated on or around the date of this
deed (the “Co-Operation Agreement”, as amended from time to time) (or such later
time and/or date as Shire and Takeda agree) that:

2.1

I am the registered holder and/or the beneficial owner of (or am otherwise able to control
the exercise of all rights, including voting rights, attaching to) the number of ordinary
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shares in Takeda set out in the first column of the table at Appendix 1 to this deed (the
“Existing Shares”);

2.2

The first column of the table at Appendix 1 to this deed represents a complete and
accurate list of all the shares and other securities in Takeda of which I am the beneficial
owner or otherwise able to control the exercise of all rights attaching to them;

2.3

I have full power and authority to, and shall, exercise, or where applicable, procure the
exercise of, all votes (whether in writing, on a show of hands or a poll and whether in
person or by proxy) in relation to the Shares at the Takeda Extraordinary General
Meeting in respect of any resolutions (whether or not amended) required to approve,
implement and effect the Acquisition (including, without limitation, the appointment to the
board of directors of Takeda of any directors nominated by Shire in accordance with the
Co-operation Agreement) and the issue of New Takeda Shares (the “Resolutions”) as
set out in the convocation of meeting, and its supporting attachments relating to the
approval of the issue of New Takeda Shares to be sent to Takeda Shareholders (the
“Takeda Shareholder Documents”);

2.4

I shall, after the despatch of the Takeda Shareholder Documents to Takeda’s
shareholders (and without prejudice to my right to attend and vote in person at the
Takeda Extraordinary General Meeting):

2.5

2.4.1

return or procure the return of the signed voting forms (giketsuken koshi
shomen) or forms of proxy enclosed with the Takeda Shareholder Documents
(completed, signed and voting in favour of the Resolutions) in accordance with
the instructions printed on the Takeda Shareholder Documents as soon as
possible and in any event within ten (10) days after the date of despatch of the
Takeda Shareholder Documents; and

2.4.2

not revoke or withdraw the voting forms or forms of proxy once they have been
returned in accordance with paragraph 2.4.1;

subject to paragraphs 2.6 and 2.8 below, prior to the Scheme becoming effective (or, if
applicable, the Offer becoming or being declared unconditional in all respects) or my
Obligations (as defined below) terminating in accordance with the terms of this deed
(whichever is earlier), I shall not, and shall procure that any person holding the Shares
shall not:
2.5.1

sell, transfer, dispose of, charge, pledge or otherwise encumber or grant any
option or other right over or otherwise deal in any of the Shares or any interest in
them (whether conditionally or unconditionally);

2.5.2

exercise any voting rights attaching to the Shares to vote in favour of any
resolutions to approve a transaction or corporate action in competition with, or
which would or which would reasonably be expected to frustrate, impede or
delay, the Acquisition;

2.5.3

in relation to the Shares and in my capacity as a shareholder, requisition, or join
in requisitioning, any general or class meeting of Takeda which would or would
reasonably be expected to restrict or impede the Resolutions being passed or
otherwise frustrate, impede or delay the Acquisition; or
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2.5.4

except where otherwise permitted by the terms of this deed, enter into any
agreement or arrangement, whether conditionally or unconditionally:
(i)

to do any of the acts prohibited by paragraphs 2.5.1 to 2.5.4 (inclusive);
or

(ii)

which, in relation to the Shares, would or would reasonably be expected
to restrict or impede my ability to comply with my obligations under this
Section 2,

and references in this paragraph 2.5.4 to any agreement, arrangement or
obligation shall include any such agreement, arrangement or obligation whether
or not subject to any conditions or which is to take effect upon or following the
Scheme becoming effective, lapsing or being withdrawn or upon or following this
undertaking ceasing to be binding or upon or following any other event;

2.6

notwithstanding the provisions of paragraph 2.5 above, I shall be permitted to transfer,
sell or dispose of some or all of my Shares (in one or more transactions) (such Shares
being “Transferred Shares”) to one or more of my Connected Persons provided that:
2.6.1

such a transfer, sale or disposal is undertaken as part of my bona fide tax
planning;

2.6.2

I notify you no less than five days before such transfer, sale or disposal; and

2.6.3

on the date of such transfer, sale or disposal I shall procure that the transferee
or beneficiary of such Transferred Shares sign and deliver to you an irrevocable
undertaking in respect of such Transferred Shares on terms no less favourable
to you than those set out herein (save if such a transferee has already signed
and delivered to you an irrevocable undertaking on terms which extends to such
Transferred Shares); and

2.7

nothing in this Section 2 (if and to the extent applicable) shall restrict me from (i)
exercising any options under Takeda share option schemes, and/or (ii) selling such
number of Shares as may be required to cover my liability for income tax and employee
national insurance contributions in respect of the exercise of any such options, and nor
shall it restrict the sale on my behalf by a third party of Shares awarded to me under any
employee share scheme operated by Takeda where such sale is made in accordance
with the existing requirements and ordinary course operation of the relevant share
scheme.

3

Publicity

3.1

I consent to:
3.1.1

the announcement of the Acquisition containing references to me and the
registered holder of any of the Shares in which I have (or will have as the case
may be) a beneficial interest and to this deed substantially in the terms set out in
the Offer Announcement;

3.1.2

the inclusion of references to me and the registered holder of any of the Shares
in which I have (or will have as the case may be) a beneficial interest and
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particulars of this deed being set out in the Scheme Document and the Takeda
Shareholder Documents; and
3.1.3

this deed being published on a website as required by Rule 26.2 and Note 4 on
Rule 21.2 of the Code.

3.2

I acknowledge that I am obliged to make appropriate disclosure under Rule 2.10(c) of
the Code promptly after becoming aware that I will not be able to comply with the terms
of this deed or no longer intend to do so.

4

Termination

4.1

This deed shall not oblige Shire or Takeda to announce the Acquisition. However,
without prejudice to any accrued rights or liabilities, my Obligations shall terminate and
be of no further force and effect if:
4.1.1

the Offer Announcement is not released at or before 8.30 a.m. (London time) on
the date of the Co-Operation Agreement (or such later time and/or date as Shire
and Takeda may agree);

4.1.2

Takeda announces that it does not intend to proceed with the Acquisition and no
new, revised or replacement Scheme or Offer is announced by Takeda in
accordance with Rule 2.7 of the Code at the same time;

4.1.3

the Scheme Document is not despatched on or before 31 December 2018 (or
such later date as Shire and Takeda, with the consent of the Panel may agree);

4.1.4

on the earlier of: (i) the Long Stop Date; and (ii) the date on which the Scheme
(or Offer, as applicable) lapses or is withdrawn in accordance with its terms,
provided that this paragraph 4.1.4 shall not apply where the Scheme (or Offer,
as applicable) lapses or is withdrawn as a result of the exercise of Takeda’s right
to effect a Switch (as defined in the Co-operation Agreement) in accordance with
the terms of the Co-operation Agreement or is otherwise to be followed by an
announcement under Rule 2.7 of the Code made by Takeda or a person acting
in concert with Takeda to implement the Acquisition by a different offer or
scheme on substantially the same or improved terms and which is
recommended by the Shire Directors; or

4.1.5

any competing offer for the entire issued and to be issued ordinary share capital
of Shire is made which is declared wholly unconditional (if implemented by way
of takeover offer) or otherwise becomes effective (if implemented by way of a
scheme of arrangement).

4.2

On termination of this deed I shall have no claim against either of Takeda or Shire and
neither Takeda nor Shire shall have no claim against me, save in respect of any prior
breach thereof.

5

Enforcement

5.1

Enforcement by either Takeda or Shire
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The Obligations are owed to each of Shire and Takeda severally and each of Shire and
Takeda has the right (whether acting alone or together) to enforce the terms of this deed.

5.2

Waiver and consent
Where any consent or waiver is or may be granted under this deed, it may only be
granted with the prior written agreement of Shire (and the prior written agreement of
Takeda shall not be required). No Obligation or other provision of this deed shall be
capable of being amended, altered or repealed without the prior written consent of Shire.

5.3

Governing law
This deed and any non-contractual obligations arising out of or in connection with it shall
be governed by and construed in accordance with Japanese law and I agree that the
Tokyo District Court is to have exclusive jurisdiction to settle any disputes which may
arise out of or in connection with this deed and that accordingly any proceedings arising
out of or in connection with this deed shall be brought in such courts.

5.4

Specific performance
Without prejudice to any other rights or remedies which you may have, I acknowledge
and agree that damages may not be an adequate remedy for any breach by me of any
of my Obligations. You shall be entitled to seek the remedies of injunction, specific
performance and other equitable relief for any threatened or actual breach of any such
Obligation and no proof of special damages shall be necessary for the enforcement by
you of your rights.

5.5

Power of attorney
th

If by 5:30 p.m. (London time) on the tenth (10 ) business day after the date of despatch
of the Takeda Shareholder Documents I have not returned the voting form or form of
proxy in accordance with paragraph 2.4.1, I irrevocably and by way of security for any
undertakings hereunder, appoint each of Shire and any director of Shire to be my
attorney to execute on my behalf the voting form or form of proxy for the Takeda
Extraordinary General Meeting and to sign, execute and deliver any documents and to
do all acts and things as may be necessary for or incidental to the effectiveness of the
Resolutions and/or performance of any obligations under this undertaking.

6

Interpretation

6.1

Meaning
In this deed:
6.1.1

references to “Applicable Requirements” mean the requirements of the Code,
the Panel, any applicable law, the Royal Court of Jersey, the Companies
(Jersey) Law 1991, the Listing Rules, the Disclosure Guidance and
Transparency Rules or Prospectus Rules made by the Financial Conduct
Authority in exercise of its function as competent authority pursuant to Part VI of
the Financial Services and Markets Act 2000, the Financial Conduct Authority in
its capacity as the UK Listing Authority, the rules and regulations of the Tokyo
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Stock Exchange, the rules and requirements of the US Securities and Exchange
Commission or the requirements of any other relevant regulatory authority;
6.1.2

references to the “Code” are to the UK City Code on Takeovers and Mergers;

6.1.3

references to “Connected Persons” are to any of:
(i)

my spouse or civil partner;

(ii)

any other person with whom I live as partner in an enduring family
relationship (except where such person is my grandparent, grandchild,
sister, brother, aunt, uncle, nephew or niece);

(iii)

my children or step children;

(iv)

the children or step-children of a person within paragraph (ii) (and not
falling within (iii)) who live with me and have not attained the age of 18;
and

(v)

my parents.

6.1.4

references to the “Obligations” are to my undertakings, agreements, warranties,
appointments, consents and waivers set out in this deed;

6.1.5

references to an “Offer”:
(i)

mean an offer by Takeda for the entire issued and to be issued ordinary
share capital of Shire by way of a takeover offer within the meaning of
Article 116 of the Companies (Jersey) Law 1991, substantially on the
terms and subject to the conditions set out in the Offer Announcement
and

(ii)

includes any extended, increased or revised offer by Takeda for the
acquisition of Shire, the terms of which, in the reasonable opinion of
Takeda’s Financial Advisers are at least as favourable to shareholders of
Shire as the terms set out in the Offer Announcement;

6.1.6

references to the “Panel” means The Panel on Takeovers and Mergers;

6.1.7

references to the “Scheme”:

6.1.8

(i)

means the proposed acquisition by Offeror of the entire issued or to be
issued ordinary share capital of Shire by way of a scheme of
arrangement (pursuant to Article 125 of the Companies (Jersey) Law
1991), substantially on the terms and subject to the conditions set out in
the Offer Announcement; and

(ii)

includes any extended, increased or revised proposal by Takeda for the
acquisition of Shire, the terms of which in the reasonable opinion of
Takeda’s Financial Advisers are at least as favourable to shareholders of
Shire as the terms set out in the Offer Announcement;

references to the “Shares” mean collectively:
(i)

the Existing Shares; and
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(ii)

6.1.9

6.2

any other shares or securities in Takeda of which I may become the
beneficial owner or in respect of which I may otherwise become entitled
to exercise all rights attaching to (including voting rights) after the date of
this deed (including following any exercise or vesting of options and/or
awards under any Takeda share scheme(s)); and

references to “Takeda’s Financial Advisers” mean Evercore Partners LLP, JP
Morgan Securities Japan Co. Ltd, J.P. Morgan Securities plc and Nomura
International plc.

Unconditional and irrevocable obligations
Except to the extent otherwise specified, the Obligations set out in this deed are
unconditional and irrevocable.

6.3

Time
Time shall be of the essence as regards the Obligations set out in this deed.

7

Personal Representatives
This deed shall bind my estate and personal representatives.

8

Third Party Rights
A person who is not party to this deed has no right to enforce any term of this deed.
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IN WITNESS whereof this deed has been executed and delivered as a deed on the date above
mentioned.

SIGNED as a DEED by
Masato Iwasaki#
in the presence of:

……………………………………
Witness’s signature
Name:
Address:

Occupation:
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Appendix 1
Shares to which this deed relates
The following represent my current holdings in Takeda (and those of my spouse and minor
children).

Number of Shares (specify class)

Beneficial owner*

8,996 (ordinary shares in Takeda)

Masato Iwasaki

* Where more than one, indicate number of shares attributable to each
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