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平成 18年 5月 18日 
各  位 
                    会 社 名：株式会社 ツ ガ ミ   
                    代表者名：取締役 社長執行役員 西嶋 尚生 
                      （東証・大証 第一部 コード番号 6101） 
                    問合せ先：上席執行役員 
                           管理本部 部長 早崎 敬二 
 

当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）のお知らせ 
 
 
 当社は、平成 18年 5月 18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

（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が、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「大量買付行為」といい、かかる

買付行為を行う者を「大量買付者」といいます。）に対する対応策（以下「本プラン」とい

います。）について、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。 
なお、本プランを決定した取締役会には、社外監査役３名を含む監査役４名全員が出席

し、いずれの監査役も、本プランの具体的運用が適正に行われることを条件として本プラ

ンに賛同する旨の意見を述べております。 
 
Ⅰ．本プラン導入の目的 
当社は、創業以来培ってきた精密技術を基礎に市場のニーズを絶えず先取りし、「高精

度」「高速」「高剛性」の工作機械を提供することを通じ、社会に貢献すると共に企業価

値を高めてまいりました。 
また、株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題の一つと考え、平成 17年 3月期
の中間期より復配し、その後も増配に努めると共に、積極的に自己株式の取得を行って

おります。今後も、安定配当と自己株式の取得を柱に連結業績の向上に応じた利益還元

を実施してまいります。 
当社は、上記基本方針により、企業価値・株主共同の利益の確保又は向上に全力で取

組む所存であります。 
ところで、昨今の我が国の資本市場においては、株主及び投資家の皆様に十分な情報

開示が行われることなく、突然、株式等の大量買付が行われる事例が少なからず見受け

られます。当社において、そのような事態に至った場合、その結果として当社の企業価

値及び株主共同の利益が損われる可能性も否定できません。 
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勿論、当社取締役会は、公開会社として当社株式の自由な売買を認める以上、当社取

締役会の賛同を得ずに行われる大量買付行為（いわゆる敵対的買収）であっても、当社

の企業価値・株主共同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、これを受け入れるか否かは、最終的には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ております。 
しかしながら、株主の皆様が適切な判断を行うためには、大量買付者及び当社取締役

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。以上のことから、

当社取締役会は、大量買付行為が行われようとする場合には、大量買付者から事前に、

株主の皆様の判断のために必要かつ十分な大量買付行為に関する情報が提供されるべき

である、との結論に達しました。当社取締役会は、かかる情報が提供された後、速やか

に検討を開始し、外部専門家等の助言を受けながら大量買付行為に対する当社取締役会

としての意見を形成し、公表します。さらに、必要と認めれば、大量買付者の提案の改

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。

かかる手続を踏むことによって、株主の皆様は、当社取締役会の意見も参考にしつつ、

大量買付者の提案（および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、最終的な決定を適切に行う機会が与えられることになり

ます。 
そこで、当社取締役会は、当社の企業価値・株主共同の利益を守るため、当社株券等

の大量買付行為が行われた場合の対応策を、下記のとおり導入することと致しました。 
なお、当社取締役会は、現時点において当社株券等の大量買付行為の兆候があるとは

認識しておりません。また、現在当社には約 12,500名の株主の皆様がいらっしゃいます
が、このほとんどは個人株主であり、当社は独立系企業であることから特定の大株主は

いません。 
 
Ⅱ．本プランの内容    
本プランは、大量買付者が従うべきルール（以下「大量買付ルール」といいます。）と、

大量買付行為に対して当社がとりうる対抗措置（以下「大量買付対抗措置」といいます。）

から構成されております。 
 １．大量買付ルール 
（１）大量買付情報の提供 

まず、大量買付者には、大量買付行為に先立ち、当社取締役会に対し、次の各号

に定める事項を記載し又は記載した資料を添付した「大量買付意向表明書」（以下

「意向表明書」といいます。）を提出していただきます。これは、当該大量買付行為

に関し、株主の皆様が適切な判断を行い、かつ当社取締役会が適切な検討・評価を

行うことを目的としております。 
① 大量買付者の名称・商号・氏名、本店所在地・住所、設立準拠法、代表者の氏
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名、日本国内の連絡先 
② 大量買付行為に係る特定株主グループ（大量買付者を含む。）の概要（沿革、 

   役員構成、主要業務、主要株主、グループ組織図、直近３ヵ年の有価証券報告
書又はこれに相当する書面、連結財務諸表を含む。） 

③  大量買付行為の目的及び具体的内容 
④  大量買付行為に係る特定株主グループ（大量買付者を含む。）の株券等保有割    
合及び保有株券等の数 

⑤ 大量買付行為における当社株券等の取得価格の算定根拠、取得資金の裏付け、 
並びに資金調達の具体的内容及び条件 

⑥ 大量買付行為に係る特定株主グループ（大量買付者を含む。）が当社グループ 
の経営権を取得した場合における、経営方針、経営計画、事業計画、財務政策、  
資本政策、配当政策、経営権取得後３年間の経営・財務諸表の目標数値及び 
算出根拠、並びに役員候補者及びその略歴 

⑦ 大量買付行為に係る特定株主グループ（大量買付者を含む。）が当社グループ 
の主要取引先との間の従前の取引関係及び競合関係 

⑧ 大量買付行為実行後における、大量買付者のグループ内における当社グルー 
プの役割 

⑨ 当社グループの従業員、主要取引先、顧客、地域社会その他の当社グループ 
の利害関係者との関係について、大量買付行為実行後に予定する変更の内容 

⑩ 現金以外の対価をもって大量買付行為を行う場合における対価の価額に関す  
る情報 

⑪ 意向表明書が、その記載内容が重要な点において真実かつ正確であり、重要 
な事実につき誤解を生ぜしめる記載又は記載の欠落を含まない旨の、責任者 
による宣誓 

    大量買付者が提出した意向表明書に記載された情報が、株主の皆様の判断及び当

社取締役会としての意見形成のために十分でないと認められる場合、当社取締役会

は、大量買付者に対し、追加的に情報提供を求めることがあります。また、大量買

付者が提出した意向表明書に記載された情報は、株主の皆様の判断に必要と認めら

れる場合には、適切と認められる時点で、その全部又は一部を開示いたします。 
 
（２）当社取締役会による検討、評価 

次に、大量買付者には、意向表明書による当社取締役会に対する情報提供を完了

した日から 60日間（大量買付行為が、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）又は 90 日間（その他の大量買付行為の場合）（以
下「取締役会評価期間」といいます。）が経過するまでは、大量買付行為を行わない

こととしていただきます。これは、株主共同の利益のため、当社取締役会に、意向
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表明書の検討及び評価、大量買付者との交渉及び協議、大量買付行為に関する意見

形成、株主に対する代替提案の作成及び提示等を行う機会を与えていただくためで

す。 
当社取締役会は、取締役会評価期間中、外部専門家等の助言を受けながら、意向

表明書によって提供された情報の検討及び評価を行い、当該大量買付行為又は当該

大量買付者の提案に係る経営方針等についての当社取締役会としての意見を慎重に

取り纏めます。また、必要に応じ、大量買付者との間で大量買付行為に関する条件

改善について交渉及び協議を行い、当社取締役会として、株主に対し、当社グルー

プの経営方針等についての代替的提案を提示することもあります。 
 
 ２．大量買付対抗措置 
（１）大量買付対抗措置の内容 

大量買付者が大量買付ルールに定める手続に従うことなく大量買付行為を行った

場合等、後記（２）に述べる一定の大量買付対抗措置の発動の要件をみたす場合は、

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、新株予

約権の無償割当て、株式分割等、会社法その他の法令及び当社定款によって認められ

る相当な対抗措置をとり、大量買付行為に対抗することがあります。 
具体的な対抗措置については、その時点で最も適切である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が、対抗措置として新株予約権の無償割当てをする場

合の概要は、別紙に定めるとおりとします。実際に新株予約権の無償割当てをする場

合には、大量買付者（特定株主グループを通じて大量買付行為を行う場合には、当該

特定株主グループに属する者を含みます。ただし、事前に当社取締役会が同意した者

を除きます。）ではないことを新株予約権の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けることがあります。 
 

（２）大量買付対抗措置の発動の要件 
当社取締役会が、具体的な大量買付対抗措置の発動を決議することができるのは、

次の各号に定める要件を具備する場合に限るものとします。 
① 大量買付者が意向表明書を当社取締役会に提出しないなど、十分な情報提供

を行うことなく大量買付行為を行った場合、大量買付者が取締役会の評価期間

が経過する前に大量買付行為を行った場合、その他大量買付者が大量買付ルー

ルを遵守しなかった場合は、当社取締役会は、大量買付対抗措置の発動を決議

することができるものとします。 
② 大量買付者が大量買付ルールを遵守した場合は、当社取締役会が、意向表明

書の内容を検討・評価した結果、当該大量買付行為に反対の意見を有するに至

ったときでも、当該大量買付行為につき反対意見を表明し、又は当社グループ
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の経営方針等について当社取締役会としての代替的提案を提示することはあっ

ても、原則として大量買付対抗措置の発動を決議しないものとします。 
  ただし、大量買付者が大量買付ルールを遵守した場合であっても、大量買付

行為が当社グループの企業価値又は株主共同の利益を著しく毀損すると判断さ

れたときは、当社取締役会が相当な大量買付対抗措置の発動を決議することを

否定するものではありません。具体的には、次の各号のいずれかの類型に該当

する場合には、当社グループの企業価値又は株主共同の利益を著しく毀損する

大量買付行為に該当するものと考えます。 
 （ⅰ）当該大量買付行為又は経営権取得の目的が、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券等を会社関  
    係者に引き取らせることにある場合 
 （ⅱ）当該大量買付行為又は経営権取得の目的が、主として、当社グループ 
    の事業経営上必要な不動産、動産、知的財産権、ノウハウ、企業秘密 
    情報、主要取引先、顧客等その他の当社グループの資産を当該大量買 
    付行為に係る特定株主グループ（大量買付者を含む。）に移譲させるこ 
    と（いわゆる焦土化経営）にある場合。 
 （ⅲ）当該大量買付行為又は経営権取得の目的が、主として、当社グループ 
    の資産の全部又は重要な一部を当該大量買付行為に係る特定株主グル 
    ―プ（大量買付者を含む。）の債務の担保や弁済原資として流用するこ 
    とにある場合。 
 （ⅳ）当該大量買付行為又は当社グループの経営権取得の目的が、主として、 
    当社グループの保有する事業設備の全部又は重要な一部の譲渡、賃貸、 
    担保供与その他の処分にある場合。 
 （ⅴ）当該大量買付行為又は当社グループの経営権取得の目的が、主として、 
    会社経営を一時的に支配して、当社グループの所有する不動産、有価 
    証券等の高額資産等を売却処分させ、その処分利益をもって一時的な 
    高配当をさせるか、又は一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙 
    って株券等の高価売り抜けをすることにある場合。 
 

（３）大量買付対抗措置の発動の手続 
当社取締役会が、具体的な大量買付対抗措置の発動を決議するにあたっては、

当社取締役会の判断の客観性及び合理性を担保するため、外部専門家等の助言を

受けるとともに、当社社外監査役を含む監査役全員の賛同を得るものとします。 
 
３．本プランの有効期間等 
本プランは、平成１８年５月１８日に開催された当社取締役会決議をもって同日
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より発効することとし、有効期限は、平成 18年 6月開催予定の定時株主総会終了後
最初に開催される当社取締役会の終了時点までとします。 
なお、当社では、平成 18年 6月開催予定の定時株主総会において、当社の取締役
の任期を選任後最初の決算期に関する定時株主総会の終結の日までとする定款変更

を予定しているところ、本プランについては、毎年定時株主総会において選任され

ることとなる取締役が、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継

続の可否について検討することとし、以後も同様とします。また、当社取締役会は、

会社法その他関係法令の改正、司法判断の動向、証券取引所その他公的機関の対応

等を踏まえ、今後、当社の企業価値及び株主共同の利益の維持･向上の観点から、必

要に応じて本プランを変更もしくは廃止することがあります。 
定時株主総会における取締役選任に際しては、予め株主の皆様に取締役候補者の

本プランに対する見解をお示しいたしますので、本プランの継続、廃止又は変更の

是非の判断には、取締役の選任を通じて株主の皆様の意思が適切に反映されるもの

と考えます。 
 

Ⅲ．株主および投資家の皆様に与える影響等 
１．本プラン導入時において株主および投資家の皆様に与える影響等 
大量買付ルールは、株主の皆様が大量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、

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、株主の皆様は、十分な情報のもとで、大量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。従いまして大量買付ルールの設定は、株主及び投資家の皆様が適切

な投資判断を行ううえでの前提となるものであり、株主及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Ⅱ２．において述べたとおり、大量買付者が大量買付ルールを遵守する

か否かにより大量買付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、株主及び投資

家の皆様におかれましては、大量買付者の動向にご注意ください。 
 

２．大量買付対抗措置発動時に株主及び投資家の皆様に与える影響等 
大量買付者が大量買付ルールを遵守しなかった場合には、当社取締役会は、当社及

び株主全体の利益を守ることを目的として、法令及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（大量買

付ルールに違反した大量買付者及びその特定株主グループに属する者を除きます。）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
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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。 
 

３．対抗措置発動に伴って株主の皆様に必要となる手続 
（１）株主の皆様が新株予約権を行使する場合 

株主の皆様が新株予約権を行使する場合には、新株を取得するために所定の期間

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。かかる手続きの詳細につ

きましては、実際に新株予約権の無償割当てを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。 
（２）当社が当社株式と引換えに新株予約権を取得する場合 

新株予約権に、当社が新株予約権を当社株式と引換えに取得することができると

の条項（以下「取得条項」といいます。）が定められている場合には、当社取締役会

が取得の対象とした新株予約権を保有する当社株主の皆様に関しましては、一定の

金額の払込み等の手続を経ることなく、当社による新株予約権取得の対価として、

当社株式を受領することができます。 
なお、上記新株予約権の無償割当ての場合、名義書換未了の株主の皆様に関しま

しては、新株予約権の割当を受けるためには、別途当社取締役会が決定し公告する

新株予約権の割当の基準日までに、名義書換を完了していただく必要があります。 
 
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。）または、 

(ii) 当社の株券等（証券取引法第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。以下同じとします。） 

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(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２

７条の２３第４項に規定する株券等保有割合といいます。この場合においては、当該保有者

の共同保有者の保有株検討の数（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(ii)記載の場合は、当該大量買付者及び当該特別関係者の株券等所

有割合（証券取引法第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
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います。各議決権割合の算出に当たっては、総議決権（証券取引法第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：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） 
 

       新株予約権の無償割当てをする場合の概要 
 
１．新株予約権割当ての対象となる株主及び割り当てる新株予約権の数 

       当社取締役会で定める基準日における最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（ただし、当社の有する

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の無償割当てをす

る。 
２．新株予約権の目的である株式の種類及び数 
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個

当たりの目的である株式の数は１株とする。ただし、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する。 
３．新株予約権無償割当ての効力発生日 
  当社取締役会において別途定める。 
４．新株予約権の行使に際して出資される財産及びその財産の価額 
  新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その財産の価額は

１円以上で当社取締役会が定める額とする。 
５．譲渡による新株予約権の取得制限 
  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．当社による新株予約権の取得 
  当社は、当社取締役会が別途定める日（以下「取得日」という。）をもって、

新株予約権１個につき当社普通株式１株と引換えに、取得日の前日までに未

行使の新株予約権を取得することができる。ただし、下記７．の規定に従い

定められた行使条件等により新株予約権を行使できない者が有する新株予約

権を除く。 
７．新株予約権の行使期間等 
新株予約権の行使期間、行使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。 
                                 以上 

 


