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当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）に関するお知らせ  
 
 当社は、本日開催の取締役会において、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した当社株券等（注 3）の買付行為、または結果

として特定株主グループの議決権割合が 20％以上となるような当社株券等の買付行

為（いずれについても当社取締役会が事前に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

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。）へ

の対応方針（以下、「本方針」といいます。）を、以下のとおり決議いたしましたので、

お知らせいたします。  
 
１．当社取締役会の基本的考え方と本方針導入の目的  
（１）当社の企業価値向上への取組み  

当社グループは、セルロース化学、有機合成化学、高分子化学、火薬工学をコア

技術に、パルプなどの天然素材を原料とする酢酸セルロース、たばこフィルター用

トウなどのセルロース誘導品、酢酸と酢酸誘導品を中心とする有機合成品、医薬中

間体などの有機ファインケミカル製品、ポリアセタール樹脂などのエンジニアリン

グプラスチックや樹脂コンパウンド製品などの合成樹脂製品、自動車エアバッグ用

インフレータや航空機搭乗員緊急脱出装置などの火工品等を製造・販売し、グルー

プとして特徴ある事業展開を行っております。  
 当社は、平成 21 年度を 終年度とする 10 年間の第 2 次長期計画において、特徴

ある技術に立脚した「モノづくり」を通して広く社会に貢献することで、「利益ある

成長」を続ける、株主、顧客、取引先、地域社会、従業員などのステークホルダー

にとって魅力のある価値提案型化学メーカーとなることを目指しております。  
（２）株主への利益還元  

この第 2 次長期計画の重要な中盤を担う実行計画として平成 15 年に策定した、

平成 18 年度を 終年度とする 3 年間固定の 2003 年度版中期計画におきましては、

その数値目標である連結売上高 3,000 億円超、営業利益 300 億円超、ＲＯＡ（総資

産経常利益率）6％超を平成 17 年度（平成 18 年 3 月期）までに前倒しで達成し、

それまで１株当たり年間 6 円を継続しておりました配当金を平成 17 年度より年間 8
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円に増配し（平成 17 年 3 月期については、年間 6 円の普通配当に加え創立 85 周年

記念配当 2 円を実施しました。）、当期につきましてもこの金額を維持継続する予定

です。そして現在、平成 18 年度は 2003 年度版中期計画の 終年度としてより高い

レベルでの目標達成を目指すとともに、ここまでの増益基調を今後も確実に継続し、

当社の株主価値（当社の株主様に帰属する価値）ひいては企業価値（株主価値およ

び株主以外のステークホルダーに帰属する価値）を一層向上させるべく、第 2 次長

期計画の 後の 3 年間の実行計画として平成 21 年度を 終年度とする 2006 年度版

中期計画の策定に取り組んでおります。  
（３）大規模買付ルールの必要性  

前述の計画をより高いレベルで達成し続け、企業価値を向上させる経営を行うた

めには、現有事業や将来事業化が期待される企画開発案件等に関する専門知識、経

験、ノウハウ、および国内外の顧客、取引先、地域社会、従業員等のステークホル

ダーとの間に築かれた関係が不可欠です。これらが毀損されることを未然に防ぐこ

とが、長期的な株主価値向上に資すると考えます。  
当社取締役会は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、特定の者

の大規模買付行為に応じて当社株式の売却を行うか否かは、 終的には当社株式を

保有する当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えます。しかし、

当社株式に対する大規模買付行為が突然開始された場合、大規模買付者の提示する

当社株式の取得対価が妥当かどうかなど大規模買付者による大規模買付行為の是非

を株主の皆様が短期間の内に適切に判断するためには、大規模買付者から適切かつ

十分な情報が提供されることが不可欠であるとも考えます。さらに、当社株式をそ

のまま継続的に保有することを考える株主の皆様にとっても、上記のような当社の

経営の特質を考慮すると、大規模買付行為が当社に与える影響や、当社の経営に参

画したときに大規模買付者が予定している経営方針や事業計画の内容等（当社の顧

客、取引先、地域社会、従業員等のステークホルダーとの関係についての方針を含

みます。）は、その継続保有を検討する上で重要な判断材料であるはずです。  
これらを考慮し、当社取締役会は、大規模買付行為に際しては、株主の皆様の判

断のために必要かつ十分な大規模買付行為に関する情報が大規模買付者から事前に

提供されるべきである、という結論に至りました。当社取締役会は、かかる情報が

提供された後、外部専門家等の助言を受けながら当該大規模買付行為の評価検討を

速やかに行い、意見を慎重にとりまとめた上、適切な時期に公表いたします。さら

に、必要と認めれば、大規模買付者の提案の改善についての交渉や株主の皆様に対

する当社取締役会としての代替案の提示も行います。かかるプロセスを経ることに

より、当社株主の皆様は、当社取締役会の意見を参考にしつつ、大規模買付者の提

案と（当社取締役会から代替案が提示された場合には）その代替案を検討すること

が可能となり、 終的な応否を適切に決定する機会を得ていただけることとなりま

す。  
 なお、当社取締役会は、上記の手続きを適切に行い、取締役会によって恣意的な

判断がなされることを防止するための機関として、独立委員会を設置します。  
 以上の見解に基づき、当社取締役会は、大規模買付行為が一定の合理的なルール

に従って行われることが、当社の株主様共同の利益（以下、「株主共同の利益」とい
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います。）に合致すると考え、本方針において、事前の情報提供に関する一定のルー

ル（以下、「大規模買付ルール」といいます。）を設定することといたしました。  
 
２．大規模買付ルールの内容  
（１）概要  

 当社取締役会が設定する大規模買付ルールは、大規模買付者が事前に当社取締役

会に対して必要かつ十分な情報を提供し、それに基づき当社取締役会が当該大規模

買付行為について評価検討を行うための期間を設け、同期間が終了した後に、大規

模買付行為を開始していただくというものです。  
（２）具体的ルール  

①大規模買付者による情報提供  
 まず、大規模買付者には、当社取締役会に対して、当社株主の皆様の判断お

よ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、「本情

報」といいます。）を書面で提供していただきます。その一般的な項目は以下の

とおりです。  
a.大規模買付者の概要（大規模買付者の事業内容、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。）  
b.大規模買付行為の目的および内容  
c.公開買付けの場合は買付価格の算出根拠  
d.買付資金の裏づけ  
e.大規模買付行為後に意図する当社への関与のあり方（当社株主、当社取締役

会等が適切に評価し得る程度の具体性をもったものとし、当社の経営に関与

する場合はその経営方針および事業計画を書面で明確化したものを含むもの

とします。）  
 

 本情報の具体的内容は大規模買付者の属性および大規模買付行為の内容によ

って異なることもありますので、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、まず当社代表取締役宛に、大規模買付者の名称、住所または本店

所在地、代表者の氏名、国内連絡先、設立準拠法（外国法人の場合）および提

案する大規模買付行為の概要を明示した、大規模買付ルールに従う旨の意向表

明書をご提出いただくこととし、当社代表取締役は、かかる意向表明書受領後

10 営業日以内に、大規模買付者から当初提供いただくべき本情報のリストを当

該大規模買付者に交付します。なお、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られる場合には、当社取締役会は、大規模買

付者に対して本情報が揃うまで追加的に書面による情報提供を求めます。大規

模買付行為の提案があった事実およ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には、適切と判断す

る時点で、その全部または一部を開示します。  
②当社取締役会による評価検討  

 次に、当社取締役会は、大規模買付者が当社取締役会に対し書面によって本

情報の提供を完了した後に、取締役会による評価、分析、検討、交渉、意見形
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成、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、60 日間（対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の買

付けの場合）または 90 日間（その他の大規模買付行為の場合）をいただくも

のとし、大規模買付行為は取締役会評価期間の経過後に開始されるものとしま

す。取締役会評価期間中、当社取締役会は外部専門家等の助言を受けながら、

提供された本情報を十分に評価・分析します。  
 なお、当社取締役会は、大規模買付ルールを適正に運用し、取締役会によっ

て恣意的な判断がなされることを防止するための機関として、独立委員会を設

置します。独立委員会の委員は 3 名以上とし、公正で中立的な判断を可能とす

るため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役、当社

社外監査役および社外有識者の中から選任します。取締役会評価期間中、当社

取締役会は、本情報および本情報の取締役会による評価・分析結果を独立委員

会に提供します。独立委員会は、取締役会による評価・分析結果や外部専門家

の意見を参考にし、また、判断に必要と認める情報等をみずから入手・検討し

て、大規模買付ルールが遵守されているか否か、および対抗措置発動の是非を

判断し、取締役会に勧告します。  
 当社取締役会は、独立委員会の勧告を 大限尊重した上で、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。また、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方針  
（１）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合  

 大規模買付者により大規模買付ルールが遵守されなかった場合には、具体的な買

付方法の如何にかかわらず、当社取締役会は、当社の企業価値および当社株主共同

の利益を守ることを目的として、新株予約権の発行等、会社法その他の法律および

当社定款が認める対抗措置をとり、大規模買付行為に対抗する場合があります。対

抗措置発動の是非を判断するにあたっては、当社取締役会は独立委員会の勧告を

大限尊重します。  
 対抗措置として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 も適

切と当社取締役会が判断したものを選択します。具体的対抗措置として株主の皆様

への無償割当てにより新株予約権を発行する場合の概要は別紙に記載しております

が、実際に新株予約権を発行する場合には、その時点における状況等を勘案し、行

使期間や行使条件等を定めることとします。  
（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、当該買付提案に対する反対意見の表明、代

替案の提示、当社株主の皆様への説得等を行うに留め、原則として当該大規模買付

行為に対する対抗措置はとりません。  
 大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、当社株主の皆様において、当該買付

提案およ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
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判断いただくことになります。  
 ただし、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行

為が当社の企業価値または当社株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合、

具体的には、①真に当社の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当社または当社関係者に引き取らせる目的であると判断さ

れる場合、②当社の経営を一時的に支配し、当社または当社グループ会社の事業経

営上必要な知的財産、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を大規模買付

者やそのグループ会社等に移譲させるなどの目的があると判断される場合、③当社

の経営を支配した後、当社または当社グループ会社の資産を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目的があると判断される場合、

④当社の経営を一時的に支配して、当社また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

狙って当社株式の高値売り抜けを目的としていると判断される場合、⑤ 初の買付

けで全株式の買付けを勧誘することなく、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、公開買付け等を行うなど、当社株主の皆様に当社株式の売

却を事実上強要するおそれのある買付行為である場合、等においては、独立委員会

は、当社取締役会に対し、当該大規模買付行為に対する対抗措置発動を勧告するこ

とができるものとします。当社取締役会は、独立委員会の当該勧告を受け、当社の

企業価値および当社株主共同の利益を守ることを目的として、当該大規模買付行為

に対する対抗措置を発動することがあります。  
（３）対抗措置発動の停止等について  

 大規模買付行為に対して、当社取締役会が具体的対抗措置を講じることを決定し

た後、状況の変化や当該大規模買付行為の内容に明らかな変更等が見られた場合は、

対抗措置の発動により生ずる株主の皆様の権利の確定前であり、かつ株主の皆様の

利益を損なわない場合に限り、当社取締役会は対抗措置の発動の停止または変更等

を行うことがあります。なお、これらの判断に際し、当社取締役会は独立委員会へ

の諮問や外部専門家への意見聴取を行うことができるものとします。  
 逆に、大規模買付行為に対して、当社取締役会が対抗措置の発動をしないことを

決定した後に、明確かつ具体的な根拠をもって当該大規模買付行為が当社の企業価

値または当社株主共同の利益を著しく損なうと判断される状況となった場合には、

当社取締役会は独立委員会に対し改めて当該大規模買付行為にかかる勧告を求める

ことができるものとします。当社取締役会は、独立委員会の再勧告を 大限尊重し

た上で、当社の企業価値および当社株主共同の利益を守ることを目的として、当該

大規模買付行為に対する対抗措置を発動することがあります。  
 
４．株主・投資家に与える影響  
（１）大規模買付ルールが株主・投資家に与える影響等  

 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、

さらには、必要に応じて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
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とを目的としています。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な判断をしていただくことが可能となり

ます。  
 従いまして、大規模買付ルールの設定は、当社株主および投資家の皆様が適切な

投資判断を行う上での前提となるものであり、当社株主および投資家の皆様の利益

に資するものであると考えております。  
 なお、上記３．において述べたとおり、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

株主および投資家の皆様におかれましては、大規模買付者の動向およびそれに対す

る当社の対応にご注意ください。  
（２）対抗措置発動時に株主・投資家に与える影響等  

 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、当社取締役会は、

当社の企業価値および当社株主共同の利益を守ることを目的として、会社法その他

の法律および当社定款が認め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、当社株主の皆様（大規模買付ルールに違反した大規模買付者を除きます。）

が法的権利また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、法令および証券取引所の規則に従って、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いての当社

株主の皆様に関わる手続きについては、次のとおりとなります。  
 新株予約権を取得するためには、名義書換未了の当社株主の皆様は、別途当社取

締役会が決定し公告する基準日までに名義書換を完了していただく必要があります。

また、新株予約権の行使により新株を取得するためには、所定の期間内に一定の金

額の払込みをしていただく必要があります。かかる手続きを含む諸条件の詳細につ

きましては、実際に新株予約権を発行することになった際に、法令に基づき別途お

知らせします。なお、この新株予約権を取得した株主の皆様においても、その権利

を行使しなかった場合は、結果的に希釈化の不利益を受けることがあります。  
 
５．本方針の適用開始と有効期限等  

 本方針は、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

り発効することとし、有効期限は平成 18 年 7 月 31 日までとします。ただし、平成

18 年 6 月 29 日に開催予定の当社第 140 回定時株主総会において選任される取締役

（全取締役任期 1 年、毎年改選）が、平成 18 年 7 月 31 日までに開催される当社取

締役会において、本方針を継続することを決定した場合、有効期限はさらに 1 年間

延長されるものとし、以後も同様とします。従いまして、本方針の継続の可否につ

きましては、当社株主総会における取締役選任議案をもって、当社株主の皆様の意

思を確認させていただくことになります。取締役選任議案には、取締役候補者の本

方針への賛否を記載することといたします。  
 なお、本方針を決定した当社取締役会には、社外監査役 2 名を含む当社監査役 4
名全員が出席し、いずれの監査役も、本方針の具体的運用が適正に行われることを

条件として、賛成する旨の意見を述べました。  
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 また、当社取締役会は、企業価値・株主価値向上の観点から、法令の改正や司法

判断の動向等を踏まえ、今後必要に応じて本方針を変更もしくは廃止し、または新

たな対応策等を導入することがあります。その場合には、その内容を速やかにお知

らせいたします。  
 
（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 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。）

およびその共同保有者（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。）または、

(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。）を行う者およびその特別関

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、特定株主グループの具体的な買付方法に応じて、(ⅰ )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。）の保有者およ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。）または (ⅱ )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。）の大規模買付者およびその特別関係者である場合の当該大規模買付

者およ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、総議決権数（同法第 27 条の 2 第 8 項に規定するものを

いいます。）およ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、半期報告書および自己株券買付状

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。  
 

以 上  
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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基準日における 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 個の割合で新たに払込みをさせない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、当社取締役会が基準日として定める日における当社発行可能株式総数か

ら当社普通株式の発行済株式（当社の所有する当社普通株式を除く。）の総数を減じた

株式数を上限とする。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  
 
新株予約権の発行総数は、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. 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額（払込みをなすべき額）  
 
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額（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。  
 
5. 新株予約権の譲渡制限  
 
新株予約権の譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要

する。  
 
6. 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（但し、あらかじめ当社取締役

会が同意した者を除く。）ではないこと等を行使の条件として定める。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。  
 
7. 新株予約権の行使期間等  
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新株予約権の割当てがその効力を生ずる日、行使期間、取得条項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。なお、取得条項については、上記

6 の行使条件のため新株予約権の行使が認められない者以外が有する新株予約権を当

社が取得し、新株予約権 1 個につき 1 株を交付することができる旨の条項を定めるこ

とがある。  
 

以 上  
 

 


