
平成 18 年 9 月 12 日 

各 位 

                 会社名  株式会社フュージョンパートナー    

代表者名 代表取締役社長 CEO 木下 朝太郎  

                                             （コード 4845 大証ヘラクレス G） 

                                 問合せ先 上級執行役員副社長 COO 土元 克則 

（TEL 03-6418-3960） 

 

 

 

買収防衛策基本方針に関するお知らせ 

 

 

  当社は、本日の取締役会において買収防衛策（株式の大規模買付行為への対応策）の基本

方針につき次のとおり策定し、平成18年9月28日当社第20期定時株主総会に付議することといた

しましたのでお知らせいたします。 

記 

Ⅰ． 本基本方針の概要 

当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、本基本方針の骨

子にしたがった具体的な対応策の導入を当社取締役会にて決議し（以下、当社取締役会で

決議される当該具体的対応策を「大規模買付ルール」という。）、大規模買付ルールの内容を

適時開示、当社事業報告等の法定開示書類における開示、当社ホームページ等への掲載

等により周知させることにより、当社株式に対する買付を行う者が遵守すべき手続きがあること

および当社が差別的行使条件付新株予約権の無償割当を実施することがあり得ることを事前

に警告することをもって、当社の買収防衛策とします。 

Ⅱ． 本基本方針の骨子 

１．本基本方針の概要 

当社取締役会が設定する大規模買付ルールとは、①大量買付者に対して、事前に当社取

締役会に対し必要かつ十分な情報の提供を求め、②大規模買付行為につき当社取締役会

による一定の評価期間を確保したうえで、株主の皆様に当社取締役会の事業計画や代替案

等を提示したり、大規模買付者との交渉・協議等を行っていくための手続きを定めています。 

２．対象となる買付等 

本基本方針が対象とする買付等は、次の(1)もしくは(2)に該当する買付またはこれに類似

する行為とします。 

(1) 当社が発行者である株券等について保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付。 

(2) 当社が発行者である株券等について、公開買付に係る株券等の株券等所有割合および



その特別関係者の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付。 

Ⅲ． 基本方針 

当社は、平成18年９月12日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、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、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以

下のとおり決定いたしました。 

（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、（１）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（２）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。 

１．導入の理由 

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、株主の皆様が特

定の者の大規模買付行為を受入れるかどうかは、 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ます。また、当社株主の皆様が大規模買付行為に際して適切な

判断を行うためには、大規模買付者からの情報提供のみならず、当社取締役会を通じた必要

十分な情報の提供および大規模買付行為に対する当社取締役会の評価や意見等の提供が



必要であると考えます。 

当社グループは、子会社８社、関連会社１社を擁する持株会社体制にて経営を行っており、

事業領域は多岐に渡っており、株主の皆様をはじめ多くのステークホルダーの下で企業活動

を進めております。したがいまして、大規模買付者のみならず、当社取締役会の双方からの適

切な情報が提供されることは、株主の皆様が、甚大な影響を持ちうる大規模買付行為に対し

て合理的な判断を行ううえで不可欠なものと考えております。 

また、昨今の日本市場においては、当社の企業価値や株主共同の利益に対する明白な侵

害をもたらすような大規模買付行為がなされる環境であることは否定できないと考えておりま

す。そのような環境の中で、当社は、大規模買付者による情報の提供、および当社取締役会

における評価・検討といったプロセスを確保する必要があると考えております。また、当社の企

業価値や株主共同の利益に対する明白な侵害と認められる場合には、当社取締役会は、当

該大規模買付行為に対する対抗措置を講じることが当社の取締役の責務であると考えており

ます。 

上記のような考えに基づき、当社取締役会は、以下のとおり、当社株式の大規模買付行為

に関する一定の合理的なルール（以下、「大規模買付ルール」といいます。）を策定し、大規

模買付者に対して大規模買付ルールへの順守を求めます。これにより、株主の皆様に対して、

大規模買付行為に関する判断を行うに足る必要十分な情報や当社取締役会の意見等を提

供することが可能となり、株主共同の利益および当社の企業価値に資するものであると考えて

おります。 

なお、大規模買付者が大規模買付ルールを順守しない場合には、当社取締役は 善の対

抗措置を検討し実行する方針であります。 

２．大規模買付ルールの内容 

大規模買付ルールとは、（１）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、（２）それに基づいて当社取締役による一定の評価期間が経過した後に大

規模買付行為を開始する、というものです。 

(1) 情報提供 

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当社取締

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。大規模買付情報の主要な項目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 当社株式の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 終的に経済的利益を得ることを目的として、当該買付資

金を大規模買付者およびそのグループに供給している個人、法人等の概要 

上記①～④に関しましては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、当社取締役会として



の意見を慎重にとりまとめ、公表します。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、当社取締役会として当社株主の皆様に対し

代替案を提示することもあります。 

⑤ 大規模買付行為完了後に意図する当社の経営方針、事業計画等 

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

ますので、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したがう旨の意向表明書を提出していただきます。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、かかる意向表明書受領後５営業日以内に、大規模買付者から当初提供い

ただくべき大規模買付情報のリストを当該大規模買付者に交付します。なお、当初提

供していただいた大規模買付情報を精査した結果、それだけでは不十分と認められる

場合には、当社取締役会は、大規模買付者に対して必要な大規模買付情報が揃うま

で追加的に情報提供を求めます。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。 

(2) 大規模買付情報の検討および意見表明等 

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て、大規模買付者が

当社取締役会に対し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)を当社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られます。し

たがって、大規模買付行為は、取締役会の意見公表後、また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、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公

表します。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、当社取締役会として当社株主の皆様に対し代替案を提示することもありま

す。 

３．大規模買付行為が為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順守した場合 

大規模買付者が大規模買付ルールを順守した場合、当社取締役会が、仮に当該大規

模買付行為に反対であったとしても、当該買付提案に対する反対意見の表明、代替案の

提示、当社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、当社株主の皆様において、当該買付提案

および当該買付提案に対する当社が提示する意見、代替案等をご考慮のうえ、ご判断い

ただくことになります。 

もっとも、大規模買付ルールが順守されている場合であっても、当該大規模買付行為が

当社の企業価値または当社株主全体の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断した場

合、当社取締役会は当社の企業価値および当社株主の皆様の利益を守るために適切と考

える対策を講じることがあります。具体的には以下に掲げるいずれかの類型に該当すると判

断される場合に、当社の企業価値または当社株主の皆様の利益を著しく毀損する大規模

買付行為に該当するものと考えます。 

① 真に当社の企業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

値で株式を当社または当社関係者に引き取らせる目的であると判断される場合 

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買収買付者やそのグループ会社に移譲させるなど、

いわゆる焦土化経営を行う目的があ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買収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目的があ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

券など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な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値売り

抜けを目的としていると判断される場合 

当該大規模買付行為が株主共同の利益または企業価値を損なうか否かの検討およ

び判断については、その客観性および合理性を担保するため、当社取締役会は、大規

模買付者の提供する買付後における経営方針等を含む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および大規模買付行為の具体的内

容（目的、方法、対象、取得対価の種類・金額等）や当該大規模買付行為が当社の企業

価値および当社株主共同の利益に与える影響を検討し、監査役全員の賛同を得たうえ

で決定することとします。 

(2) 大規模買付者が大規模買付ルールを順守しない場合 

大規模買付者により、大規模買付ルールが順守されなかった場合には、具体的な買付

方法の如何にかかわらず、当社取締役会は、当社の企業価値および当社の株主共同の利

益を守ることを目的として、株式分割、新株予約権の発行等、会社法その他の法律および

当社定款が認めるものを行使し、大規模買付行為の開始に対抗する場合があります。 

具体的にいかなる手段を講じるかについては、当社取締役会が、その時点で 善の対

抗措置と判断したものを選択いたします。 

例えば、具体的対抗策として、当社取締役会が一定の基準日現在の株主に対し株式分

割を行うことを選択した場合には、株式分割１回につき当社株式１株を 大５株に分割する



範囲内において分割比率を決定するものとします。 

また、具体的対抗措置として、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

に記載のとおりです。なお、実際に新株予約権を発行する場合には、大規模買付者以外

の株主に対し割当をなすこと、一定割合以上の当社株券等を保有する特定株主グループ

に属さないことを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および行

使条件を設けることがあります。 

(3) 特別委員会の設置 

本対応方針を適正に運用し、当社取締役会による恣意的な判断がなされることを防止す

るための独立機関として、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、公正不偏の態度で中立的な判断を可能と

するために、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役、当社社外監

査役、並びに社外有識者（弁護士、公認会計士、税理士、学識経験者等）の中から選任し

ます。 

本対応方針が、企業価値・株主共同の利益の確保およびその向上という目的を達成す

るためには、客観的かつ合理的な判断を行うことが求められるため、本対応方針にかかる

重要な判断に際しては、原則として特別委員会に諮問することとし、当社取締役会は当委

員会の勧告を 大限に尊重するものとします。 

４．株主および投資者の皆様に与える影響等 

大規模買付者が大規模買付ルールを順守しなかった場合には、当社取締役会は、当社の

企業価値および当社の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。しかし、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

則にしたがって、適時適切な開示を行います。 

本対応方針を適正に運用し、当社取締役会による恣意的な判断がなされることを防止する

ための独立機関として、特別委員会を設置いたします。 

対抗措置として考えられるもののうち、株式分割および新株予約権の発行についての当社

株主の皆様に関わる手続きについては、次のとおりとなります。 

株式分割を行う場合には、当社株主の皆様にとりまして必要となる手続きは特にありません。

但し、名義書換未了の当社株主の皆様に関しましては、別途当社取締役会が決定し公告す

る株式分割基準日までに、名義書換を完了していただく必要があります。 

新株予約権の発行または行使につきましては、新株予約権また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

します。但し、名義書換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。 

５．大規模買付ルールの有効期限 

上記対応方針を決定した当社取締役会においては、全取締役の賛成により決議されまし

たが、当取締役会には当社監査役３名全員が出席し、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、当社取締役会は、企業価値および株主共同の利益の向上の観点から、会社法その

他企業防衛に関わる法改正、司法判断の動向や分析等を踏まえ、今後必要に応じて上記対

応方針を変更し、または新たな対応策等を導入することがあります。 

本対応方針は、平成18年９月12日に開催された当社取締役会の決議をもって同日より発

効することとし、有効期限は、平成18年９月28日に開催される当社第20期定時株主総会終結

後に初めて開催される取締役会の日までとします。また、同定時株主総会において選任され

る取締役が、定時株主総会終結後はじめて開催される取締役会において、本対応方針を継

続することを決議した場合には、かかる有効期限はさらに、翌年度の定時株主総会終結後

初に開催される取締役会の日まで延長され、以後も同様の取扱いとします。また、有効期限

満了前であっても、本対応方針は、当社取締役会の決議により廃止または変更されることが

できます。当社取締役会は、本対応方針を継続、廃止および変更することを決定した場合に

は、その旨を速やかにお知らせいたします。 

以上 



（別紙） 

株主割当により新株予約権を発行する場合の概要 

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（但し、当社取締役会において大規模買付者と判断する株主を除く。）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．発行する新株予約権の総数 

新株予約権の割当総数は、取締役会が定める数とする。当社取締役会は、定められた割当

総数の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．各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ものとする。 

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、消却事由および消却条件その他必要な事項について

は、当社取締役会において別途定めるものとする。 

 


