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当社株券等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17日に開催された取締役会において、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す。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、「本方針」といいま

す。）を決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 なお、本方針は、平成18年6月29日開催の当社定時株主総会において、株主の皆様のご承認をい

ただくことを効力発生の条件とさせていただきます。 

 

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、以下同

じとします。 

注2：議決権割合とは、（ⅰ）特定株主グループが、注1の（ⅰ）の記載に該当する場合は、当社の株券

等の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
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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、

注1の（ⅱ）の記載に該当する場合は、当社の株券等の買付け等を行う者およびその特別関係者

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、以下同じとします。議決権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または同法27条の2第1項に規定

する株券等のいずれかに該当するものを意味し、以下同じとします。 

 

１．当社における企業価値・株主共同の利益の向上の取り組みについて 

 

当社グループは、「素材事業の安定的収益確保を柱に、継続的に新規事業の創出を図る」ことを事

業基本戦略として掲げております。この基本戦略の下、当社グループは、中長期的な経営戦略として、

平成17年度からの3事業年度を対象とする新中期経営3ヵ年計画「PZ-3」を策定し、その達成に向け

て努力しております。「PZ-3」の骨子は以下の通りです。  

 

（PZ-3のコンセプト） 

・企業価値の向上 

・事業の飛躍的発展 

 

（PZ-3の基本方針） 

・「企業の社会的責任（ＣＳＲ）」を再認識し、社会から信頼され、社員も誇りに思える会社づくりを「ス

ピード」「対話」「社会貢献」をもって追及する。 

・経営戦略と研究戦略を一致させ、ひとのまねをしない、ひとがまねをできない世界一の独創的技

術で新事業を創造し、継続的に発展・拡大させる。 

 

（PZ-3のセグメント別戦略） 

（１）エラストマー素材事業 

世界一の品質と世界一のコスト競争力を実現し、グローバル供給体制の 適化を図り、安定的な

利益を確保する。 

（２）高機能材料事業 
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世界一の独創的技術に立脚したテクノロジープラットフォームと、ゼオン固有の材料を活かした精密

加工技術を強化し、ユーザー密着の市場展開を図り、飛躍的な事業拡大を実現する。 

特に、情報通信・エレクトロニクス産業を支える以下の5つの分野を注力する。 

①記録、②コンピュータ（半導体）、③表示（フラットパネルディスプレイ）、④エネルギー、⑤通信 

 

当社グループは、「PZ-3」のコンセプトである「企業価値の向上と事業の飛躍的発展」を達成するた

めに、「スピード」「対話」「社会貢献」を経営方針として、真に安定で安全な生産現場を実現するため

の現場力向上、研究開発の一層の強化等といった諸課題に取り組みます。 

なお、新中期経営3ヵ年計画「PZ-3」の詳細内容については当社ホームページにて公開しておりま

す。また、その進捗についても逐次公開し報告しております。 

 

２．本方針の導入の目的 

 

以上に説明いたしましたとおり、当社グループは新中期経営3ヵ年計画「PZ-3」の下で、当社グルー

プの企業価値ひいては株主共同の利益を維持し、向上させるための取組みを継続しております。 

しかしわが国では、近時、法制度の整備や企業構造あるいは企業文化の変化等を背景として、対

象会社の経営陣との十分な協議を経ることなく、突如として大量の株式を買い付けるという動きが顕

在化しつつあります。そして、それらの大規模買付行為の中には、企業価値・株主共同の利益に対す

る明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の

取締役会や株主が買付の条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案す

るための十分な時間や情報を提供しないもの等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資す

るとは考えられないものも少なくありません。現在当社は、このような大規模買付行為が開始される具

体的な脅威に晒されているわけではありませんが、他方、当社には固定的な大株主は存在せず、む

しろ当社株式は多くの株主の皆様に分散保有されておりますので、今後、当社についてこのような大

規模買付行為が開始される可能性を否定することはできません。 

もちろん当社グループは、大規模買付行為であっても、株主共同の利益に資するものであれば、こ

れを一概に否定するものではありませんし、大規模買付行為が開始された場合において、それを受

け入れるかどうかは、 終的には当社株主の皆様に委ねられるべきであり、既に説明いたしましたよ

うな当社グループの経営戦略やそれに基づく取組みによって実現される企業価値をご理解いただい

たうえで、当社株主の皆様に判断いただくべきものと考えております。 

しかし、ご存じのとおり当社グループの事業は、エラストマー素材事業部門として合成ゴム事業、合

成ラテックス事業および化成品事業、高機能材料事業部門として高機能樹脂事業、情報材料事業お

よび化学品事業、その他事業部門として環境事業、健康事業、商事部門等から構成されております。
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このような事業を遂行している当社グループの経営にあたっては、設立以来蓄積された専門知識、経

験およびノウハウならびに国内外の顧客、取引先等との間に築かれた関係への理解が不可欠です。

これらに関する十分な理解なくしては、将来実現することのできる株主価値を適正に判断することは

できません。当社グループは、当社株式の適正な価値を投資家の皆様にご理解いただけるようＩＲ活

動に努めておりますが、突然大規模買付行為がなされたときに、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を株主の皆様が短期間の間に適切に判断するためには、大規模買付者

および当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供されることが不可欠です。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、大規模買付行為が当社グル

ープに与える影響や、当社グループの従業員、関係会社、顧客および取引先等のステークホルダー

との関係についての方針を含む大規模買付者が考える当社グループの経営に参画したときの経営

方針や事業計画の内容等は、その継続保有の是非を検討するうえでの重要な判断材料となります。

同様に、当社取締役会が当該大規模買付行為についてどのような意見を有しているのかも、当社株

主にとっては重要な判断材料となると考えます。 

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、大規模買付者から事前に、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、専門家等の助言を受けながら、大

規模買付行為に対する当社取締役会としての意見の検討を速やかに開始し、慎重に検討したうえで

意見を形成し、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

渉や当社取締役会としての株主の皆様に対する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（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、 終的な応否を自ら適切に決定す

る機会を与えられることとなります。 

当社取締役会は、以上の考え方に基づき、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、当社グループおよび当社株主全体の利益に合致すると考え、以下のような内容の当

社株式の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。）を設定すること

といたしました。 

 

３．大規模買付ルールの内容 

 

大規模買付ルールとは、①事前に大規模買付者が当社取締役会に対して十分な情報を提供し、

②当社取締役会による一定の評価期間が経過した後にのみ、大規模買付者は大規模買付行為を開

始することができるというものです。 
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具体的には、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取

締役会としての意見形成のために十分な情報（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。その項目の一部は以下のとおりです。 

① 大規模買付者およびそのグループの概要 

② 大規模買付行為の目的および内容 

③ 買付対価の算定根拠および買付資金の裏付け 

④ 大規模買付行為完了後に意図する当社経営方針および事業計画 

大規模買付情報の具体的内容は、大規模買付行為の内容によって異なることもありうるため、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、まず当社宛に、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を明示していただきます。

当社は、この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供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します。なお、当初提供していただいた情報だけでは大

規模買付情報として不足していると考えられる場合、十分な大規模買付情報が揃うまで追加的に情

報提供をしていただくことがあります。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

供された大規模買付情報は、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。 

 

次に、当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付情報の提供が完

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全株式の買付の場合）また

は90日間（その他の大規模買付行為の場合）を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、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。）として与えられるべきものと考えます。

すなわち、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、取締役会としての意見をとりまとめ、開示します。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たり、当社取締役会として株主の皆

様に代替案を提示することもあります。 

 

４．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かった場合 

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・株主共同の利益を守ることを目的として、新株予約
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権の発行等、会社法その他の法律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をとって、

大規模買付行為に対抗する場合があります。具体的にいかなる措置を講じるかについては、その時

点で当社取締役会が も適切と判断したものを選択することとします。 

なお、当社取締役会が具体的対抗措置として新株予約権の発行を行う場合の当該新株予約権の

概要は別紙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。 

 

（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

行為に反対の見解であるとしても、当該買付提案について反対意見を表明したり、あるいは代替案を

提示することによって、当社株主の皆様を説得するにとどめ、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見解や代替案等をご検討いただいたうえ、株主の皆様ご自身にご判

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、大規模買付者による買付行為が当

社の企業価値・株主共同の利益に回復しがたい損害をもたらすもの（注4）と当社取締役会が判断し

た場合は、当社取締役会が当社の企業価値・株主共同の利益を守るために適切と考える対抗措置を

とることを否定するものではありません。なお、具体的な対抗措置の内容については（１）に記載のと

おりです。 

 

注4：例えば、大規模買付者が、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場合（い

わゆるグリーンメイラーである場合）、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大規

模買付者の提示する当社株式買取方法が、 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

（いわゆる強圧的二段階買収）など、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあると判断さ

 6



れる場合を想定しています。 

 

５．本方針の適正な運用を担保するための手続 

 

（１）本方針において、大規模買付ルールを適正に運用したか否か、および、大規模買付者による買

付行為が当社の企業価値・株主共同の利益に回復しがたい損害をもたらすものであるか否かという

点を含む、本方針に基づく対応に関する重要な決定については、当社取締役会が 終的判断を行う

ことから、その判断の合理性、公正性および透明性を担保するために、当社は、当社取締役会から独

立した組織として、特別委員会を設置いたします。特別委員会の委員は、3名以上5名以内とし、社外

監査役、弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者、または取締

役もしくは執行役として実績・経験を有する社外にある者の中から選任されるものとします。 

 

（２）当社取締役会は、本方針に基づく対応に関する重要な決定（大規模買付者に要請する情報提供

の範囲・期限、大規模買付者との交渉・協議、代替案の提案、対抗措置の実施・不実施・中止・継続

等に関する決定を含み、以下同じとします。）を行うときは、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、本方針に基づく対応に関する重要な決定を行うときは、事前に特別委員

会に諮問し､特別委員会の勧告を受けるものとします。特別委員会は、当社の費用で、当社経営陣か

ら独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専

門家を含む。）の助言を得たり、当社の取締役、監査役、従業員等に特別委員会への出席を要求し、

必要な情報について説明を求めたりしながら、取締役会から諮問を受けた事項について審議・決議し、

その決議の内容に基づいて、当社取締役会に対し勧告を行います。当社取締役会は、本方針に基づ

く対応に関する重要な決定を行うに際して、特別委員会の勧告を 大限尊重するものとします。 

 

６．株主および投資家の皆様に与える影響等 

 

（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、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。したがいまして、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なすうえでの前提となるものであり、
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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４．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・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、その発行の形態

により、当社株主の皆様に新株予約権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、また

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みをしていただく必要がある場

合があります。かかる手続き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いたします。ただし、株主名簿への記載・記録（いわゆる名義書換）が未

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は、別途当社取締役会が決定し

公告する新株予約権の基準日までに、株主名簿への記載・記録を完了していただく必要があります。 

 

７．その他 

 

（１）本方針は、平成18年5月17日に開催された当社取締役会において、全取締役の賛成により決定

されたものであり、社外監査役3名を含む当社監査役の全員からも、その具体的運用が適正に行わ

れることを条件に賛成する旨の意見表明がありました。 

 

（２）本方針は、平成18年6月29日開催の当社定時株主総会における承認の時をもって発効するもの

とし、その有効期限は平成19年7月31日までとします。ただし、平成19年6月開催予定の当社定時株

主総会において選任される取締役（全取締役任期1年）が、平成19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、本方針の有効期限はさらに1年間延長され

るものとし、以後も同様とします。当社取締役会は、本方針を継続することを決定した場合、その旨を

速やかに開示いたします。 

また、当社は、今後の司法判断の動向、会社法・証券取引法または証券取引所の上場規則等の
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改正動向、および証券取引所その他の公的機関の対応等を引き続き注視し、当社の企業価値・株主

共同の利益保護の観点から、本方針の見直しを継続的に行ってまいります。また、その際における本

方針の本質的な変更については、その都度、株主総会において議案としてお諮りし、株主の皆様のご

賛同を得ることといたします。 

なお、現時点において、当社株式について具体的な大規模買付行為の兆候があるとの認識はござ

いません。 
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別紙 

 

新株予約権の概要 

 

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基準日における 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、新株予約権の目的となる株式の総数は、

当社定款に規定される発行可能株式総数から発行済株式（当社の所有する当社普通株式を除く。）

総数を控除した数を上限とする。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。ただし、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合は、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 

 

1回の割当における新株予約権の総数は、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．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

 

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。 

 

５．新株予約権の譲渡制限 

 

譲渡による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 
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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、その他対抗措置とし

ての効果を勘案した行使条件を定めることがある。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。 

 

７．新株予約権の行使期間等 

 

新株予約権の割当てがその効力を生ずる日、新株予約権の行使期間、新株予約権の取得条項その

他の事項については、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、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の者が有する新株予約権を当社が取得し、

新株予約権1個につき取締役会で定める数の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 
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