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大量株式取得に関わる対応方針（買収防衛策）について 

 

 

当社は、本日開催の当社取締役会において、特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を

20％以上とすることを目的とする当社株券等(注3)の買付行為、又は結果として特定株主グ

ループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為(いずれについてもあらかじ

め当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法

の如何を問いません。以下このような買付行為を「大量株式取得」といい、大量株式取得

を行う者を「大量株式取得者」といいます。）に関する対応方針（以下「本件方針」とい

います。）を以下のとおり決定しましたので、お知らせいたします。 

 

1．イオンとイオングループ 

イオン株式会社およびグループ各社（以下本項において「イオン」といいます。）は小売

業と関連産業を通してお客さまのより豊かな生活に貢献するために努力を重ね、事業を展

開してまいりました。 

イオンは、お客さまを原点に平和を追求し、人間を尊重し、地域社会に貢献するという不

変の理念を堅持し、お客さま満足の実践と継続的な企業価値の向上を実現してきており、

この理念がイオンの企業価値の根幹となっております。 

理念の原点は「お客さま」： 

イオンはお客さまへの貢献を永遠の使命とし、最もお客さま志向に徹する企業集団です。 

基本理念は、 

「平和」：イオンは、事業の繁栄を通じて、平和を追求する企業集団です。 

「人間」：イオンは、人間を尊重し、人間的なつながりを重視する企業集団です。 

「地域」：イオンは、地域のくらしに根ざし、地域社会に貢献し続ける企業集団です。 

 

イオン株式会社は、この理念の下に、「安全・安心」をベースとしつつ店舗運営を行うだけ

でなく、さらなる成長のために、店舗網の拡充や、時にはイオンの理念に御賛同いただけ

る同業の会社との提携などを通し、今では海外を含めて 130 の連結子会社、27 の関連企業

を擁する小売グループに成長することができました。当社経営陣といたしましては、今後

とも成長戦略を維持することが株主価値の上昇に向けて最も有効な策と自負しております。 
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企業買収に係る外部環境 

わが国における証券取引関連法規の整備、資本市場の発展が日々続く中、いまだ少数では

ありますが、経営主導権に影響する株式の買収が見られるようになってまいりました。こ

の中には、現行経営陣とは異なる経営理念をもつグループによる買収も見受けられます。

このような買収は、時として経営に新風を吹き込み、企業価値の向上に資する事もあるで

しょう。しかし、短期的な利益を追求するグループによる買収は、株主の皆さまに結果と

して不利益を与える可能性も多々あります。 

 

現状において、当社の PER,PBR などの指標は比較的高水準であり、短期的な利益を狙った

個人又は団体によって、当社が企業買収のターゲットとなることは考えにくいかもしれま

せん。しかし、国際資本市場における当社のプレゼンスが高まるなか、その可能性がゼロ

であるとは言い切れず、当社取締役会としましては、株主の皆さまの利益を有害な買収行

為より守るべく尽力する義務があると考えます。 

 

大量株式取得に関わる対応方針と大量株式取得に際して守るべきルール 

当社の株式に対する買収提案がなされた場合、これを受け入れるか否かは、最終的には当

社株主の皆さまの判断によるべきものと考えます。しかし、こうした買収提案に付された

条件やそのほかの事情により、そして、当社グループの規模、多様性、そして変化のスピ

ードの速さにより、当社株主の皆さまが当該買収による株主価値への影響を与えられた時

間内で正確に御判断されることが容易でない場合もあると思われます。 

 

当社取締役会といたしましては、買収提案に対し、当社株主の皆さまが御判断に必要とさ

れる充分な情報と時間を確保できますよう、以下の内容による大量株式取得者による情報

提供及び当社による対抗措置の発動に関するルール(以下「本件ルール」という)を設定す

ることといたしました。 

 

2．本件ルールの内容 

当社取締役会が設定する本件ルールとは、①大量株式取得者は当社取締役会に対して大量

株式取得に先立ち必要かつ十分な情報を提供しなければならず、②当社取締役会が当該情

報を検討するために必要である一定の評価期間が経過した後にのみ、大量株式取得者は大

量株式取得を開始することができるというものです。具体的には以下のとおりです。 

 

(1) 意向表明書の提出 

大量株式取得者が大量株式取得を行おうとする場合には、事前に、当社宛に、本件ルール

に従う旨の意向表明書を提出していただきます。当該意向表明書には、大量株式取得者の

名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先及び提案する大量株式取得の概要を

示していただきます。 
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(2) 情報の提供 

当社取締役会は、当社株主の皆さまの判断及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「本必要情報」といいます。)を大量株式取得者から提供していた

だくため、上記(1)の意向表明書を受領した後 5 営業日（初日不算入）以内に、当初提供

いただくべき情報のリストを大量株式取得者に交付します。本必要情報の具体的内容は、

大量株式取得者の属性又は大量株式取得の内容によって異なりますが、一般的な項目の一

部は以下のとおりです。 

 

①大量株式取得者及びそのグループに関する詳細な情報（大量株式取得者の資本構成、財

務内容、事業内容、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を含みます。） 

②大量株式取得に至る経緯 

③大量株式取得の目的及び内容（取得対価の価額・種類、関連する取引の仕組み、取得方

法の適法性等を含みます。） 

④当社株式の取得対価の算定根拠（算定の前提となる事実・仮定条件、予想されるシナジ

ーの額及びその算定根拠等を含みます。） 

⑤当社株式の取得資金の詳細な説明（資金の調達方法、関連する取引の仕組みを含みます。） 

⑥大量株式取得後において、当社及び当社のグループ会社に期待し、又は大量株式取得者

において計画する経営方針（イオンの理念に対する態度表明を含みます。）、経営戦略、

事業計画、財務計画、資本政策、配当政策、資産活用策等（以下「買付後経営方針等」

といいます。） 

 

当社取締役会は、当初提供していただいた情報を精査した結果、それだけでは不十分と認

める場合には、本必要情報の提供が完了するまで追加的に情報提供を求めます。当社取締

役会は、大量株式取得の提案があった事実及び当社取締役会に提供された本必要情報につ

いて当社株主の皆さまの判断のために必要であると認める場合には、適切と判断する時点

で、その全部又は一部を開示します。 

 

(3) 取締役会による検討期間 

大量株式取得者は、上記(2)に従った大量株式取得者による当社取締役会に対する本必要情

報の提供の完了後、大量株式取得の提案が以下のものに該当する場合には 90 日間、それ以

外の場合には 60 日間（初日不算入。以下「取締役会評価期間」といいます。）は、大量株

式取得を開始することはできません。 

 

①大量株式取得の対価に株式など、金員以外のものが含まれる場合。 

②大量株式取得の対価の支払いが日本円以外の金員により行われる場合。 

③大量株式取得後において、大量株式取得者において計画する経営方針にグループ会社構

成・事業構成に関する大幅な変更が含まれている場合。 
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当社取締役会は、取締役会評価期間中、まず企業価値評価委員会による大量株式取得の評

価を求めます。当該企業価値評価委員会は、①当社の社外取締役全員（この中から互選に

より本委員会の議長を選任します。）及び②当社の社外取締役によって取締役会評価期間

開始後 7 営業日（初日不算入）以内に推薦される弁護士1名及び大学教授等の社外の学識

経験者1名によって構成されるものとし、構成が決定し次第、当社取締役会が大量株式取得

者から提供を受けていた本必要情報の提供を受けます。そのミッションは、当該大量株式

取得が当社株主全体の利益を損なうかどうか、その他取締役会から評価を求められた事項

につき、本必要情報を始めとする資料等に基づき総合的に評価し、その結果及び理由を当

社取締役会に対して提出することとします。当社取締役会は、提供された本必要情報をみ

ずからも十分に評価･検討するとともに、企業価値評価委員会の意見を最大限尊重して、当

社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公表します。当社取締役会は、この意見と

りまとめに当たっては、さらに弁護士、公認会計士を含む外部専門家等の助言を受けるも

のとします。また、必要に応じ、大量株式取得者との間で大量株式取得に関する条件改善

について交渉し、当社取締役会として当社株主の皆さまに対し代替案を提示することもあ

ります。 

 

3．大量株式取得が行われた場合の対応方針 

(1) 大量株式取得者が本件ルールを遵守した場合 

大量株式取得者が本件ルールを遵守した場合には、原則として当該大量株式取得に対する

対抗措置はとりません。この場合には、大量株式取得者の買付提案に応じるか否かは、当

社株主の皆さまにおいて、当該買付提案及び当社が提示する当該買付提案に対する意見、

代替案等をご考慮の上、ご判断いただくことになります。 

 

ただし、取締役会の評価として当該大量株式取得が当社株主全体の利益を著しく損なうも

の（注4）と評価した場合、又は企業価値評価委員会において当該大量株式取得が当社株主

全体の利益を損なうものと評価された場合には当該評価を最大限尊重した上で、当社取締

役会は、取締役の善管注意義務に基づき、当社株主の皆さまの利益を守るために適切と考

える方策を取ることがあります(注5)。 

 

(2) 大量株式取得者が本件ルールを遵守しない場合 

大量株式取得者が本件ルールを遵守しない場合には、具体的な買付方法の如何にかかわら

ず、当社取締役会は、当社及び当社株主全体の利益を守ることを目的として、新株予約権

の発行等、商法その他の法律及び当社定款により認められる対抗措置をとり、当該大量株

式取得に対抗する場合があります。具体的にいかなる手段を講じるかについては、その時

点で最も適切と当社取締役会が判断したものを選択することとします。具体的対抗措置と

して株主割当てにより新株予約権を発行する場合の概要としては別紙記載のものが考えら

れますが、これに限定するものではありません。なお、実際に新株予約権を発行する場合

には、議決権割合が一定割合以上の特定株主グループに属さないことを新株予約権の行使
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条件とするなど、対抗措置としての効果を勘案した行使期間及び行使条件を設けることが

あります。なお、当社は、機動的に新株予約権の発行を行うことができるように、本日以

降すみやかに新株予約権の発行登録を行います。本件発行登録の内容につきましては、詳

細が確定した後、すみやかに開示させていただきます。 

 

4．株主・投資家に与える影響等 

(1) 本件ルールが株主・投資家に与える影響等 

本件ルールは、当社株主の皆さまが大量株式取得に応じるか否かを判断するために必要な

情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を当社株主の皆さまに提供し、

さらには、当社株主の皆さまが代替案の提示を受ける機会を確保することを目的としてい

ます。これにより、当社株主の皆さまは、適切な情報のもとで大量株式取得に応じるか否

かについての適切な判断をすることが可能となり、そのことが当社株主全体の利益の保護

につながるものと考えます。 

 

なお、上記3．において述べたとおり、大量株式取得者が本件ルールを遵守するか否かによ

り大量株式取得に対する当社の対応方針が異なりますので、当社株主及び投資家の皆さま

におかれましては、大量株式取得者の動向にご注意ください。 

 

(2) 対抗措置発動時に株主・投資家に与える影響等 

大量株式取得者が本件ルールを遵守しなかった場合には、当社取締役会は、当社及び当社

株主全体の利益を守ることを目的として、商法その他の法律及び当社定款により認められ

る対抗措置をとることがありますが、当該対抗措置の仕組上当社株主の皆さま（本件ルー

ルに違反した大量株式取得者を除きます。）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が生じることは想定しておりません。当社取締役会が具体的対抗措置

をとることを決定した場合には、法令及び証券取引所規則に従って適時適切な開示を行い

ます。 

 

なお、対抗措置として考えられるもののうち、新株予約権の発行につきましては、その発

行の態様により、新株を取得するために所定の期間内に申込みをしていただく、又は一定

の金額の払込みをしていただく必要がある場合がございます。かかる手続の詳細につきま

しては、実際に新株予約権を発行することとなった際に、法令に基づき別途お知らせ致し

ます。ただし、名義書換未了の当社株主の皆さまに関しましては、新株予約権を取得する

ためには、別途当社取締役会が決定し公告する新株予約権の割当期日までに、名義書換を

完了していただく必要があります。 

 

5．本件ルールの適用開始と有効期限 

本件方針及び本件ルールは、本日開催の当社取締役会において、その具体的運用が適正に

行われることを条件に、社外取締役４名を含む取締役の全員一致をもって承認されました。
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本件方針及び本件ルールは、本日より発効しますが、2006 年 5 月 12 日に開催する予定の

当社第 81 期定時株主総会においても、ご説明申し上げる予定といたしております。 

 

今後につきましては、会社法を含めた関係法令や今後の司法判断の動向、東京証券取引所

が定める上場制度の整備等を踏まえ、上記対応方針の変更が必要となった場合には随時見

直しを行い、その内容を速やかにお知らせしますが、当社株主の皆さまに実質的に影響を

与えるような変更を行う場合には、直近に開催される当社定時株主総会において改めてご

説明します。 

なお、当社の取締役の任期は１年であり、毎年、定時株主総会において改選されます。 

 

以 上 
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注1：特定株主グループとは、 
(i) 当社の株券等(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
(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとします。)及び
その共同保有者(同法第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
同保有者とみなされる者を含みます。以下同じとします。)又は、 
(ii) 当社の株券等（同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。）の買付け等(同法
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。)を行う者及びその特別関係者(同法第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、 
(i) 特定株主グループが、注1の(i)記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合（証券取
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。）も加算
するものとします。）又は、 
(ii) 特定株主グループが、注1の(ii)記載の場合は、当該大規模買付者及び当該特別関係
者の株券等保有割合（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。 
 
各株券等保有割合の算出に当たっては、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。）及び発行済株式の総数（同法第27条の23第4項に規定するものをいいます。）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：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。以下同じとします。 
 
注4：例えば、大量株式取得者が、①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株式を会社関係者に引き取らせる目的で当社株式の買収を行
っている場合、②会社経営を一時的に支配して当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、主要取引先や顧客等を当該大量株式取得者やそのグループ会社等に
移譲させるなど、いわゆる焦土化経営を行う目的で当社株式の買収を行っている場合、③
会社経営を支配した後に、当社の資産を当該大量株式取得者やそのグループ会社等の債務
の担保や弁済原資として流用する予定で当社株式の買収を行っている場合、④会社経営を
一時的に支配して当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券など高額資産等を売
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株式の高価売り抜けをする目的で当社株式の買収を行っ
ている場合、⑤大量株式取得者の提示する当社株式買取方法が、２段階目の株式買取条件
を１段階目よりも不利に設定する態様の２段階買取方式である場合、その他、株主の判断
の機会又は自由を制約し、事実上、株主に当社株券等の売却を強要するおそれがあると判
断される場合などを想定しています。 
 
注5 ：本件方針の採用の有無にかからず、（注4）に例示したような大量株式取得によって
株主全体の利益が著しく損なわれる場合には、当社株主全体の利益を保護するために、取
締役の善管注意義務に基づき当社取締役会が判断して緊急避難的に対応することが可能な
ものです。その際の判断の客観性及び合理性を担保するため、企業価値評価委員会が招集
されずに取締役会が評価を行う場合には、大量株式取得者の提供する買付後経営方針等を
含む本必要情報に基づいて、弁護士、公認会計士を含む外部専門家等の助言を得ながら当
該大量株式取得者及び大量株式取得の具体的内容（目的、方法、対象、取得対価の種類・
金額等）や、当該大量株式取得が当社株主全体の利益に与える影響を検討し、当社社外取
締役の意見を尊重した上で決定することといたします。 
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別紙 

 

 

新株予約権概要 

 

 

1. 新株予約権付与の対象となる株主及びその発行条件 

当社取締役会で定める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

された株主に対し、その所有する当社普通株式（但し、当社の所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当てる。 

 

2. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的となる株式の

総数は、8億株を上限とする。新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は当社取締役会

が別途定める数とする。但し、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、所要の調整を

行うものとする。 

 

3. 発行する新株予約権の総数 

新株予約権の割当総数は、当社取締役会が別途定める数とする。当社取締役会は、複数回

にわたり新株予約権の割当を行うことがある。 

 

4. 新株予約権の発行価額 

無償とする。 

 

5. 各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額 

各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額は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、当社取締役会の承認を要する。 

 

7. 新株予約権の行使条件 

議決権割合が20％以上の特定株主グループに属する者に行使を認めないこと等を行使の条

件として定めることがある。詳細については、当社取締役会において別途定めるものとす

る。 

 

8. 新株予約権の行使期間等 

新株予約権の行使期間、消却事由及び消却条件その他必要な事項については、当社取締役

会が別途定めるものとする。 

 

以上 


