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平成18年5月12日 

各   位 

 

会 社 名 株式会社トクヤマ 

代 表 者 名 代表取締役  中 原 茂 明 

（コード番号 4043 東証１部 大証１部） 

問 合 せ 先  広報グループ 松 本 良 文 

（ＴＥＬ 03-3499-8023） 

 

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)について 

 

当社は、平成18年5月12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、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

れも事前に当社取締役会が同意したものを除きます。以下、かかる買付行為を「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。）を以下のとおり決定しましたので、お知らせいたします。 

 

 

１．大規模買付ルールの目的 

当社は、1918 年（大正 7 年）の創業以来、一貫したモノ作りへのこだわりと顧客を始めとした

ステークホルダーの皆様との長期的な信頼関係を基盤とし、化学品事業、フィルム事業、セメ

ント・建材事業、シリカ、多結晶シリコン等のＳｉ事業、ファインケミカル等の機能材料事業およ

びメディカル関連事業といった幅広い事業を、グループ会社とともに展開しています。 

その事業特性は、将来の事業環境変化を想定しつつ、経営資源の先行投入を行い、継続

的な企業価値の向上を図るというものです。これは、変革を企画し、技術を開発し、設備を作り、

顧客を始めとしたステークホルダーの皆様との信頼関係、連携関係を強化し、投入経営資源

の回収を図るという取組みです。こうした中長期的な視点からの取組みの集積結果と現在進

行中の経営資源の先行投入が当社の企業価値の源泉だと考えています。 

申し上げるまでもなく、大規模買付行為を受け入れるか否かは、 終的には当社株主の皆

様のご判断にゆだねられるべきものであり、そのためには、大規模買付が行われようとする場

合に、当該大規模買付者からの十分な情報の提供が必要であると考えます。また、当該大規

模買付行為に対する当社取締役会の評価、意見および事業特性を踏まえた情報等の提供は、

株主の皆様が当該大規模買付を受け入れるか否かのご判断のために重要であり、当社株主
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共同の利益に資するものと考えます。 

以上の考え方に基づき、当社は、大規模買付行為に際して、株主の皆様に対して必要か

つ十分な情報が提供されるよう、以下のとおり、大規模買付行為に関するルール（以下、「大

規模買付ルール」といいます。）を定めることといたしました。 

当社は、大規模買付者に対してこの大規模買付ルールの遵守を求め、大規模買付者が大

規模買付ルールを遵守しない場合には、当社株主共同の利益および当社企業価値の保護

の観点から、一定の対抗措置を講じることができるものとします。 

 

２．大規模買付ルールの内容 

大規模買付ルールとは、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、それに基づく当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買

付行為が開始されるというものです。 

大規模買付ルールの概要は、以下のとおりです。 

（１）大規模買付情報の提供 

大規模買付者には、大規模買付行為に先立ち、当社取締役会に対し、株主の皆様のご判

断および当社取締役会の評価検討のために必要かつ十分な情報（以下、「大規模買付情報」

といいます。）を提供していただきます。 

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

規模買付ルールに従って大規模買付行為を行う旨の「意向表明書」をご提出いただくこととし

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

先および提案する大規模買付行為の概要ならびに大規模買付ルールに従う旨の誓約を記載

していただきます。当社は、かかる意向表明書の受領後10営業日以内に、大規模買付者から

当初提出していただくべき大規模買付情報のリストを大規模買付者に交付いたします。また、

当初提出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考えられる場合には、

当社取締役会は、大規模買付者に対し、大規模買付情報が揃うまで追加的に情報を提供し

ていただくことがあります。なお、大規模買付情報の主要項目は、以下のとおりです。また、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出された大規模買付情報は、株

主の皆様のご判断のために必要であると認められる場合には、当社取締役会が適切と判断す

る時点で、その全部または一部を公表いたします。 

① 大規模買付者およびそのグループの概要（具体的名称、資本構成、財務内容を含みま

す。） 

② 大規模買付行為の目的、方法および内容（買付対価の価額・種類、買付の時期、買付方

法の適法性を含みます。） 

③ 大規模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および意思連絡が存

する場合にはその内容 

④ 買付対価の算定根拠および買付資金の裏付け（買付資金の提供者（実質的提供者を含
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みます。）の具体的名称、調達方法を含みます。） 

⑤ 既に保有する当社株券等に関する担保設定状況および今後買い付ける当社株券等など

に関する担保設定の予定（予定している担保設定の方法および内容を含みます。） 

⑥ 大規模買付行為完了後に意図する当社および当社グループの経営方針および事業計

画 

⑦ 当社および当社グループの従業員、取引先、顧客、地域社会その他のステークホルダー

と当社および当社グループとの関係に関し、大規模買付行為完了後に予定する変更の

有無および変更する場合にはその内容 

 

（２）当社取締役会による評価・検討 

当社取締役会は、大規模買付行為の評価・検討の難易度に応じ、大規模買付者が当社取

締役会に対して大規模買付情報の提供を完了した後、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株券等の全ての買付けの場合）、または90日間（その他の大規模買付

行為の場合）を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成およ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。）として確保されるべきものと考えております。

したがって、大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ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、適宜必要に応じて外部専門家等の助言を受けなが

ら、提供された大規模買付情報を十分に評価・検討し、当社取締役会としての意見および／

または代替案を慎重に取りまとめ公表します。 

 

３．大規模買付行為がなされた場合の対応方針 

（１）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合 

大規模買付者が大規模買付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、当社株主共同の利益および当社企業価値の保護を目的とし

て、新株発行および/または新株予約権の発行等、会社法その他の法令および当社定款が

当社取締役会の権限として認める措置（以下、「対抗措置」といいます。）をとり、大規模買付

行為に対抗する場合があります。具体的にいかなる対抗措置をとるかについては、その時点

で相当と認められるものを選択することとします。 

具体的な対抗措置として株主割当により新株予約権を発行する場合の概要は、別紙１に記

載のとおりですが、実際に新株予約権を発行する場合には、対抗措置としての効果を勘案し

た行使期間および行使条件を設けることがあります。この場合、大規模買付者を含む特定株

主グループは、当該新株予約権を行使できないものとします。また、今後、当該新株予約権の

内容について、当社が新株予約権を当社株式その他の財産と引き換えに取得できる旨の条

項（取得条項）を加える等の変更を加える場合があります。なお、機動的に新株予約権の発行

ができるように新株予約権の発行登録を行う予定です。 
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（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には、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、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替

案を提示することに留め、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、株主の皆様において、当該買付提案の内容お

よびそれに対する当社取締役会の意見、代替案等をご考慮の上、ご判断いただくことになりま

す。 

但し、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

株主共同の利益および当社企業価値を著しく損なうと判断される場合には、当社取締役会は、

株主の皆様の利益および当社企業価値の保護のために、対抗措置（具体的な対抗措置の内

容は、上記３．（１）に記載のとおりです。）を講じることがあります。具体的には、以下の①乃至

⑦のいずれかの類型に該当すると合理的な根拠をもって判断される場合には、原則として、

大規模買付行為が当社株主共同の利益および当社企業価値を著しく損なうと認められる場

合に該当するものと考えます。 

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、株価を吊り上げて高値で当社株

式を当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と判断される場合

（いわゆるグリーンメーラー） 

② 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大規模買付者やそのグループ

会社等に移譲させる目的で当社の株式の買収を行っていると判断される場合 

③ 当社の経営を支配した後に、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予定で当社の株式の買収を

行ってい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不動産、有価証券等の

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価売り抜けをする目

的で当社の株式の買収を行っていると判断される場合 

⑤ 大規模買付者の提案する当社株式の買付方法が、強圧的二段階買収（ 初の買付で全

株式の買付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、公開買付け等の株式買付を行うことをいう）など、株主の判断の機会または自由を

制約し、事実上、株主に当社株式の売却を強要するおそれがあると判断される場合（但し、

部分的公開買付けであることをもって当然にこれに該当するものではない。） 

⑥ 大規模買付者による支配権取得により、当社株主はもとより、従業員、取引先、顧客、地

域社会その他のステークホルダーの利益を含む当社の企業価値を著しく毀損することが

予想されたり、当社の企業価値の維持および向上を大きく妨げるおそれがあると合理的な

根拠をもって判断される場合 
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⑦ 大規模買付者の経営陣または主要株主に反社会的勢力と関係を有する者が含まれてい

る場合等、大規模買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として不適切であると合

理的な根拠をもって判断される場合 

 

４．特別委員会の設置  

（１） 特別委員会の委員構成 

当社取締役会が対抗措置を発動しようとする場合には、当社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チェック機関として、特別委員会を設置いたしました。特別

委員会の委員は、３名以上とし、公正で中立な判断を可能とするため、社外取締役、社外監

査役、弁護士、公認会計士、税理士、学識経験者および取締役または執行役として経験のあ

る社外有識者の中から選任します。特別委員会の当初の委員は、弁護士1名と社外監査役２

名といたしました。各委員の略歴は、別紙２「特別委員会の構成員である弁護士および社外監

査役の略歴」に記載のとおりです。 

 

（２） 特別委員会の機能 

当社取締役会が対抗措置を発動しようとする場合には、その判断の公正さを担保するため

に、以下の手続を経ることとします。 

まず、当社取締役会は、特別委員会に対し、対抗措置の発動の是非について諮問し､特別

委員会は、この諮問に基づき、外部専門家等の助言を得ながら、当社取締役会に対し対抗措

置の発動の是非について勧告を行います。この勧告についての決議は、原則として、特別委

員会の委員全員の一致をもって行うものとします。当社取締役会は、対抗措置を発動するか

否かの判断に際して、特別委員会の勧告を 大限尊重するものとします。 

なお、特別委員会の勧告および当該勧告に基づく当社取締役会の決定の遅れを理由に、

取締役会評価期間を延長することはありません。 

 

５．対抗措置発動時に株主の皆様に与える影響等 

   大規模買付者が大規模買付ル一ルを遵守しなかった場合には、当社取締役会は、当社株

主共同の利益および当社企業価値の保護を目的として、会社法その他の法律および当社定

款により認められている対抗措置をとることがありますが、当社株主の皆様（大規模買付ル一

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規則等に従って適時適切な開示を行いま

す。 

６．新株予約権の発行に伴って当社株主の皆様に必要となる手続き 

（１）新株予約権の割当て 

   当社取締役会において、新株予約権を発行することを決議した場合、当社は、新株予約権
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の割当期日を公告いたします。割当期日における 終の株主名簿または実質株主名簿に記

載また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、名義書換未了の当社株主

の皆様におかれましては、新株予約権を取得するためには、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（証券保管振替機構に対する預託を行なってい

る株券につきましては、名義書換手続きは不要です。）。なお、会社法第 277 条に定める新株

予約権無償割当ての方法により、株主の皆様に新株予約権が割り当てられますので、割当期

日における 終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された株主の皆様は、当

該新株予約権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ります。 

 

（２）新株予約権の行使の手続 

   当社は、割当期日における 終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された

株主の皆様に対し、新株予約権の行使請求書（株主ご自身が大規模買付者でないこと等の

誓約文言を含む当社所定の書式によるものとします。）その他新株予約権の権利行使に必要

な書類を送付いたします。新株予約権の発行後、株主の皆様におかれましては、権利行使期

間内に、これらの必要書類を提出した上、新株予約権１個当たり１円以上で当社取締役会が

定める額を払込取扱場所に払い込むことにより、１個の新株予約権につき、１株の当社普通株

式が発行されます。 

 但し、上記３（１）の記載のとおり、新株予約権の内容について、当社が新株予約権を当社株

式その他の財産と引き換えに取得できる旨の条項（取得条項）を加える等の変更を加えた場

合、すなわち、当社が新株予約権を当社株式と引き換えに取得することができると定めた場合

には、当社が取得の手続きを取れば、当社取締役会が取得の対象として決定した新株予約

権を保有する株主の皆様は、行使価額相当の金銭を払い込むことなく、当社による新株予約

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（なお、この場合、かかる株主の皆

様には、別途、ご自身が大規模買付者でないこと等を誓約する当社所定の書面をご提出いた

だくことがあります。）。 

 

７．その他 

 本対応方針は、平成18年5月12日開催の当社取締役会の決議をもって全取締役の賛成に

より決定されたものであり、当該取締役会には、社外監査役２名を含む当社監査役全員が出

席し、いずれの監査役も、具体的運用が適正に行われることを条件として、本対応方針に賛

成する旨の意見を述べました。 

本対応方針は、平成18年5月12日開催の当社取締役会の決議をもって同日より発効するも

のとします。但し、本対応方針は、平成18年6月に開催される当社定時株主総会（以下、「本

定時株主総会」といいます。）において、株主の皆様のご賛同を得るため、議案としてお諮りす

る予定です。本定時株主総会において出席株主の皆様の過半数のご賛同を得られなかった

場合には、その時点で廃止されるものとします。 
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当社取締役会は、会社法等の関係法令の改正、司法判断の動向および証券取引所その

他の公的機関の対応等を踏まえ、当社株主共同の利益、当社企業価値の保護の観点から、

必要に応じ本対応方針を見直して参ります。なお、本対応方針の変更を決定した場合は、そ

の内容を直ちに開示します。また、本対応方針の本質的な変更および廃止につきましては、

株主総会において議案としてお諮りし、出席株主の皆様の過半数のご賛同を得て行います。 

なお、当社の取締役の任期は、１年であり、毎年の定時株主総会における取締役選任議案

に関する議決権行使を通じて、本対応方針の継続につきまして株主の皆様の意思が反映さ

れることになります。 

 

（注１） 特定株主グループとは、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。）ならびに当社の株券等（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、

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。）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保有割合をいいます。）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。）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 １ 

  

新株予約権概要 

 

１． 新株予約権付与の対象となる株主およびその発行条件 

当社取締役会で定める割当期日における 終の株主名簿または実質株主名簿に記載

または記録された株主に対し、その所有株式（但し、当社の有する当社普通株式を除きま

す。）１株につき１個の割合で新株予約権を割り当てます。 

 

２． 新株予約権の目的となる株式の種類および数 

  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１個当たりの目的

となる株式の数は１株とします。但し、当社が株式分割また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数 

新株予約権の割当総数は、当社取締役会が定める数とします。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ります。 

 

４． 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

る額とします。 

 

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します。 

 

７．行使条件 

  大規模買付者を含む特定株主グループは、新株予約権を行使できないものとします。 

 

８． 新株予約権の行使期間等 

新株予約権の行使期間、上記７以外の行使条件、消却事由および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します。 

 

９． 取得条項付新株予約権 
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本対応方針６．（２）にて記載したとおり、新株予約権の内容については、当社が新株予

約権を当社株式その他の財産と引き換えに取得できる旨の条項（取得条項）を加える等の

変更を加える場合があります。 

 

以 上 
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別 紙 ２ 

特別委員会の構成員である弁護士および社外監査役の略歴 

 

 

 

 

田口 和幸 (昭和 41 年 3 月 11 日生) 

平成 元年 4 月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 

平成  3 年 4 月 阿部・井窪・片山法律事務所入所 

 

 

忽滑谷 清  (昭和 16 年 7 月 24 日生) 

昭和 39 年４月 株式会社三和銀行入行 

平成 6 年６月 同行常任監査役 

平成 8 年６月 東和メックス株式会社取締役社長 

平成 13 年６月 当社監査役（現任） 

平成 17 年５月 東和メックス株式会社顧問（現任） 

 

 

堀  龍兒 (昭和 18 年 9 月 3 日生) 

昭和 41 年４月 岩井産業株式会社入社 

平成 8 年６月 日商岩井株式会社取締役 

平成 12 年６月 同社常務取締役 

平成 14 年６月 同社専務執行役員 

平成 15 年４月 早稲田大学法学部教授 

平成 16 年４月 早稲田大学大学院法務研究科教授（現任） 

平成 17 年６月 当社監査役（現任） 

 

 

 

以 上 

 


