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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、本日開催の取締役会において、当社の企業価値の向上ならびに株主共同の利益 
の確保を目的として、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（以下「本対応方針」

といいます。）について下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。なお、

本対応方針の導入については、本年３月２９日に開催する当社定時株主総会で株主の皆様

にご審議いただき、株主の皆様のご承認を条件に導入することといたします。当該定時株

主総会において株主の皆様のご承認をいただけなかった場合には、本対応方針は自動的に

廃止されることになります。 
 

記 

 
１． 当社における企業価値向上、株主共同の利益確保の取り組み 
当社は、明治２０年（１８８７年）の創業以来、「最高の品質こそ最大のサービス」を 

社是として、常に品質向上、技術革新に努め、世界の筆記具市場をリードするメーカーと

しての地位を築いてまいりました。平成１８年には創業１２０年を迎えるとともに、おか

げさまで、この節目となる年に、過去最高の利益を上げることができました。これもひと

えに株主の皆様のご支援の賜物であります。 
当社は創業１２１年目の新たなスタートにあたり、平成１９年度から平成２１年度の中 

期３ヵ年計画を策定しました。本計画では、コア（筆記具）事業への集中とコア（筆記具）

事業からの再成長をスローガンに「筆記具事業での成長」を基本方針と定め、長期的成長

に向けた基盤整備を進めております。 
当社がほぼ半世紀前に発売したロングセラー商品「ユニ」に代表される最高レベルの鉛 

筆、金属チップ採用により世界で圧倒的なシェアを持つ水性ボールペン「ユニボール」、超

極細ボール径０．１８ミリを実現したゲルインクボールペン「シグノ」などの成功は当社

発展の礎となる一方、化粧品をはじめとする筆記具以外の新規事業が当社の発展に寄与し

ております。このように、一世紀以上の長きにわたる最高品質の筆記具の製造、販売と、

筆記具で培った技術を応用した新規事業を通して、当社は企業価値の向上に努めてまいり

ました。 

(財)財務会計基準機構会員 
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 近年の当社の業界を取り巻く経済環境の激しい変化は、お客様が求める「モノ」につ

いての価値観の多様化にも大きな影響を及ぼしています。付加価値が高く、差別化され

た「モノ」を求めるお客様のニーズをスピーディに汲み上げ、お客様の視点に立って本

当に求められる「モノ」やサービスを提供することが当社の最大の課題であり、務めで

あると考えます。そして、そのような課題を解決し務めを果たすためには、引き続き社

是の具体化を目指して品質向上、技術革新に努めるとともに、筆記具事業を中心に新規

事業を組み合わせた事業展開が必須となります。その第一歩として、まずは中期３ヵ年

計画の実現に取り組み、これを着実に実行することが、長期にわたり当社の企業価値を

向上させ、株主共同の利益確保に資するものであると考えております。 
 

２．本対応方針導入の目的 
 上述のとおり、当社は中期３ヵ年計画のもとで、当社の企業価値向上および株主共同の

利益確保のための取り組みを一層推進してまいる所存ですが、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け

を強行するといった動きが顕在化しつつあります。もとより、当社取締役会は当社株式の

大規模買付行為であっても、当社の企業価値向上および株主共同の利益確保につながるも

のであれば、これを一概に否定するものではありません。 

当社取締役会は、当社株式に対する大規模買付行為が行われた場合、これに応じるかど

うかは、最終的には当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものと考えております。もっ

とも、株主の皆様に適切な判断をいただくためには、買付者等および当社取締役会等から

の十分な情報提供と、株主の皆様が検討を行うに相当な期間が必要不可欠です。 

また、当社株式を売却せず継続的に保有するお考えの株主の皆様にとりましても、買付

者等が指向しようとする、当社のお客様および取引先、関係会社、従業員等の利害関係者

との関係についての方針を含む経営方針や事業計画の内容等は、当社株式の継続保有を検

討する上で重要な判断材料であると考えます。しかしながら、近年では株主の皆様への十

分な情報提供もなく、あるいは取締役会からの意見・代替案の提示などを行う期間もない

まま、一方的に大量の株式の買付けが行われる例が見受けられます。そこで、当社は、企

業価値向上および株主共同の利益確保のため、当社株式に対する大規模買付行為を行う場

合の手続を定め、かかる手続の遵守を買付者等に求めることで、株主の皆様が十分な情報

と検討の時間を得られないまま判断を迫られる事態を回避するとともに、当社の企業価値

および株主共同の利益を損なう大規模買付行為を防止しようとするものです。 
 
３．本対応方針の内容 
（１）本対応方針の対象となる買付行為 

本対応方針においては、下記①または②の条件に該当する行為またはその可能性のある

行為を「大規模買付行為」とし、これらの行為がなされ、またなされようとする場合に、

本対応方針に基づく対抗措置が発動される場合があります（ただし、大規模買付行為の前

に当該大規模買付行為につき当社取締役会の承認がある場合を除きます）。また大規模買付

行為を行う者およびその集団を「買付者等」として、買付者等には、本対応方針の定める

手続（以下「大規模買付ルール」といいます。）を遵守していただきます。 
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「大規模買付行為」および「買付者等」の定義は、次のとおりです。 
大規模買付行為：①当社が発行者である株券等（注１）について、保有者（注２）の

株券等保有割合（注３）の合計を２０％以上とすることを目的と

する買付け 
         ②当社が発行者である株券等（注４）について、結果として公開買

付け（注５）にかかる株券等の株券等所有割合（注６）および特

別関係者（注７）の株券等所有割合の合計が２０％以上となる公

開買付け 
買付者等：大規模買付行為を行う者およびその集団 
（注１）証券取引法第２７条の２３第１項に規定される株券等をいいます。 
（注２） 証券取引法第２７条の２３第１項に規定される保有者をいい、同第３項に基

づき保有者に含まれる者を含みます。 
（注３）証券取引法第２７条の２３第４項に規定される株券等保有割合をいいます。 
（注４）証券取引法第２７条の２第１項に規定される株券等をいいます。以下、本②

において同様とします。 
（注５）証券取引法第２７条の２第６項に規定される公開買付けをいいます。以下別

段の定めがない限り同様とします。 
（注６）証券取引法第２７条の２第８項に規定される株券等所有割合をいいます。以

下、本②において同様とします。 
（注７） 証券取引法第２７条の２第７項に規定される特別関係者をいいます。ただし、

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。以下別段の

定めがない限り同様とします。 
 

（２）買付説明書の提出 
  当社取締役会は、大規模買付行為が当社の企業価値あるいは株主の共同利益を損なう

ものかどうかを株主の皆様および当社取締役会が判断する情報を得るため、買付者等に

対し、大規模買付行為の開始に先立って、当社取締役会に対して別途定める書式により、

大規模買付ルールを遵守することを誓約する旨の買付者等代表者による署名または記

名押印のなされた書面（以下「買付説明書」といいます。）の提供を求めます。当社取

締役会は、上記の買付説明書の提供を受けた後、ただちにこれを独立委員会（後に（４）

で定義します。）に提供します。 
  買付説明書には、大規模買付ルールを遵守する旨の誓約のほか、買付者等の氏名また

は名称、住所または本店、事務所等の所在地、設立準拠法、代表者の氏名、日本国内に

おける連絡先および企図されている大規模買付行為の概要等を明示していただきます。 
  当社は、買付者等から買付説明書の提出があった場合、当社取締役会または独立委員

会が適切と認める事項について、ただちに株主の皆様に対して開示します。 
 
（３）大規模買付行為に関する情報提供の要求 

当社取締役会が買付説明書の提供を受けた日の翌日から起算して１０営業日以内に、



 4

買付者等は当社取締役会に対して、以下の①から⑧までに掲げる情報（以下「大規模買 

付情報」と総称します。）を買付説明書とは別個に書面にて提出するものとします。当

社取締役会は、大規模買付情報が提出された場合、ただちにこれを独立委員会に提供し

ます。なお、当社取締役会または独立委員会が、買付者等から当初提供を受けた情報だ

けでは、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適切に判断することや、

当社取締役会および独立委員会が大規模買付行為に対する賛否の意見を形成し（以下

「意見形成」といいます。）、または代替案を立案し株主の皆様に対して適切に提示する

こと（以下「代替案立案」といいます。）が困難であると判断した場合には、合理的な

期間の提出期限を定めた上で、当該定められた具体的期間およびかかる期間を必要とす

る理由を株主の皆様に開示することにより、株主の皆様による適切な判断ならびに当社

取締役会および独立委員会による意見形成および代替案立案のために必要な追加情報

の提供を随時買付者等に求めることがあります。 

  また、当社取締役会または独立委員会が大規模買付情報の提供が完了したと判断した

場合には、当社は、その旨をただちに株主の皆様に対して開示します。さらに、当社は、

当社取締役会および独立委員会の決定に従い、大規模買付情報の提出を受けた後の適切

な時期に、大規模買付情報のうち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であると認められる情報については、当該情報を株主の皆様に開

示します。 

 

大規模買付情報の内容 
①買付者等（主要な株主または出資者および重要な子会社・関連会社、共同保有者、特

別関係者を含み、ファンドの場合は主要な組合員、出資者(直接・間接を問いません。)

その他構成員ならびに業務執行組合員および投資に関する助言を継続的に行ってい

る者を含みます。）の概要（具体的名称、所在地、事業内容、設立準拠法、資本構成、

出資割合、財務内容および役員の氏名および略歴、国内連絡先等を含みます。） 
②買付けの目的、方法および内容（買付対価の価格・種類、買付けの時期、関連する取

引の仕組み、買付後に当社株式が上場廃止となる見込みがある場合にはその旨および

その理由等を含みます。） 
③大規模買付行為に関して買付者等以外の第三者との間に意思連絡がある場合には、そ

の相手方および内容 
④買付価格の算定根拠およびその算定経緯（算定の前提となる事実・仮定、算定方法、

算定に用いた数値情報および買付けにかかる一連の取引により生じることが予想さ

れるシナジーの額および算定根拠等を含みます。） 
⑤買付資金の裏付け（当該資金の提供者(直接・間接を問わず、実質的提供者を含みます。)
の具体的名称、当該資金の調達方法、関連する取引の内容を含みます。） 

⑥買付後の当社および当社グループの経営方針、事業計画、資金計画、投資計画、資本

政策および配当政策など企業価値向上および株主共同の利益確保に関する方針 
⑦買付後における当社のお客様、取引先、関係会社、従業員その他の当社の利害関係者

の処遇方針 
⑧その他独立委員会または当社取締役会が合理的に必要と判断し、買付説明書を当社取
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締役会が受領した日の翌日から起算して１０営業日以内に書面により買付者等に対

して要求した情報 
 

（４）独立委員会の設置 

 当社は、本対応方針の導入に際し、対抗措置の発動等に関する当社取締役会の恣意的 
な判断あるいは過剰な対抗措置の発動を防止するため、企業経営について高度の見識を 
有しており、かつ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 
社外監査役または社外有識者（弁護士、公認会計士等の専門家）から構成される独立委 
員会を設置し、その人数は３人以上とします。 
独立委員会の委員の任期は、原則として１年とします。 
独立委員会の委員は、当社との間で、当社に対する善管注意義務条項等を含む契約を 
締結します。 
当初の独立委員会の委員には、矢作恒雄氏（当社社外取締役、慶應義塾経営大学院教 

授）、鹿内徳行氏（弁護士）、松本傳氏（公認会計士）が就任いたします。 

なお、独立委員会規程の内容は別紙１、当初の各委員の略歴は別紙２のとおりです。 

  
（５）独立委員会の権限 

独立委員会は、当社取締役会が大規模買付行為への対抗措置として新株予約権の無償 

割当てを決定するにあたり、次の各号に記載する事項について検討の上決議し、その結

果を当社に対する勧告として、その理由、根拠とともに当社取締役会に提示します。 

当社取締役会は、かかる勧告を最大限尊重の上、最終的な判断を行うものとします。 

(a)買付者等が後記（７）②で定義する濫用的買収者に該当するか否か 

(b)新株予約権の無償割当ての適否 

(c)新株予約権の無償割当ての中止または取得ならびに消却の適否 

(d)独立委員会による検討期間（後記（６））の延長の要否 

(e)本対応方針の廃止または変更の適否 

(f)その他、当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が独立委員会に 

諮問した事項 

 

当社取締役会および独立委員会の委員はそれぞれ、買付者等が出現した場合その他 

合理的に必要と認める場合には、いつでも独立委員会を招集することができます。 

独立委員会の決議は、原則として委員全員が出席し、その過半数をもって行います。 

 ただし、委員に事故あるとき、その他やむを得ない事情があるときは、委員の過半数 

が出席し、その過半数をもって行います。 

 独立委員会は、検討および決議を行うにあたり、必要な情報を取得するように努 

め、大規模買付情報だけでは不十分であると判断した場合には、前記（３）に記載 

のとおり、買付者等に対して追加情報の提供を求めることができます。また、独立 

委員会は、当社取締役会に対して独立委員会が必要であると判断する情報の提供を 

求めることができます。 

 独立委員会は、必要に応じて独立した第三者（投資銀行、証券会社、フィナンシャル 
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アドバイザー、弁護士、公認会計士、経営コンサルタント等の専門家）の助言を得るこ 
とができるものとします。なお、これに要する費用は、特に不合理と認められる例外的 
な場合を除き、すべて当社が負担するものとします。 
 なお、独立委員会は、独立委員会が適切であると判断する時に、その判断により、大 

規模買付情報その他の情報のうち独立委員会が適切と判断する情報について、当該情報 

を株主の皆様に開示します。 

 

（６）独立委員会による検討 

独立委員会は、当社取締役会が大規模買付行為への対抗措置として新株予約権の無償 

割当てを決定するにあたり、大規模買付ルールが遵守されたか否か、当該大規模買付行

為が当社の企業価値あるいは株主共同の利益を損なう買付けに該当するか否か等を、公

正・中立な第三者の視点から客観的に判断し、対抗措置の発動等が相当かどうかについ

て検討を行うものとします。その期間は、大規模買付情報の提供が完全に行われたと独

立委員会が判断した日の翌日から起算した６０営業日間とし（以下「独立委員会による

検討期間」といいます。）、当社は、当該判断が行われた旨をただちに株主の皆様に開示

します。ただし、合理的な理由がある場合には、独立委員会はその検討期間を必要な範

囲内で最長で３０営業日間（初日不算入）延長することができるものとします（なお、

更に期間の延長を行う場合も同様とします）。独立委員会が独立委員会による検討期間

の延長を決議した場合、当社は、当該決議された具体的な期間およびその具体的な期間

が必要とされる理由を株主の皆様に開示します。 
なお、大規模買付行為は、独立委員会による検討期間の経過後にのみ開始されるべき

ものとします。 
 
（７）独立委員会による勧告 

独立委員会はその検討の結果、前記（６）に定める独立委員会の検討期間内に、次の

①または②(a)から(j)までに定める場合に該当し、大規模買付行為に関する対抗措置が適
切であると判断した場合には、当社取締役会に対して対抗措置の発動を勧告するものと

します。 
①大規模買付ルールが遵守されなかった場合 
 買付者等が大規模買付ルールにつきその重要な点に違反した場合で、当社取締役 
会がその是正を書面により当該買付者等に対して要求した後７営業日以内に当該違 
反が是正されない場合には、独立委員会は、当社の企業価値向上あるいは株主共同 
の利益確保のために対抗措置を発動させないことが必要であることが明白であるこ 
とその他特段の事情がある場合を除き、原則として、当社取締役会に対して、大規 
模買付行為に対する対抗措置の発動を勧告します。 
かかる勧告がなされた場合、当社は、独立委員会の意見およびその意見の理由な 
らびにその他適切と認められる情報を、適用ある法令等および証券取引所規則に従

ってただちに株主の皆様に開示します。 
なお、独立委員会は、当社取締役会に対して対抗措置の発動を勧告した後であっ 
ても、大規模買付行為が撤回された場合その他当該勧告の判断の前提となった事実
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関係等に変動が生じた場合、対抗措置の発動の中止その他の勧告を当社取締役会に

対して行うことができるものとします。かかる再勧告が行われた場合も、当社は、

独立委員会の意見およびその意見の理由ならびにその他適切と認められる情報を、

適用ある法令等および証券取引所規則に従ってただちに株主の皆様に開示します。 
 
②大規模買付ルールが遵守された場合 
  買付者等が大規模買付ルールを遵守した場合、独立委員会は、原則として、当社

取締役会に対して、大規模買付行為に対する対抗措置の不発動を勧告します。 
 ただし、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、独立委員会は、当 
該買付者等が濫用的買収者（次の(a)から(j)までのいずれかの場合に該当することが 
疑われるに足りる相当な事情がある者を総称していいます。以下同じ。）に該当する 
と認められる場合には、当社取締役会に対して、かかる大規模買付行為に対する対 
抗措置の発動を勧告します。 
(a)真に経営参加の意思がないのに、株価を吊り上げて高値で株式を当社および当社
関係者に引き取らせる目的で買付けを行っている場合（いわゆるグリーンメーラ

ー） 
(b)当社を一時的に支配し経営に必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要
取引先やお客様などを買付者等に移譲させる（いわゆる焦土化経営）目的で買付

けを行っている場合 
(c)経営支配後に、当社資産を買付者等の債務の担保や弁済資源として流用する目的
で買付けを行っている場合 

(d)当社の経営を一時的に支配し、当社事業に当面関係していない不動産、有価証券
など高額の資産等を処分させ、処分利益で一時的な高配当をさせるか、一時的高

配当による株価急騰の機会を狙って株式を高値で売り抜ける目的で買付けを行っ

ている場合 
(e)買付者等の提案する当社株式等の取得条件（買付対価の種類、価格およびその算
定根拠、内容、時期、方法等）が、当社の企業価値に照らして不十分または不適

切なものであると合理的な根拠をもって判断される場合 
(f)最初の買付けで全株式の買付けを勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利
に設定しあるいは明確にしないで行う公開買付け（いわゆる強圧的二段階買付け）

など株主の皆様に売却を強要するおそれのある買付けを行っている場合 
(g)買付者等の支配権取得により、株主の皆様はもとより、お客様、取引先、従業員
その他の当社の利害関係者の利益を含む当社の企業価値が著しく損なわれること

が予想されたり、当社の企業価値の維持および向上を著しく妨げるおそれがある

と合理的な根拠をもって判断される場合、または買付者等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の比較において、当該買付者

等が支配権を取得しない場合の当社の企業価値と比べ、明らかに劣後すると判断

される場合 
(h)買付者等による支配権取得の事実それ自体が、当社の重要な取引先を喪失させる
等、当社の企業価値を著しく損なうものである場合 
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(i)買付者等の経営陣または主要株主に反社会的勢力と関係を有する者が含まれてい
る場合等、買付者等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

合理的な根拠をもって判断される場合 
(j)その他(a)から(i)までに準ずる場合で、株主共同の利益を著しく損なうと判断され
る場合 

 
また、独立委員会は、対抗措置不発動の勧告の前提となった事実関係等に変動が生 
じ、買付者等が濫用的買収者に該当することとなった場合には、対抗措置の発動を含

む別個の判断を行い、これを当社取締役会に勧告できるものとします。 
   なお、かかる勧告に関する開示手続やその後の再勧告に関する手続は、前記①に準

じるものとします。 
 
（８）当社取締役会による決議 
  当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、遅滞なく、対抗措置の発 
動、不発動または中止その他の必要な決議を行うものとします。当社取締役会による意 
見形成、代替案立案および買付者等との交渉の結果が独立委員会の勧告内容と異なる場 
合でも、合理的な理由がある場合を除き、当社取締役会は独立委員会による勧告を最大 
限尊重するものとします。 
当社取締役会が対抗措置の発動、不発動または中止その他の必要な決議を行った場合、 
当社は、当社取締役会の意見およびその意見の理由ならびにその他適切と認められる情 
報を、適用ある法令等および証券取引所規則に従ってただちに株主の皆様に開示します。 

 
（９）大規模買付情報の変更 
 前記（３）の規定（「大規模買付行為に関する情報提供の要求」）に従い、当社が大規 
模買付情報の提供が完了したと判断した旨開示した後、当社取締役会または独立委員会

が、買付者等によって当該大規模買付情報につき重要な変更がなされたと判断した場合

には、その旨およびその理由ならびにその他適切と認められる情報を、適用ある法令等

および証券取引所規則に従ってただちに株主の皆様に開示することにより、従前の大規

模買付情報を前提とする大規模買付行為について進めてきた本対応方針に基づく手続

は中止され、変更後の大規模買付情報を前提とする大規模買付行為について、変更前の

大規模買付情報とは別個の大規模買付行為として本対応方針に基づく手続が改めて適

用されるものとします。 
 
４．本対応方針における対抗措置の具体的内容 

  当社が本対応方針に基づき発動する大規模買付行為に対する対抗措置は、原則とし 

て、新株予約権の無償割当てとします。ただし、法令等および当社の定款上認められ 

るその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には当該その他の対抗措 

置が用いられる可能性もあります。 

 大規模買付行為に対する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 

は次の①から⑨までに記載のとおりですが、実際に新株予約権の無償割当てをする場 
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合には、本対応方針に違反をした買付者等ならびに共同保有者および特別関係者なら 
びにこれらの者が実質的に支配し、これらの者と共同して行動する者として当社取締 
役会が認めた者等（以下「例外事由該当者」といいます。）による権利行使は認められ 

ないとの行使条件や、例外事由該当者以外の新株予約権者が保有する新株予約権につ 

いてはこれを当社が当社の普通株式と引換えに取得する一方、例外事由該当者に該当 

する新株予約権者が保有する新株予約権については当社がこれを取得しないこと等が 

できる旨を定めた取得条項等、大規模買付行為に対する対抗措置としての効果を考慮 

した行使期間、行使条件、取得条項等を設けることがあります。 

 

大規模買付行為に対する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 

①割当対象株主および割当条件 

本対応方針における新株予約権の無償割当てに関する決議を行う時に当社 

取締役会が定める日（以下「割当期日」といいます。）における最終の株主名

簿または実質株主名簿に記載または記録された株主の皆様に対し、その保有

株式（ただし、当社の保有する当社株式を除きます。）１株につき１個の割合

で、新株予約権を無償で割り当てます。 

②目的とす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個あた

りの目的となる株式数は、別途調整がない限り１株とします。 

③発行総数 

割当期日における最終の発行済株式総数（ただし、同時点において当社の保有

する当社株式の数を除きます。）を上限とします。 

④行使に際して払込みをなすべき額 

新株予約権の行使により交付される株式１株あたりの払込金額は、１円としま

す。ただし、後記⑥記載の取得条項付新株予約権に基づいて取得する場合には、

払込みは不要です。 

⑤行使条件 

 新株予約権の行使条件は、当社取締役会において別途定めるものとします（な

お、例外事由該当者による権利行使は認められないとの行使条件を付すことがあ

ります）。 

   ⑥当社による新株予約権の取得 

(a)当社は、買付者等が大規模買付ルールに違反をした日その他の一定の事由が 

生じることまたは当社取締役会が別途定める日が到来することのいずれかを条

件として、当社取締役会の決議に従い、新株予約権の全部または例外事由該当

者以外の新株予約権者が所有する新株予約権についてのみ取得することができ

る旨の取得条項を当社取締役会において付すことがあります。 

        (b)前項の取得条件を付す場合には、例外事由該当者以外の新株予約権者が所有す 

る新株予約権を取得するときは、これと引換えに、当該新株予約権者に対して 

当該新株予約権１個につきあらかじめ定める数の当社普通株式を交付します。 
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⑦当社による新株予約権の無償取得事由（対抗措置の廃止事由） 

 次の事由のいずれかが生じた場合は、当社は、新株予約権の全部を無償で取得

することができます。 

(a) 株主総会において買付者等の大規模買付行為の提案について普通決議による 

賛同が得られた場合 

(b)株主総会において買付者等の提案にかかる取締役候補者全員が取締役として

選任された場合 

(c)独立委員会の全員一致による決定があった場合 

(d)その他取締役会が別途定める場合 

⑧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します。 

⑨行使期間等 

 新株予約権の行使期間については、新株予約権の無償割当ての効力発生日（た 

だし、新株予約権の無償割当ての決議において当社取締役会が別途これに代わる 

日を定めた場合には当該日）を初日とし、１ヵ月間以上２ヵ月間以内の範囲で新 

株予約権の無償割当ての決議において当社取締役会が定めるものとします。ただ 

し、前記⑥記載の取得条項付新株予約権を割り当てる場合には、原則として新株 

予約権の行使は予定されません。 

 

５．本対応方針の有効期間と廃止および変更 
①有効期間 

本対応方針の有効期間は、本年３月２９日開催の当社定時株主総会において、 

本対応方針に関する発行可能株式総数増加の定款一部変更議案につき株主の皆様

のご承認をいただいた時から、当社中期３ヵ年計画の最終事業年度である平成２

１年度決算に関する当社定時株主総会（平成２２年３月開催予定）終結の時まで

とします。 

なお、本年３月２９日開催の当社定時株主総会において取締役の任期を１年に

短縮する定款一部変更議案が上程され、株主の皆様のご承認を受けて取締役全員

が改選される予定です。以後、毎年新たに選任された取締役による定時株主総会

直後の取締役会において、本対応方針につき廃止を含めて見直しを行います。 

②株主総会決議による廃止 

    本年３月２９日開催の当社定時株主総会において、本対応方針に関する発行可

能株式総数増加の定款一部変更議案につき株主の皆様のご承認を得られなかった

場合には、本対応方針は失効するものとします。また、本対応方針の導入後、有

効期間満了の前であっても、当社株主総会または当社取締役会において本対応方

針を廃止する旨の議案が承認された場合には、本対応方針はその時点で廃止され

るものとします。 

③廃止または変更に関する情報開示 

  当社は、本対応方針が廃止または変更された場合には、当該廃止または変更の

事実およびその内容、その他当社取締役会または独立委員会が適切と認める事項
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について、適用ある法令等および証券取引所規則に従ってただちに株主の皆様に

開示します。 

  なお、本対応方針の有効期間中であっても、独立委員会の検討および勧告に基づき、

当社取締役会は、必要に応じて別の買収防衛策を導入する場合があります。 

 

６．本対応方針の合理性 
（１）目的の正当性 
   本対応方針は、当社の企業価値の向上および株主共同の利益確保のため、株主の皆 

様および当社取締役会が大規模買付行為を検討するにあたり必要となる買付者等から 
の十分な情報提供と、検討を行うに相当な期間を確保するために行うものであり、特 
定の株主または投資家を優遇あるいは拒絶するものではありません。 
 

（２）事前の開示 
   本対応方針は、株主および投資家の皆様ならびに買付者等の予見可能性を高め、株 

主の皆様に適切な選択の機会を確保するために、あらかじめ開示するものです。 
 
（３）株主の意思の尊重 
   本対応方針は、株主総会における株主の皆様の意思をもって導入されるものである

とともに、その廃止も株主の皆様の意思によって行うことができます。当社取締役の

任期は本年３月２９日開催の当社定時株主総会における定款一部変更議案の株主の皆

様のご承認により１年に短縮される予定であり、期差選任や解任制限等も採用してい

ないため、株主の皆様の意思が反映しやすい仕組みとなっております。 

 

（４）独立委員会の設置 

   当社取締役会が本対応方針に基づく対抗措置の発動を判断するにあたっては、独立

性の高い独立委員会が当社の企業価値向上および株主共同利益確保の視点から行った

客観的判断を重視することとしており、当社取締役会の恣意的判断は排除されます。 

 
（５）対抗措置の相当性 
   大規模買付行為に対する対抗措置として割り当てられる新株予約権ならびにその行

使条件についても、新株予約権を当社取締役会の承認を得て第三者への譲渡が可能で

あることや、事前に割り当てられる新株予約権の内容について開示を行うなど、当社

の企業価値向上および株主共同の利益確保に必要かつ相当な範囲内の対抗措置である

といえます。 
 
７．株主および投資家の皆様への影響 
（１）本対応方針の導入時に与える影響 
   本対応方針の導入時点では新株予約権の割当ては行われませんので、株主の皆様あ

るいは投資家の皆様の権利・利益に具体的な影響が生じることはありません。 
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（２）本対応方針に定める対抗措置の発動時（新株予約権の割当時および行使時）に与え

る影響 

   新株予約権の割当時には、当社取締役会が新株予約権の割当て決議において別途設

定す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１個の割合

で、新株予約権が無償にて割り当てられます。この場合において、本対応方針に違反

をした買付者等およびこの者と一定の関係にある者等の例外事由該当者は新株予約権

を行使できないため、他の株主の皆様の新株予約権行使によって、結果的に買付者等

の法的権利または経済的利益に不利益が発生するおそれがあります。また、仮に、株

主の皆様が、権利行使期間内に、所定の新株予約権の行使手続を行わない場合には、

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の法的権利ま

たは経済的利益が希釈化されることになります。 

   なお、当社が前記４．「大規模買付行為に対する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」⑥に記載の取得条項付新株予約権を割り当てる場合には、株

主の皆様において、新株予約権の行使の手続は必要ありません。 

   また、対抗措置として新株予約権の無償割当てを当社取締役会が決議した場合であ

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

新株予約権の割当てを中止し、または無償割当てされた新株予約権を無償取得する場

合には、結果として当社株式１株当りの価値の希釈化は生じないことから、当社株式

１株当りの価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った投資家の皆様は、株

価の変動により相応の損害が発生する場合があります。 

 

（３）本対応方針に定める対抗措置の発動時（新株予約権の無償割当時および行使時）に

株主の皆様において必要となる手続 

①名義書換の手続 

  当社取締役会において、新株予約権の無償割当てを決議した場合には、当社は、

新株予約権の割当期日を公告いたします。割当期日における最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に新株予約権が割り当てられますので、

株主の皆様におかれましては、当該割当期日に間に合うように名義書換を完了して

いただくことが必要となります。 

  なお、この新株予約権は、株主の皆様に対する新株予約権無償割当ての方法（会

社法第２７７条）により割当てがなされますので、新株予約権の申込みの手続は不

要です。 

②新株予約権行使の手続 

    当社は、新株予約権を割り当てられた株主の皆様に対し、新株予約権の行使請求

書（当社取締役会所定の書式といたします。）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。新株予約権の割当て後、株主の皆様におかれましては、権

利行使期間内に、これら当社所定の新株予約権の行使請求書等を提出した上、新株

予約権１個あたり１円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、１株または割当ての決議において別途定められる数の当社普通株式が発行さ

れることになります。 
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なお、前記４．「大規模買付行為に対する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」⑥に記載の取得条項付新株予約権を当社が割り当てる場合には、

株主の皆様において、上記の新株予約権の行使の手続（１円の払込みを含みます。）

は不要です。 

  なお、当社取締役会は、新株予約権の無償割当ての決議を行った後、株主の皆様に対

し、上記手続のほか必要となる手続について適時適切な開示を行いますので、当該内容

をご確認ください。 

 

８．その他 
（１） 本対応方針は、平成１９年２月１９日に開催された当社取締役会において決議した

ものです。なお、本対応方針については、新株予約権の発行総数の上限を割当期日

における最終の発行済株式総数としているため、本年３月２９日開催の定時株主総

会において、当社の発行可能株式総数を７，９００万株から１億３，６５０万株に

引き上げる定款一部変更議案として、株主の皆様にご審議をお願いいたします。 

 

（２）現時点において、当社株式について具体的な大規模買付行為の兆候はありません。 

   なお、当社の大株主の状況は、別紙３に記載のとおりです。 

以 上 
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（別紙１） 

三菱鉛筆株式会社 独立委員会規程 
 

                         平成 19年 2月 19日制定 
                           

 
第 1条（設置の目的）  

独立委員会は、当社取締役会が大規模買付行為への対抗措置としての新株予約権割当

てを決議するにあたり、当該買付行為が当社の企業価値あるいは株主共同の利益を損な

う買付に該当するか否かを、公正・中立な第三者の視点から客観的に判断し、当社取締

役会が対抗措置として新株予約権の割当てを行うことが相当かどうかを取締役会に勧

告することで、当社取締役会による恣意的な判断あるいは過剰な対抗措置を防止するた

め、当社取締役会がこれを設置する。 

 
第 2条（組織） 

1． 独立委員会は、当社株式への大規模買付行為を当社の企業価値の向上あるいは株主 
共同の利益確保の視点から判断するにあたり、企業経営について高度の見識を有して

おり、かつ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

監査役または社外有識者（弁護士、公認会計士等の専門家）で構成するものとし、そ

の人数は３人以上とする。 
2． 独立委員会の委員は、当社取締役会の決議により選任する。 
3． 独立委員会の委員は、別途当社取締役会が指定する善管注意義務条項等を含む契約

を当社との間で締結した者でなければならない。 
 
第 3条（任期） 

独立委員会委員の任期は、原則として選任の時から１年とする。ただし、以下の各号

の一に該当する場合は、この限りでない。 
(1) 選任の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総

会が終結した時。 
(2) 当社社外取締役または当社社外監査役である独立委員会委員が、取締役または監

査役でなくなった時。 
 
第 4条（職務） 
１． 独立委員会は、買付者等から当社取締役会に提出された買付説明書に記載された

大規模買付情報（「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針」（以下「本対応方

針」という。）３．（３）参照）に基づいて以下の各号に記載される事項について検

討の上決議し、情報提供が完全に行われた日の翌日から起算して６０営業日以内に

当社取締役会に対して勧告を行う。 
独立委員は、かかる勧告を行うにあたっては、当社の企業価値および株主共同の 

利益に資するか否かの視点から判断を行うことを要し、専ら自己または当社の取締 
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役の個人的利益を図ることを目的としてはならない。 

① 買付者等が濫用的買収者（本対応方針３．（７）②参照）に該当するか否か 

② 新株予約権の無償割当ての適否 

③ 新株予約権の無償割当ての中止または取得ならびに消却の適否 

④ 独立委員会による検討期間の延長の要否 

⑤ 本対応方針の廃止または変更の適否 

⑥ その他、当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が独立委員会に

諮問した事項 

２． 独立委員会は、前項各号に定める事項に加え、以下の各号に記載される事項を行

う。 
  ① 本対応方針の対象となる大規模買付行為（本対応方針３．（１）参照）等が、当

社の企業価値あるいは株主共同の利益に回復しがたい損害を生じるか否かの判

断 
② 買付者等（本対応方針３．（１）参照）及び当社取締役会が独立委員会に提供す
べき情報及びその回答期限の決定 

③ 買付者等による買付行為等の内容の精査、検討 
④ その他本対応方針において独立委員会が行うことができると定められた事項 
⑤ 当社独立委員会が別途独立委員会が行うことができるものと定めた事項 

３．独立委員会は買付者等に対し、買付説明書（本対応方針３．（２）参照）及びその

記載内容が不十分であると判断した場合には、情報を追加的に提出するよう求める。 
  また、独立委員会は、買付者等から買付説明書及び独立委員会から追加提出を求め

られた情報が提出された場合、当社取締役会に対しても、所定の合理的な期間内に、

買付者等の大規模買付行為等の内容に対する意見及びその根拠となる資料、代替案そ

の他独立委員会が適宜必要と認める情報、資料等を提示するよう求めることができる。 
４．独立委員会は、必要な情報収集を行うため、当社の取締役、監査役、従業員その他 
独立委員会が必要と認める者の出席を求め、独立委員会が求める事項に関する説明を 
要求することができる。 

 ５． 独立委員会は、当社の費用で独立した第三者（投資銀行、証券会社、フィナンシャ
ルアドバイザー、弁護士、公認会計士、経営コンサルタント等）の助言を得ることが

できる。 
 
第５条（招集） 
  各独立委員会委員及び当社取締役会は、大規模買付行為等がなされた場合その他いつ

でも独立委員会を招集することができる。 
 
第６条（決議の方法） 
  独立委員会の決議は、原則として、独立委員会の委員全員が出席し、その過半数をも

ってこれを行う。ただし、委員に事故その他やむを得ない事由がある場合は、独立委員

会委員の過半数が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行うことができる。 
  また、独立委員会の決議に関して特別の利害関係を有する独立委員会の委員は、決議
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に参加することができない。 
 
第７条（株主等に対する情報の開示） 
  独立委員会は、取締役会への勧告に併せて、勧告の概要等について株主への情報開示 

を行う。 

 
（附則） 
本規程は、平成 19年 3月 29日より施行する。 
 

以 上 
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（別紙２） 

 

独立委員会委員の氏名および略歴 

 

［氏名］矢作恒雄（やはぎ つねお）：当社社外取締役、慶應義塾経営大学院教授 

    （昭和１７年２月２７日生） 

［略歴］昭和４０年４月 三菱商事株式会社入社 

    昭和５７年４月 慶應義塾経営大学院助教授 

    平成 ２ 年４月 慶應義塾経営大学院教授（現在） 

    平成１４年３月 当社取締役（現在） 

 

［氏名］鹿内徳行（しかない のりゆき）：弁護士 

    （昭和２３年７月１４日生） 

［略歴］昭和４９年３月 弁護士登録、Seward&Kissel 法律事務所（米国ニューヨーク

市）勤務 

昭和５２年４月 鹿内法律事務所（現鹿内・上田・犬塚法律事務所）開設 
（現在） 

 

［氏名］松本 傳（まつもと つとお）：公認会計士 

    （昭和１０年２月１６日生） 

［略歴］昭和３６年３月 公認会計士登録 

昭和５５年９月 監査法人朝日会計社代表社員 

    昭和６０年６月 日本公認会計士協会常務理事 

平成１４年３月 朝日監査法人退社 
     平成１４年４月 銀座第一総合事務所代表（現在） 
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（別紙３） 
 

  大株主の状況（平成 18 年 12 月 31 日現在） 

当 社 へ の 出 資 状 況 
株 主 名 

持 株 数 出 資 比 率 

株 式 会 社 横 浜 銀 行 16,383百株 4.79％ 

株式会社みずほコーポレート銀行 16,372 4.79 

三 菱 鉛 筆 取 引 先 持 株 会 14,333 4.19 

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 12,668 3.71 

大 同 生 命 保 険 株 式 会 社 11,720 3.43 

住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 10,202 2.98 

ニッセイ同和損害保険株式会社 9,515 2.78 

三井住友海上火災保険株式会社 9,515 2.78 

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 8,997 2.63 

ア ク サ 生 命 保 険 株 式 会 社 8,230 2.41 

計 117,936 34.54 

（注）上記大株主には、自己株式（981,315株）を含んでおりません。 


