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平成１８年５月２２日 

各 位 

 

会 社 名  フマキラー株式会社 

代表者名  代表取締役社長  大下 一明 

（コード番号 ４９９８  東証第２部） 

問合せ先  取締役管理本部長 佐々木 高範 

（TEL．０８２９－５５－２１１２） 

 

当社株式に対する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、今般、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（いずれについても事前に当社取締役会が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。）に関する対応方針を

とりまとめ、平成１８年５月２２日開催された当社取締役会において、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 

当社取締役会は、大規模買付行為を受け入れるか否かの判断は、最終的には、株主の皆様によっ

てなされるべきものと考えております。そして、大規模買付行為に際して、株主の皆様が大規模買

付行為を受け入れるか否かの判断を適切に行うためには、大規模買付者から一方的に提供される情

報のみならず、現に当社の経営を担っている当社取締役会から提供される情報及び当該大規模買付

行為に対する当社取締役会の評価・意見等も含めた十分な情報が提供されることが不可欠であると

考えております。 

当社は、殺虫剤、園芸用品、家庭用品、防疫剤等の各分野における商品の製造販売を主な事業と

して展開し、グループ会社として国内子会社３社、関連会社１社およびインドネシア、マレーシア、

インドに海外合弁会社 3社を有しております。 

これらのグループ会社とは、「フマキラー」ブランドのもとに、クオリティ主義をテーマに、生

産・販売・技術面で有機的に結合しており、インドネシア、マレーシアなどの東南アジアやイタリ

ア、ハンガリーなどの欧州地域を中心に 80 カ国以上の海外ネットワークを構築しております。技術

指導による現地生産もアジア、アフリカ、中南米など 10 カ国で行っており輸出先も 70 カ国を超え

ております。 

当社グループは、グローバルな競争力を持つ企業としてさらなる成長を目指し、殺虫剤「どこで

もベープ」など将来性や付加価値の高い新製品の開発に注力し、戦略的かつ重点的な経営資源の投

入によりブランドパワーの強化を図ってきております。また、海外市場の拡大と強化という観点か

ら、アジア地域や欧州地域をはじめとした積極的な海外事業展開を行い、特に殺虫剤の市場拡大が

期待されるインドネシアにおいて、合弁会社の事業拡大と収益力強化に取り組んでおります。 



                - 2 -

従いまして、当社の経営には、当社が長年にわたり培ってきた生産・販売・技術の専門知識やノ

ウハウ、経験をもとに、顧客満足度の高い高付加価値商品を積極的にかつ継続的に開発することが

必須条件であり、同時に国内および海外の顧客・取引先等との長期的な関係構築が不可欠でありま

す。 

このように、当社は、中長期的な視点から企業価値を増大させるべく努めることとしており、そ

のためには、濫用的な買収等を未然に防ぎ、中長期的な観点からの安定的な経営を行うことが必須

であります。 

従いまして、このような当社の事業特性に対する理解なくしては当社の企業価値の把握は困難で

あり、株主の皆様が大規模買付者による大規模買付行為を評価するに際しても、大規模買付者から

一方的に提供される情報だけでなく、当社の事業特性を十分に理解している当社取締役会の大規模

買付行為に対する評価・意見等が適切に提供されることが極めて重要であると考えております。 

以上の考え方に基づき、当社取締役会は、大規模買付行為に際して、株主の皆様に対して必要な

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。大規模買付ルールは、株主の皆様に対し、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ための必要かつ十分な情報を提供するもので

あり、当社株主共同の利益に資するものであると考えます。 

当社取締役会は、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等には、当社株主共同の利益及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 

  

当社取締役会が設定する大規模買付ルールは、（１）大規模買付者が、事前に、つまり大規模買

付行為が実行される前に、当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、（２）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、かかる期間が

経過した後に大規模買付行為が開始される、というものであり、その概要は、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て、以下のとおり、株主の

皆様の判断及び当社取締役会の評価、検討、及び意見形成のための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。 

① 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、大規模買付者の名称

及び住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先、提案する大規模買付行為の概要並びに大規

模買付ルールに従って大規模買付行為を行う旨の誓約を記載した意向表明書（大規模買付ルール

遵守表明書）をご提出いただくこととします。 

② 当社は、この意向表明書の受領後５営業日以内に、大規模買付者から提出していただくべき大

規模買付情報のリスト（一覧）を大規模買付者に交付します。 

③ 当初提出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当社取締役会が判

断した場合には、大規模買付者から追加的に情報を提出していただくことがあります。 
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 大規模買付情報の主な項目は、以下のとおりです。 

  1)大規模買付者及びそのグループの概要（大規模買付者の事業内容、資本構成、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。） 

  2)大規模買付行為の目的、方法及び内容 

   3)当社株式の買付対価の算定根拠及び買付資金の裏付け 

   4)大規模買付者に対する資金の供与者の名称その他の概要 

   5)大規模買付行為完了後に実施を予定する当社及び当社グループの経営方針、事業計画、財務

計画、資本政策、配当政策、資産活用等 

   6)大規模買付行為完了後に実施を予定する当社及び当社グループの企業価値を持続的かつ安定

的に向上させるための施策及び当該施策が当社及び当社グループの企業価値を向上させるこ

との根拠 

  7)当社及び当社グループの従業員、取引先、顧客、地域社会その他の利害関係者と当社及び当

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及びその内容 

 

大規模買付行為の提案があった事実及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、

その全部又は一部を開示いたします。 

 

（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て、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、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には６０日間、その他の大規模買付行為の場合には９０日間を、

当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及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。 

   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

（後述する外部専門家からなる独立委員会の勧告を最大限尊重しながら）、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を取りまとめ、公表します。また、必

要に応じて、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、また、当

社取締役会として株主の皆様へ代替案を提示することもあります。 

   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べきものとします。 
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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及び当社企業価値を守ることを目的として、新株発行、

新株予約権の発行等、商法（会社法施行後は、会社法）その他の法令及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。）を講じ、大規模買付行為に対抗

することがあります。 

  具体的な対抗措置については、その時点で相当と認められるものを選択することになります。 

   当社取締役会が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、

別紙のとおりとします。新株予約権を発行する場合には、議決権割合が一定以上の特定株主グル

ープに属さ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

ることにより株主の皆様への説得等を行う可能性はあるものの、原則として、大規模買付行為に

対する対抗措置は執りません。 

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及びそれ

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

同の利益及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、当社株主共

同の利益及び当社企業価値を守ることを目的として、対抗措置を講じることがあります。 

   具体的には、以下の①乃至④の類型に該当すると認められる場合には、原則として、大規模買

付行為が当社株主共同の利益及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、ただ株価を吊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と判断される場合（いわゆるグ

リーンメイラーである場合） 

  ② 当社の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の事業に当面関係していない不動産、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 -

４ 独立委員会の設置等 

 

（１）大規模買付ルールに則って一連の手続の進行が行われたか否か、並びに大規模買付ルールが遵

守された場合で当社株主共同の利益及び当社企業価値を守るために適切と考える一定の対抗措置

を執るか否かについては、最終的判断は当社取締役会が行うことから、その公正で客観的・中立

的な判断を担保するため、当社取締役会から独立した組織として、独立委員会を設置します。 

    

   独立委員会の委員は、３名以上５名以内とし、社外取締役、社外監査役、弁護士、公認会計士、

税理士、学識経験者等から選任されるものとします。 

具体的な人選は、今後開催されます当社取締役会で決定する予定です。 

 

（２）当社取締役会が対抗措置を発動する場合には、その判断の合理性及び公正性を確保するために、

下記の手続を経ることとします。 

   当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動の是非等につい

て諮問し、独立委員会は、この諮問に基づき、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。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、独立委員会の

勧告を最大限尊重するものとします。 

 当社取締役会は、独立委員会に諮問するとともに、大規模買付者の提供する大規模買付情報に基

づいて、外部専門家等の助言を得ながら、当該大規模買付者及び当該大規模買付行為の具体的内容

並びに当該大規模買付行為が当社株主共同の利益及び当社企業価値に与える影響等を検討するもの

とします。 

 

５ 株主及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及び投資家の皆様に与える影響 

   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、更には、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、必要かつ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共同の利益及び当社企業価値の保護につながるものと考え

ます。従いまして、大規模買付ルールの設定及び遵守は、情報が十分に提供されないままに株主

及び投資家の皆様が判断を強いられることを回避するものであって、当社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。 

 

（２）対抗措置発動時に株主及び投資家の皆様に与える影響 

   当社取締役会は、当社株主共同の利益及び当社企業価値を守ることを目的として、上記の対抗

措置を執ることがありますが、当社取締役会が具体的な対抗措置を執ることを決定した場合には、

法令、証券取引所規則等に従って、適時適切な開示を行います。 
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   対抗措置の発動時には、大規模買付者以外の株主の皆様が法的権利又は経済的側面において格

別の損失をこうむるような事態は想定しておりません。但し、大規模買付者に対しては、対抗措

置が講じられた場合には、その法的権利又は経済的側面において不利益が発生する可能性があり

ます。 

 

（３）対抗措置発動の場合に株主の皆様に必要となる手続 

   対抗措置として考えられるもののうち、株主割当による新株発行又は新株予約権の発行がなさ

れる場合には、名義書換未了の株主の皆様は、別途当社取締役会が決定し公告する期日までに、

名義書換を完了していただく必要があります。 

   更に、株主割当による新株発行又は新株予約権の発行若しくは行使に際しては、株主の皆様に

は、新株又は新株予約権を取得するために、所定の期間内に一定の金額の払込を行っていただく

必要があります。 

   これらの手続の詳細については、実際にこれらの手続が必要になった際に、法令及び証券取引

所規則に基づき別途お知らせします。 

 

６ その他 

 

（１）上記対応方針は、平成１８年５月２２日開催の当社取締役会において取締役全員の賛成により

決定されたものですが、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、上記対応方針の具体的運用が適正に行われることを条件として、上記対応方針

に賛成する旨の意見を述べました。なお、平成１８年６月２９日開催予定の当社定時株主総会に

おいて、現任取締役全員の改選を議案としてお諮りすることとし、株主の皆様に、当社定時株主

総会における取締役選任を通じて、上記対応方針継続のご承認とさせていただく所存です。 

 

（２）本対応方針を継続するかどうかについては、毎年、定時株主総会終了後、最初に開かれる取締

役会で再度検討し、その検討結果については決定後速やかに公表いたします。なお、当社の取締

役の任期は 2年です。 

 

（３）当社取締役会は、当社株主共同の利益及び当社企業価値の維持及び向上の観点から、会社法施

行等関係法令の改正・整備、今後の司法判断の動向及び証券取引所その他の公的機関の対応等を

踏まえ、今後必要に応じて上記対応方針を見直して参りたいと思います。 

    

（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。）及びその共同保有者（同法第２７条の２

３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。）並びに当社の株券等（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。）を意味します。 
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（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

保有者及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２

３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。）又は（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。）の大規模買付者及びその特別関係者である場合の当

該大規模買付者及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。）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。 
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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及びその発行条件 

    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く。）１株につき１個

の割合で新株予約権を割り当てる。 

   

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１個当たりの目的とな

る株式の数は１株とする。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 

    新株予約権の割当総数は、 個を上限として、当社取締役会が定める数とする。当社取締役

会は、割当総数がこの上限を超えない範囲で複数回にわたり新株予約権の割当を行うことがあ

る。 

   

④ 新株予約権の発行価額 

    無償とする。 

   

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

する。     

   

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。 

   

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（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する等）、消却事由及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する。 
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当社の大株主の状況 

平成１８年３月３１日現在 

氏名または名称 住 所 
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（％） 

大下高明 広島市安佐南区祇園 3-27-30 2,500 8.50 

アース製薬株式会社 東京都千代田区神田司町 2-12-1 1,263 4.29 

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町 1-1-5 1,160 3.94 

住友化学株式会社 東京都中央区新川 2-27-1 867 2.94 

株式会社広島銀行 広島市中区紙屋町 1-3-8 833 2.83 

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内 2-6-3 676 2.29 

大下産業株式会社 広島市安佐南区祇園 1-12-13 550 1.87 

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町 1-2-10 541 1.84 

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内 1-6-6 455 1.55 

大下俊明 広島市安佐南区祇園 3-27-30 419 1.42 

計  9,265 31.51 

 


