
 

- 1 - 

平成１８年９月２２日 

各 位 

 

株 式 会 社 ウ エ ス コ 

代表取締役 山 地  弘  

(コード番号 9648 大阪市場 第２部) 

(問合せ先) 総務部長 中江 聡伸  

(電話番号) 086-254-2111(代表) 

 

 

「当社が発行者である株券等の大量買付けに関する規則」の制定（買収防衛策の導入）

に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 18 年 9 月 22 日開催の取締役会において、「当社が発行者である株券

等の大量買付けに関する規則」（以下「本規則」という。）の制定を決定致しましたの

で、以下のとおりお知らせ致します。 

 

 

１． 当社の財務及び事業活動を支配する者の在り方に関する基本方針 
 

当社は、「未来に残す、自然との共生社会」を企業理念に、地域社会に密着した

総合建設コンサルタントとして、これまで培われてきた高度な技術により環境・

地質・地盤・土木・水道等の幅広い分野の調査・設計等の業務を通じて社会資本

の整備・充実を図りつつ、発展してまいりました。当社は、人にやさしい未来の

建設と地域社会への貢献を使命として、当社の企業価値及び株主共同の利益の一

層の向上に努めております。 
 
当社の企業理念と社会的使命をより合理的かつ効率的に実現するために、当社

は、平成 5年 3月大阪証券取引所市場第二部に株式を上場し、当社の所有と経営

の権限を明確に分離しております。当社の財務及び事業活動等の経営に関する業

務は、当社の最高意思決定機関である株主総会において、当社株主の総体意思で

信任された取締役がこれを執り行っております。当社取締役の業務執行について

は、同じく株主総会で選任された監査役が監督機関として監査しております。更

に、当社では、特に取締役の任期を 1年として 1年毎に株主の皆様の信任を問う

ことにより、現経営陣は、一層の緊張感を持って、当社の企業価値及び株主共同

の利益の最大化に資するべく、日々の経営に当たっております。 
 
他方、当社の本源的な企業価値は、業務執行を行う取締役のほか、従業員、顧

客、取引先あるいは地域社会等様々な関係者に支えられて生み出されております。

特に当社が主業とする総合建設コンサルタント事業においては、当社の企業価値
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及び株主共同の利益の確保・向上のためには、地域社会に密着することにより、

顧客に信頼されるきめ細かいサービスの提供や多様化する顧客のニーズに適確

に対応する高度な技術の維持・向上が重要となります。またこのように顧客サー

ビスの向上や高度な技術力のより一層の向上により、顧客との信頼関係を確保・

維持するためには、当社の活動を財政面から支える健全で強固な財務体質を維持

することも求められております。 

従いまして、当社の財務及び事業活動を支配する者は、当社の企業理念、社会

的使命及び企業価値の源泉を充分に理解し、短期的な収益の確保のみならず、中

長期的な視野に立って、当社を支える様々な関係者を含んだ当社の本源的な企業

価値及び株主共同の利益を継続的に維持・向上させて行くことが必要とされます。 
 
当社は、当社の財務及び事業活動を支配する者が、当社の企業価値及び株主共

同の利益を確保・向上するものであるか否かの判断は、最終的には当社株主の総

体意思に基づき行われるべきものであると考えます。 

しかしながら、外部者である買収者から買収の提案を受けた際に、当社株主の

皆様が当社の有形無形の経営資源、将来を見据えた施策の潜在的効果その他当社

の企業価値を構成する要素を十分に把握した上で、当該買収が当社の企業価値及

び株主共同の利益に及ぼす影響を短期間のうちに適切に判断することは必ずしも

容易でないものと思われます。従いまして、当社株主の皆様に買収の提案の内容

を検討するための十分な情報や時間を提供せずに、当社株式の大量取得や買収の

提案を行う者は、当社の財務及び事業活動を支配する者としては不適切であると

考えます。 

また、買収提案の中には、その目的等から見て当社の企業価値及び株主共同の

利益に対する明白な侵害をもたらすものや当社株主の皆様に当社株式の売却を事

実上強要するもの等もあります。当社は、このような買収提案を行う者について

も、当社の財務及び事業活動を支配する者として不適切であると考えます。 
 
当社は、以上のような考え方を当社の財務及び事業活動を支配する者の在り方

に関する基本方針としております。 

 

２． 本規則を制定した目的 
 

当社は、上記の基本方針を実現するための取り組みとして、当社との合意がな    

いままに、当社経営権の取得や支配権の変動あるいは当社の財務及び事業活動の

支配又は影響力の行使を目的として、当社が発行者である株券等（以下「当社株

券等」と言います。）の 20％以上の大量買付けを行う提案（以下「大量買付け提

案」と言い、大量買付け又は大量買付け提案を行う者を「大量買付け者」と言い

ます。）が行われた場合に、当該大量買付け提案に応じるべきかどうかの最終的な

意思決定を行う当社株主の皆様の意思を公正で透明性の高い手続を通じて適正に

反映させるために、本規則を制定することに致しました。 

大量買付け提案が行われた場合に、当社株主の皆様の意思を適正に反映させる
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ためには、まず当社株主の皆様が適切な判断を行うことができる状況を確保する

必要があり、そのためには、当社取締役会が必要かつ相当な検討期間内に当該大

量買付け提案について誠実かつ慎重な調査を行った上で、当社株主の皆様に対し

て必要かつ十分な判断材料（当社取締役会による代替案を含みます。）を提供する

必要があるものと考えております。また、他方で、大量買付け提案が行われた際

に、その時点における当社取締役が自己の保身を図るなど恣意的判断が入ること

を防ぐために、当社株主の皆様の意思を確認するための手続や取締役会による対

抗措置が発動される場合の手続等をあらかじめ明確化しておくことも必要である

と考えております。 

したがって、本規則においては、大量買付け提案が行われた場合に大量買付け

者や当社取締役会が遵守すべき手続、当社株主の皆様の意思を確認するための手

続等について、客観的かつ具体的に定めることと致しました。 

 

３． 本規則の概要 
 
(1)本規則の骨子 
 
本規則は、上記基本方針に立ち、本規則で定めた規定に従って大量買付け提

案がなされた場合には、当該買付け提案が当社の企業価値及び株主共同の利益

に資するものであるか否かを当社株主の総体意思に図り判断する仕組みとなっ

ております。 

本規則は、①規則本文、②大量買付け提案に際し、大量買付け者及びその関

係者が当社に提出する適正な開示情報を明示した「附則１．情報開示を求める

事項」、及び③必要な場合には対抗措置として発動する、株主の皆様に対する無

償割当てが行われる新株予約権の概要を定めた「附則２．新株予約権の概要」

から構成されています。規則本文では、規則制定の目的、用語定義のほか大量

買付けの手続き、適正買付け提案の要件、検討期間の定め、開示情報の使用、

株主意思の確認手続き、適正買付け提案の修正又は変更、新株予約権の株主無

償割当ての実施及び本規則の修正、見直し及び廃止等について、公正かつ透明

性の高い手続きを明示的かつ具体的に定めております。 

以下では、本規則の主要な事項について、その概要を説明致しております。

本規則による手続きの大まかな流れにつきましては、本書面付表の「大量買付

けと対抗措置の発動・不発動の流れ」を、また、本規則の詳細につきましては、

本書面添付の「当社が発行者である株券等の大量買付けに関する規則」、「附則

１．情報開示を求める事項」及び「附則２．新株予約権の概要」をご覧下さい。 

 

(2)本規則の主要な事項 
 

① 大量買付け者が遵守すべき手続き 
 
大量買付け者が、当社との合意がないままに、当社経営権の取得や支配権の

変動あるいは当社の財務及び事業活動の支配又は影響力の行使を目的として、
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当社株券等を議決権割合で 20％以上取得する大量買付けを行う場合には、当該

大量買付けの実施に先立って、本規則に定める大量買付け提案及び附則 1.に定

める情報及び資料を当社宛に提出して頂きます。 

本規則に定める検討期間を経た後、当該大量買付け提案について、当社取締

役会が当社とは独立した外部専門家（弁護士、公認会計士、フィナンシャルア

ドバイザー、コンサルタント、投資銀行、証券会社等を含み、以下「外部専門

家」といいます。）との協議又は助言に基づいて検討した結果、本規則に定める

適正買付け提案としての要件を満たしていると判断した場合には、当該大量買

付け提案が当社の企業価値及び株主共同の利益の最大化に資すると認められる

場合を除き、本規則に定める手続きに従って新株予約権の無償割当てを実施す

るか否かについて、当社株主の皆様の意思を確認するための手続きを行います。 

また、大量買付け者が、本規則に従わずに直ちに大量買付けを行う場合、又

は本規則に従って大量買付け提案及び附則１．に定める情報及び資料を当社に

提出した場合でも、当該大量買付け提案について、当社取締役会が外部専門家

との協議又は助言に基づいて検討した結果、下記②に定める適正買付け提案の

要件を満たさない大量買付け提案であると信じるにたる合理的な根拠が認めら

れる場合には、当社は、新株予約権の無償割当てを行うことがあります。 

 

② 適正買付け提案の要件 
 
大量買付け提案が、本規則に定める適正買付け提案とされるためには、下記

(ｲ)～(ﾎ)の全ての要件を満たしている必要があります。(ｲ)当社経営権の取得又

は会社支配権の変動を目的とする大量買付けであること、(ﾛ)公開買付け又は当

社の株主が平等に当社の株券等を売却する機会が与えられているその他の方法

による大量買付け提案であること、（ﾊ）大量買付けに先立って規則に定める適

正開示情報を当社に提出すること、(ﾆ)株主意思確認決議がなされるまで、公開

買付けの開始又はその他の方法による大量買付けの着手を行わないこと、(ﾎ) 

本規則で明示的に定めた当社の企業価値及び株主共同の利益を毀損する様な弊

害のある濫用目的をもってなされる提案類型でないこと。ここで、弊害のある

濫用目的をもってなされる提案類型とは、いわゆるグリーンメイラーである場

合、焦土化経営目的である場合、資産等流用目的である場合、配当・高値売り

抜け目的である場合、二段階以上での強圧的な買付け提案である場合や、大量

買付け者及びその関係者が真摯に合理的な経営を目指すものではなく、当社又

は当社株主に回復し難い損害をもたらすものである場合の各類型に該当すると

信じるにたる合理的な根拠が認められる場合及び法令又は定款に違反し若しく

は本規則を遵守しないことが客観的かつ合理的に認められる場合の其々を言い

ます。これらについては、当社取締役会が、外部専門家との協議又はその助言

に基づいて、その該当性の合理的根拠等の有無を誠実かつ慎重に検討し判断致

します。 
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③ 検討期間の定め 
 
大量買付け者から提出された適正開示情報につきましては、当社株主が大量

買付け提案に関し、適正かつ十分な情報に基づいて、適切かつ合理的な判断が

行えるように、当社が外部専門家との協議又は助言を得て、誠実かつ慎重な調

査検討を行います。このための検討期間として、当社は適正開示情報を受領し

た日から 3 日以内に適正開示情報受領日を公表し、当該日を起算日として、適

正買付け提案が全株式を対象とする全額現金対価の公開買付けによる場合は60

日以内、それ以外の場合は 90 日以内と明確に定めております。 

なお、当社が受領した適正開示情報につきましては、当該大量買付け提案に

関連し、当社の企業価値又は株主共同の利益を維持し向上させる目的で使用い

たします。 

 

④ 株主意思の確認 
 
大量買付け提案が本規則に定める適正買付け提案の要件を満たしていると当

社取締役会が判断した場合には、当該買付け提案に対して新株予約権の無償割

当てを実施すべきか否かをその時点の当社株主の皆様に判断して頂きます。当

社株主の皆様の意思を確認する決議（以下「株主意思確認決議」と言います。）

は、定時株主総会又は臨時株主総会において、(ｲ)新株予約権の無償割当て決議

を行う方法、(ﾛ)新株予約権の無償割当てに関する事項の決定を当社取締役会に

委任する旨の決議を行う方法、又は（ﾊ）書面決議で株主の賛否を投票してもら

う方法、のいずれかの方法で行います。当社は、株主意思確認決議の結果に従

い、当該買付け提案に対し、新株予約権の無償割当てを実施し又は実施しない

ことに致します。 

なお、適正買付け提案を検討した結果、当社の企業価値及び株主共同の利益

の最大化に資するものであると当社取締役会が判断した場合には、株主意思確

認の手続きは行わず、新株予約権の無償割当てを実施しないことと致します。 

 

⑤ 新株予約権の概要 
 
 株主意思確認決議又は当社取締役会の決議により新株予約権の無償割当ての

実施が決定された場合、本規則の附則２．で定める新株予約権（以下「本新株

予約権」と言います。）が当社の全株主（但し、当社は除きます。）に対して無

償で割当てられます。本新株予約権は、当社取締役会が別途定める一定の日（以

下「割当基準日」といいます。）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、保有する当社普通株式 1 株に

つき 1個の割合で割当てられます。 

  新株予約権者は、権利行使期間内に当社普通株式 1株当たり 1円の金銭を払

い込むことにより権利行使ができますが、大量買付け者及びその関係者はこの

権利を行使することはできません。 

本新株予約権には、譲渡制限が付されており、当社株主の皆様（大量買付け
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者及びその関係者を含みます。）が譲渡をご希望する場合には、当社取締役会の

承諾が必要となります。 

また、本新株予約権には取得条項が付されており、当社は取得条項に基づい

て、(ｲ)新株予約権無償割当て決議後に大量買付け提案が撤回された場合等に無

償で新株予約権を取得する場合や(ﾛ)大量買付け者及びその関係者以外の新株

予約権者に本新株予約権を取得する対価として当社普通株式を交付する場合が

あります。 

なお、新株予約権証券は発行されません。 

    

⑥ 本規則の廃止及び変更又は修正 
 
本規則は、(ｲ)株主意思確認決議において、適正買付け提案に関する本新株予

約権の無償割当ての実施が否決された後、当該適正買付け提案を行った大量買

付け者及びその関係者が当社の株券等を議決権で過半数保有するに至った場合、

(ﾛ)当社取締役会において本規則の廃止を決定した場合、又は(ﾊ)本規則の 3 年

間の有効期間の満了後、有効期間の延長が行われなかった場合に廃止されます。 

また、本規則は、大量買付け提案が当社に提出される前にあっては、当社株

主全体の利益に重大な影響を及ぼさない限りで、あるいは、大量買付け提案が

提出された以降にあっては、本規則中曖昧なあるいは誤解を生ぜしめるような

条項若しくは齟齬・瑕疵のある条項を是正するために必要がある場合、若しく

は法令の改正等があった場合には、当社取締役会で変更又は修正を行う場合が

あります。 

 

４． 本規則が株主の皆様、投資家の皆様及び大量買付け者に与える影響 
 
(1)株主の皆様に与える影響 
 
本規則が施行されても、本新株予約権の無償割当てが行われない限り、当社

の株主の皆様に直接具体的な影響が生じることはありません。 

当社取締役会の決議又は株主意思確認決議により本新株予約権の無償割当て

の実施が決定された場合、割当基準日における株主の皆様に、その保有する当

社普通株式 1 株につき本新株予約権 1 個の割合で、本新株予約権が無償で割当

てられます。仮に、株主の皆様が、権利行使期間内に、下記 5.（2）③におい

て記載する本新株予約権の行使に係る手続を経なければ、他の株主の皆様によ

る本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されることにな

ります。但し、当社は、下記 5.（2）④に記載する手続により、大量買付け者

とその関係者以外の株主の皆様から本新株予約権を取得し、それと引き換えに

当社株式を交付することがあります。当社がかかる取得の手続をとった場合、

大量買付け者とその関係者以外の株主の皆様は、本新株予約権の行使及び行使

価額相当の金銭の払込みをせずに、当社株式を受領することとなります。その

場合、保有する当社株式 1 株あたりの価値の希釈化は生じますが、保有する当
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社株式全体の希釈化は生じません。 

 

(2)投資家の皆様に与える影響 

  当社の経営権取得や支配権の変動あるいは当社の財務及び事業活動の支配又

は影響力の行使を目的とした当社の株券等の大量買付け者が現れた場合には、

当社株価の変動が予想されると共に、対抗措置として新株予約権の無償割当て

が決議された場合には、当社株式 1株あたりの価値の希釈化が想定されたり、

あるいは新株予約権無償割当て決議後に取得条項により当該新株予約権の無償

取得が行われ新株の交付が行われない場合には、想定された当社株式 1株あた

りの価値の希釈化が生じない事態なども想定される等、その時々の状況により

株価が変動する可能性がありますので、投資家の皆様は不測の損害を被らない

様にご留意下さい。なお、割当基準日以降（権利落ち日以降）に当社の株主と

なった場合には、新株予約権の無償割当ては受けられず、新たに取得した当社

株式 1株あたりの価値が希釈化される場合も想定されますので、併せてご留意

下さい。 

なお、大量買付け提案に関する検討結果その他投資判断に著しい影響を与え

ると想定される重要な事項に関して当社が何らかの決定した場合には、証券取

引法及び大阪証券取引所が定める「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開

示等に関する規則」等に則り、広く投資家の皆様に遅滞なく適正かつ公平な情

報が浸透する様に適時開示情報閲覧サービス（TD ネット）や当社ホームページ

上での情報開示を行います。 

 

(3)大量買付け者及びその関係者に与える影響 
 
当社の経営権取得や支配権の変動あるいは当社の財務及び事業活動の支配又

は影響力の行使を目的として当社株券等を議決権割合で20％以上取得する大量

買付けを行う場合は、本規則を尊重し遵守して頂く必要があります。本規則に

従わずに大量買付け行為が行われた等の理由により、当社取締役会決議又は株

主意思確認決議において対抗措置の発動が決定された場合には、本新株予約権

の無償割当てが行われます。当該大量買付け者及びその関係者は、本新株予約

権の割当てを受けても本新株予約権の行使は出来ませんので、大量買付け者及

びその関係者は当社株式の保有割合が最大 1/2 程度まで希釈化されることが想

定されます。 

 

５． 本新株予約権の割当てに伴い当社株主の皆様に必要とされる手続き 
 
(1) 所有株式の名義書換手続き 
 
当社は、本規則に従って本新株予約権の無償割当てを行う場合には、本新株

予約権の無償割当てに係る割当基準日の 2 週間前にその旨の公告を致します。

本新株予約権は、割当基準日における当社の最終の株主名簿又は実質株主名簿
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に記載又は記録された当社以外の株主の皆様に対し割当てられます（但し、新

株予約権証券は発行致しません。）ので、当社株主の皆様は同日までに所有株式

について自己の名義への書換手続きを完了しておく必要があります。名義書換

手続きが完了致しておりませんと、本新株予約権の割当てを受けることはでき

ません。なお、証券保管振替機構へ預託を行っている株券につきましては、名

義書換手続きは不要です。 

  

(2) 本新株予約権の行使手続き 
 
① 当社は、割当基準日における当社の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載

又は記録された当社株主の皆様に対し、原則として、本新株予約権の行使請

求書（当社株主の皆様が大量買付け者及びその関係者でないことについての

表明保証条項、補償条項及び違約金条項等を記載した当社所定の書式により

ます。）その他本新株予約権の権利行使に必要な書類（以下「権利行使請求書

類」といいます。）を送付致します。 
 
② 当社は、権利行使請求書類の送付に併せて、金銭払込取扱場所並びに行使請

求受付場所をご通知申し上げます。 
 

③ 大量買付け者及びその関係者を除く株主の皆様は、権利行使期間内に、金銭

払込取扱場所で本新株予約権の行使価額相当の金銭（発行される当社普通株

式 1 株につき 1 円）の払込み手続きを行って頂き、また権利行使請求書類を

行使請求受付場所にご提出頂くことにより、本新株予約権 1 個につき当社普

通株式 1株の発行を受けることができます。 
 
④ 当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合には、当社株主

の皆様は、行使価額相当の金銭を払い込むことなく、当社による本新株予約

権の取得の対価として、当社普通株式を受取ることになります。なお、この

場合、当社株主の皆様には、別途、大量買付け者及びその関係者でないこと

及び本新株予約権を大量買付け者及びその関係者のために保有する者ではな

いこと等についての表明保証条項、補償条項等を記載した当社所定の様式の

書面をご提出頂くことがあります。 
 

⑤ 上記のほか、名義書換の方法、権利行使の方法、払い込みの方法等の詳細に

つきましては、本新株予約権の割当てに関する決議が行われた後、当社株主

の皆様に対して情報開示又はご通知申し上げますので、その内容をご確認下

さい。 

  

６． 本規則の継続的な開示方針 
 

本規則は、本適時開示システムによる開示の他、株主、投資家の皆様が随時内

容を閲覧できるように、当社ホームページ（http://www.wesco.co.jp）上に掲載

するほか、本規則を制定している旨を事業報告書において継続的に記載すると共
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に、当社本社、支社、支店に常備し閲覧に供することと致しております。 

 

７． 本規則制定にあたっての意思決定手続き等 
 

本規則は、平成 18 年 9 月 22 日開催の当社取締役会の承認を得て制定されまし

たが、平成 18 年 10 月 27 日開催予定の当社第 37回定時株主総会において新株予

約権株主無償割当てに関する定款変更議案が可決された場合に、施行されます。      

 なお本規則は、関係法令、大阪証券取引所の通達「敵対的買収防衛策の導入に

際しての投資者保護上の留意点」(平成 17 年 4 月 28 日)及び規則「上場有価証券

の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」(平成 18 年 4 月 1 日改正)、並び

に経済産業省及び法務省が定めた「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上の

ための買収防衛策に関する指針」（平成 17 年 5 月 27 日）等に沿った内容であり、

かつ関連する判例の趣旨を十分反映して制定したものであります。 

また、当社は、本規則の策定に際しては外部専門家等の第三者からの助言を受

けております。 

 

（参考資料） 

１． 付表：大量買付けと対抗措置の発動・不発動の流れ 

２． 添付資料  

(1) 当社が発行者である株券等の大量買付けに関する規則 

(2) 附則１．情報開示を求める事項 

(3) 附則２．新株予約権の概要 

 

以上 
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規則を遵守

大量買付け者の出現

 企業価値・株主共同
 の利益の最大化に

 資する提案
＊1

 １．規則を無視した
 　　大量買付け行為
 ２．非適正買付け

 　　提案
＊2

規
則
を
無
視

 １．全株式対象・全額現金対価のＴＯＢ提案

【 株主意思確認決議 】

( 検討期間　90日間 以内)

大量買付け提案

適正開示情報の提出

付表：　大量買付けと対抗措置の発動・不発動の流れ

【 取締役会による検討 】
（外部専門家との協議・助言）

（新株予約権の無償割当ての実施）

対抗措置発動対抗措置不発動

（新株予約権の無償割当ての不実施）

( 検討期間　60日間以内 )

 ２．それ以外の適正買付提案

非適正
買付け提案

大量買付け
提案に反対

大量買付け
提案に賛成

取
締
役
会
に
よ
る
割
当
て
決
議

 

 

 

*1  検討期間の開始の有無にかかわらず、大量買付け提案が当社の企業価値及び株主共同の利益の最

大化に資すると当社取締役会が判断した場合、株主意思確認手続きを行わず、新株予約権の無償割

当てを実施しないとする場合があります。 
 

*2 検討期間の開始の有無にかかわらず、大量買付け提案が非適正買付け提案に該当すると当社取締

役会が判断した場合、取締役会決議により新株予約権の無償割当てを実施する場合があります。非

適正買付け提案とは、①適正な情報開示を行わない提案、②検討期間や株主意思確認手続きを無視

する提案、③弊害のある買収類型に属する提案等をいいます。詳細については、規則をご参照くだ

さい。 
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株式会社 ウエスコ 

当社が発行者である株券等の大量買付けに関する規則 

（平成 18 年 9 月 22 日制定） 

 

第 1 条 本規則制定の目的 

本規則は、当社との合意がないままに、当社の経営権の取得や支配権の変動あるいは

当社の財務及び事業活動の支配又は影響力の行使を目的として当社が発行者である株券

等(注１)（以下「当社株券等」という。）を大量に買付けする場合、若しくは当社の企業価

値又は株主共同の利益を毀損する可能性が大きい弊害のある当社株券等の大量取得行為

を防止するため、当社株券等を適正に大量買付けする場合の規則を定めるものである。 

 

第 2 条 定義 

本規則において、「大量買付け」とは、当社株券等を議決権割合(注２)で 20％以上取得し

保有者（注３）となる行為をいい、「大量買付け提案」とは、当社の株券等を議決権割合で

20％以上取得し保有者となることを内容とする提案をいう。大量買付けを行う者を「大

量買付け者及びそのグループ等」といい、①大量買付けを行う個人、法人又はその他の

団体等で株券等の実質保有者（注４）となるもの（以下「大量買付け者」という）の他、②

その共同保有者(注５)、③その特別関係者（注６）、④大量買付け者を実質的に支配している

者（大量買付け者を直接又は間接に支配しているもの（以下「実質的支配者」という。））、

⑤実質的支配者の共同保有者又は特別関係者、⑥大量買付け者又は実質的支配者及びそ

れらの共同保有者又は特別関係者と当該大量買付けに協調して、若しくは合意の上行動

している者を含む。但し、以下の各号に該当する者は、大量買付け者及びそのグループ

等には含まない。 

(1) 本規則施行日現在において、既に当社の株券等を議決権割合で 20％以上保有してい

る者、及び当社が自己株式を取得したことのみを原因として、自己の意思によること

なく当社の株券等を 20％以上保有することになった者。但し、その者がその後に当社

の株券等を取得した場合は含まない。 

(2) 当社の株券等を議決権割合で 20％以上保有するもので、当社の経営権の取得や支配

権の変動あるいは当社の財務及び事業活動の支配又は影響力の行使を目的としない者。

但し、その者が当社の株券等について議決権割合が 20％未満となるように、当社の株

券等を速やかに処分し又は当社の株券等の保有について当社取締役会が了承する内容

の契約を速やかに締結し、履行する場合に限る。 

(3) 当社、当社又は当社の子会社の従業員持株制度に基づく持株会（以下「当社持株会」

という。）、その他従業員福利厚生制度に基づく組織、公益法人等の団体、当社持株会、

組織又は団体のために当社の株券等を保有する法人又は受託者等、及び当社持株会、

組織又は団体への資金拠出を目的として当社の株券等を保有する法人又は受託者。 

(4) 第 1 号乃至第 3 号に準じて、当社の経営権の取得、支配権の変動、当社の財務及び

事業活動の支配又は影響力の行使を目的としない者として当社取締役会が認める者。 

 

（注 1）本規則において、「株券等」とは、証券取引法第 27 条の 23 第 1 項に規定する
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「株券等」又は同法第 27 条の 2 第 1 項に規定する「株券等」のいずれかに該

当するものをいう。 

（注 2）本規則において、「議決権割合」とは、①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う。）の保有者（同法第 27 条の 23 第 3 項に基

づき保有者とみなされる者を含む。）及びその共同保有者（下記（注 4）で定

義される者をいう。）に関する株券等保有割合（同法第 27 条の 23 第 4 項に定

義される「株券等保有割合」をいう。）又は②当社の株券等（同法第 27 条の 2

第 1 項に規定する「株券等」をいう。）の買付け等（株券等の買付けその他の

有償の譲受けをいい、取引所金融商品市場の内外及び売買等の方法を問わな

い。）を行う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」をいう。以下同じ。）及び特別関係者（下記（注 6）で定義される

者をいう。）の株券等所有割合の合計をいう。各株券等所有割合の算出に係る

総議決権の数（同法第 27 条の2 第8 項に規定する「総議決権の数」をいう。）

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「発行済株式の総

数」に該当する。）は、当社が公表している直近の情報を参照できるものとす

る。 

（注 3）本規則において、「保有者」とは、証券取引法第 27 条の 23 第 1 項に規定する

「保有者」をいい、同条第 3 項に基づき保有者とみなされる者を含む。 

（注 4）本規則において、「実質保有者」とは、自己又は他人の名義をもって株券等を

所有する者のほか、証券取引法第 27 条の 23 第 3 項に定める者を含む。 

（注 5）本規則において、「共同保有者」とは、証券取引法第 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

含む。 

（注 6）本規則において、「特別関係者」とは、証券取引法第 27 条の 2第 7 項に規定す

る「特別関係者」をいう。 

 

第 3 条 大量買付けの手続き 

1.  大量買付け者及びそのグループ等は、大量買付けの実施に先立ち、本規則に従って、

適正買付け提案（本規則第 4 条に定義する。以下同じ。）の要件を満たす大量買付け

提案を当社取締役会に提出しなければならない。また、大量買付け提案を当社取締

役会に提出する場合には、大量買付け者及びそのグループ等は、本規則附則 1．に定

める「情報開示を求める事項」に規定する情報及び資料を提出しなければならない。 

2.  本規則第 5 条に規定する当社取締役会における検討期間を経た後、当該大量買付け

提案が適正買付け提案の要件を満たしていると当社取締役会が判断した場合、本規

則附則 2．にその概要を規定する新株予約権（以下「本新株予約権」という。）の無

償割当てを実施するか否かについて本規則第7条に定める株主意思確認決議を行う。 

3.  本規則第 7 条に定める株主意思確認決議において、本新株予約権の無償割当ての実

施の賛同が得られた場合には、当社は本規則に従い本新株予約権の無償割当てを行

う。 

4. 本規則第 7 条に定める株主意思確認決議において、本新株予約権の無償割当ての実
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施が否決された場合には、当該株主意思確認決議で検討対象とした適正買付け提案

の条件に従い当該大量買付けが行われる限り、当社は、当該大量買付けに関し本新

株予約権の無償割当てを行わない。その場合、当社は、本規則第 10 条に定める規定

に従い、本規則を廃止することがある。 

5. 大量買付け者及びそのグループ等が行った大量買付け提案が、適正買付け提案の要

件を満たさない場合、又は大量買付け者及びそのグループ等が本規則に従わずに大

量買付け等を行う場合には、当社取締役会は直ちに本新株予約権の無償割当ての決

議を行う。 

 

第 4 条 適正買付け提案の要件 

「適正買付け提案」とは、当社の経営権の取得又は支配権の変動あるいは財務及び事

業活動の支配又は影響力の行使を目的として、公開買付け（注７）又は当社の株主が平等に

当社の株券等を売却する機会が与えられているその他の方法により当社の株券等を取得

することを内容とする提案であり、かつ以下の各号に規定する要件の全てを満たすもの

をいう。 

(1) 附則 1.に定める「情報開示を求める事項」に規定する情報及び資料で、かつ（イ）

又は（ロ）の要件のすべてを満たすもの（以下「適正開示情報」という。）であるこ

と。 

（イ）大量買付け者及びそのグループ等が提出した情報が、形式的に不備がなく、情

報開示時点で一般に入手可能な情報に照らして、重要な点において不正確なも

のでないこと。 

（ロ）①日本国内の弁護士が、大量買付け者及びそのグループ等の法律顧問として、

当社取締役会に対して、当該大量買付け者及びそのグループ等が提出する情報

に関し、重要な事項について虚偽の記載がなく、かつ当該情報提出時の状況に

鑑みて記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要かつ重

要な事実の記載が欠けていない旨の意見書を提出すること。 

②当社の株券等の取得に関し許認可等の取得が大量買付け提案実施の条件と

されている場合は、日本国内の弁護士が、大量買付け者及びそのグループ等の

法律顧問として、当社取締役会に対して、当社取締役会が当該大量買付け者及

びそのグループ等による当該許認可等の取得の可能性を判断する上で必要か

つ重要な情報を全て当社に対し提出済みである旨の書面を提出すること。 

(2) 大量買付け者及びそのグループ等は、本新株予約権の無償割当ての実施の賛否を決

定する本規則第 7 条に定める株主意思確認決議がなされるまで、公開買付けの開始

又はその他の方法による大量買付けの着手を行わないことを内容とするものである

こと。 

(3) 当社取締役会が、当社とは独立した第三者である専門家（弁護士、公認会計士、フ

ィナンシャル･アドバイザー、コンサルタント、投資銀行、証券会社等をいい、以下

「外部専門家」という。）との協議又はその助言に基づいて、当該大量買付け者及び

そのグループ等の大量買付け提案が、濫用目的をもって当社株券等の大量買付けを

行う下記（イ）乃至（ト）のいずれかの類型に該当し、当該大量買付けが当社の企
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業価値又は株主共同の利益を毀損する恐れがあるものと判断するものでないこと。 

（イ） 大量買付け者及びそのグループ等が真に当社の経営に参加する意思がないに

もかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で株式を当社若しくは当社の関係者

に引き取らせる目的で当社株券等の大量買付け提案又は大量買付けを行って

いると信じるにたる合理的な根拠が認められる場合（いわゆるグリーンメイラ

ーである場合） 

（ロ） 大量買付け者及びそのグループ等が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

当該大量買付け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券等の大量買付けを行っていると信じるにたる合理的

な根拠が認められる場合（いわゆる焦土化経営目的である場合） 

（ハ） 大量買付け者及びそのグループ等が当社の経営を支配した後に、当社の資産等

を当該大量買付け者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済財源として流

用する予定で当社株券等の大量買付けを行っていると信じるにたる合理的な

根拠が認められる場合（いわゆる資産等流用目的である場合） 

（ニ） 大量買付け者及びそのグループ等が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値売り抜けをする目的で当社株券等の

大量買付けを行っていると信じるにたる合理的な根拠が認められる場合（いわ

ゆる配当・高値売り抜け目的である場合） 

（ホ） 大量買付け者及びそのグループ等が、最初の買付け条件を有利に、二段階目以

降の買付け条件を不利に若しくは明確にしないままの買付け条件を設定し、最

初の買付けに応じなければ既存株主が不利益を被るような状況をつくりだし

て、既存株主に株式の売却を売り急がせるような大量買付け提案又は大量買付

けを予定していると信じるにたる合理的な根拠が認められる場合（いわゆる二

段階以上での強圧的な買付け提案である場合） 

（ヘ） 大量買付け者及びそのグループ等が真摯に合理的な経営を目指すものではな

く、大量買付け者及びそのグループ等による当社経営支配権取得の目的の如何

を問わず当社若しくは当社株主に回復し難い損害をもたらすと信じるにたる

合理的な根拠が認められる場合 

（ト） 法令又は定款等に違反し、若しくは本規則を遵守しない大量買付けであること

が客観的かつ合理的に認められる場合 

 

（注７）本規則において、「公開買付け」とは、証券取引法第 27 条の2 に規定する「公

開買付け」をいう。 

 

第 5 条 大量買付け提案に関する検討期間の定め 

1. 大量買付け者及びそのグループ等が適正買付け提案として当社取締役会に対し附則 1．

に定める「情報開示を求める事項」に規定する情報及び資料を提出した場合、当社取
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締役会は受領後 3 日以内に、当該情報及び資料が適正開示情報に該当するか否かを公

表するものとする。当該情報及び資料が適正開示情報に該当する場合、この公表日を

もって「適正開示情報受領日」とする。 

2. 適正開示情報受領日を起算日として、以下の各号に定める期間を大量買付け提案に

関する当社取締役会の検討期間とする。但し、当社取締役会は、大量買付け提案を行

った大量買付け者及びそのグループ等から書面による検討期間延長の同意を得た場合

には、その範囲内で検討期間の延長をすることができる。また、本規則に従い当社取

締役会による検討が開始された後、天災地変等の不可抗力その他これらに準じるやむ

を得ない事由により、当社が通常の事業活動を行えない事象が発生した場合には、当

社取締役会は本規則に基づく検討を中断するものとし、当該事象発生日から当社が通

常の事業活動を開始する迄の間は、以下の各号に定める検討期間に含まないものとす

る。当社取締役会が検討を中断する場合、当社取締役会は速やかに大量買付け提案を

行った大量買付け者の代表者宛に検討の中断の旨の通知文書を発出するものとし、又

検討再開の場合も同様とする。 

 (1) 当該大量買付け提案が公開買付けによる当社株券等の取得の提案であり、その買

付け条件が、現金を対価とし、発行済株式若しくは応募株式の全てを対象とする

ものである場合は、適正開示情報受領日から 60 日以内とする。 

 (2) 前号以外の大量買付け提案の場合は、適正開示情報受領日から 90 日以内とする。 

3. 当社取締役会は、大量買付け者及びそのグループ等から受領した大量買付け提案に

関する適正開示情報を検討した結果、当該大量買付け提案が当社の企業価値及び株主

共同の利益の最大化に資すると判断した場合を除き、速やかに当該大量買付け提案に

関し本規則第 7 条の定めに従って株主意思の確認手続きをとることとする。 

 

第 6 条 開示情報の使用 

   大量買付け者及びそのグループ等が附則１．に従って当社に提出した情報及び資料（適

正開示情報に該当するか否かを問わない。）について、当社は、当該大量買付け提案に関

し、当社の企業価値又は株主共同の利益を確保・維持し、向上させる目的（当該大量買

付け提案が適正買付け提案に該当するか否かについて当社取締役会が検討し、また、本

規則第 4 条第3 号に定める外部専門家に検討させる目的で使用する場合、及び本規則第 7

条に定める株主意思確認決議において当社株主が本新株予約権の無償割当ての実施の賛

否を判断するための材料とする目的で使用する場合を含む。）で使用するものとする。 

 

第 7 条 株主意思の確認手続き 

適正買付提案に関する株主意思の確認（以下「株主意思確認決議」という。）は以下の

各号で定める手続きにより行うものとする。 

(1) 株主意思確認決議は、本新株予約権無償割当の実施の賛否について株主の意思を確

認するために、①本新株予約権の無償割当て決議（以下「総会無償割当て決議」と

いう。）又は②本新株予約権の無償割当てに関する事項の決定を当社取締役会に対し

て委任する旨の決議（以下「委任決議」という。）若しくは③本新株予約権の無償割

当ての実施の賛否に関する意思を当社株主が投票する旨の決議（以下「意思投票決
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議」という。）を議案としてこれを行う。 

なお、総会無償割当て決議又は委任決議は定時株主総会又は臨時株主総会（以下、

いずれかの株主総会で行われる決議を「総会決議」という。）で、意思投票決議は、

総会決議又は郵送書面により行われる決議（以下「書面決議」といい、総会決議で

あるか書面決議であるかを問わず、意思投票決議において本新株予約権の無償割当

ての実施の賛否について意思を表明する当社株主の権利を「決議権」という。）の何

れかの方法により行うものとする。 

(2) 当社取締役会は、本規則第 5 条に定める検討期間が満了する迄に、第 1 号に定める

いずれかの株主意思確認決議の議案の内容、株主意思確認決議の方法及び議決権又

は決議権の行使方法、株主意思確認決議の日、株主意思確認決議において有効な議

決権又は決議権をもつ当社株主を確定するための日（以下「株主確定日」という。）

を決定する。株主確定日は、本規則第5 条に定める検討期間の満了後 25 日間以内に

設定されるものとし、その有効期間は当該株主確定日から 90 日間とする。また、当

社は株主確定日の 2 週間前までに、当社定款所定の方法（日本経済新聞に掲載）及

び当社ホームページに掲載する方法により、株主確定日の公告を行うこととする。 

(3) 株主意思確認決議において、議決権又は決議権を行使できる当社株主は、第 2 号に

定める株主確定日の最終の当社の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された

株主とする。決議権については、当社株主は、当該株主が保有する当社普通株式に

かかる議決権 1 個につき本決議権1 個を有するものとする。 

(4) 株主意思確認決議を総会決議で行う場合の決議は、総株主の議決権又は決議権の 3

分の 1 以上を有する当社株主が出席し、その議決権又は決議権の過半数をもって行

うものとする。株主意思確認決議における議案の内容を総会無償割当て決議又は委

任決議とする場合の総会の招集手続き及び総会における議決権の行使方法は、法令

及び定款に従うものとし、意思投票決議とする場合は、法令及び定款等に基づく定

時株主総会又は臨時株主総会の招集手続き及びこれらにおける議決権行使方法に準

ずるものとする。 

(5) 株主意思確認決議を書面決議で行う場合の決議は、総株主の決議権の 3 分の 1 以上

を有する当社株主が、郵送又は当社へ直接持参する方法により、当社所定の決議権

行使書で決議権を行使し、その決議権の過半数をもって行うものとする。なお、書

面決議による場合は、当社が株主確定日現在の当社株主に対し、書面決議すべき議

案、決議権行使について参考となるべき事項を記載した書面、株主意思確認決議の

日までに決議権行使書が当社に到着すべき旨その他当社取締役会が定める事項を記

載又は添付した決議権行使書を、株主意思確認決議の日の 3 週間前までに発出する

ものとする。 

(6) 株主意思確認決議において、本新株予約権の無償割当ての実施に賛同が得られた場

合、当社は、本規則第 9 条に定める本新株予約権の無償割当てを行うために必要な

行為を行い、速やかに本新株予約権の無償割当てを行う。 

(7) 当社取締役会は、当社株主に対し、本新株予約権の無償割当ての実施に賛同するよ

う勧誘することができるものとする。 

(8) 当社取締役会において、大量買付け提案が本規則を遵守した適正買付け提案に該当
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するものと判断し、株主意思の確認手続きを開始した後であっても、株主意思確認

決議前までの間に、当該大量買付け提案が適正買付け提案の要件を満たさないこと

が判明した場合には、当社取締役会はいつでも株主意思の確認手続きを中止し、当

社取締役会により本新株予約権の無償割当て決議を行うことができる。 

 

第 8 条 適正買付け提案の修正又は変更 

大量買付け者及びそのグループ等が本規則に定める適正買付け提案を当社に提出した

後、当該適正買付け提案の内容に関し重要な条件又は事項についての修正又は変更を行

った場合（当該修正又は変更を行った適正買付け提案を「修正買付け提案」という。）は、

以下の各号に定めるところにより取り扱う。 

(1) 修正買付け提案に関し、当社取締役会が外部専門家と協議し又はその助言に基づい

て検討した結果、当該修正買付け提案が修正前の適正買付け提案と比較して当社の

企業価値及び株主共同の利益に照らしより不利な提案とはならないと判断した場合

の取り扱い 

① 修正前の適正買付け提案に従って進められてきた検討期間乃至株主意思の確認

手続きを修正買付け提案においてそのまま継続する。但し、修正買付け提案は

全て株主確定日の25日前までに当社取締役会に提出されていなければならない。 

② 修正買付け提案提出後、修正前の適正買付け提案に関する手続きの継続が実務

的に困難な場合又は株主確定日の25日前以降に当該修正買付け提案が当社取締

役会に提出された場合は、当該修正買付け提案は、修正前の適正買付け提案と

は異なった新たな大量買付け提案として取り扱い、本規則をあらためて適用す

る。但し、当社取締役会がその取り扱いに関し別異の決定を行った場合はこの

限りではない。 

③ 修正前の適正買付け提案に従って進められてきた検討期間乃至株主意思の確認

手続きを修正買付け提案の手続きとして継続して適用する場合、当社取締役会

は、株主意思確認決議の日を決定している場合であっても、これを株主確定日

の有効期間内において変更することができる。 

(2) 修正買付け提案に関し、当社取締役会が外部専門家と協議し又はその助言に基づい

て検討した結果、当該修正買付け提案が修正前の適正買付け提案と比較して当社の

企業価値及び株主共同の利益に照らしより不利な提案になると判断した場合は、修

正前の適正買付け提案に従って進められてきた検討期間乃至株主意思の確認手続き

はこれを中止し、当該修正買付け提案は、修正前の適正買付け提案とは異なった新

たな大量買付け提案として取り扱い、本規則をあらためて適用する。但し、当社取

締役会がその取り扱いに関し別異の決定を行った場合はこの限りではない。 

 

第 9 条 本新株予約権の無償割当ての実施 

大量買付け者及びそのグループ等の大量買付け提案に関して、以下に定める決議があ

った場合、当社は本新株予約権の無償割当てに必要な行為（委任決議及び意思投票決議

の場合における当社取締役会による本新株予約権の無償割当て決議を含むが、これに限

られない。）を行い、当社取締役会が別途定める一定の日（以下「割当基準日」という。）
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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株主に対し、

速やかに本新株予約権を割り当てる。なお、当社は本新株予約権の割当てを複数回に亘

り行うことができる。 

(1) 本規則第 7 条に基づく、本新株予約権の無償割当ての実施について賛同する旨の株

主意思確認決議 

(2) 本規則第 3 条第 5 項又は第 7 条第 8 号に基づく、当社取締役会による本新株予約権

の無償割当て決議 

なお、公開買付けが開始されたことにより割当基準日が定められた場合であっても、

公開買付け期間が延長された場合には、法令で許容される限りにおいて、当社取締役会

は一旦定めた割当基準日を変更する場合がある。また、本新株予約権の無償割当てを実

施する前に当該公開買付けが終了し又は撤回され、これにより大量買付け者及びそのグ

ループ等が出現しなかったときは、本新株予約権の無償割当ては中止する。 

 

第 10 条 修正、見直し及び廃止 

1. 本規則の廃止 

本規則は、以下の各号のいずれか最も早く到来する時点で廃止される。なお、本項

に基づき本規則が廃止された場合、当社取締役会は速やかにその旨を公表する。但し、

その場合当社株主その他の関係者に対する別段の通知は行わない。 

(1) 株主意思確認決議において、適正買付け提案に関する本新株予約権の無償割当て

の実施が否決された後、当該株主意思確認手続きで検討対象とした適正買付け提

案の条件に基づいて当該大量買付け者及びそのグループ等によって行われる大量

買付けにより、当該大量買付け者及びそのグループ等が当社の株券等を議決権で

過半数保有するに至った時点 

(2) 本条第 3 項の規定に基づき、当社取締役会の決定により本規則が廃止される時点 

(3) 本規則の有効期間の満了日（本規則施行日から３年間が経過した日）（但し、当社

取締役会は、本規則の有効期間の満了にあたり本規則の見直しを行うものとし、

本規則の内容を修正し、本規則の有効期間を延長することができる。本規則の有

効期間の延長が行われた場合は、本規則の有効期間の満了日は、当該延長期間終

了日まで延長されるものとする。） 

2. 取締役会による本規則の修正 

本規則は、本規則第 11 条に規定する場合のほか、当社株主又は本新株予約権の保

有者の同意を得ることなく、当社取締役会の決定により、以下の各号の定めに従って

修正を行うことができる。当該修正は、法令、司法判断又は行政規則の改正又は変更

に応じて行う場合を含む。なお、本項に基づき本規則の修正が行われた場合、当社は

速やかにその旨を公表する。但し、その場合株主その他の関係者に対する別段の通知

は行わない。 

(1) 大量買付け者及びそのグループ等が当社取締役会に対して大量買付け提案を提出

する前にあっては、当社取締役会は、当社株主全体の利益に重大な悪影響を及ぼ

すものでない限りにおいて、当社取締役会が必要若しくは望ましいと判断した修

正を行うことができる。 



-9- 

(2) 大量買付け者及びそのグループ等が当社取締役会に対して大量買付け提案を提出

した以降にあっては、当社取締役会は、本規則中曖昧なあるいは誤解を生ぜしめ

るような条項若しくは齟齬・瑕疵のある条項を是正するために当社取締役会が必

要若しくは望ましいと判断した事項に関する修正を行うことができる。 

3. 当社取締役会による本規則の廃止 

本規則は、当社取締役会の決定により、いつでも廃止することができる。なお、

本項に基づき本規則の廃止が行われた場合、当社取締役会は速やかにその旨を公表

する。但し、その場合当社株主その他の関係者に対する別段の通知は行わない。 

 

 

第 11 条 法令の改正等による修正等 

1.  本規則及び附則 1．並びに附則 2．において引用する証券取引法の規定は、平成 18

年 9 月 22 日現在施行されている証券取引法（昭和 23年 4月 13 日法律第 25 号。その

後の改正を含む。）を前提としているものであり、平成 18 年 6月 14 日法律第 65 号に

て公布された金融商品取引法が施行された場合、当社は、本規則及び附則１．並びに

附則２．に定める「証券取引法」の条項ないし用語の定義等は、其々適宜合理的な範

囲内で「金融商品取引法」の条項ないし用語の定義に読み替え、また、当社取締役会

の決定により上記の条項ないし用語の定義等について本規則の修正を行うことがで

きるものとする。 

2.  前項のほか、本規則及び附則 1．並びに附則 2．において引用する法令（会社法を含

むが、これに限られない。）の規定は、平成 18年 9月 22 日現在施行されている法令を

前提としているものであり、同日以後、法令の新設、改廃又は改正等により、本規則

及び附則 1．並びに附則 2．に定める条項ないし用語の意義等に修正を加える必要が生

じた場合その他当社取締役会により必要と判断された場合においては、当該新設、改

廃又は改正等の趣旨を考慮の上、本規則及び附則 1．並びに附則 2．定める条項ないし

用語の意義等を適宜合理的な範囲内で読み替え、また、当社取締役会の決定により上

記の条項ないし用語の定義等について本規則の修正を行うことができるものとする。 

 

第 12 条 準拠法 

本規則及び本規則に基づき割当てが行われる本新株予約権は日本法を準拠法とし、日

本法に従って解釈されるものとする。 
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附則１．情報開示を求める事項

当社が発行者である株券等の大量買付け規則（以下「大量買付け規則」という。）第 3 条に基づ
き、大量買付け者及びそのグループ等が、当社が発行者である株券等（以下「当社の株券等」と

いう。）の大量買付けに先立って当社取締役会に提出する適正買付け提案（大量買付け規則第 4 条
に定義される。）として開示を求める情報及び資料の具体的内容を以下の通り定める。

１．大量買付け者及びそのグループ等に関する情報及び資料

  (1) 本附則において大量買付け者及びそのグループ等とは、大量買付け規則第 2 条に定める
者をいい、本附則中のその他の用語についても、本附則において別段の定めのない限り、

大量買付け規則に定める用語と同義とする。

   

  (2) 大量買付け者及びそのグループ等に関して当社に提出する情報及び資料
大量買付け者及びそのグループ等は大量買付け規則第 3 条第 1項に従って、以下に定め
る情報及び資料を当社取締役会に提出しなければならない。また、以下の情報及び資料

が日本語で記載されたものでない場合は、その邦訳分を添付する。なお、当社取締役会

から大量買付け者及びそのグループ等に対し、提出された情報及び資料に関し質問又は

問い合わせを行い若しくは説明を求めることがある。

 

イ．大量買付け者及びそのグループ等が法人又はその他の団体の場合

① 其々の法人又は団体の名称、設立準拠法、本店所在地、電話番号・FAX番号及びメ
ールアドレス並びに大量買付け者以外の各関連者と各大量買付け者との関係に関する

説明書資料。

② 其々の法人又は団体の沿革、定款又はこれに準ずる書面、現在の事業の内容、関係

会社の状況、従業員の状況、過去５年間（設立から５年未満のときは設立時以降）の

事業の状況、役員の状況（略歴付）、出資・寄付の額、単体ベース及び連結ベースの財

務諸表（キャッシュフロー計算書、重要事項説明書、セグメント情報及び勘定科目明

細（連結ベースの財務諸表は監査証明付。但し、決算後２ヶ月未満で監査未了の場合

は監査証明がなくても可））、税務申告書（写）、設備の状況、株式の状況を提出する。

なお、日本法人で有価証券報告書提出会社の場合は、過去５年分(有価証券報告書提
出会社となってから５年未満のときは、有価証券報告書提出会社となって以降)の有価
証券届出書、有価証券報告書、半期報告書及び臨時報告書並びにこれらに関する訂正

届出書又は訂正報告書を提出する。

ロ．大量買付け者及びそのグループ等が自然人の場合

其々の国籍、年齢、本籍地、住所、住民票の抄本又はこれに準ずる書面、電話番号・

FAX番号及びメールアドレス、現在の勤務先の名称、本店所在地、勤務先の電話番号・
FAX番号及びメールアドレス、職歴（過去５年間の職業、勤務ないし職務に従事した法
人又は団体がある場合は当該法人又は団体の主たる業務及び本店所在地、各職務の始期
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及び終期）並びに破産の有無に関する資料。

ハ．大量買付け者及びそのグループ等に関するその他の情報

大量買付け者及びそのグループ等に関し、以下の事項がある場合は当該事項に関係す

る資料。

① 日本国内外を問わず、過去 15 年間における科刑処分の有無（交通反則金処分を除
く）、科刑処分を受けたことがある場合は、科刑処分決定の年月日、その罪名、科され

た刑罰又は処分の内容及び関与した裁判所名に関する資料を添付する。

② 日本国内外を問わず、過去 15 年間、司法・行政手続きにより、法律又は法令に違
反する行為として認定され、若しくは違反行為として差止めを命ずる判決、決定若し

くは命令等を受け、又はそのような判決、決定若しくは命令等を求める司法・行政手

続きの対象の有無、その他当社株主の意思決定に際し、重大な影響があるものと合理

的に考えられる訴訟の当事者となったことがある場合には、当該判決、決定又は命令

等に関する資料を添付する。

なお、上記①、②共に現在係争中のものを含む。但し、現在係争中の場合は、当該

裁判等の審理に影響が無い範囲内での資料提出で可とする。

２．当社が発行者である有価証券の取引及び保有状況

大量買付け者及びそのグループ等が其々保有する当社が発行者である全ての有価証券

（以下「当社の有価証券」という。）、過去 1 年間に大量買付け者及びそのグループ等が行
った当社の有価証券に係る全ての取引（取引方法、取引価格、取引場所、相手方を含む。）

及び当社の有価証券に関し、大量買付け者及びそのグループ等が其々取り交わした全ての

契約、取り決め及び合意事項（口頭での合意を含む）に関する資料を提出する。

なお、大量買付け者及びそのグループ等が、当社の株券等の買付け等の予約を行ってい

る場合又は当社株券等の売買取引にかかるオプションの取得及び付与を行っている場合で、

本資料提出以降に買付け等を行うこととなる当社の株券等がある場合には、当該契約の内

容、相手方、当該契約にかかる当社の株券等の種類及び数ならびに買付け等を行う予定日

に関する資料を添付する。

３．大量買付け提案の目的及び内容

大量買付け者及びそのグループ等が行おうとしている公開買付け又はその他の方法によ

る大量買付け提案の目的及びその内容に関する以下の説明資料を提出する。

  (1) 大量買付け提案の目的等
大量買付け者及びそのグループ等が行おうとしている公開買付け又はその他の方法によ

る大量買付け提案の目的及び同提案が成就した場合の当社の企業価値並びに株主共同の

利益に対する効果等に関する説明資料。

  (2) 大量買付け提案の条件及び方法
大量買付け者及びそのグループ等が行おうとしている公開買付け又はその他の方法によ
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る大量買付け提案の条件に関し、取得予定の当社の株券等の総数及び種類、買付けの方

法、対価の種類及び金額、交換比率及び金額、買付開始及び終了予定日、買付期間延長

の可能性、買付の撤回・変更予定の有無、買付けその他の取引に条件を付す場合はその

条件、買付けの対象を当社発行済株式の全株を対象としない場合の買付条件、二段階以

上での買付けを予定している場合はその内容、当該買付けその他の取引に関する税効果

に関する資料。

なお、買付の対価として有価証券が含まれる場合には、当該有価証券の発行会社に

関する本附則１．(2)に準じる資料。

  (3) 公開買付けにおける対価の算定根拠
大量買付け者及びそのグループ等が行おうとしている公開買付け又はその他の方法によ

る大量買付け提案の条件に関し、当社の株券等を取得する場合の対価の算定方法及び算

定に用いた数値情報に関する資料。

  (4) 大量買付け資金の調達方法
大量買付け者及びそのグループ等が行おうとしている当社の株券等に関する公開買付け

又はその他の方法による買付けに必要な資金の総額及び資金調達の方法・条件(資金提供
者の氏名若しくは名称、資金調達契約の類型、調達金額、調達条件、契約(予定)日、返
済条件、金利、提供する担保の内容、保証人その他重要な契約事項並びに調達資金の返

済計画）に関する資料。

  (5) 大量買付け後の計画
当社の株券等の買付け後に、大量買付け者及びそのグループ等が行おうとしている以下

に掲げる事項に関する計画に関する資料。

① 合併、会社分割、事業譲渡、株式譲渡、株式交換又は株式移転等の組織再編成

② 当社定款の変更、上場廃止、解散、清算その他当社経営形態に関する異例な変更

③ 重要資産（有価証券、無形資産を含む。）の譲渡、移転、供与

④ 配当方針を含む資本政策、資本構成等に関する経営方針

⑤ 当社子会社・関連子会社に関する経営方針、組織変更（当社支社の存廃を含む。）、経

営陣の交代、当社現従業員の配置転換・解雇を含む労使関係の重大な変更

⑥ 当社事業運営に関する重大な変更

⑦ 経営権取得後 5 年間の事業計画（前提条件を明示した中期損益計画を含む。）
⑧ 当社の顧客、取引先、関係会社、地域社会その他の利害関係者の取扱いに関する重大

な変更

⑨ その他事業運営上の変更を伴う計画、提案、取引又は協議等に関する事項

  (6) 公開買付関連資料
公開買付けに際し、証券取引法で開示が求められている事項のうち、下記に掲げる事項。

① 証券取引法第 27条の 3 に定める公開買付開始公告の案
② 同法第 27条の 9に定める公開買付説明書の案
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４．当社との取決め

    大量買付け者及びそのグループ等と当社、当社経営陣又は当社子会社・関連子会社との

間における、既存又は検討中の重要な契約、取決め又は合意事項に関する資料。

５．法令に基づく許認可等

① 大量買付け提案に関し日本国内外を問わず適用される可能性のある法令等に基づ

く規制事項、独占禁止法又はその他の法令に基づく承認又は許認可の有無。

② 上記①に関し、遵守すべき規制事項の詳細、遵守するために必要な事項の詳細、取

得すべき承認や許認可の詳細、承認又は許認可が得られる見通しについて当社取締役

会が判断するために必要な具体的情報。

６．当社の大量買付け規則を遵守する旨の誓約書

当社所定の書式による当社の大量買付け規則を遵守する旨の誓約書に記名捺印（自筆に

よる署名、法人若しくは団体等の場合は代表取締役若しくは代表者による自署とする。）の

上、大量買付け提案の提出時に当社宛提出する。

７．その他の情報及び資料

上記の他、当社株主が大量買付け提案の受諾の可否につき適正に判断するために必要で

あるとして当社取締役会が合理的な範囲内で要請する情報及び資料。

8．提出先
大量買付け規則並びに本附則に定める情報及び資料等の提出は、当社の本社総務部宛に

料金支払済みの郵便により送付するものとする。

  【 宛先 】

〒700-0033 岡山県岡山市島田本町二丁目 5 番 3号 株式会社ウエスコ 総務部
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附則２．新株予約権の概要

当社が発行者である株券等の大量買付け規則（以下「大量買付け規則」という。）第 9 条に基づ
き割当てが行われる新株予約権の概要を以下の通り定める。なお、以下で用いられる用語は、本

附則において別段の定めがない限り、大量買付け規則に定義された用語と同義とする。

1. 新株予約権の名称

第１回株主無償割当て取得条項付新株予約権（以下「本新株予約権」という。）

2. 株主に割り当てる本新株予約権の総数

大量買付け規則第 9 条に定める割当基準日における当社の最終の発行済株式総数
（但し、割当基準日において当社が保有する当社普通株式の数を除く。）と同数とする。

3. 本新株予約権の割当て方法

割当基準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

当社以外の当社株主に対し、保有する当社普通株式１株につき１個の割合で本新株予

約権を割り当てる。

4. 本新株予約権の割当て価額

無償とする。

5. 本新株予約権無償割当てがその効力を生ずる日

本新株予約権無償割当て決議において定める。

6. 本新株予約権の取得

(1) 当社は、本新株予約権の行使期間の初日の前日までの間はいつでも、当社取締
役会において別途決定される日が到来することを条件として、全ての本新株予

約権を無償で取得することができる。

(2) 当社は、当社取締役会において別途決定される日が到来することを条件として、
大量買付け者及びそのグループ等並びに取得日までに当社所定の書式による書

面（本新株予約権者が大量買付け者及びそのグループ等に該当せず、大量買付

け者及びそのグループ等のために行使しようとしているものではないことにつ

いての誓約条項、補償条項及び違約金条項等を含む書式による。）を提出しない

もの（但し、当社が当該書面の提出を求めなかった者を除く。）（以下「非適格

者」という。）以外の本新株予約権者が保有する本新株予約権のうち、当社取締

役会において別途決定される日の前日までに未行使の本新株予約権の全てを取

得し、代わりに本新株予約権 1個につき当社普通株式１株を交付することがで
きる。また、かかる取得がなされた日以降に、本新株予約権者のうち非適格者

以外の者が存在すると当社取締役会が認める場合には、上記の取得がなされた

日より後の当社取締役会が定める日が到来することを条件として、当該者の有
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する本新株予約権のうち、未行使のもの全てを取得し、代わりに本新株予約権

1 個につき当社普通株式１株を交付することができるものとし、その後も同様
とする。

(3) 上記(1)の他、当社は本新株予約権無償割当て決議において、本新株予約権の取
得に関する条件及び手続き等を定める。

7. 本新株予約権の目的となる株式の種類及び数

(1) 本新株予約権の目的となる株式の種類
当社普通株式とする。

(2) 本新株予約権の目的となる株式の数
①本新株予約権１個当りの目的となる株式の数（以下「対象株式数」という。）

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、対象株式数

は次に定める算式により調整する。調整の結果生ずる１株未満の端数は切り

捨てるものとし、現金による調整は行わないものとする。

調整後の対象株式数＝調整前の対象株式数×分割・併合の比率

②調整後の対象株式数は、株式分割の場合は株式分割に係る基準日の翌日以降、

株式併合の場合は会社法 219条第 1項に規定する期間満了の日の翌日以降、
これを適用する。

③上記①に定めるほか、組織再編行為（下記 14.で定義される。以下同じ。）に
より対象株式数の調整を必要とするときは、組織再編行為の条件等を勘案の

上、対象株式数につき合理的な調整を行うものとする。

8. 本新株予約権の行使に際して出資される財産及びその価額

各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、各本新株

予約権の行使に際して出資をなすべき当社普通株式の１株当りの額（以下、「行使価額」

という。）に対象株式数を乗じた額とする。

9. 本新株予約権の行使価額

行使価額は１円とする。

10. 本新株予約権の行使に際して出資される金銭払込取扱場所
本新株予約権無償割当て決議において定める。

11. 本新株予約権の行使請求期間
本新株予約権無償割当て決議において決定される日を初日とし、１ヶ月から 3ヶ月

を越えない範囲で本新株予約権無償割当て決議において定める期間とする。

なお、上記 6.の規定に基づき当社が本新株予約権を取得する場合、当該取得に係る本
新株予約権についての行使期間は、当該取得日の前日までとする。また、行使請求期

間の最終日が払込取扱場所の休業日にあたる場合は、払込取扱場所の前営業日を最終

日とする。
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12. 本新株予約権の行使請求受付場所
本新株予約権無償割当て決議において定める。

13. 本新株予約権の行使条件
(1) 大量買付規則第 2条で定める大量買付け者及びそのグループ等は、本新株予約
権を行使することができない。

(2) 当社は、本新株予約権の行使の条件（及び取得条項が付された場合は取得の条
件）として、本新株予約権の保有者に、自己が大量買付け者及びそのグループ

等ではないこと及び本新株予約権を大量買付け者及びそのグループ等のため

に保有する者ではないことの確認又は資料の提出を求めることができる。上記

の確認又は資料の提出がなされない場合には、当社は、当該本新株予約権の保

有者を大量買付け者及びそのグループ等とみなすことができる。

(3) 本新株予約権者が、当該本新株予約権の行使により将来発行されるべき当社株
式を大量買付け者及びそのグループ等に対して譲渡する旨合意しているとき

は、当該本新株予約権者はその旨を当社に書面で届出なければならない。この

場合、当社は、当該本新株予約権の保有者を大量買付け者及びそのグループ等

とみなすことができる。本新株予約権の割当てを受けた当社株主が、割当て日

現在において保有する株式を大量買付け者及びそのグループ等に対して譲渡

したとき又は譲渡する旨を合意しているときは、当社は、当該株式に対して割

当てられた本新株予約権の行使により将来発行されるべき当社株式について、

大量買付け者及びそのグループ等に対する譲渡が合意されたものとみなすこ

とができる。

(4) 上記の他、外国法令が適用される当該法令の管轄地（以下「当該管轄地」とい
う。）を所在地又は本拠地とする本新株予約権者は、当該外国法令所定の手続

きの履行、若しくは当該外国法令所定の条件（一定期間の行使禁止、当該外国

法令所定の書類の提出を含む。）の充足、又はその双方（以下「準拠法による

行使及び手続きの条件」という。）が必要とされる場合は、当該準拠法による

行使及び手続きの条件が全て履行又は充足されたと当社取締役会が認める場

合に限り本新株予約権を行使することができる。但し、当該管轄地を所在地又

は本拠地とする本新株予約権者が本新株予約権を行使するに際し、当社が履行

又は充足することが必要とされる準拠法による行使及び手続きの条件につい

ては、当社はこれを履行又は充足する義務は負わないものとする。また、当該

管轄地を所在地又は本拠地とする本新株予約権者に本新株予約権を行使させ

ることが当該法令上認められない場合には、当該管轄地を所在地又は本拠地と

する本新株予約権者は、本新株予約権を行使することができないものとする。

(5) 上記(4)に拘わらず、アメリカ合衆国（以下「合衆国」という。）を所在地又は
本拠地とする本新株予約権者は、当社に対し、合衆国 1933年証券法規則 501
（注 1）に定める公認投資家(Accredited investor)である旨を表明及び保証し、か
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つ当該本新株予約権者が保有する本新株予約権の権利行使の結果取得する当

社普通株式の転売は大阪証券取引所における普通取引（但し、事前の取決めに

基づかず、かつ事前の勧誘を行わないものとする。）によってのみこれを行う

ことを誓約した場合（以下「合衆国投資家等誓約者」という。）に限り、本新

株予約権を行使することができる。当社はかかる場合に限り、当該合衆国を所

在地又は本拠地とする本新株予約権者が本新株予約権を行使するために当社

が履行又は充足することが必要とされる合衆国 1933年証券法規則Ｄ及び各合
衆国州法に係る準拠法による行使及び手続きの条件を履行又は充足するもの

とする。なお、合衆国における法令の変更等の理由により、合衆国を所在地又

は本拠地とする本新株予約権者が、合衆国投資家等誓約者としての条件等を充

足しても合衆国証券法その他の法令上適法に本新株予約権の行使を認めるこ

とができないと当社取締役会が認めた場合には、合衆国を所在地又は本拠地と

する本新株予約権者は、本新株予約権を行使することができない。

(注 1) Rule 501(a) of Regulation D under the United States Securities Act of 1933

14. 組織再編行為の場合の新株予約権の承継
当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収

分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる

株式交換、または株式移転完全子会社となる株式移転（以下「組織再編行為」と総称

する。）を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生時点において行使されておらず、

かつ当社により取得されていない本新株予約権に代わり、其々吸収合併存続会社、新

設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株

式移転設立親会社は、当社が本新株予約権株主無償割当て決議において定める無償割

当てに関する事項に基づき新株予約権者に新たに新株予約権を交付することができる

ものとする。 

15. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備
金

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合、本新株予約権の行使に際

し払い込まれた上記 8.の金銭全額を資本に組み入れ、資本準備金は増加しない。

16. 本新株予約権の行使の方法及び行使の請求場所
本新株予約権の行使は、当社所定の新株予約権行使請求書（本新株予約権者が買収

提案者及びそのグループ等でなく、大量買付け者及びそのグループ等のために行使し

ようとしているものではないことについての表明保証条項、補償条項及び違約金条項

等を含む書式によるものとする。）に本新株予約権者の氏名、住所、行使する本新株予

約権の個数及び対象株式数等の必要事項を記載し、これに記名捺印の上、必要に応じ

て別に定める本新株予約権行使に要する書類並びに会社法、証券取引法その他の法令

及び関連法規（日本証券業協会及び大阪証券取引所の定める規則等を含む。）上その
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時々において要求されるその他の書類（以下「行使請求書添付書類」という。）を添え

て上記 12.で定める行使請求受付場所に提出し、かつ、当該行使に係る本新株予約権の
行使に際して出資すべき上記 8.の金銭を上記 10.で定める金銭払込取扱場所に払い込
むことにより行われるものとする。

17. 本新株予約権行使請求の効力発生時期
本新株予約権の行使請求の効力は、上記 16.の規定に従い、行使に係る本新株予約権

行使請求書及び行使請求書添付書類の提出並びに当該行使に係る本新株予約権の行使

に際して出資すべき上記 8.の金銭が払い込まれた時に発生する。

18. 本新株予約権の譲渡制限
本新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。

19. 本新株予約権証券の発行に関する事項
本新株予約権証券は、発行しない。

 

20. 本新株予約権者に対する通知等
(1) 本新株予約権者に対する通知又は催告は、本新株予約権原簿に記載し又は記

録した当該本新株予約権者の住所（当該新株予約権が別に通知又は催告を受

ける場所又は連絡先を文書により当社に通知をした場合には、その場所又は

連絡先）宛てに書面により行うものとし、かかる通知又は催告は、通常到達

すべきであった時に到達したものとみなす。

(2) 上記(1)の通知又は催告の内容等に関する本新株予約権者の承諾については、
本新株予約権者に上記(1)の通知又は催告が到達したとみなされる日から 14
日以内に、新株予約権者から当社に対して別段の意思表示がなされない場合

には、当社は本新株予約権者がこれを承諾したものとみなすことができる。

(3) その他本新株予約権者に対する通知は、法令等の定めにより行う。

 21. 当社に対する通知
本新株予約権者が当社に対して行う通知又は請求は、当社の本社住所の総務部宛（但

し、当社が書面をもって別異の住所及び宛先を指定した場合は、当該住所若しくは宛

先）に交付し又は当該住所及び宛先に対し料金支払い済の郵便により送付するものと

する。

 22. その他の事項
本概要に定める事項のほか、本新株予約権の割当てに関して法令上必要とされる事

項は、本新株予約権無償割当て決議又は当社取締役会において定める。

   


