
 

Page1/12 

平成 19年 2月 13日 
各  位 

会 社 名 株式会社オークネット 
代 表 社 名 代表取締役社長 藤崎 清孝 
コード番号 9669 東証第一部 

問い合わせ先 取締役 西 康宏 
（TEL 03-3512‐6175） 

 

 

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の導入に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 19年 2月 13日開催の当社取締役会において、平成 19年 2月 26日開催予定の

監査役会および取締役会において第 23 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」）の議案としての決議を受け、本定時株主総会における株主の皆様のご承認をいただくことを

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（以下「本プラン」）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。 

本プランを決定した取締役会には、当社監査役 4名全員（4名全員が社外監査役であります。）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として相当と判断される旨の意見が

表明されております。 

なお、本日現在、他者からの当社株式の大量買付打診及び申し入れ等は一切ございませんので、

念のため申し添えておきます。 

 

 

１．本プラン導入の目的 

当社は、昭和 60 年に中古車オークション事業に世界で初めてのネット型オークションの導入を

実現し、通信衛星を利用した事業者向けオークションの運営にて独自のマーケット・ポジションを

確立してまいりました。平成 18年 2月には、更なる成長を実現し企業価値を高めていくことを目標

に平成 20年 12月期をターゲットとする中期経営計画を発表し、その達成のため、ウェブを活用し

た主力事業である中古車事業部門の更なる強化・拡大、中古車以外の事業の事業基盤の確立を

経営課題として掲げ、戦略的な取り組みを行っております。 

また、当社は、「本物主義」「顧客中心主義」を社是として、全社一丸となって、創造的で付加価

値の高いサービスを提供することによる、企業価値向上を事業活動の基本としております。こうした

経営理念の具現化を通じて、株主や顧客の皆様、従業員等の企業利害関係者（ステークホルダ

ー）の信頼に応えていきたいと考えております。 

当社は、こうした経営戦略や経営理念の下、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、昨今、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
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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

経営戦略及び経営理念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、方法および内容、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、それぞれ適切かつ充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充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。 

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。 

 

 

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

対して充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き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、以下のとおりです。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又はその提案（以下、併せて「買付

等」）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」）には、予め本プランに従っていただくこととします。 

記 
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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 

 
(*1) 証券取引法第 27条の 23第 1項に定義されます。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（当社取締役会がこれに該当すると認めた

者を含む。）。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項に定義されます。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項に定義されます。②において同じとします。 
(*5) 証券取引法第 27条の 2第 6項に定義されます。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項に定義されます。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項に定義されます（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含む。）。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 2 項で
定める者を除きます。本書において同じとします。 

 

 

（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」）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き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」）を、当社の定める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充分であると判断し、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む）の詳細（具体的名称、資本構成、財務内容等を含む） 

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、買付等の実現可能性等を含む） 

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む） 

④ 買付等の資金の裏づけ（資金の提供者（実質的提供者を含む）の具体的名称、調達方法、関

連する取引の内容を含む） 

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 
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(*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む。）。本書において同じとします。 

 

 

（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む）の助言

を得ながら、社外取締役や監査役の意見も十分尊重したうえで、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きを遵守する場合 

買付者等が買付等を行うにあたり上記（２）及び（３）に定める手続き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

ご考慮のうえ、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・株主共同の利益に対す

る回復し難い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 
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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 

⑤ 買付者等の提案する当社株式の買付方法が、強圧的二段階買収（最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。） 

⑥ 買付者等による支配権獲得により、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を著しく害するおそれがあると判断される

場合 

 

（ｂ）買付者等が本プランに定める手続きを遵守しない場合 

買付者等が買付等を行うにあたり上記（２）及び（３）に定める手続き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 

① 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の撤回をした場合その他買付

等が存しなくなった場合 

② 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きは、以下のとおりです。 
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（i） 新株予約権無償割当ての手続き及び名義書換手続き 

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基準日（以下「基準日」）を定め、これを公告いたします。こ

の場合、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

た株主の皆様（以下「割当対象株主」）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 1 個を上限と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

権が無償にて割当てられます。従いまして、株主の皆様におかれましては、基準日に間

に合うよう、速やかに株式の名義書換手続き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、名義書換手続きは不要です。）。

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、申込みの手続き等は不要です。 

なお、上記２．（４）（ｂ）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き 

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

におかれましては、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個あたり 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、それと引き換えに当

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い込みをせずに当社普通株式を
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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。 

なお、新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後において、当社が、新

株予約権の無償割当てを中止する場合には、1 株当たりの株式の価値の希釈化は生じま

せんので、希釈化が生じることを前提にして売買を行った場合には相応の損害を被る可

能性があります。 

 

（iii） 当社による新株予約権の取得の手続き 

当社は、当社取締役会が新株予約権を取得する旨の決議をした場合、法定の手続き

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き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きにつき、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（特定買付者等を除く。）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 19年 3月 23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 22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。なお、当社取締役の任期は１年であり、たとえ本プランの有効期間中であっても、取締

役の選任を通じて株主の皆様のご意向を示していただくことが可能です。 
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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。 

 

 

６．法令の改正等による修正 

本プランは、平成19年 2月 13日現在施行されている法令の規定を前提としているものであり、同日

以後、法令の新設又は改廃により、本書に記載する条項ないし用語の意義等に修正を加える必要

が生じた場合には、当社取締役会において、当該新設又は改廃の趣旨を考慮の上、本書に記載す

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ることができるものとします。 

 

以 上 
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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 

 

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 

大量買付者から 

追加情報の提供 

検討期間 

（60日又は90日） 

ルールの逸脱 

突然の買付行為開始 

 

株主の皆様によるご判断 

 原則 

対抗措置の発動 

 例外

（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す。本プラン

の詳細については本文をご参照ください。 

企業価値・株主共同

の利益に対する回復

し難い侵害をもたらす

おそれのある買付等
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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

1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）その共有保有者 

（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

受け又は継承した者 

（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、これと引き換えに、

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。 
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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。 

 

 
(*9) 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) 公開買付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、（ウ）において

同様とする。）の買付等（証券取引法第 27 条の 2 第 1 項に定義される。以下、（ウ）において同様とする。）を行う旨の
公告を行ったもので、当該買付等の後におけるその者の所有（これに準じ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ものとし

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条に定義される。）をいう。 

 

 

以 上 
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参考資料 

 

大株主の状況 

 

平成 18年 12月 31日現在 

氏名又は名称 所有株式数 
発行済株式総数

に対する所有株式

数の割合 
 （百株） （％）

株式会社フレックス 14,058 13.14 

みずほ信託退職給付信託オリエントコーポレーション口 13,116 12.26 

藤崎 喜代子 5,874 5.49 

日本ビジネステレビジョン株式会社 5,659 5.29 

株式会社ジェイ･エー･エー 5,320 4.97 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 4,339 4.06 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 4,081 3.81 

ジェーピー モルガン チェース バンク 2,014 1.88 

日本生命保険相互会社 2,000 1.87 

資産管理サービス信託銀行株式会社（年金信託口） 1,511 1.41 

計 57,974 54.18 

 


