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各  位 

 
会 社 名  デンヨー株式会社 

代表者名  取締役社長 久保山 英明 

（コード番号 ６５１７ 東証第 １部） 

問合せ先  常務取締役管理部長 山口 巖 

（TEL ０３－３２２８－１１１１） 

 
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の導入について 

 
 
 
当社は、平成 18年 5月 18日開催の当社取締役会において、第 58期事業年度に係る当社定

時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）における株主の皆様のご承認を条件に、

当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社株式の大量

取得行為に関する対応策（買収防衛策）（以下「本プラン」といいます。）を導入することを

決定いたしましたので、以下のとおり、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 2名を含む当社監査役 4名全員が出
席し、本プランは当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）として相当と判断

される旨の意見が表明されています。 
 
 
1. 本プラン導入の目的 

当社は、創業以来、パワーソースをテーマとした顧客重視の製品造りに徹し、「三者の得」

（当社製品によって「使う人、売る人、造る人」の各々が利益を享受すること）の経営理

念の下、広く社会から信頼される企業を目指しております。かかる経営理念のもと、当社

グループの安定的な成長とバランスの取れた事業構造を確立することを中長期的な経営戦

略として掲げ、パワーソースのパイオニアとしての信頼と販売ネットワークを駆使してグ

ローバルレベルで高性能発電機マーケットのナンバーワンを目指すとともに、周辺事業の

拡充、新規事業への参入等も図ってまいります。 
当社は、こうした中長期的な経営戦略の下、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・

向上させるための施策に邁進する所存ですが、近時、わが国の資本市場においては、対象

となる会社の経営陣の賛同を得ることなく、一方的に大量の株式の買付を強行するといっ

た動きが顕在化しつつあります。 
もとより、当社は、株式の大量買付であっても、当社の企業価値・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。そして、株式会社の支配

権の移転を伴う買付を受け入れるか否かは、最終的には当該時点における株主の皆様に、

上記のとおりの当社の経営理念及び経営戦略をご理解頂いた上で、適切にご判断頂くべき

ものと考えております。 
そのためには、株式の大量買付行為の目的、方法及び内容、買付後における当社グルー

プの経営方針、事業計画等の内容、買付後における当社の従業員、取引先、顧客等の利害

関係者の処遇方針等について買付者から、当該買付行為に対する当社の評価、当該買付行

為以外の代替案の有無・内容等について当社取締役会から、それぞれ適切かつ十分な情報

が提供され、かつ提供された情報を株主の皆様が十分に検討するための時間が確保される

ことが必要であると考えます。 
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当社取締役会は、このような考え方に立ち、当社株式に対する買付が行われた際に、買

付を受け入れるか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提案する

ために必要となる情報や時間を確保したり、株主の皆様のために当社取締役会が買付者と

交渉を行うこと等を可能とすることを目的として、下記 2.以下にその詳細を記載する本プ
ランの導入が必要不可欠であると判断いたしました。 
もっとも、このような当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）について

は、株主の皆様のご意向を確認した上で導入するのが望ましいところです。そこで、当社

は、本プランを本定時株主総会にお諮りし、その承認を得られることを効力発生の条件と

して本プランを導入することといたしました。 
なお、平成 18年 3月 31日現在における当社の大株主の状況は、別添「大株主の状況」

のとおりです。 
 
 

2. 本プランの内容 
本プランは、(i)当社株式の大量買付を行う者は、買付行為を開始する前に、当社取締役
会に対して十分な情報を提供すべきこと、及び、(ii)当該情報提供の後、当社取締役会によ
る検討・代替案の提示等のため必要な一定の期間が経過するまで買付行為を開始しないこ

とを主たる内容とするものであり、本プランに定める手続が遵守されない場合その他一定

の場合には、新株予約権無償割当てによる対抗措置が発動されることがあります。 
本プランの詳細は、以下の通りです。また、ご参考のために、大量買付行為が開始され

た場合のフローチャートを別紙 1として添付しております。 
 

(1) 対象となる買付等 
本プランは、以下①又は②に該当する当社株券等の買付もしくはこれに類似する行為

又はその提案（以下、併せて「買付等」といいます。）がなされる場合に適用されます。

①又は②に該当する買付等を行おうとする者（以下「買付者等」といいます。）には、

予め本プランに従っていただくこととします。 
記 

① 当社が発行者である株券等1について、保有者2の株券等保有割合3が 20%以上となる
買付 

② 当社が発行者である株券等4について、公開買付け5に係る株券等の株券等所有割合6

及びその特別関係者7の株券等所有割合の合計が 20%以上となる公開買付け 
 
(2) 買付者等からの情報提供 

買付者等が買付等を行う場合には、当社取締役会が別段の定めをした場合を除き、当

該買付等の実行に先立ち、当社に対して、以下に記載する情報（以下「本必要情報」

といいます。）並びに当該買付者等が買付等に際して本プランに定める手続を遵守する

旨の誓約文言等を記載した書面（以下「買付説明書」といいます。）を、当社の定める

                             
1
証券取引法第 27条の 23第 1項に規定される株券等をいいます。別段の定めがない限り、本書において同
じとします。 
2
証券取引法第 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。本書において同じとします。 

3
証券取引法第 27条の 23第 4項に規定される株券等保有割合をいいます。本書において同じとします。 

4
証券取引法第 27条の 2第 1項に規定される株券等をいいます。②において同じとします。 

5
証券取引法第 27条の 2第 6項に規定される公開買付けをいいます。本書において同じとします。 

6
証券取引法第 27条の 2第 8項に規定される株券等所有割合をいいます。本書において同じとします。 

7証券取引法第27条の2第7項に規定される特別関係者（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みま
す。）をいいます。但し、同項第1号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開
示に関する内閣府令第3条第1項で定める者を除きます。本書において同じとします。 
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書式により提出していただきます。当社取締役会が、当該買付説明書の記載内容が本

必要情報として不十分であると判断し、追加情報の提出を求めた場合には、買付者等

は、これに従い、追加情報を提出するものとします。 
記 

① 買付者等及びそのグループ（共同保有者8、特別関係者及び（ファンドの場合は）各

組合員その他の構成員を含みます。）の詳細（具体的名称、資本構成、財務内容等を

含みます。） 
② 買付等の目的、方法及び内容（買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、関連す

る取引の仕組み、買付等の方法の適法性、買付等の実行の蓋然性等を含みます。） 
③ 買付等の価格の算定根拠（算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報及び

買付等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、そのうち

少数株主に対して分配されるシナジーの内容を含みます。） 
④ 買付等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名称、

調達方法、関連する取引の内容を含みます。） 
⑤ 買付等の後における当社及び当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配

当政策 
⑥ 買付等の後における当社の従業員、取引先、顧客その他の当社に係る利害関係者の

処遇方針 
⑦ 当社の少数株主との利益相反を回避するための具体的方策 
⑧ その他当社取締役会が合理的に必要と判断する情報 

 
(3) 当社取締役会による買付内容の検討・買付者等との交渉・代替案の提示 

上記(2)の情報提供が充分になされたと当社取締役会が認めた場合、当社取締役会は、
最長 60日（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）
又は 90日（その他の買付等の場合）の検討期間を設定します。買付等は、この検討期
間が経過した後に初めて実施され得るものとします。 
当社取締役会は、検討期間内において買付者等から提供された情報・資料に基づき、

当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、必要に応じて独立した第

三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタント等そ

の他の専門家を含みます。）の助言を得ながら、買付者等の買付等の内容の評価・検討

等を行います。また、当社取締役会は、必要があれば、買付等の内容を改善させるた

め、当該買付者等と協議・交渉等を行い、さらに、株主の皆様に対する代替案の提示

を行います。 
 

(4) 買付等がなされた場合の対応方針 
(a) 買付者等が本プランに定める手続を遵守する場合 

買付者等が買付等を行うにあたり上記(2)及び(3)に定める手続を遵守した場合に
は、当社取締役会は、仮に当該買付等に反対であったとしても、当該買付等につい

ての反対意見を表明したり、代替案を提示することにより、当社株主の皆様を説得

するに留め、原則として当該買付等に対する対抗措置はとりません。買付者等の買

付等を受け入れるか否かは、当社株主の皆様において、当該買付等及び当社が提示

する当該買付等に対する意見、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、上記(3)に定める買付者等の買付内容の検討、買付者等との協議・交渉の結
果、買付者等による買付等が、下記に掲げる行為により、当社の企業価値・株主共

                             
8証券取引法第 27条の 23第 5項に規定され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（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）。本書において同じとします。 
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同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付等に該当すると判断し

た場合には、当社取締役会は、企業価値・株主共同の利益を守るべく、下記(b)に準
じて、新株予約権の無償割当てその他会社法等の法令及び当社定款が認める対抗措

置をとることがあります。 
記 

① 株券等を買い占め、その株券等について当社に対して高値で買取りを要求する

行為 
② 当社の経営を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取得する等当社

の犠牲の下に買付者等の利益を実現する経営を行うような行為 
③ 当社の資産を買付者等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

用する行為 
④ 当社の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高額資産等

を処分させ、その処分利益をもって、一時的な高配当をさせるか、一時的高配

当による株価の急上昇の機会をねらって高値で売り抜ける行為 
 

(b) 買付者等が本プランに定める手続を遵守しない場合 
買付者等が買付等を行うにあたり上記(2)及び(3)に定める手続を遵守しなかった
場合には、当社取締役会は、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保するため、

新株予約権の無償割当てその他会社法等の法令及び当社定款が認める対抗措置を

とることがあります。 
対抗措置として新株予約権の無償割当てを行う場合の概要は、別紙 2のとおりと
します。 
なお、当社取締役会は、一旦新株予約権無償割当ての決議をした後も、以下のい

ずれかの事由に該当すると判断した場合には、新株予約権無償割当ての効力発生日

の前日までの間は、新株予約権の無償割当てを中止できるものとします。 
記 

ア 当該新株予約権無償割当ての決議後に買付者等が買付等を撤回した場合その他
買付等が存しなくなった場合 

イ 当該新株予約権無償割当ての決議の判断の前提となった事実関係等に変動が生
じた場合 

 
 

3. 株主の皆様への影響等 
(1) 本プラン導入時に株主の皆様に与える影響 

本プランの導入時点においては、新株予約権の無償割当てその他の対抗措置が実際に

とられるわけではなく、株主及び投資家の皆様の権利・利益に直接具体的な影響が生

じることはありません。 
 

(2) 対抗措置発動時に株主の皆様に与える影響 
(a) 新株予約権無償割当て時に株主の皆様に与える影響等 

対抗措置として新株予約権の無償割当てが行われる場合において、株主の皆様に

与える影響及び株主の皆様に必要となる手続は、以下のとおりです。 
(i) 新株予約権無償割当ての手続及び名義書換手続 

当社取締役会において、新株予約権無償割当ての決議を行った場合には、当社

は、新株予約権無償割当てに係る割当期日（以下「割当期日」といいます。）を定

め、これを公告いたします。この場合、割当期日における当社の最終の株主名簿

又は実質株主名簿に記載又は記録された株主の皆様（以下「割当対象株主」とい

います。）に対し、その保有する当社普通株式 1株につき新株予約権 2個を上限と
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して当該決議において当社取締役会が定める割合で、新株予約権が無償にて割り

当てられます。従いまして、株主の皆様におかれては、割当期日に間に合うよう、

速やかに株式の名義書換手続を行っ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っている株券については、名義書換手続は不要です。）。なお、

割当対象株主の皆様は、新株予約権無償割当ての効力発生日において、当然に新

株予約権者となるため、申込の手続等は不要です。 
なお、上記 2.(4)に記載するとおり、当社は、いったん新株予約権無償割当ての
決議がなされた場合であっても、新株予約権無償割当ての効力発生日の前日まで

に、これを中止する場合があります。この場合には、当社株式の株価に相応の変

動が生じる可能性があります。 
 

(ii) 新株予約権の行使の手続 
当社は、割当対象株主の皆様に対し、原則として、新株予約権の行使請求書（行

使に係る新株予約権の内容及び数、新株予約権を行使する日等の必要事項並びに

株主の皆様ご自身が新株予約権の行使条件を充足すること等についての表明保証

条項、補償条項その他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。新株予約権の無償割

当て後、株主の皆様においては、新株予約権の権利行使期間内に、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 円を下限とし、当社普通株式 1 株の
時価の 2 分の 1 の金額を上限とする金額の範囲内で当社取締役会が新株予約権無
償割当ての決議において定める価額を払込取扱場所に払い込むことにより、1個の
新株予約権につき原則として 1 株の当社普通株式が発行されることになります。
なお、「時価」とは、新株予約権無償割当ての決議に先立つ 90 日間（取引が成立
しない日を除く。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の各日の終

値の平均値（気配表示を含む。）とし、1円未満の端数は切り上げるものとします。 
仮に、株主の皆様が、こうした新株予約権の行使及び行使価額相当の金銭の払

込を行わなければ、他の株主の皆様による新株予約権の行使により、その保有す

る当社株式が希釈化することになります。但し、当社が、下記(iii)に記載するとこ
ろに従って特定買付者等（別紙 2に定義されます。）以外の者から新株予約権を取
得し、それと引換えに当社普通株式を交付する場合には、取得の対象とされた新

株予約権を有する株主の皆様は、新株予約権の行使及び行使価額相当の金銭の払

込をせずに当社普通株式を受領することとなり、その保有する当社株式の希釈化

は生じません。 
 

(iii) 当社による新株予約権の取得の手続 
当社は、当社取締役会が新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法定の手

続に従い、当社取締役会が別途定める日において、特定買付者等以外の株主の皆

様から新株予約権を取得しこれと引換えに当社普通株式を交付することがありま

す。この場合、かかる株主の皆様は、行使価額相当の金銭を払い込むことなく、

当社による当該新株予約権の取得の対価として、1個の新株予約権につき原則とし
て 1 株の当社普通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、ご自身が特定買付者等でないこと等についての表明保証条項、

補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式による誓約書をご提出いただく

ことがあります。 
 

(b) その他の対抗措置の実施時に株主の皆様に与える影響 
買付者等が新株予約権無償割当て以外の対抗措置を実施する場合には、当社取締

役会は、具体的な対抗措置の内容が決定され次第速やかに、当該対抗措置が株主の
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皆様に与える影響及び当該対抗措置の実施に伴い株主の皆様に必要となる手続につ

き、情報開示を行います。なお、かかる対抗措置の実施により、当社株主の皆様（特

定買付者等を除きます。）が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。 
 
 
4. 本プランの発効日及び有効期間 
本プランは、平成 18年 6月 29日開催予定の本定時株主総会において株主の皆様のご承
認を得られることを条件として、同日付で効力を生じます。 
本プランの有効期間は、平成 21年に開催される当社定時株主総会の終了時点までとしま
す。 

 
 
5. 本プランの廃止 
上記 4.に定める有効期間の満了前であっても、①当社の株主総会において本プランを廃
止する旨の議案が承認された場合、又は②当社の株主総会で選任された取締役で構成され

る取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点

で廃止されるものとします。 
当社は、本プランが廃止された場合には、当該廃止の事実その他当社取締役会が適切と

認める事項について、情報開示を速やかに行います。 
 

以 上



 

  

別紙 1 
大量買付行為が開始された場合のフローチャート 

 
 
 
（注）上記フローチャートは、本プランに対する理解を容易にすることを目的とした参考資

料に過ぎません。本プランの詳細については、本文をご参照ください。 
当社株式の大量買付者 

大量買付者からの情報提供 

（買付説明書の提出） 

当社から追加情報

の提供を要請 

検討期間 

（60日又は 90日） 

大量買付者から 

追加情報の提供 

大規模買付に応じるか否かは 

株主の皆様がご判断 

突然の買付行為開始 

手続違反 

対抗措置の発動 

例外：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

おそれのある買付等

原則 

（注）上記フローチャートは、本プランに対する理解を容易にすることを目的とし

た参考資料であり、本プランの詳細については、本文をご参照ください。 



 

  

別紙 2 
 

新株予約権無償割当ての概要 
 
 
① 新株予約権の割当対象となる株主 
当社取締役会が別途定める割当期日における当社の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当社以外の株主に対し、その有する当社普通株式 1株につき新株
予約権 2個を上限として当社取締役会が定める割合で、新株予約権を無償で割り当てる。 

② 新株予約権の無償割当ての効力発生日 
別途当社取締役会が定めるところによる。 

③ 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、別途調整がない限り 1株とする。 

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
新株予約権の行使に際して出資される財産の当社普通株式 1株当たりの価額は、1円を
下限とし当社普通株式 1株の時価の 2分の 1の金額を上限とする金額の範囲内で、別途
当社取締役会が定める価額とする。 

⑤ 新株予約権の行使期間 
別途当社取締役会が定めるところによる。 

⑥ 新株予約権の行使条件 
次の(ｱ)から(ｶ)に規定する者（以下「特定買付者等」と総称する。）は、原則として新株
予約権を行使できない。 

(ｱ) 特定大量保有者9 
(ｲ) その共同保有者 
(ｳ) 特定大量買付者10 
(ｴ) その特別関係者 
(ｵ) 上記(ｱ)ないし(ｴ)記載の者から新株予約権を当社取締役会の承認を得ずに譲り受

け又は承継した者 
(ｶ) 上記(ｱ)ないし(ｵ)記載の者の関連者11 

⑦ 新株予約権の譲渡制限 
新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 

⑧ 新株予約権の取得事由 
当社は、いつでも特定買付者等以外の者が保有する新株予約権を取得し、これと引換え

に、新株予約権 1個につき（別途調整がない限り）当社普通株式 1株を交付することが
できる。その他当社が新株予約権を取得できる場合及びその条件については、別途当社

取締役会が定めるところによるものとする。 
⑨ その他 
その他の新株予約権の内容は、別途当社取締役会が定めるところによるものとする。 

以 上 

                             
9
「特定大量保有者」とは、当社が発行者である株券等の保有者で、当該株券等に係る株券等保有割合が 20％
以上となると当社取締役会が認めた者をいう。 
10
「特定大量買付者」とは、公開買付けによって当社が発行者である株券等（証券取引法第 27条の 2第 1項
に定義される。以下、本(ｳ)において同じとする。）の買付け等（証券取引法第 27 の 2 第 1 項に定義される。
以下、本(ｳ)において同じとする。）を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有
（これに準ずるものとして証券取引法施行令第 7条第 3項に定める場合を含む。）に係る株券等が株券等所有
割合とその者の特別関係者の株券等所有割合と合計して 20％以上となると当社取締役会が認めた者をいう。 
11 ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしくはその者と共同の支配下に
ある者として当社取締役会が認めた者、又はその者と協調して行動する者として当社取締役会が認めた者を

いう。「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」（会社法施行規則第 3
条第 3項に定義される。）をいう。 



 

  

別添 
 

 
大株主の状況 

 
 

平成 18年 3月 31日現在 

氏名又は名称 所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合（％） 
株式会社久栄 1,750 6.51 

株式会社みずほ銀行 1,252 4.66 

イトウチュウ インターナショナル インク 1,250 4.65 

第一生命保険相互会社  872 3.24 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行  635 2.36 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社  618 2.30 

株式会社鶴見製作所  543 2.02 

デンヨー親栄会  531 1.97 

株式会社小松製作所  522 1.94 

株式会社クボタ  500 1.86 

計 8,478 31.56 
 

 
 


