
―1― 

当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策） 

 Ⅰ．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

当社取締役会は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な

取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひい

ては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありませ

ん。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべき

だと考えています。 

   但し、株式の大規模買付提案の中には、例えばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けること

ができない可能性がある等、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのある

ものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的

な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。 

   そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆

様のために、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉等を行う必要があると考え

ています。 

 Ⅱ．基本方針の実現に資する特別な取組み 

 (1) 企業価値向上への取組み 

当社は、1952年３月に設立し、株式会社日立製作所の化学製品部門（現日立化成株式会社）の販売

特約店として事業（以下、「商社事業」といいます。）を開始しました。日立製作所グループの発展

とともに、当社も名古屋、東京に商圏を拡げていく中、化学技術の進展により「軽くて、強く、丈夫

で腐らない」をキャッチフレーズとした「樹脂材料」が開発されたことを受け、1968年７月に樹脂成

形事業を開始し、これら２つの事業を祖業として現在に至っております。 

   現在の商社事業は、日立化成グループの「販売特約店」として拡げてまいりました国内、中華圏及

びアセアンの商圏を基礎として、各お客様との商流における競争優位性を確保することを目的として、

「異色性のある協力メーカーとのネットワークづくり」と「社員に対する技術その他の教育」に取り

組んでおります。 

   一方の樹脂成形事業は、家電のカテゴリにあたるOA/DI部品から自動車部品、医療機器と事業領域

を拡げつつ、技術面においては、樹脂単品成形から、印刷、組立、他素材インサートとその領域を拡

げてまいりました。ここ５年の間、将来の競争優位性を確保することを目的として、フィリピン、イ

ンドネシア、メキシコ等に新工場を開設するとともに、近い将来に起こり得るであろう人件費の高騰

及び、国内における人材不足を睨んだ準備として、全自動・半自動ラインの導入を進めております。 

今後の当社における企業価値向上への取組みは、全社活動として、新型コロナウイルスの感染が拡

大する中、社員への感染防止策を講じつつ、同感染拡大による世界経済の冷え込みに備えて諸経費の

削減活動を優先していくとともに、同感染拡大の収束後における外部環境の変化がどのように当社事

業に伝播し、当社業績にどのように影響を与えるかを慎重に見定め、「中期経営計画2022」として、

実効的な戦略・目標を開示する準備を進めます。 
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   事業活動については、同感染拡大の収束後における外部環境がどのように変化しても必要となる活

動として、商社事業においては、これまで進めてきた「異色性のある協力メーカーとのネットワーク

づくり」をさらに前進させ、新商材開発を具体的なアウトプットとして積み重ねていくこと、樹脂成

形事業においては、赤字が継続しているメキシコ工場を適正な規模までダウンサイジングして黒字転

換を図ること及び、高度な技術の壁を乗り越えて取得した全自動・半自動ラインの量産に係るコア技

術をグループ企業に横展開することを進めます。 

   当社は、真摯に上述の取組みに努め、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を図っ

ていく所存でございます。 

 (2) コーポレートガバナンスの強化 

当社は、当社のステークホルダーから確固たる信頼を得るためにも、揺るぎないコーポレートガバ

ナンスが必要不可欠であると考え、以下の取組みを進めております。 

（企業統治の体制） 

当社はコーポレートガバナンスを「株主に代わって、経営の適法性や効率性をチェックする仕組み」

であると捉え、最も適した仕組みとして、株主総会、取締役会、監査等委員会、代表取締役及び会計

監査人を設置し、取締役の職務執行の監督及び監査の体制を整備しております。また、「内部統制シ

ステムに関する基本的な考え方」「内部統制システムの推進体制」をまとめ、当社及び当社の関係会

社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制の整備を図っております。 

 なお、取締役会は、原則として２ヵ月に１回以上開催し、経営上重要な事項については、常勤取締

役（監査等委員長を含みます。）で構成された経営戦略会議において、事前に十分な審議を行ったう

えで、取締役会に上申しております。 

また、監査等委員会は、原則として２ヵ月に１回以上開催し、経営上の重要な事項、監査等委員監

査及び内部監査の結果並びに会計監査人による監査結果等について、協議、決議を行っております。

さらに、当社は、コーポレートガバナンス体制の一層の充実を目的として監査等委員である社外取締

役を１名増員し、監査等委員を５名（常勤監査等委員１名、社外取締役である監査等委員４名）とい

たしました。

 （内部監査及び監査等委員監査） 

当社は、社長の直轄部門として内部監査室を設置しており、定期・非定期的（臨時）に社内業務の

実施が会社規定等に正しく準拠しているか否かを調査し、当該監査の結果を社長及び監査等委員長に

報告するとともに、問題点の指摘及び改善勧告を被監査部門に実施しております。 

 監査等委員監査は、常勤取締役（監査等委員を除きます。）の業務執行の状況を監査するために取

締役会等の重要会議に出席し、また必要に応じて、常勤取締役（監査等委員を除きます。）、執行役

員、管理職者及び社員に対して監査を行っております。 
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 （その他） 

上記のほか、当社は、最新のコーポレートガバナンス・コードをふまえながら、コーポレートガバ

ナンスの強化に取り組んでおります。 

Ⅲ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止

するための取組み 

 １．本プランの目的 

本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、上記

Ⅰに記載の基本方針に沿ったものであり、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべ

きルールを明確にし、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、及び大規

模買付行為を行おうとする者との交渉の機会を確保することを目的としています。 

なお、当社は2007年６月28日開催の当社第56期定時株主総会において導入した「当社の財務及び事

業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」（以下、「旧プラン」といいます。）を、

2009年６月29日開催の第58期定時株主総会終結の時をもって廃止いたしました。しかしながら、近時

わが国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣の賛同を得ずに、一方的に大規模買付行為を

強行する動きが引き続き見受けられる一方で、現在の日本の資本市場と法制度のもとにおいては、当

社グループの企業価値及び株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすような大規模買付行為がな

される可能性は、決して否定できない状況にあります。 

   すなわち、2007年９月30日に施行された金融商品取引法においては、経営関与に向けた重大提案行

為等を目的とした株式取得には特例報告制度の適用が認められず、５営業日以内の「大量保有報告書」

の提出が義務付けられました。また、公開買付けが開始された場合には、発行会社による「買付期間

の延長請求」及び「質問権の行使」が可能となりました。しかしながら、これらの法制のもとでもな

お、公開買付けが開始される前における情報提供と検討時間を法的に確保すること及び市場内での買

集め行為を法的に制限することがいずれもできないなど、これらの法制が上場会社の企業価値ひいて

は株主共同の利益を損なうおそれのある株式の大規模買付行為に対して必ずしも有効に機能しない可

能性を否定できません。 

また、当社はの廃止以降、自動車市場・精密医療機器市場・エレクトロニクス市場を成長領域と定

め、成長領域にマッチングする商材の開発に注力してまいりました。そして、2018年に策定した長期

ビジョン（中期経営計画2019、2022及び2025）において、①成形品をコアにした、自動車重要保安部

品の量産技術の確立、②ディスポーザブル製品を中心とした精密医療機器の受託生産の拡大、③電子

部品を主軸とした様々な事業領域での次世代商材の探索提供という、それぞれの成長領域に対応した

３つの柱を掲げております。これらの成長領域においては、よりお客様の固有のニーズに応えた商材

の開発が必要とされるため、お客様との間において、緊密に連携しつつ、技術等に関わる機密情報の

交換を行っております。その結果として、当社は、旧プランの廃止前よりもはるかに多くのお客様の

技術等に関わる機密情報を保有するに至っており、十分な検討がなされない形での当社に対する大規

模買付行為に基づく支配権の異動は、かかる機密情報の流出のおそれと相俟って、このようなお客様

を含む当社のステークホルダーとの間の良好な関係を毀損する可能性があります。 
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かかる状況は、当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）（以下、「現行プラン」

といいます。）を導入した昨年と変わっておらず、当社として改めてそのような大規模買付行為に対

する対抗措置の必要性について検討したところ、大規模買付者による情報提供、当社取締役会による

検討・評価といったプロセスを確保するとともに、当社グループの企業価値及び株主共同の利益に対

する明白な侵害を防止するため、大規模買付行為に対する対抗措置の継続が必要であるという結論に

至ったものです。当社としては、かかる対抗措置の継続は、当社グループの企業価値ひいては株主共

同の利益に資さない大規模買付行為を可及的に排除するために必要かつ有効であり、また本プランは

大規模買付行為開始前に所要の情報提供や検討期間を確保するものであって企業価値・株主共同の利

益の維持・向上に資するものであると考えております。 

  ２．本プランの内容 

本プランは、以下の通り、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを策

定し、その遵守を求めるとともに、大規模買付行為を行おうとする者が本プランを遵守しない場合、

及び大規模買付行為が当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうものであると判断さ

れる場合の対抗措置を定めており、これらを適切に開示することによって、当社グループの企業価値

ひいては株主共同の利益を損なう当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行

うものです。 

   なお、2020年３月31日現在における当社大株主の状況は、別紙１に記載の通りであり、当社は現時

点において当社株式等の大規模買付行為に係る具体的な提案を受けているわけではありません。 

(1) 本プランに係る手続 

① 対象となる大規模買付け等 

本プランは以下の(ⅰ)から(ⅲ)までのいずれかに該当する当社株式等の買付け又はこれに類似

する行為（但し、当社取締役会が承認したものを除きます。当該行為を、以下、「大規模買付け

等」といいます。）がなされる場合を適用対象とします。大規模買付け等を行い、又は行おうと

する者（以下、「買付者等」といいます。）は、予め本プランに定められる手続に従わなければ

ならないものとします。 

(ⅰ) 当社が発行者である株式等1について、当社の特定の株主の株式等保有割合2が20％以上とな

1 金融商品取引法第27条の23第１項に規定される「株券等」を意味するものとします。以下別段の定めがない限り同じとします。なお、本プランにおいて引用

される法令等に改正（法令名の変更や旧法令等を継承する新法令等の制定を含みます。）があった場合には、本プランにおいて引用される法令等の各条項は、

当社取締役会が別途定める場合を除き、当該改正後においてこれらの法令等の各条項を実質的に継承する法令等の各条項に読み替えられるものとします。 

2 金融商品取引法第27条の23第４項に規定される「株券等保有割合」を意味するものとします。以下別段の定めがない限り同じとしますが、かかる株式等保有

割合の計算上、(イ)同法第27条の２第７項に定義される特別関係者、並びに(ロ)当該特定の株主との間でフィナンシャル・アドバイザー契約を締結している

投資銀行、証券会社その他の金融機関並びに当該特定の株主の公開買付代理人及び主幹事証券会社（以下、「契約金融機関等」といいます。）は、本プラン

においては当該特定の株主の共同保有者（金融商品取引法第27条の23第５項に定義される共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみなされると

当社取締役会が認めた者を含みます。以下同じ。）とみなします。また、かかる株式等保有割合の計算上、当社の発行済株式の総数は、当社が公表している

直近の情報を参照することができるものとします。 
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る買付けその他の取得3

(ⅱ) 当社が発行者である株式等4について、当社の特定の株主の株式等所有割合5及びその特別関

係者6の株式等所有割合の合計が20％以上となる当該株式等の買付けその他の取得7

(ⅲ) 上記(ⅰ)又は(ⅱ)に規定される各行為が行われたか否かにかかわらず、当社の特定の株主が、

当社の他の株主（複数である場合を含みます。以下本(ⅲ)において同じとします。）との間

で、当該他の株主が当該特定の株主の共同保有者に該当するに至るような合意その他の行為、

又は当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれ

らの者が共同ないし協調して行動する関係8を樹立する行為9（但し、当社が発行者である株式

等につき当該特定の株主と当該他の株主の株式等保有割合の合計が20％以上となるような場

合に限ります。） 

② 意向表明書の当社への事前提出 

買付者等におきましては、大規模買付け等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付

者等が大規模買付け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、「意向表明書」といいます。）を当社の定める書式により日本語で提出していただきま

す。 

具体的には、意向表明書には、以下の事項を記載していただきます。 

(ⅰ) 買付者等の概要 

 (イ) 氏名又は名称及び住所又は所在地 

    (ロ) 代表者の役職及び氏名 

 (ハ) 会社等の目的及び事業の内容 

 (ニ) 大株主又は大口出資者（所有株式又は出資割合上位10名）の概要 

 (ホ) 国内連絡先 

3 売買その他の契約に基づく株式等の引渡請求権を有すること及び金融商品取引法施行令第14条の６に規定される各取引を行うことを含みます。 

4 金融商品取引法第27条の２第１項に規定される「株券等」を意味するものとします。以下(ⅱ)において同じとします。 

5 金融商品取引法第27条の２第８項に規定される「株券等所有割合」を意味するものとします。以下別段の定めがない限り同じとします。なお、かかる株式等

所有割合の計算上、当社の総議決権の数は、当社が公表している直近の情報を参照することができるものとします。 

6 金融商品取引法第27条の２第７項に定義される特別関係者をいいます。但し、同項第１号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付け

の開示に関する内閣府令第３条第２項で定める者を除きます。なお、(i)共同保有者及び(ⅱ)契約金融機関等は、本プランにおいては当該特定の株主の特別関

係者とみなします。以下別段の定めがない限り同じとします。 

7 買付けその他の有償の譲受け及び金融商品取引法施行令第６条第３項に規定される有償の譲受けに類するものを含みます。 

8 「当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係」が樹立されたか否かの

判定は、新たな出資関係、業務提携関係、取引ないし契約関係、役員兼任関係、資金提供関係、信用供与関係、デリバティブや貸株等を通じた当社株式等に

関する実質的な利害関係等の形成や、当該特定の株主及び当該他の株主が当社に対して直接・間接に及ぼす影響等を基礎に行うものとします。 

9 本文の(ⅲ)所定の行為がなされたか否かの判断は、当社取締役会が独立委員会の勧告に従って行うものとします。なお、当社取締役会は、上記(ⅲ)の要件に

該当するか否かの判定に必要とされる範囲において、当社の株主に対して必要な情報の提供を求めることがあります。 
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 (ヘ) 設立準拠法 

(ⅱ) 買付者等が現に保有する当社の株式等の数、及び意向表明書提出前60日間における買付者等

の当社の株式等の取引状況 

(ⅲ) 買付者等が提案する大規模買付け等の概要（買付者等が大規模買付け等により取得を予定す

る当社の株式等の種類及び数、並びに大規模買付け等の目的（支配権取得若しくは経営参加、

純投資若しくは政策投資、大規模買付け等の後の当社の株式等の第三者への譲渡等、又は重

要提案行為等10その他の目的がある場合には、その旨及び内容。なお、目的が複数ある場合に

はそのすべてを記載していただきます。）を含みます。） 

③ 本必要情報の提供 

上記②の意向表明書をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、以下の手順に従

い、当社に対して、大規模買付け等に対する株主及び投資家の皆様のご判断並びに当社取締役会

の評価・検討等のために必要かつ十分な情報（以下、「本必要情報」といいます。）を日本語で

提供していただきます。 

まず、当社は、買付者等に対して、意向表明書を提出していただいた日から10営業日11（初日不

算入）以内に、当初提出していただくべき情報を記載した情報リストを上記②(ⅰ)(ホ)の国内連

絡先に発送いたしますので、買付者等には、情報リストに従って十分な情報を当社に提出してい

ただきます。 

また、情報リストに従い買付者等から提供された情報では、大規模買付け等の内容及び態様等

に照らして、株主及び投資家の皆様のご判断並びに当社取締役会の評価・検討等のために不十分

であると当社取締役会が合理的に判断する場合には、当社取締役会が別途請求する追加の情報を

買付者等から提供していただきます。 

なお、大規模買付け等の内容及び態様等にかかわらず、以下の各項目に関する情報は、原則と

して情報リストの一部に含まれるものとします。 

(ⅰ) 買付者等及びそのグループ（共同保有者、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（沿革、具体的名称、資本構成、事業内容、財務内容、

役員の氏名及び職歴等を含みます。） 

(ⅱ) 大規模買付け等の目的（意向表明書において開示していただいた目的の詳細）、方法及び

内容（経営参画の意思の有無、大規模買付け等の対価の種類及び金額、大規模買付け等の

時期、関連する取引の仕組み、買付予定の株式等の数及び買付け等を行った後における株

式等所有割合、大規模買付け等の方法の適法性を含みます。） 

(ⅲ) 大規模買付け等の対価の算定根拠（算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報及

び大規模買付け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、算定

10 金融商品取引法第27条の26第１項、金融商品取引法施行令第14条の８の２第１項、及び株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条に規定され

る重要提案行為等をいいます。 

11 営業日とは、行政機関の休日に関する法律第１条第１項各号に掲げる日以外の日をいいます。以下同じとします。 
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の際に第三者の意見を聴取した場合における当該第三者の名称、意見の概要及び当該意見

を踏まえて金額を決定するに至った経緯を含みます。） 

(ⅳ) 大規模買付け等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名

称、調達方法及び関連する取引の内容を含みます。） 

(ⅴ) 大規模買付け等に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡がある場合

はその内容及び当該第三者の概要 

(ⅵ) 買付者等が既に保有する当社の株式等に関する貸借契約、担保契約、売戻契約、売買の予

約その他の重要な契約又は取決め（以下、「担保契約等」といいます。）がある場合には、

その契約の種類、契約の相手方及び契約の対象となっている株式等の数量等の当該担保契

約等の具体的内容 

(ⅶ) 買付者等が大規模買付け等において取得を予定する当社の株式等に関し担保契約等の締結

その他第三者との間の合意の予定がある場合には、予定している合意の種類、契約の相手

方及び契約の対象となっている株式等の数量等の当該合意の具体的内容 

(ⅷ) 大規模買付け等の後における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 

(ⅸ) 大規模買付け等の後における当社の従業員、取引先、顧客及び地域社会その他の当社に係

る利害関係者の処遇等の方針 

(ⅹ) 当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策 

なお、当社取締役会は、買付者等から大規模買付け等の提案がなされた事実については適切

に開示し、提案の概要及び本必要情報の概要その他の情報のうち株主及び投資家の皆様のご判

断に必要であると認められる情報がある場合には、速やかに開示いたします。 

また、当社取締役会は、買付者等による本必要情報の提供が十分になされたと認めた場合に

は、その旨を買付者等に通知（以下、「情報提供完了通知」といいます。）するとともに、そ

の旨を速やかに開示いたします。 

④ 取締役会評価期間の設定等 

当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、その翌日を起算日として、大規模買付け等の

評価の難易度等に応じて、以下の(ⅰ)又は(ⅱ)の期間を、当社取締役会による評価、検討、交渉、

意見形成及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、速やかに開示いたします。大規模買付け等は、本プランに別段の記載なき限り、取締役会評

価期間の経過後にのみ開始されるべきものとします。 

(ⅰ) 対価を現金（円貨）のみとする当社全株式等を対象とした公開買付けの場合には最大60日間 

(ⅱ) その他の大規模買付け等の場合には最大90日間 

但し、上記(ⅰ)(ⅱ)いずれにおいても、取締役会評価期間は取締役会が合理的に必要な事由が

あると認める場合に限り、延長できるものとします（延長の期間は最大30日間とします。）。そ
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の場合は、延長期間及び当該延長期間が必要とされる具体的理由を買付者等に通知すると共に、

株主及び投資家の皆様に開示いたします。 

当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得な

がら、買付者等から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値・株主共同の

利益の確保・向上の観点から、買付者等による大規模買付け等の内容の検討等を行うものとしま

す。当社取締役会は、これらの検討等を通じて、大規模買付け等に関する当社取締役会としての

意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通知するとともに、適時かつ適切に株主及び投資家の皆様

に開示いたします。 

また、必要に応じて、買付者等との間で大規模買付け等に関する条件・方法について交渉し、

更に、当社取締役会として、株主及び投資家の皆様に代替案を提示することもあります。 

⑤ 対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告 

本プランでは、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除し、取締役会

の判断及び対応の客観性、合理性を確保するための機関として独立委員会を設置し、発動の是非

について当社取締役会への勧告を行う仕組みとしています。独立委員会は、独立委員会規則（概

要については別紙２をご参照下さい。）に従い、当社社外取締役（監査等委員を含みます。）又

は社外の有識者（実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者

又はこれらに準じる者）で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成されるも

のとします。また、当社は、第69期定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）において本

プランによる買収防衛策の継続が承認されましたので、本総会後最初に開催された当社取締役会

において、別紙３に記載の３氏を独立委員会の委員として選任いたしました。 

独立委員会は、取締役会評価期間内に、上記④の当社取締役会による評価、検討、交渉、意見

形成及び代替案立案と並行して、以下の手続に従い、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是

非に関する勧告を行うものとします。その際、独立委員会の判断が当社の企業価値・株主共同の

利益の確保・向上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、

当社の業務執行を行う経営陣から独立した外部専門家（投資銀行、証券会社、フィナンシャル・

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。 

    なお、独立委員会が当社取締役会に対して以下の(ⅰ)又は(ⅱ)に定める勧告をした場合には、当

社取締役会は、当該勧告の事実とそ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。 

(ⅰ) 買付者等が本プランに規定する手続を遵守しない場合 

独立委員会は、買付者等が本プランに規定する手続につきその重要な点において違反した場

合で、当社取締役会がその是正を書面により当該買付者等に対して要求した後５営業日（初日

不算入）以内に当該違反が是正されない場合には、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・
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向上のために対抗措置を発動させないことが必要であることが明白であることその他特段の事

情がある場合を除き、原則として、当社取締役会に対して、対抗措置の発動を勧告します。

(ⅱ) 買付者等が本プランに規定する手続を遵守した場合 

独立委員会は、買付者等が本プランに規定する手続を遵守した場合には、原則として、当社

取締役会に対して対抗措置の発動を行わないよう勧告します。 

     但し、本プランに規定する手続が遵守されている場合であっても、例えば以下(イ)から(ヌ)に

掲げる事由により、当該買付け等が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものである

と認められかつ対抗措置の発動が相当と判断される場合には、例外的措置として、対抗措置の発

動を勧告する場合があります。 

(イ) 買付者等が真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高

値で当社の株式等を当社又は当社関係者に引取らせる目的で当社の株式等の取得を行って

いる又は行おうとしている者（いわゆるグリーンメイラー）であると判断される場合 

(ロ) 当社の会社経営を一時的に支配して当社又は当社グループ会社の事業経営上必要な知的財

産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先又は顧客等の当社又は当社グループ会社の資産

を当該買付者等又はそのグループ会社等に移転する目的で当社の株式等の取得を行っている

と判断される場合 

(ハ) 当社の会社経営を支配した後に、当社又は当社グループ会社の資産を当該買付者等又はそ

のグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用することにより、当社の企業価値・

株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすような買付け等であると判断される場合 

(ニ) 当社の会社経営を一時的に支配して、当社又は当社グループ会社の事業に当面関係してい

ない不動産、有価証券等の高額資産等を売却等により処分させ、その処分利益をもって一

時的に高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社の

株式等の高価売抜けをする目的で当社の株式等の取得を行っていると判断される場合 

(ホ) 買付者等の提案する当社の株式等の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収（最初の買付

条件よりも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

の株式等の買付け等を行うことをいいます。）等の、株主の皆様の判断の機会又は自由を

制約し、事実上、株主の皆様に当社の株式等の売却を強要するおそれがあると判断される

場合

(ヘ) 買付者等の提案する当社の株式等の買付条件（買付対価の種類及び金額、当該金額の算定

根拠、その他の条件の具体的内容（当該取得の時期及び方法を含みます。）、違法性の有

無並びに実現可能性等を含みますがこれらに限られません。）が、当社の企業価値に照ら

して著しく不十分又は不適切なものであると判断される場合 

(ト) 買付者等による支配権の取得により、当社株主はもとより、企業価値の源泉である顧客、

従業員その他の利害関係者との関係を破壊し、当社の企業価値・株主共同の利益の著しい

毀損が予想される等、当社の企業価値・株主共同の利益の確保又は向上を著しく妨げるお

それがあると判断される場合 

(チ) 買付者等が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企業価値との比
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較において、当該買付者等が支配権を取得しない場合の当社の企業価値に比べ、著しく劣

後すると判断される場合 

(リ) 買付者等の経営陣又は主要株主若しくは出資者に反社会的勢力又はテロ関連組織と関係を

有する者が含まれている場合等、買付者等が公序良俗の観点から当社の支配株主として著

しく不適切であると判断される場合 

(ヌ) その他(イ)から(リ)までに準じる場合で、(i)当社の企業価値・株主共同の利益を著しく

損なうおそれがあると客観的かつ合理的に判断される場合であって、かつ、(ⅱ)当該時点

で対抗措置を発動しない場合には、当社の企業価値・株主共同の利益が著しく損なわれる

ことを回避することができないか又はそのおそれがあると判断される買付け等である場合 

⑥ 取締役会の決議 

当社取締役会は、上記⑤に定める独立委員会の勧告を最大限尊重するものとし、当該勧告を踏

まえて当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から、速やかに対抗措置の発動

又は不発動その他必要な決議を行うものとします。 

    なお、独立委員会から対抗措置不発動の決議をすべき旨の勧告がなされた場合であっても、当社

取締役会は、買付者等による大規模買付け等の内容、株主総会の開催に要する時間等諸般の事情を

考慮の上、法令及び当社取締役の善管注意義務等に鑑みて、独立委員会に対する諮問に加え、株主

の意思を確認するために当社株主総会を開催することが実務上適切と判断した場合には、対抗措置

を発動するか否かを株主の皆様に問うべく下記の⑦の方法により当社株主総会を招集することがで

きるものとします。 

また、当社取締役会が対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、(ⅰ)買付者等が大

規模買付け等を中止した場合又は(ⅱ)対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係

等に変動が生じ、かつ、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対抗措置

の発動が相当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、対抗措置発動の停止

の決議を行うものとします。 

 当社取締役会は、上記の決議を行った場合には、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。 

⑦ 当社株主総会の招集 

当社取締役会が自らの判断で本プランによる対抗措置を発動することの可否について、買付者

等による大規模買付け等の内容、株主総会の開催に要する時間等諸般の事情を考慮の上、法令及

び当社取締役の善管注意義務等に鑑みて、独立委員会に対する諮問に加え、株主の意思を確認す

るために当社株主総会を開催することが実務上適切と判断した場合には、当社取締役会は可及的

速やかに当社株主総会を招集します。この場合には、大規模買付け等は、当社株主総会における

対抗措置の発動議案否決及び当該株主総会の終結後に行われるべきものとします。当該株主総会

において本プランによる対抗措置の発動承認議案が可決された場合、当社取締役会は、当該大規

模買付け等に対して本プランによる対抗措置発動の決議を行うこととします。 
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    なお、当該株主総会において本プランによる対抗措置の発動承認議案が否決された場合には、当

該大規模買付け等に対しては本プランによる対抗措置の発動は行われません。 

    当該株主総会の招集手続が執られた場合であっても、その後、当社取締役会において対抗措置不

発動の決議を行った場合や当社取締役会にて対抗措置の発動を決議することが相当であると判断す

るに至った場合には、当社は当社株主総会の招集手続を取り止めることができます。かかる決議を

行った場合も、当社は、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。 

(2) 本プランにおける対抗措置の具体的内容 

当社が本プランに基づき発動する対抗措置は、原則として、新株予約権（以下、「本新株予約

権」といいます。）の無償割当てとします。 

本新株予約権の無償割当ての概要は、別紙４「新株予約権無償割当ての概要」に記載の通りと

しますが、実際に本新株予約権の無償割当てをする場合には、(ⅰ)当社取締役会が所定の手続に

従って定める一定の買付者等並びにその共同保有者及び特別関係者並びにこれらの者が実質的に

支配し、これらの者と共同ないし協調して行動する者として当社取締役会が認めた者等（以下、

「例外事由該当者」といいます。）による権利行使は認められないとの行使条件又は(ⅱ)当社が

本新株予約権の一部を取得することとするときに、例外事由該当者以外の新株予約権者が所有す

る本新株予約権のみを取得することができる旨を定めた取得条項等、大規模買付け等に対する対

抗措置としての効果を勘案した行使期間、行使条件、取得条項等を設けることがあります。さら

に、本新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認が必要です。 

当社は、本プランにおける対抗措置を発動した場合、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、速やかに開示いたします。 

(3) 本プランの有効期間、廃止及び変更 

本プランの有効期間は、本総会の日から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時株主総会終結の時までとします。 

    但し、当該有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更又は廃止の決

議がなされた場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更又は廃止されるものとします。

また、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がな

された場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。 

    なお、当社取締役会は、会社法、金融商品取引法、その他の法令若しくは金融商品取引所規則の

変更又はこれらの解釈・運用の変更、又は税制、裁判例等の変更に伴う形式的な変更が必要と判断

した場合は、随時、独立委員会の意見を踏まえた上で、本プランを修正し、又は変更することがで

きるものとします。 

他方、当社取締役会が、本プランの内容について当社株主の皆様に実質的な影響を与えるよう

な変更を行う場合には、改めて直近で開催される株主総会に付議し株主の皆様のご承認をいただ

くことといたします。 

 当社は、本プランが廃止され又は本プランの内容について当社株主の皆様に実質的な影響を与

えるような変更が行われた場合には、当該廃止又は変更の事実及び（変更の場合には）変更内容
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その他当社取締役会が適切と認める事項について、速やかに開示いたします。

３．本プランの合理性 

本プランは、経済産業省及び法務省が2005年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益

の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益

の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を充足しており、

かつ、企業価値研究会が2008年６月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策

の在り方」及び東京証券取引所が2015年６月１日に公表し、2018年６月１日に改訂を行った「コ

ーポレートガバナンス・コード」の「原則1-5.いわゆる買収防衛策」その他の買収防衛策に関す

る実務・議論を踏まえた内容となっており、高度の合理性を有するものです。 

(1) 企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則 

本プランは、上記１．に記載の通り、当社株式等に対する大規模買付け等がなされた際に、

当該大規模買付け等に応じるべきか否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代

替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行う

こと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるとい

う目的をもって導入されるものです。 

(2) 事前開示・株主意思の原則 

上記２．(3)に記載した通り、本プランは、本総会においてご承認いただいた後も、①その後

の当社株主総会において本プランの変更又は廃止の決議がなされた場合には、本プランも当該

決議に従い変更又は廃止されることになり、かつ、②当社株主総会において選任された取締役

で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点

で廃止されるものとしております。従いまして、本プランの導入及び廃止には、株主の皆様の

ご意思が十分反映される仕組みとなっています。 

(3) 必要性・相当性確保の原則 

① 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示の徹底 

当社は、上記２．に記載の通り、本プランに基づく大規模買付け等への対抗措置の発動等

に関する取締役会の恣意的判断を排し、取締役会の判断及び対応の客観性及び合理性を確保

することを目的として独立委員会を設置し、当社取締役会は、対抗措置の発動又は不発動の

決議に際して独立委員会の勧告を最大限尊重することとしております。また、独立委員会の

判断が当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上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、当社の業務執行を行う経営陣から独立した外部専

門家（投資銀行、証券会社、フィナンシャル・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ております。 

     さらに、当社は、独立委員会の判断の概要について株主及び投資家の皆様に情報開示を行うこ

ととし、当社の企業価値・株主共同の利益に資するよう本プランの透明な運営が行われる仕組
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みを確保しています。 

② 合理的な客観的発動要件の設定 

本プランは、上記２．に記載の通り、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発

動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組

みを確保しています。 

③ デッドハンド型若しくはスローハンド型買収防衛策ではないこと 

上記２．(3)に記載の通り、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される

取締役会により、いつでも廃止することができるものとされております。従って、本プラン

は、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻

止できない買収防衛策）ではありません。 

      また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策（取

締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要す

る買収防衛策）でもありません。 

４．株主及び投資家の皆様への影響等 

(1) 本プランの導入時に株主及び投資家の皆様に与える影響 

本プランの導入時には、本新株予約権の発行自体は行われません。従って、本プランがその

導入時に株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影

響を与えることはありません。 

     なお、上記２．(1)に記載の通り、買付者等が本プランを遵守するか否か等により当該買付行

為に対する当社の対応方針が異なりますので、株主及び投資家の皆様におかれましては、買付

者等の動向にご注意ください。 

(2) 本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響 

当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当てを行う場合には、別途

定める割当て期日における株主名簿に記録された株主の皆様に対し、その保有する株式１株に

つき本新株予約権１個を上限とした割合で、本新株予約権が無償にて割り当てられます。この

ような仕組み上、本新株予約権の無償割当て時においても、株主の皆様が保有する当社株式１

株当たりの価値の希釈化は生じるものの保有する当社株式全体の価値の希釈化は生じず、株主

の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えるこ

とは想定しておりません。 

      但し、例外事由該当者につきましては、この対抗措置の発動により、結果的に、法的権利又

は経済的利益に何らかの影響が生じる場合があります。 

      なお、当社が、本新株予約権の無償割当ての決議をした場合であって、その後に対抗措置発

動の停止を決定した場合には、当社株式の株価に相応の変動が生じる可能性があります。例え

ば、本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後において、当社が対抗措置の発
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動を停止し、本新株予約権を無償取得して新株を交付しない場合には、株主の皆様が保有する

当社株式１株当たりの経済的価値の希釈化は生じないことになるため、当社株式１株当たりの

経済的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及び投資家の皆様は、株価の

変動により損害を被る可能性がある点にご留意ください。 

      また、本新株予約権の行使又は取得に関して差別的条件を付す場合には、当該行使又は取得

に際して、例外事由該当者の法的権利、経済的利益に影響が生じることが想定されますが、こ

の場合であっても、例外事由該当者以外の株主の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経

済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。 

(3) 本新株予約権の無償割当てに伴う株主の皆様の手続 

本新株予約権の割当て期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様は、当該新株予

約権の無償割当ての効力発生日において当然に新株予約権者となるため、申込みの手続は不要

です。 

     また、無償割当てがなされる本新株予約権に取得条項が付され、当社が本新株予約権を取得す

る場合、株主の皆様は、新株予約権の行使価格相当の金銭を払い込むことなく、当社による本新

株予約権の取得の対価として、当社株式を受領することになります。但し、例外事由該当者につ

いては、その有する本新株予約権が取得の対象とならないことがあります。 

     以上のほか、割当て方法、行使の方法及び当社による取得の方法、株式の交付方法等の詳細に

ついては、本新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会の決議が行われた後、当社は、その

手続の詳細に関して、適用ある法令及び金融商品取引所規則に基づき、適時かつ適切に開示又は

通知を行いますので当該開示又は通知の内容をご確認ください。

以 上 


