
平成１９年１月３０日 

 各  位 

会 社 名  株 式 会 社 モ リ テ ッ ク ス 

代 表 者 名   代表取締役社長 森田 茂幸 

（コード番号：７７１４ 東証第一部）                     

問い合わせ先  取締役経営企画本部長 原田 国重 

電 話 番 号   0 3 － 3 4 0 1 － 0 9 8 4 

 
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）における対抗措置 

としての新株予約権の無償割当ての概要ならびに特別委員会委員の選任について 
 
当社は、平成１８年１２月１８日開催の取締役会において、当社株式の大規模買付行為

に関する対応方針（買収防衛策）について具体的内容の決定を行いましたが、本日開催の

取締役会で、対抗措置としての新株予約権の無償割当ての概要を決定いたしましたので、

お知らせいたします。 
また、社外監査役と外部有識者の合計４名により構成される特別委員会の委員を選任致

しましたので、併せてお知らせいたします。 （委員会委員の氏名ならびに略歴は別紙をご

参照ください） 
本対応方針の内容追加（以下「本件」といいます）は、本日開催された当社取締役会に 

おいて、全取締役の賛成により決定されたものであり、社外監査役４名を含む当社監査役

全員が出席し、いずれの監査役も具体的運用が適正に行われることを条件として、本件に

賛成する旨の意見を述べました。なお、現在当社は、買収の具体的な脅威に晒されている

わけではありません。 
（文中に用いられた用語の定義については、平成１８年１２月１８日付け公表の「当社株

式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）について」【（ご参考）として後記に

て掲載】をご参照ください） 
 
１．対抗措置としての新株予約権の無償割当ての要領 
 
（１）新株予約権無償割当ての利用 

大規模買付者が当社が定めた大規模買付ルールを遵守しない場合や大規模買付けル

ールを遵守した場合であっても当該大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同利

益の確保・向上に反すると判断される場合には、当社は、当該買付者等による権利行使

は認められないとの行使条件及び当社が当該買付者等以外の者から当社株式と引換え

に新株予約権を取得する旨の取得条項が付された新株予約権（その主な内容は下記２
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「本新株予約権の無償割当ての概要」にて後述するものとし、以下「本新株予約権」と

いいます。）を、その時点の全ての株主に対して新株予約権無償割当ての方法（会社法

第 277 条以降に規定されます。）により割り当てます。 
 

（２）本新株予約権の行使及び当社による本新株予約権の取得 
本対応方針に従って本新株予約権の無償割当てがなされ、買付者等以外の株主の皆様

により本新株予約権が行使された場合、又は当社による本新株予約権の取得と引換えに、

買付者等以外の株主の皆様に対して当社株式が交付された場合、当該買付者等の有する

当社株式の議決権割合は希釈化される可能性があります。 
 
２．本新株予約権の無償割当ての概要 
本対応方針に基づく本新株予約権の無償割当ての概要は、以下のとおりです。 

（１） 本新株予約権の目的となる株式の種類 
当社普通株式 

 
（２）本新株予約権の総数 

本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議（以下「新株予約権無償割当て決議」

といいます。）において当社取締役会が別途定める一定の日（以下「割当期日」といい

ます。）における当社発行可能株式総数から当社の 終の発行済株式総数（但し、同時

点において当社の有する当社株式の数を控除します。）を減じた相当数を上限として、

当社取締役会が新株予約権無償割当て決議において別途定める個数とします。なお、当

社取締役会は、複数回にわたり、新株予約権の無償割当てを行なうことができるものと

します。 
 

（３）割当対象株主 
割当期日における当社の 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本新株予約権を割り当てます。なお、当社株式１株につき本新株予

約権の割当個数は当社取締役会が新株予約権無償割当て決議において別途定める個数

とします。 
 

（４）本新株予約権の無償割当ての効力発生日 
新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める日とします。 

 
（５）本新株予約権の目的である株式の数 

本新株予約権１個の目的である株式の数（以下「対象株式数」といいます。）は、別

途調整がない限り１株とします。 
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（６）本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際し

て出資される財産の株式 1 株当たりの価額は、1 円を下限として当社株式の 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

て決議において別途定める価額とします。 
 

（７）本新株予約権の行使期間 
新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める期間とします。ただし、

下記（１０）項②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、当該取得日の前営業日までとします。また、行使期間

の 終日が行使に際して払い込まれる金銭の払込取扱場所の休業日にあたるときは、そ

の前営業日を 終日とします。 
 

（８）本新株予約権の行使条件 
①特定株主グループ（議決権割合が２０%以上のものに限ります。以下、同じで

す。）に属する者又は特定株主グループに属する者になろうとする者及び②これらの

者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲受けもしくは承継した者、

（以下、併せて「非適格者」といいます。）は、原則として本新株予約権を行使するこ

とができません。 
 

（９）本新株予約権の譲渡制限 
本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します。 

 
（１０）当社による本新株予約権の取得 

①当社は、行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が本新株予約権を取得するこ

とが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別途定める日にお

いて、全ての本新株予約権を無償にて取得することができるものとします。 
②当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が有する本新株予

約権のうち当該当社取締役会が定める日の前営業日までに未行使のもの全てを取得

し、これと引換えに、本新株予約権１個につき対象株式数の当社株式を交付すること

ができます。 
また、かかる取得がなされた日以降に、本新株予約権を有する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

当該当社取締役会が別途定める日において、当該者の有する本新株予約権のうち当該

当社取締役会の定める日の前営業日までに未行使のもの全てを取得し、これと引換え
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に、本新株予約権 1個につき対象株式数の当社株式を交付することができるものとし、

その後も同様とします。 
 

３．本新株予約権の無償割当て時に株主の皆様に与える影響等 
（１） 本件導入時に株主及び投資家の皆様に与える影響 

本件導入時点においては、本新株予約権の無償割当て自体は行なわれませんので、株

主及び投資家の皆様に直接具体的な影響が生じることはありません。 
 
（２）本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響 

当社取締役会において、新株予約権無償割当て決議を行った場合には、新株予約権無

償割当て決議において別途定める割当期日における株主の皆様に対し、その保有する株

式１株につき当社取締役会で別途定める本新株予約権割当て個数で本新株予約権が無

償にて割り当てられます。仮に、株主の皆様が、権利行使期間内に、金銭の払込その他

下記（３）「本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続」②にお

いて詳述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（３）「本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要と

なる手続」③に記載する手続により、非適格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

取った場合、非適格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、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、保有する当社株式全体の希釈化は生じません。 

なお、当社は、割当期日や本新株予約権の無償割当ての効力発生後においても、例え

ば、買付者等が買付等を撤回した等の事情により、本新株予約権の行使期間開始日の前

日までに、本新株予約権の無償割当てを中止し、又は当社が本新株予約権者に当社株式

を交付することなく無償にて本新株予約権を取得することがあります。これらの場合に

は、１株当たりの株式の価値の希釈化は生じませんので、１株当たりの株式の価値の希

釈化が生じることを前提にして売付等を行った投資家の皆様は、株価の変動により相応

の損害を被る可能性があります。 

 

（３）本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続 

①名義書換の手続 

当社取締役会において、本新株予約権の無償割当てを実施することを決議した場合に

は、当社は、本新株予約権の無償割当てに係る割当期日を公告いたします。 

この場合、割当期日における当社の 終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録

された株主に本新株予約権が無償にて割り当てられますので、株主の皆様におかれて
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は、速やかに株式の名義書換手続を行って頂く必要があります。（なお、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、割当期日における当社の 終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録され

た株主の皆様は、本新株予約権の無償割当ての効力発生日において、当然に新株予約

権者となります。 

②本新株予約権の行使の手続 

当社は、割当期日における当社の 終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録さ

れた株主の皆様に対し、原則として、本新株予約権の行使請求書（行使に係る本新株

予約権の内容及び数、本新株予約権を行使する日等の必要事項、並びに株主ご自身が

非適格者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ものとします。）その他本新株予約権の権利行使に必要な書類を

送付いたします。本新株予約権の無償割当て後、株主の皆様においては、権利行使期

間内でかつ当社による本新株予約権の取得の効力が発生するまでに、これらの必要書

類を提出した上、本新株予約権１個当たり、１円を下限として当社株式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

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、本新株予約権１個に

つき、対象株式数の当社株式が発行されることになります。 

③当社による新株予約権の取得の手続 

当社は、当社取締役会が本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の到来日をもって、本新株予約権を取得します。

また、本新株予約権の取得と引換えに当社株式を株主の皆様に交付するときは、速や

かにこれを交付いたします。なお、この場合、かかる株主の皆様には、別途、ご自身

が非適格者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書面をご提出いただくことがあります。 

 

上記のほか、本新株予約権の割当て方法、名義書換方法、行使の方法及び当社による

取得の方法の詳細につきましては、本新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会の

決議が行われた後、株主の皆様に対して情報開示又は通知いたしますので、当該内容を

ご確認ください。 

 

以 上 
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別紙 
特別委員会委員略歴 

輿石 和雄（こしいし かずお） 
【略歴】 

昭和１２年生 
昭和３５年 ４月 玉塚証券株式会社（現新光証券株式会社）入社 
昭和５９年１１月 新日本証券株式会社(現新光証券株式会社)名古屋支店引受部長 
昭和６３年 ４月 株式会社大塚家具入社経営企画室長 
平成 元年 ３月 同社取締役 
平成 ２年 ３月 同社監査役 
平成 ３年 ６月 協栄物産株式会社取締役 
平成 ９年 ６月 同社監査役 
平成１２年 ６月 当社監査役（現任） 
 

※輿石和雄氏は会社法第 2 条第 16 号に規定される社外監査役です。同氏と当社の間に特別
の利害関係はありません。 

 
津田 樹己（つだ たつみ） 
【略歴】 

昭和１１年生 
昭和３５年 ４月 株式会社東芝入社 
昭和４０年 １月 東芝アメリカ社(ニューヨーク)赴任 
昭和４４年 ３月 株式会社東芝本社主計部計算課主任 
昭和４９年 ３月 株式会社日本ニュークリアフュエル経理部課長 
昭和５３年 ６月 株式会社東芝柳町工場経理部長 
昭和５７年 ６月 同社計測事業部主計室長 
昭和５８年 ３月 東芝インターナショナル社(サンフランシスコ)副社長 
平成 ２年 ３月 株式会社東芝部品材料事業本部主計室長 
平成 ５年 ６月 東芝リース株式会社取締役経理部長 
平成 ７年 ６月 同社取締役社長 
平成１１年 ４月 学校法人順心女子学園理事（現任） 
平成１１年 ８月 株式会社総合防災ソリューション監査役（現任） 
平成１３年 ７月 東芝ファイナンス株式会社嘱託（現任） 
平成１５年 ４月 株式会社クラフト顧問（現任） 
平成１７年 ４月 株式会社ジャスト・エス・イー監査役（現任） 

 
早坂 昇一（はやさか しょういち） 
【略歴】 

昭和１１年生 
昭和３７年 ４月 プライス ウオーターハウス会計事務所入社 
昭和４７年 ４月 監査法人トーマツ入社 
昭和４９年１０月 同監査法人代表社員 
昭和５４年 ６月 同監査法人東京事務所監査総括担当社員 
昭和６２年 ６月 同監査法人東京事務所地区経営執行社員 
平成 元年 ６月 同監査法人本部専務代表社員兼務 
平成 ９年 ６月 デロイト トーマツ コンサルティング株式会社取締役会長 
平成 ９年 ６月 Deloitte Consulting-Global Board of Director Member 
平成１３年 ９月 デロイト トーマツ コンサルティング株式会社顧問 
平成１３年 ７月 公認会計士 早坂昇一事務所開設 
平成１５年 ６月 マスミューチュアル生命保険株式会社監査役（現任） 

 
山田 学（やまだ まなぶ） 
【略歴】 

昭和４３年生 
平成１１年 ４月 司法研修生採用 
平成１３年１０月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 
平成１３年１０月 山王法律事務所入所 
 

以上 
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（ご参考：平成１８年１２月１８日付けプレスリリース） 

 

平成１８年１２月１８日 

 各  位 

会 社 名  株 式 会 社 モ リ テ ッ ク ス 

代 表 者 名   代表取締役社長 森田 茂幸 

（コード番号：７７１４ 東証第一部）                     

問い合わせ先  取締役経営企画本部長 原田 国重 

電 話 番 号   0 3 － 3 4 0 1 － 0 9 8 4 

 
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）について 

 
当社は、平成１８年１２月１８日開催の当社取締役会において、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しましたので、お知らせいたします。なお、本

対応方針で引用する法令の規定は、平成１８年１２月１８日現在施行されている規定を前

提としているものであり、同日以後、法令の改正(法令名の変更や旧法令を承継する新法令

の制定を含みます。)があり、それらが施行された場合には、本対応方針において引用する

法令の各条項は、当社取締役会が別途定める場合を除き、当該改正後のこれらの法令の各

条項を実質的に承継する法令の各条項に、それぞれ読み替えられるものとします。 
 

１．大規模買付ルールの目的 
 当社は、光応用機器事業、機能性材料事業、バイオ関連事業の各事業分野を中心に、

保有する高度な技術を活用し、産業全般へ高品質の製品・サービスを提供する研究開発

型の企業として、社会、株主、社員にとって価値ある企業作りに励んでまいりました。 
 昭和４８年の創業以来、顧客満足度の向上に努め、健全な継続的成長を実現したこと

により、社業は順調に発展し、平成９年に株式店頭公開、平成１２年には東京証券取引

所市場第一部に上場を果たしました。 
 当社では、企業価値の一層の向上を目指し、平成１６年度に「Global 化の推進」、

「Growth 計画の達成」、「Green 化への積極的な取り組み」を基本方針とした、中期 3 カ

年計画「3Ｇ200ＰＬＡＮ」を策定し、実行してまいりました。「3Ｇ200ＰＬＡＮ」の基本
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方針として掲げた「Global 化の推進」、「Green 化への積極的な取り組み」については、3
年間で顕著な成果を挙げることが出来ましたが、「Growth 計画の達成」の目標について

は、平成１９年 3 月期の連結売上高は過去 高となる見込であるものの、中期経営計画

の目標とした連結売上高 200 億円には届かない見込であります。また、利益面について

は、コンシューマー向けビーズショップ事業において損失が継続的に発生したことや、

販売競争の激化、製造コストの低減の遅れなどから、誠に遺憾ながら大幅な未達となる

見通しであります。 
 中期 3 カ年計画「3Ｇ200ＰＬＡＮ」は本年度が計画 終年度となるため、現在当社で

は、新たな中期経営計画策定に向けた活動を開始しております。すなわち、新たな中期

経営計画策定に向けた施策として、継続的に営業損失が発生していたコンシューマー向

けのビーズショップ事業を来年３月３１日に廃止し、企業間取引を中心とした分野にお

いて業容の拡大を図る方針を打ち出し、次期中期経営計画に向けた土壌作りを推進して

おります。 
次期中期経営計画においては、「3Ｇ200ＰＬＡＮ」で得られた教訓を基に、経営資源を

競争力の源泉とも言える技術力・生産効率・営業力の向上に重点的に振り向け、事業の

選択と集中を強化し、企業価値及び株主共同利益の確保・向上に資する計画の立案を進

めて参る所存です。 
このような事業環境下において、突然買収行為が発生した場合には、株主の皆様に当

社の株式価値の妥当性を短期間で判断して頂くこととなります。 
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、 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、判断のための合理的期間の確保をすることが不可欠で

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

して必要かつ十分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と判断のための合理的期間を提供するものであり、当

社企業価値及び株主共同利益の確保・向上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や、大規模買付ルールを遵守した場合であ

っても当該大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同利益の確保・向上に反すると

判断される場合には、当社企業価値及び株主共同利益の確保・向上の観点から、一定の
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対抗措置を講じることができるものとします。なお、現在当社は、買収の具体的な脅威

に晒されているわけではありません。 
 

２．大規模買付ルールの内容 

大規模買付ルールとは、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、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、及び、その後株主の皆様にご判断頂くための十分な熟慮期間を設け、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す。 

大規模買付ルールの概要は、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、株主の皆様の

判断及び当社取締役会の評価検討のために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。 

大規模買付情報の具体的内容は、大規模買付行為の内容及び態様等によって異なり

得るため、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従って大規模買付行為を行う旨の「意向表明書」を予めご提出い

ただくこととします。意向表明書には、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

に従う旨の誓約を記載していただきます。当社は、この意向表明書の受領後１０営業

日以内に、当初提出していただくべき大規模買付情報のリストを大規模買付者に交付

します。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

考えられる場合には、追加的に情報を提供していただくことがあります。なお、大規

模買付情報の主な項目は、以下のとおりです。また、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

は一部を公表いたします。 

① 大規模買付者及びそのグループの概要 

② 大規模買付行為の目的、方法及び内容 

③ 大規模買付行為に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡が

存する場合にはその内容 

④ 買付対価の算定根拠及び買付資金の裏付け 

⑤ 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 

⑥ 大規模買付行為完了後に意図する当社及び当社グループの経営方針及び事業計画 

⑦ 大規模買付行為完了後に意図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
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向上させることの根拠 

⑧ 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 

 

（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、その他の大規模

買付行為の場合には９０日を、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得ながら、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、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。 

 

（３）株主の皆様による熟慮 

取締役会評価期間満了後３０日の間は、当社株主の皆様が、大規模買付者から提供

された情報及びこれをもとにした当社取締役会の意見や代替案を考慮して、大規模買

付者からの提案に応ずるか否か等について適切な判断をしていただくための熟慮期間

（以下、「株主熟慮期間」といいます。）といたします。従って、当社株主の皆様の

判断に必要な時間確保の観点から、大規模買付行為は、取締役会評価期間及び株主熟

慮期間の経過後にのみ開始されるべきものとし、経過前に大規模買付行為が行われた

場合には、そのことのみをもって対抗措置を発動することができるものとします。 
 

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、当社企業価値及び株主共同利益の確保・向上を目的

として、新株等の発行や新株予約権の無償割当て等、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。）を発動

し、大規模買付行為に対抗することがあります。なお、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。 
 

（２）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合 
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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、反対意見の表明、代替案の提示、株主の皆

様への説得等を行う可能性は否定しないものの、原則として、大規模買付行為に対す

る対抗措置は発動しません。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、当社企業価値及び株主共同利益の確保・

向上に反すると判断される場合には、当社取締役会は、当社企業価値及び株主共同利

益の確保・向上を目的として、対抗措置を講じることがあります。具体的には、以下

の①から⑨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

当社の企業価値及び株主共同利益の確保・向上に反する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ーラー） 

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 大規模買付者の提案する当社株式の買付条件（買取対価の金額、種類、内容、時期、

方法、違法性の有無、実現可能性を含むがこれらに限らない。）が、当社の企業価

値に照らして著しく不十分又は不適切なものであると判断される場合 

⑥ 大規模買付者の提案する当社株式の買付方法が、強圧的二段階買収（ 初の買付で

全株式の買付を勧誘することなく、二段目の買付条件を不利に設定し、あるいは明

確にしないで、公開買付け等の株式買付を行うことをいう。）など、株主の判断の

機会又は自由を制約し、事実上、株主に当社株式の売却を強要するおそれがあると

判断される場合（但し、部分的公開買付けであることをもって当然にこれに該当す

るものではない。） 

⑦ 大規模買付者による支配権取得により、当社株主はもとより、顧客、従業員その他

の利害関係者の利益を含む当社の企業価値及び株主共同利益に著しく反するおそれ
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があると判断される場合 

⑧ 大規模買付者が支配権を獲得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企業

価値との比較において、当該大規模買付者が支配権を取得しない場合の当社の企業

価値と比べて明らかに劣後すると判断される場合 

⑨ 大規模買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として不適切であると判断され

る場合 

 

４．対抗措置の公正さを担保するための手続 

（１）特別委員会の設置 

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企業価値及び株主共同利益の確保・向上のために適切

と考える一定の対抗措置を執るか否かについては、当社取締役会が 終的判断を行う

ことから、その判断の合理性、公正性を担保するために、当社は、大規模買付ルール

の設定後、当社取締役会から独立した組織として、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、社外取締役、社外監査役、弁護士、税理

士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務又は当社の業務領域に精通している者、

取締役又は執行役として経験のある社外者等の中から選任するものとします。なお、

特別委員会の判断が適切になされることを確保するために、特別委員会は、当社の費

用で、独立した第三者(フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサ

ルタントその他の専門家を含みます。)の助言を得ることができるものとします。 

 

（２）対抗措置発動にあたっての手続 

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合に、当社取締役会が当該大規模買

付行為が当社企業価値及び株主共同利益の確保・向上に反することを理由に対抗措置

を発動する場合には、その判断の公正さを担保するために、以下の手続を経ることと

します。 

まず、当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、特別委員会に対し対抗措置の発

動の是非について諮問し、特別委員会は、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、特別委員会の勧告を 大限尊重するものとします。 

また、当社取締役会は、特別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。 

なお、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合に、当社取締役会が対抗

措置を発動する場合であっても、当社取締役会は対抗措置の発動に先立ち、特別委員
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会に対し対抗措置の発動の是非について諮問することができることとします。この場

合、当社取締役会は、特別委員会の勧告を 大限尊重するものとします。 

 

（３）株主意思の確認手続 

特別委員会が、当該大規模買付行為は当社の企業価値及び株主共同利益の確保・向

上に反するとは認められないとの勧告を行い、当社取締役会が取締役の善管注意義務

に違反するおそれがある等の特段の事情があるものと認め、これと異なる判断を行お

うとする場合には、対抗措置の発動の賛否に関する株主意思の確認手続として、書面

投票又は当該目的のために開催される｢株主意思確認総会｣を実施できるものといたし

ます。株主意思確認総会は、定時株主総会又は臨時株主総会と併せて開催される場合

もあります。 

なお、上記４(１)記載の対抗措置の発動の是非に関する取締役会による特別委員会へ

の諮問は、その時期に制限はなく、取締役会評価期間や株主熟慮期間の前後･期間中を 
問わず、行うことができますので、当該諮問を受けて、特別委員会が当該大規模買付

行為は当社の企業価値及び株主共同利益の確保・向上に反するとは認められないとの

勧告を行った場合には、取締役評価期間や株主熟慮期間の前後･期間中を問わず、株主

意思の確認手続が実施される可能性があります。 
株主意思の確認手続の実施を決定した場合、当社取締役会は、速やかに、当社定款

の定める公告方法に従って、株主意思の確認手続において投票権を行使しうる株主を

確定するための基準日(以下、｢株主投票基準日｣といいます。)を設定し、株主投票基

準日の 終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をもって、株主意

思の確認手続において投票権を行使することのできる株主とします。 

当社取締役会は、株主投票基準日から９０日以内に、書面投票を実施し又は株主意

思確認総会を開催いたします。書面投票又は株主意思確認総会において、総株主の投

票権の３分の１以上を有する株主が出席し、その投票権の過半数の賛成があった場合

には、当社株主の皆様から当社取締役会に対し、相当と認められる対応措置を取るこ

とについてご承認いただけたものとさせていただきます。 

上記の他、書面投票又は株主意思確認総会の実施にかかる具体的な手続については、

当社取締役会が別途定めることといたします。 

なお、大規模買付者は、株主投票基準日の公告がなされた場合は、書面投票又は株

主意思確認総会において対抗措置の発動が否決されるまで、大規模買付行為を開始し

てはならないものとします。上記に反して大規模買付者が大規模買付行為を開始した

場合、当社取締役会はそのことのみをもって対抗措置を発動させることができるもの

とします。 

また、株主熟慮期間経過前に、株主意思の確認手続が実施される場合には、株主熟

慮期間と株主意思の確認手続の両手続が併存し得ることになりますが、株主意思確認
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総会の実施に関する公告がなされた場合には、株主熟慮期間が経過し、かつ、株主意

思の確認手続が終了(対抗措置の発動の否決)するまでの間、大規模買付行為を開始して

はならないものとします。 
 

 

５．株主及び投資家の皆様に与える影響等 

当社取締役会は、当社企業価値及び株主共同利益の確保・向上を目的として、対抗

措置を発動することがありますが、当社取締役会が具体的な対抗措置の発動を決定し

た場合には、適用ある法令、証券取引所規則等に従って、適時適切な開示を行います。

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蒙るような事態は想定しておりません。なお、対抗措置の具体的

内容については、下記(1)～(3)に準拠した内容の対抗措置とします。  

（１）大規模買付行為とは無関係の株主に不合理な経済的損害を与えない措置  

（２）大規模買付行為とは無関係の株主を合理的理由なく差別するものではない措置  

（３）大規模買付行為による当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上への脅

威の程度に応じた必要性・相当性を有する措置  

上記対抗措置により、大規模買付者は、株式の経済的価値の希釈化などの経済的損

失、議決権割合の低下、議決権行使に関する不利益等を含む何らかの不利益を被るお

それがあります。本対応方針の公表は、大規模買付者が大規模買付ルールに違反する

ことがないよう予め注意を喚起するものです。  

なお、当社取締役会は、対抗措置を発動する手続を開始した後に当該対抗措置を発

動することが相当でないと考えられる状況に至ったときは、特別委員会の勧告を 大

限尊重し、かつ、適宜必要に応じて外部専門家等の助言を得ながら、当該対抗措置の

発動を維持することの是非について検討するものとし、その結果、当該対抗措置の発

動を維持することが相当でないと判断した場合には、当該対抗措置を取止めることが

あります。 

 

６．その他 

（１）本対応方針は、本取締役会の決議をもって平成１８年１２月１８日付で効力を生じ

るものとします。なお、当社においては、平成１９年６月開催予定の当社定時株主総

会終結時に当社現任取締役全員が任期満了となりますが､当該定時株主総会後、同総

会において選任された取締役により 初に開催される取締役会において、本対応方針

を維持するか否か及び維持するとした場合には、その内容について検討し決定するこ

ととします。従って、本対応方針の継続又は改廃は、平成１９年６月開催の当社定時

株主総会において株主の皆様が選任された取締役によって構成される取締役会にお

いて決せられることになります。なお、次期定時株主総会以降の本対応方針の有効期
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間につきましては、次期定時株主総会終了後２年以内に終了する事業年度のうち 終

のものに関する定時株主総会の終結の時までとする予定です。ただし、有効期間満了

前であっても、株主総会において本対応方針を廃止する旨の決議が行われた場合、又

は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対応方針を廃止する

旨の決議が行われた場合には、本対応方針はその時点で廃止されます。 

 

（２）当社取締役会においては、今後とも、会社法・証券取引法等の関係法令の改正、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、当社企業価値及び

株主共同利益の確保・向上の観点から、必要に応じて本対応方針を見直して参りたい

と思います。本対応方針の変更等については、速やかに株主の皆様にお知らせします。 

 

（３）本対応方針は、本日開催された当社取締役会において、全取締役の賛成により決定

されたものであり、社外監査役４名を含む当社監査役全員が出席し、いずれの監査役

も具体的運用が適正に行われることを条件として、本対応方針に賛成する旨の意見を

述べました。 

 

（４）本対応方針の合理性 

本対応方針は、以下のとおり、高度な合理性を有しています。 

 

①買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること 

本対応方針は、経済産業省及び法務省が平成１７年５月２７日に発表した「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」の定める

三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原

則、必要性・相当性の原則）を完全に充足しています。 

②当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されているこ

と 

本対応方針は、大規模買付行為が行われた際に、当該大規模買付行為に応じるべ

きか否かを株主の皆様が判断するために必要な情報や時間、あるいは当社取締役会

による代替案の提示を受ける機会を確保すること等を可能にするものであり、当社

企業価値及び株主共同利益の確保・向上の目的をもって導入されるものです。 

③株主の合理的意思に依拠したものであること 

当社は、当社取締役会において本対応方針の導入を決定いたしましたが、次期定

時株主総会において、当社取締役の選任議案に関する議決権の行使を通じて、本対

応方針に関する株主の皆様の意思を確認させていただくこととし、株主の皆様のご

賛同が得られなかった場合には、新たに選任された取締役によって本対応方針は廃

止されることとなります。そのため、本対応方針の消長及び内容は、当社株主の皆
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様の合理的意思に依拠したものとなっております。 

また、４.（３）のとおり、株主意思確認手続を実施する場合には、対抗措置の発

動に対する当社株主の皆様の直接の意思に依拠することになります。 

④独立性の高い社外者の判断の重視 

当社は、本対応方針の運用に関し、対抗措置発動等の運用に際して、当社取締役

会の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために実質的な判断を客観的に行う諮問機

関として、特別委員会を設置する予定です。 

また、特別委員会の委員は3名以上5名以内とし、公正で中立的な判断を可能とす

るため、当社の業務執行を行う経営陣から独立し、当社及び当社の経営陣との間に

特別の利害関係を有していない社外取締役、社外監査役及び社外有識者（弁護士、

税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務・当社の業務領域に精通する者、

他社の取締役又は執行役として経験のある社外者、又はこれらに準ずる者）の中か

ら選任されるものとします。 

⑤合理的な客観的発動要件の設定 

本対応方針は、上記３.(２)記載の通り、予め定められた合理的かつ詳細な客観的

発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会に

よる恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。 

⑥取締役の恣意的判断防止のための措置 

本対応方針は、上記４.「対抗措置の公正さを担保するための手続」記載のとおり、

判断の公正さを担保された特別委員会の勧告を 大限尊重するように設定されてお

り、また、４.（３）記載の株主意思確認手続によって対抗措置の発動に対して株主

の皆様の意思を直接反映することにより、当社取締役会による恣意的な発動を防止

するための仕組みを確保しているものといえます。 

⑦デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと 

上記６.（1）に記載のとおり、本対応方針は、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廃止することができるものとされており、大規模買

付者が、当社株主総会で取締役を指名し、かかる取締役で構成される取締役会によ

り、本対応方針を廃止する可能性があります。 

従って、本対応方針は、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数

を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当

社は期差任期制を採用していないため、本対応方針はスローハンド型買収防衛策（取

締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに

時間を要する買収防衛策）でもありません。 
 

以上 

 
（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
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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。）並びに当社の株券等（同法第２
７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。 

 
（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。）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所
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１） 
 
当社株式の状況（平成 18 年 9 月 30 日） 
 
１．発行可能株式総数    30,000,000 株 
 
２．発行済株式総数     13,824,928 株 
 
３．株主数             10,623 名 
 
４．大株主（上位 10 名） 

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(%)

森戸祐幸 1,147 8.30

日本証券金融株式会社 684 4.95

日本トラステイ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 487 3.53

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 256 1.85

資産管理サービス信託銀行株式会社（信託口） 205 1.49

カセイスバンクオーデイナリーアカウント 
（常任代理人株式会社三菱東京 UFJ 銀行カストディ業務） 202 1.46

第一生命保険相互会社 180 1.31

株式会社みずほコーポレート銀行 180 1.30

森栄会（取引先持株会） 170 1.23

モリテックス従業員持株会 120 0.87

計 3,453 24.98

（注）1. 平成 18 年 10 月 10 日に、バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀
行株式会社より、9 月 30 日付でバークレイズ・グローバル・インベスターズ
信託銀行株式会社、バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社、
バークレイズ・グローバル・インベスターズ、エヌ・エイ (Barclays Global 
Investors,N.A.)、バークレイズ・グローバル・インベスターズ・リミテッド
(Barclays Global Investors Ltd)、バークレイズ・バンク・ピーエルシー 
(Barclays Bank PLC Ltd)の 5 社が、当社株式 751,200 株（5.43%）を共同で
保有する旨の大量保有報告書が財務省関東財務局長宛に提出されております
が、当中間期末現在の実質所有株式数の確認が出来ないため、上記大株主に
は含めておりません。 

 
2. 平成 18年 11月 13日及び 14日に、ユニオンホールディングス株式会社より、
当社株式 704,500 株（5.10%）を保有する旨の大量保有報告書及び訂正報告書
が財務省関東財務局長宛に提出されております。 
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