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弊社株式の大量買付行為に関する対応策について 
 
 
 

弊社は、本日開催された取締役会において、弊社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益を確

保し、且つ向上させることを目的として、特定株主等（注 1）の議決権割合（注 2）が 20%以上となることを

目的とする弊社株券等（注 3）の買付行為、又は、結果として特定株主等の議決権割合が 20%以上とな

るような弊社株券等の買付行為（いずれも事前に弊社取締役会が同意したものを除きます。以下、｢大

量買付行為｣と称し、かかる行為を行う者を｢大量買付者｣と称します）にかかる対応策（以下、｢本プラ

ン｣と称します）を決定しましたので、以下のとおりお知らせいたします。 
 
 

1．本プラン導入の目的 
 

弊社取締役会は、大量買付者が行う大量買付行為を受け入れるか否かの判断は、最終的には弊社

株主の皆様のご判断に委ねられるべきであると考えております。その際、株主の皆様に適切なご判断

を行って戴くためには、大量買付者から一方的に提供される情報のみならず、下記 2.の「大量買付時

のルール」(以下、｢本ルール｣と称します)に定めるとおり、大量買付者に対する情報提供の要請を行い、

一定の期間内に大量買付行為が株主の皆様の共同の利益に適うか否か等について、現に弊社の経

営を担っている取締役会の評価・意見を含めた十分な情報が提供されることが必要不可欠であると考

えております。 
 

弊社は今年、創業 85 周年を迎えますが、自主独往の精神のもと、お客様の多様なニーズに応える

少量多品種生産に適合する生産システムの構築、独自の優れた技術を有し他社の追随を許さない電

機・電子用テープの開発をはじめ、粘着テープ分野における基材、粘材等の基礎的な研究及び弊社

の蓄積されたコア技術を活用したエンドユーザー様との緊密な共同研究開発に努めるなど、業界の先

駆者として常に新たな市場を切り開いてまいりました。又、いずれも有力な代理店様との共存共栄を旨

としながらも、効率的な販売体制を構築してきた結果、売上高、利益ともに順調に推移しております。こ

れに加え、極めて優良な財務体質をはじめとした、弊社がこれまで永年にわたり培ってきた有形・無形

の経営資源が、有機的に一体となり当社の企業価値を創造していると考えております。したがって、弊

社は、これらの経営資源を今後とも最大限有効に活用し、企業価値の更なる向上に取り組んでいくこと

が株主の皆様の共同の利益に資するものと考えます。 
 

弊社は、大量買付行為が行われる場合でも、真に弊社の企業価値、及び弊社の株主の皆様の共同

の利益に資するものであり、且つ弊社の利害関係者にとって有益であれば、これを一概に否定するも

のではありません。しかしながら、上記のような弊社の事業に対する理解なくして、弊社の企業価値の

把握は困難であります。大量買付行為は、その目的から勘案するに企業価値並びに株主共同の利益

を明らかに毀損するおそれがあるもの、株主に株式の売却を事実上強要するもの、或いは買付対象会

社である弊社の取締役会や株主が、大量買付者が提示する諸条件につき合理的な検討を加える時間

的猶予を与えないもの等、必ずしも弊社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益の維持・向上に資

するものばかりとは限りません。そのため、弊社の株主の皆様が大量買付行為に応じるか否かを判断

するに際しては、当該大量買付行為に関する諸条件、大量買付行為が弊社の経営に及ぼす恐れのあ
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る様々な影響、大量買付者が提案する弊社の経営にかかる理念・事業計画又は諸施策等の必要且つ

十分な情報を収集・提供したうえで、これを評価して取締役会の意見として公表し、また、大量買付者

との交渉、代替案の提案等を行うことが、弊社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益の維持・向上

に資するものと考えております。 
 

したがって、弊社取締役会は、本ルールを定めた上で、大量買付者に対して本ルールの遵守を求

め、大量買付者が本ルールを遵守しない場合、又は本ルールに則っていたとしても、大量買付行為が

弊社に回復し難い損害をもたらす場合には、弊社取締役会がその時点で適切と考える一定の措置を

講じることができるものといたします。 
 
 

2．大量買付時のルール（本ルール）の設定 
 

弊社は、上述の考え方に基づき、本ルールを定め、弊社株式の大量買付行為が行われる際には、

大量買付者に対し本ルールを遵守することを求めることとします。尚、大量買付者が本ルールを遵守し

ない場合等には、弊社は一定の措置を講じる場合があります。 
 

（1）大量買付者に対する情報提供の要請 
 

大量買付者には、弊社株主の皆様及び弊社取締役会が、当該大量買付が真に弊社の企業価値・

株主共同の利益に資するものであるか否かを判断するに足る、必要十分にして適切、且つ真正な情報

（以下、｢大量買付情報｣と称します）を提出して戴きます。大量買付者には、先ず、大量買付行為を行

うに当たり、①大量買付者の名称、②住所、③代表者のご氏名、④国内連絡先、⑤大量買付の概要及

び⑥本ルールに定められた手続きを遵守する旨の誓約を明示した書面を提出して戴きます（かかる書

面を以下、｢買付趣意書｣と称します）。 
 

弊社は、上記①乃至⑥全てが記載された買付趣意書受領後 5 日以内（初日不算入）に、大量買付

者に対して大量買付情報として記載して戴く事項について書面を交付し、大量買付者には、当該書面

に則って大量買付情報を記載した上で弊社に提出して戴きます。尚、ご提出戴いた大量買付情報が、

弊社株主の皆様及び弊社取締役会の判断に十分でない場合、追加的に情報提供をして戴くことがあ

ります。又、買付趣意書の提出があった事実、弊社取締役会に提供された大量買付情報、或いはその

他大量買付行為に関連する諸情報で、弊社株主の皆様の判断のため開示することが妥当であると考

えられるものにつきましては、その全部又は一部を適切な方法にて開示致します。 
 

尚、大量買付情報として提出を要請する情報は以下のとおりです。 
 

①大量買付者及びそのグループの概要、経歴、属性等 
 

②大量買付行為の目的、方法及び内容 
 

③大量買付行為に際しての、第三者との間における意思連絡の有無、及び意思連絡が存する場合に

はその内容（議決権の行使、取得された株式の売却に関する意思連絡等を含みます） 
④買付対価の算定根拠及び買付資金の裏付け 
⑤大量買付者に対する買付資金の提供者の名称、その他の概要・属性 
⑥大量買付行為完了後に意図する、弊社及び弊社グループの経営方針・経営理念、及び事業計画、

資本政策 
⑦大量買付行為完了後に意図する、弊社及び弊社グループの企業価値を持続的且つ安定的に向上

させるための施策、並びに当該施策が弊社及び弊社グループの企業価値を向上させることの根拠 
⑧大量買付行為完了後に意図する弊社及び弊社グループの従業員、取引先、顧客、地域社会その

他の利害関係者と弊社、及び弊社グループとの関係について、大量買付行為完了後に予定する変

更の有無及びその内容 
 

⑨その他大量買付行為の妥当性、適法性等を判断するために弊社取締役会が必要と考える情報 
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(2)弊社取締役会による評価・検討 
 

前項において必要十分にして適切、且つ真正な大量買付情報が提供されたと認められた場合、弊

社取締役会は、これらの情報を評価・検討し、大量買付者との交渉、或いは意見形成、代替案策定等

を行う一定の時間的猶予（以下、｢評価期間｣と称します）が確保されるべきであると思料し、大量買付

手法の態様により以下の①、或いは②に掲げる期間を設定いたします。 
 

①対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる弊社全株式の買付の場合には 60 日間（初日不算

入） 
 

②その他の大量買付行為の場合には 90 日間（初日不算入） 
 

この評価期間の開始日は弊社取締役会が決定して大量買付者に対して通知し、当該期間中、弊社

は、弊社株主の皆様の判断に資することを目的とし、大量買付者から提供された大量買付情報を十分

に評価・検討し、取締役会の意見を取りまとめたうえで、開示いたします。又、大量買付者と各種条件

に関して交渉し、或いは取締役会で取りまとめた代替案を株主の皆様へ提示する場合があります。大

量買付行為は、この評価期間が経過した後に初めて実施され得るものとします。 
 
 

3．大量買付行為がなされた場合の対応策 
 

(1)本ルールが遵守されなかった場合 
 

大量買付者が本ルールを遵守しない場合、弊社取締役会は、弊社企業価値の維持、及び弊社株

主の皆様の共同の利益保護を目的として、新株発行、又は新株予約権の発行等、商法（会社法（平成

17年法律第86号）施行後は、会社法と読み替えます。）その他の法令、弊社定款が取締役会の権限と

して認める措置（以下、｢対抗措置｣と称します）を講じることがあります。具体的な対抗措置につきまし

ては、その時点で適法且つ相当であると認めるものを選択することとなります。 
 

尚、株主割当により新株予約権を発行する場合の要項は以下のとおりです。 
 

①新株予約権付与の対象となる株主及びその発行条件 
弊社取締役会で定める割当期日における、最終の弊社株主名簿又は実質株主名簿に掲載、又は

記録された株主に対し、その所有株式（但し、弊社が保有する弊社普通株式は除きます）1 株に対し

1 個の割合で新株予約権を割り当てる。 
 

②新株予約権の目的となる株式の種類並びに数 
新株予約権の目的となる株式の種類は弊社普通株式とし、新株予約権 1 個当たりの目的となる株式

の数は 1 個とします。但し、弊社が株式分割又は株式併合を行う場合は、所要の調整を行うものとし

ます。 
 

③発行する新株予約権の総個数 
新株予約権の割当総数は 60,000,000 個を上限とし、弊社取締役会が定める数とします。弊社取締

役会は、割当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を行うことができ

ます。 
 

④各新株予約権の発行価額 
無償とします。 

 

⑤各新株予約権の行使に際して払込をなすべき額 
新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、1 円以上で弊社取締役会が定める額とします。 

 

⑥新株予約権の譲渡制限 
新株予約権の譲渡につきましては、弊社取締役会の承認を要するものとします。 

 

⑦新株予約権の行使期間、及び行使条件等 
新株予約権の行使期間、行使の条件、消却事由及び消却条件その他必要な事項につきましては、

弊社取締役会にて別途定めることと致します。 
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（2）新株予約権の発行に伴い株主及び投資家の皆様に必要となる手続 

 

弊社取締役会にて、新株予約権を発行することを決議した場合には、割当期日を公告いたします。

割当期日における最終の株主名簿、又は実質株主名簿に記載、又は記録された株主に新株予約

権が割り当てられますので、株主の皆様におかれましては、速やかに株式の名義変更手続を行って

戴くとともに、これに伴う新株予約権の申込の手続、行使の手続等を行って戴く必要があります。 
 

上記の手続にかかる具体的な方法の詳細は、新株予約権発行決議が行われた後、株主の皆様

に対して公表又は通知いたしますので、当該内容をご確認下さい。 
 

(3)本ルールが遵守された場合 
 

大量買付者が本ルールを遵守した場合、弊社取締役会が仮に当該大量買付行為に反対であった

としても、反対意見の表明、代替案の提示、株主の皆様への説得を行う可能性は排除しないものの、

原則として、当該大量買付行為に対する対抗措置は講じません。したがって、大量買付者の買付提案

に応じるか否かは、弊社株主の皆様において、当該買付提案の内容及びそれに対する弊社取締役会

の意見及び代替案等をご考慮のうえ、ご判断戴くことになります。 
 

 
 

4．株主及び投資家の皆様に与える影響等 
 

弊社取締役会が具体的な対抗措置を発動することを決定した場合には、適用ある法令及び証

券取引所規則にしたがって、適時適切な開示を行います。 
 

弊社取締役会は、上記対抗措置の発動時には、株主及び投資家の皆様が法的権利、又は経済的

側面において格別の損失を被るような事態は想定しておりません。但し、本ルールに違反した大量買

付者については、当該対抗措置が講じられた場合、結果的に法的権利又は経済的側面において不

利益が発生する可能性があります。本プランの公表は、大量買付者が本ルールに違反して大量買付

行為を行うことがないよう予め注意を喚起するものです。 
 
 

5．その他 
 

本プラン導入を決定した取締役会には、弊社監査役 4 名（内 2 名は社外監査役）全員が出席し、い

ずれの監査役も、本プランの具体的運用の適正性、適法性が担保されることを条件に、本プランの導

入に賛成する旨の意見を述べました。 
 

尚、本プランを今後も継続するか否かにつきましては、本年 6 月に開催予定の定時株主総会終了後、

最初に開かれる取締役会で再度その是非を検討し、検討結果を速やかに開示することといたします。 
 
 
 

以  上 
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注 1）特定株主等とは、①弊社が発行する「株券等」（証券取引法第 27 条の 23 第 1 項に規定する株券等

をいいます。）の「保有者」（証券取引法第 27 条の 23 第 1 項に規定する保有者をいい、同条第 3
項に基づき保有者と看做される者を含みます。）及びその「共同保有者」（証券取引法第 27 条の 23
第 5 項に規定する共同保有者をいい、同条第 6 項に基づき共同保有者と看做される者を含みま

す。）、又は②弊社が発行する｢株券等｣（証券取引法第 27 条の 2 第 1 項に規定する株券等をいい

ます。）の「買付け等」（証券取引法第 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

券市場における買付け等を含みます。）を行う者、及びその「特別関係者」（証券取引法第 27 条の

2 第 7 項に規定する特別関係者をいいます。）を意味します。 
 

 
注 2）議決権割合とは、特定株主等の具体的な買付方法に応じて、①特定株主等が弊社の株券等（証券

取引法第 27 条の 23 第 1 項に規定する株券等をいいます。）の保有者、及びその共同保有者であ

る場合の当該保有者の株券等保有割合（同法第 27 条の 23 第 4 項に規定する株券等保有割合を

いいます。この場合においては、当該保有者の共同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。）又は②特定株主等が弊社の株券

等（同法第 27 条の 2 第 1 項に規定する株券等をいいます。）の大量買付者、及びその特別関係者

である場合の当該大量買付者及び当該特別関係者の株券等所有割合（同法第 27 条の 2 第 8 項

に規定する株券等所有割合をいいます。）の合計をいいます。株券等保有割合、又は株券等所有

割合の算出に当たっては、発行済株式の総数（同法第 27 条の 23 第 4 項に規定するものをいいま

す。）及び総議決権（同法第 27 条の 2 第 8 項に規定するものをいいます。）は、有価証券報告書、

半期報告書及び自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるも

のとします。 
 
注 3）株券等とは、証券取引法第 27 条の 23 第 1 項に規定する株券等を意味します。 
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