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平成 18年 5月 10日 
各 位 
                        会 社 名 株式会社ゼンリン 
                        代表者名 代表取締役社長  原田  康 

                          (コード番号 9474 東証第 1部、福証)  

                        問合せ先 取締役管理本部長 稲葉 和彦 

                          (ＴＥＬ ０９３－５９２－９０５０） 

 
当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）について 

 
当社は、平成 18年 5月 10日に開催された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。）に関する対応方針（以下、「本対応方針」とい

います。）を決定しましたので、以下のとおりお知らせいたします。 
 

（注１）特定株主グループとは、①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 1項に規定する保有者をいい、同
条第 3 項に基づき保有者に含まれる者を含みます。）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。）、並びに②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。）の買付等（同法第 27 条の 2 第 1 項に規定する買付等をいい、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、①特定株主グループが当社の株券等（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、同項に規定する当該保有者の共同保有者の保有株券等の数も計算

上考慮されるものとします。）、又は②特定株主グループが当社の株券等（同法第 27 条
の 2 第 1 項に規定する株券等をいいます。）の大規模買付者及びその特別関係者である
場合の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

出にあたっては、総議決権の数（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
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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。 

 
１．本対応方針の目的 
当社取締役会は、株主の皆様が大規模買付行為に応じて当社株式の売却を行われるか否かは最

終的に当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものと考えます。また同時に、当社株主の皆様の

判断のためには、大規模買付行為に関して十分な情報が提供される必要があると考えます。 
当社グループは、住宅地図帳、応用地図、電子地図等、地図関連情報の提供を通じて世の中に

広く貢献するために、「独自の技術とノウハウを磨き、地図関連情報の活用を通じて社会に新し

い価値を創造する」ことを企業理念として掲げ、「正確で新鮮かつ充実した地図関連情報を継続

的に供給する」ことを企業活動の基本方針として、地図関連情報の総合的なコンテンツ企業を目

指して国内外において事業展開を図っております。特に近年は、携帯電話やブロードバンドの普

及に伴う生活環境の変化により、必要なときに必要な場所で利用可能な、最新の地図情報に結び

ついた各種コンテンツに対するニーズはますます高まりをみせています。 
このような環境下、当社グループは、長年培った技術やノウハウを活かしてコンテンツの充実

や新たな事業領域開発に取り組み、会社と事業の変革を通じて市場の変化に対応しながら企業価

値向上に努めると同時に、当社グループの地図関連情報は官公庁や公共的な企業においても活用

されているという、高い公共性も自負しております。加えて、当社は地域社会への貢献も企業の

重要な役割と考え、地域事業への出資やスポーツ・文化活動の支援等を通じてその役割に取り組

んでおります。 
当社の経営においては、上記のような事業環境や事業特性、並びに顧客や従業員、取引先等の

ステークホルダーとの関係に対する理解が必要不可欠であり、また、十分な理解なくしては、当

社の企業価値を適正に把握することは困難であると考えます。従って、大規模買付行為がなされ

る場合には、当社株主の皆様が、大規模買付者による提案の妥当性や当社企業価値向上に資する

か否かに関してご判断されるにあたり、事前に大規模買付行為に関する情報が十分に提供される

ことが重要と考えております。 
 以上の見解から、当社取締役会は、大規模買付行為がなされる際には、一定の合理的なルール

に従って必要かつ十分な情報の提供がなされることが当社及び当社株主の皆様全体の利益に合

致すると考え、事前の情報提供に関するルール（以下「大規模買付ルール」といいます）を設定

いたしました。 
 
２．大規模買付ルールの内容 
 当社取締役会が設定する大規模買付ルールとは、①大規模買付者は、大規模買付行為に先立ち

当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、②当社取締役会がこの情報を検討するため

に必要となる一定の評価期間が経過した後に、大規模買付行為を開始するというものであります。 
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（１） 意向表明書の提出 
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、まず当社宛てに、大規模買付ルール

に従う旨の意向表明書を提出頂きます。意向表明書には、大規模買付者の名称、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規模買付行為の概要を明示頂きます。 
 
（２） 情報の提供 
 当社取締役会が必要と判断した場合、大規模買付者には、当社株主の皆様の判断及び当社取締

役会の評価・検討のために十分な情報（以下、「本情報」といいます。）を提供頂くものとし、そ

の項目は以下のとおりといたします。 
 
① 大規模買付者の概要（大規模買付者の資本構成の詳細、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 大規模買付行為の目的及び内容 
③ 当社株式の買付対価の算定根拠 
④ 買付資金の存在を根拠づける資料 
⑤ 当社の経営に参画した後に想定している経営方針（当社の理念に対する態度表明を含みま

す。）、事業計画、財務計画、資本政策、配当政策及び資産活用策等 
⑥ その他、当社取締役会が、大規模買付行為が当社及び当社株主の皆様全体の利益を損なう

か否かの判断に必要とする情報・資料 
 
なお、当社取締役会は、大規模買付者より提供された情報が、本情報として不十分と判断した

場合は、大規模買付者に対し、回答期限を定めた上で追加的に情報提供を求めることがあります。 
大規模買付行為の提案があった事実及び当社取締役会に提供された本情報は、当社株主の皆様

の判断のために必要であると認められる場合は、当社取締役会が適切と判断する時点でその全部

又は一部を開示いたします。 
 

（３） 当社取締役会による評価・検討 
当社取締役会は、大規模買付者が当社取締役会に対し本情報の提供を完了した後、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として、大規模買付行為の内

容に応じて次の①又は②による期間（以下、「取締役会評価期間」といいます）を設定します。

大規模買付行為は、この取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものといたします。 
 
①対価を現金（円貨）のみとする公開買付による当社全株式の買付の場合は 60 日間 
②その他の大規模買付行為の場合は 90 日間 
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なお、当社取締役会は、大規模買付ルールに則った一連の対応について、その判断の合理性・

公平性を担保し、恣意的判断を排除するために、当社取締役会から独立した組織として、第三者

委員会を設置し、大規模買付行為が当社及び当社株主の皆様全体の利益を損なうか否かの判断を

諮問いたします。 
第三者委員会は、取締役会評価期間開始後 7営業日以内に、当社取締役会の決議により構成さ

れるものとします。第三者委員会の委員は 3名以上 5名以下とし、当社経営陣から独立した当社
社外監査役、及び当社と利害関係を有さない弁護士・公認会計士等の社外有識者が、善管注意義

務を含む委任契約を締結のうえ就任するものとします。また、第三者委員会は、その構成が決定

され次第、当社取締役会より本情報の提供を受けます。第三者委員会は、本情報をはじめとする

資料に基づいて、当社取締役会より諮問された事項を総合的に評価し、当社取締役会に対して勧

告を行います。 
当社取締役会は、大規模買付者から提供された本情報の評価・検討にあたり、第三者委員会に

よる勧告を最大限尊重し、当社取締役会としての意見を慎重に取りまとめて公表いたします。ま

た、当社取締役会は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

交渉し、当社取締役会として当社株主の皆様に対し代替案を提示することもあります。 
 

３．大規模買付行為への対応 
（１） 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合 
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合、具体的な買付方法の如何にかかわらず、

当社取締役会は、当社及び当社株主の皆様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、会社法その他の法令及び当社定款により認められる対抗措置を講じ、大規模買付行為に対

抗することがあります。対抗措置の発動の要否決定にあたっては、当社取締役会は、第三者委員

会による勧告を最大限尊重して最終決定を行うことといたします。 
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。具体的な対抗措置として、新株予約権を発行する場合には、その

概要は別紙に記載のとおりであります。なお、実際に新株予約権を発行する場合、一定割合以上

の当社株券等を保有する特定株主グループに属さないことを行使条件とするなど、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定することがあります。 
 
（２） 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合 
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合、当社取締役会は、仮に当該大規模買付行為

に反対であったとしても、大規模買付者の提案に対する反対意見を表明することや代替案を提示

することによって当社株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対

抗措置は発動いたしません。大規模買付者の提案に応じるか否かは、当社株主の皆様において、

当該提案や本情報、更に当社取締役会の提示する意見や代替案等をご考慮の上、ご判断いただく

こととなります。 
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もっとも、大規模買付ルールが遵守された場合であっても、当該大規模買付行為が当社株主の

皆様全体の利益を著しく損なうと認められる場合（注 4）には、当社取締役会は、株主の皆様全
体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ります。対抗措置の発動の要否

決定にあたっては、当社取締役会は、第三者委員会による勧告を最大限尊重して最終決定を行う

ことといたします。 
 
（注 4）大規模買付行為が、以下のいずれかに該当する場合。 

① 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規模買付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規模買付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 当社株式の買い取り方法が、2 段階目の株式買い取り条件を 1 段階目よりも不利に設
定する 2 段階買い取り方式である場合等、事実上株主に当社株券等の売却を強要する
おそれがある場合 

⑥ その他、買付目的あるいは買付条件が不適当又は不十分であり、当社の企業価値を毀

損し、かつ当社株主の皆様全体の利益を著しく損なう可能性が高いと判断される場合 
 
４．株主・投資者に与える影響等 
（１） 大規模買付ルールが株主・投資者の皆様に与える影響 
大規模買付ルールは、当社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、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、更には、当社株主の皆様

が代替案の提示を受ける機会を保証することを目的としております。これにより、当社株主の皆

様は、十分な情報のもとで大規模買付行為に応じるか否かについて適切にご判断頂くことが可能

となり、当社株主の皆様全体の利益の保護につながるものと考えます。 
従って、大規模買付ルールの設定は、当社株主及び投資者の皆様が適切な投資判断を行ううえ

での前提となるものであり、当社株主及び投資者の皆様の利益に資するものであると考えており

ます。 
なお、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守するか否かにより、大規模買付行為に対する当

社の対応方針が異なりますので、当社株主及び投資者の皆様におかれましては、大規模買付者の
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動向にご留意頂く必要があります。 
 
（２） 対抗措置発動時に株主・投資者の皆様に与える影響 
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合、当社取締役会は、当社及び当社株主の皆

様全体の利益を守ることを目的として、会社法その他の法令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み上、当社株主の皆様（大規模買付ルールを

遵守しない大規模買付者を除きます。）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発動することを

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情報開示を行います。 
なお、対抗措置として考えられるもののうち、新株予約権の発行を行う場合には、新株予約権

の行使により株式を取得するために、一定の金額の払込をして頂く必要がある場合がございます。

かかる手続きの詳細については、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

別途お知らせいたします。ただし、名義書換未了の当社株主の皆様に関しましては、新株予約権

を取得するために、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

を完了して頂く必要があります。 
 
５．本対応方針の発効日及び有効期限 
本対応方針は、平成 18年 5月 10日に開催された当社取締役会の決議をもって同日より発効す

ることといたします。本対応方針については、平成 18年 6月開催予定の当社第 46回定時株主総
会においてもご説明申し上げる予定です。 
本対応方針は、特段の事情のない限り平成 19 年 6 月 30日までを有効期限とし、その継続の

可否については、毎年定時株主総会後最初に開催される当社取締役会において検討することとい

たします。また今後、当社取締役会は、会社法及び関係法令や司法判断の動向、東京証券取引所

が定める上場制度の整備等を踏まえ、当社株主の皆様全体の利益の観点から、必要に応じて本対

応方針を変更もしくは廃止し、又は新たな対応策等を導入することがあります。上記対応方針の

変更等が行われた場合には、速やかに当社株主の皆様にお知らせいたします。 
なお、社外監査役 2 名を含む当社監査役 4 名全員により、本対応方針の具体的運用が適正に

行われることを条件に、本対応方針への同意が表明されております。 
以 上 
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（別 紙） 
新株予約権の概要 

 
１．新株予約権割当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（ただし、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．新株予約権の目的た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数は

新株予約権１個当たり１株とする。ただし、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 4,000 万株を上限として、当社取締役会が別途定める数とする。当社

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発行を行うこと

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ものとする。 

 
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ものによる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、消却条件その他必要な事項については、当社取締役会にて別途定める

ものとする。 
以 上 


