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平成19年3月9日 
各 位 

 
 
 
 

 
 
 

会社の支配に関する基本方針及び 
当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）に関するお知らせ 

 
当社は、本日開催された取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在

り方に関する基本方針を決定いたしました。 
また、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されるこ

とを防止するための取組みとして、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

上となる当社株券等の買付行為（いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、

また市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、かかる買付行為を「大

規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。）に対する対応

策（以下、「本プラン」といいます。）を、以下のとおり決定しましたのでお知らせいたします。 
本プランは、平成19年6月に開催される定時株主総会で承認されることを条件として発効すること

としております。 
なお、本プランを決定した取締役会には監査役全員が出席し、いずれも本プランの具体的運用が

適正に行われることを条件として、賛成する旨の意見を述べております。 
 

注1 ：特定株主グループとは、 

(i) 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3

項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとします。)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項に基づく共同保有者とみなされる者を含みます。以下同

じとします。)又は、 

(ii) 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、 

(i) 特定株主グループが、注1の(i)記載の場合は、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。以下同じとします。）も加算するものとします。）又は、 

(ii) 特定株主グループが、注1の(ii)記載の場合は、当該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項又は同法第27条の2第1項に規定する株券等を意味します。 

会 社 名 古河電気工業株式会社 

代 表 者 名 取締役社長 石原廣司 

コード番号 5801（東証・大証・名証第一部） 

問 合 せ 先 常務取締役ＣＦＯ 櫻 日出雄 

電 話 ０３－３２８６－３０５０ 
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Ⅰ．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

     
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として、当社の企業価値ひいては株主

共同の利益の確保・向上に資する者が望ましいと考えております。 
  もっとも、当社は、株式を上場して市場での自由な取引に委ねているため、会社を支配する者

の在り方は、最終的には株主の皆様全体の意思に基づき決定されるべきであり、会社の支配権の

移転を伴う買付提案に応じるかどうかの判断も、最終的には株主全体の意思に基づき行われるべ

きものと考えます。 
  しかしながら、当社株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、株主に株式の売却を事実上

強要するおそれがあるもの、株主が買付の条件等について検討したり、当社の取締役会が代替案

を提案するための充分な時間や情報を提供しないもの、買付者の提示した条件よりも有利な条件

をもたらすために買付者との交渉を必要とするもの等、株主共同の利益を毀損するものもありえ

ます。 
  このような大規模な買付行為や買付提案を行う者は、例外的に当社の財務及び事業の方針の決

定を支配する者として適当でないと判断します。 
 
 
Ⅱ．基本方針の実現に資する取組み 
 

  当社グループは、「お客様を大切にすること」「人を大切にし、活かすこと」「創造力を活か

し、新技術に挑戦すること」を経営の基本方針とし、「技術革新を志向し、創造的で世界に存在

感のある高収益会社になる」というビジョンを掲げております。 

当社グループの事業領域は、「情報通信」、「金属」、「電装・エレクトロニクス」、「エネ

ルギー・産業機材」および「軽金属」と多岐にわたりますが、これらの事業は明治17年の創業以

来培ってきた素材の加工・応用技術を基盤に、産業の発展に伴い創造してきたものです。その事

業創造の過程で、当社グループは、独自の技術、経験および経営ノウハウ等を積み重ねるととも

に、顧客、取引先、地域社会、従業員などの様々なステークホルダーとの間の良好な関係の維持、

発展に努めてまいりました。これらは、当社グループの有形・無形の貴重な財産であり、これら

を毀損することなく、中長期的な視野で企業価値と株主共同の利益の一層の向上に結びつけるよ

う努めております。 

当社は、平成16年に「古河サバイバルプラン」を策定し、収益力の向上および財務体質の改善

を進めてまいりました。同プランにおいては、最終年度である平成18年度の連結売上高の目標値

を8,460億円としておりましたが、既に平成17年度において連結売上高は8,725億円となり、また情

報通信部門が計画より1年早く営業黒字化する等、同プランの目標を１年前倒しで達成いたしまし

た。同プランの成功をふまえ、当社は１年前倒しで攻めの経営戦略へ展開することとし、真に創

造的で世界に存在感のある企業へ生まれ変わるため、平成18年3月に平成21年度を最終年度とする

中期経営計画「イノベーション09」を策定いたしました。 
「イノベーション09」は、①重点分野とグローバル市場の開拓、②資産効率の向上、③グルー

プ経営体制見直し、の3点から構成されています。 
① 重点分野とグローバル市場の開拓 

「攻めの経営体制への転換」にあたり、重点分野として成長市場である自動車、電子、フ

ォトニクス、環境分野を選択しました。また、海外市場の開拓に重点的に取り組むこととい

たしました。 
平成17年3月に実施した劣後株式の発行により調達した200億円を「戦略ファンド」として
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活用しつつ、研究費および設備投資を積極的に実施することによりグローバル1・2位製品を

育成していきたいと考えております。具体的には、平成22年3月末までに、上述の重点分野に

て連結売上高1,100億円を創出し、かつ海外売上高比率を35％にまで高める計画です。 
② 資産効率の向上 

「古河サバイバルプラン」においては、保有する投資有価証券や不動産の売却等を行い、

有利子負債を削減して財務体質の強化を進めてまいりました。「イノベーション09」では、

資産効率を高め、たな卸資産と売掛金の圧縮により捻出する資金を「内部調達ファンド」と

位置づけて、新たな戦略投資の原資としていく方針です。 
③ グループ経営体制の見直し 

当社は、平成16年4月よりカンパニー制に移行し、一定の成果が出ていると判断しておりま

すが、さらなる事業の成長促進を図って、グループ経営体制の見直しを行っております。こ

れには、ノンコア事業の見直し、グループ会社の統廃合、リスク管理体制の強化、グローバ

ル人材の育成・グローバルマネジメントの強化を含んでおります。 
 「イノベーション09」では、当社は、最終年度となる平成21年度での到達目標を次のとお

り定めており、材料技術を基礎とした商品開発力で世界企業を目指します。「情報通信部門」

は光ファイバ・フォトニクスネットワークのグローバルリーダーを、「エネルギー・産業機

材部門」は特殊線・高機能プラスチックのグローバルサプライヤーを、「電装・エレクトロ

ニクス部門」はエレクトロニクス・電装部品で特色あるグローバルカンパニーを、「金属部

門」はアジアのトップサプライヤーを、「軽金属部門」は日本のリーディングカンパニーか

ら世界への飛躍をそれぞれ目指しております。 
 （1）連結売上高：1兆円 
 （2）連結営業利益：700億円 
 （3）ＲＯＥ：11.0％ 
 （4）総資産回転率：1.0 
 （5）Ｄ／Ｅレシオ：1.3 
 

当社では、多数の投資家の皆様に長期的に当社への投資を継続していただくため、企業価値ひ

いては株主共同の利益を向上させるための取組みとして、以上のような施策を実施しております。

これらの取組みは、今般決定しました上記Ⅰの基本方針の実現にも資するものと考えております。 
 

 
Ⅲ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配

されることを防止するための取組み 
 
１．本プラン導入の目的 
 

本プランは、上記Ⅰ．に述べた基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の

方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして導入するものです。 

また、本プランを運用するにあたっては、当社は、当社株式に対する大規模買付を行なう際に

は、株主の皆様が適切な判断をするために必要な情報や時間を確保したり、買付者と交渉を行う

ことが、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることにつながると考えて

います。そのため当社は本プランにおいて大規模買付行為を行う際の情報提供等に関する一定の

ルール（以下、｢大規模買付ルール｣といいます。）を設定することといたしました。  

なお、本プランは平成19年6月に開催される定時株主総会で承認されることを条件として発効

することとしております。 
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２．大規模買付ルールの概要 
 

当社が設定する大規模買付ルールとは、①事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十

分な情報を提供し、②取締役会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。その概要は以下のとおりです。 
 

（1）意向表明書の当社への事前提出 
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、まず当社代表取締役宛に、大規模買

付ルールに従う旨の誓約及び以下の内容等を記載した意向表明書をご提出いただきます。 
① 大規模買付者の名称、住所 
② 設立準拠法 
③ 代表者の氏名 
④ 国内連絡先 
⑤ 提案する大規模買付行為の概要等 
 

（2）必要情報の提供 
当社は、上記（1）の意向表明書受領後10営業日以内に、大規模買付者から取締役会に対して、

株主の皆様の判断及び取締役会としての意見形成のために提供いただくべき必要かつ十分な情報

（以下、「本必要情報」といいます。）のリストを当該大規模買付者に交付します。本必要情報

の具体的内容は大規模買付者の属性及び大規模買付行為の内容によって異なりますが、一般的な

項目の一部は以下のとおりです。 
①大規模買付者及びそのグループ（共同保有者、特別関係者及び組合員（ファンドの場合）そ

の他の構成員を含みます）の詳細（名称、事業内容、経歴又は沿革、資本構成、財務内容等

を含みます。） 
②大規模買付行為の目的、方法及び内容（大規模買付行為の対価の価額・種類、大規模買付行

為の時期、関連する取引の仕組み、大規模買付行為の方法の適法性、大規模買付行為の実現

可能性等を含みます。） 
③大規模買付行為の対価の価額の算定根拠（算定の前提となる事実、算定方法、算定に用いた

数値情報及び大規模買付行為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

容を含みます。） 
④大規模買付行為の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます）の具体的名称、

調達方法、関連する取引の内容を含みます。） 
⑤大規模買付行為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大規模買付行為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 
 

なお、当初提供していただいた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、取締役会は、大規模買付者に対して本必要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及び取締役会に提供された本必要情報は、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、取締役会が適切と判断する時点で、その全部又は一部

を開示します。 
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（3）取締役会による評価期間等 
取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が取締役会に対し本必要

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）又は90日間（その他の大規模買付行為の場合）を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ます。従って、大規模買付行為は、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、取締役会は独立した外部専門家（ファイナンシャル・アドバイザー、公

認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家）の助言を受けながら、提供された本必要情

報を十分に評価・検討し、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、取締役会とし

て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 
 
（1）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合 

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、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、当該買付提案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、株主の皆様を説得するに留め、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、株主の皆様において、当該買付提案及び

当社が提示する当該買付提案に対する意見、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会社に回復

し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断され

る場合には、取締役の善管注意義務に基づき、例外的に新株予約権の無償割当等、会社法その他

の法律及び当社定款が認める対抗措置を取ることがあります。具体的には、以下のいずれかの類

型に該当すると判断された場合には、当該大規模買付行為は当社の企業価値ひいては株主共同の

利益を著しく損なうと認められる場合に該当するものと考えます。 
 
①真に会社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会

社関係者に引き取らせる目的で株式の買収を行っている場合（いわゆるグリーンメーラーで

ある場合） 
②会社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買収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

経営を行う目的で株式の買収を行っている場合 
③会社経営を支配した後に、当社の資産を当該買収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株式の買収を行っている場合 
④会社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株式の高価売り抜けをする目的で株式の買収を行っ

ている場合 
⑤大規模買付者の提案する当社株式の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収（最初の買付で

当社の株券等の全部の買付を勧誘することなく、二段階目の買収条件を不利に設定し、ある

いは明確にしないで、公開買付等の株券等の買付を行うことをいいます。）等の、株主の判断

の機会又は自由を制約し、事実上、株主に当社の株券等の売却を強要するおそれがあると判
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断された場合 
 
（2）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合 

大規模買付者により、大規模買付ルールが遵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、取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、

新株予約権の無償割当等、会社法その他の法律及び当社定款が認める対抗措置をとり、大規模買

付行為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、その時点で最

も適切と取締役会が判断したものを選択することとします。取締役会が具体的対抗措置として、

新株予約権の無償割当を行う場合の概要は別紙1に記載のとおりですが、実際に新株予約権の無償

割当をする場合には、議決権割合が一定割合以上の特定株主グループに属さないことを新株予約

権の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及び行使条件を設けること

があります。 
 
（3）第三者委員会の設置 

大規模買付ルールに従って一連の手続きが進行されたか否か、あるいは大規模買付ルールが遵

守された場合でも、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損な

うものであることを理由として対抗措置を講じるか否かについては、取締役会が最終的な判断を

行いますが、本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、

その判断の客観性及び合理性を担保するため、第三者委員会規程（概要につきましては、別紙2
をご参照ください。）を定めるとともに、第三者委員会を設置することといたしました。第三者委

員会の勧告内容については、その概要を適宜情報開示することといたします。第三者委員会の委

員は3名以上とし、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

している社外監査役ならびに社外有識者（注4）の中から選任します。 
注4 ：社外有識者とは、 

経営経験豊富な企業経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会社法等を主たる研究対象と

する学識経験者、又はこれらに準ずる者を対象として選任するものとします。 

 
（4）対抗措置の発動の手続 

本プランにおいては、上記(1)に記載のとおり大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合

には、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。一方、上記(1)に記載のと

おり例外的に対抗措置をとる場合、並びに上記(2)に記載のとおり対抗措置をとる場合には、その

判断の合理性及び公正性を担保するために、まず取締役会は対抗措置の発動に先立ち、第三者委

員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、第三者委員会は大規模買付ルールが遵守され

ているか否か等を十分検討した上で対抗措置の発動の是非について勧告を行うものとします。 
取締役会は、対抗措置を講じるか否かの判断に際して、第三者委員会の勧告を最大限尊重する

ものとします。 
 
（5）対抗措置発動の停止等について 

上記(4)において、当社取締役会が具体的対抗措置を講ずることを決定した後、当該大規模買付

者が大規模買付行為の撤回又は変更を行った場合など対抗措置の発動が適切でないと取締役会が

判断した場合には、第三者委員会の助言、意見又は勧告を十分に尊重した上で、対抗措置の発動

の停止又は変更等を行うことがあります。例えば、対抗措置として新株予約権の無償割当を行う

場合、当社取締役会において、無償割当が決議され、または、無償割当が行われた後においても、

大規模買付者が大規模買付行為の撤回又は変更を行うなど対抗措置の発動が適切でないと取締役

会が判断した場合には、行使期間開始日までの間は、第三者委員会の勧告を受けた上で、新株予



 

7 

約権無償割当等の中止、又は新株予約権無償割当後において、無償取得の方法により対抗措置発

動の停止を行うことができるものとします。 
このような対抗措置発動の停止を行う場合は、第三者委員会が必要と認める事項とともに速や

かな情報開示を行います。 
 
４．株主・投資家に与える影響等 
 
（1）大規模買付ルールが株主及び投資家の皆様に与える影響等 

大規模買付ルールは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要

な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、株主の皆様が代替案の提

示を受ける機会を保証することを目的としています。これにより株主の皆様は、十分な情報のも

とで、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ことが可能となり、そのことが

当社の企業価値ひいては株主共同の利益の保護につながるものと考えます。従いまして、大規模

買付ルールの設定は、株主及び投資家の皆様が適切な投資判断を行ううえでの前提となるもので

あり、株主及び投資家の皆様の利益に資するものであると考えております。 
なお、上記３．において述べたとおり、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守するか否かに

より大規模買付行為に対する当社の対応が異なりますので、株主及び投資家の皆様におかれまし

ては、大規模買付者の動向にご注意ください。 
 

（2）対抗措置発動時に株主及び投資家の皆様に与える影響  
当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、上記３．

に記載した対抗措置をとることがありますが、取締役会が具体的な対抗措置をとることを決定し

た場合には、法令及び当社が上場する証券取引所の上場規則等にしたがって、当該決定について

適時・適切に公表します。  

対抗措置の発動時には、大規模買付者等以外の株主の皆様が、法的権利又は経済的側面におい

て格別の損失を被るような事態は想定しておりません。対抗措置の一つとして新株予約権の無償

割当を行う場合は、当社が当該新株予約権の取得の手続きを取ることにより、大規模買付者等以

外の株主の皆様は、新株予約権の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当社株式を受領するため格別の不利益は発生しません。但し、割当期

日において名義書換未了の株主の皆様（証券保管振替機構に対する預託を行っている株券の株主

を除きます。）及び当社が新株予約権を取得する日までに、大規模買付者等でないこと等を誓約

する当社所定の書式による書面をご提出いただけない株主の皆様（当社がかかる誓約書の提出を

求めた場合に限ります。）に関しましては、他の株主の皆様が当該新株予約権の無償割当を受け、

当該新株予約権と引き換えに当社株式を受領することに比して、結果的にその法的権利又は経済

的側面において不利益が発生する可能性があります。 また、第三者委員会の勧告を受けて、当社

取締役会が当該新株予約権の発行の中止又は発行した新株予約権の無償取得（当社が新株予約権

を無償で取得することにより、株主の皆様は新株予約権を失います。）を行う場合には、1株当た

りの株式の価値の希釈化は生じませんので、当該新株予約権の無償割当を受けるべき株主が確定

した後（権利落ち日以降）に当社株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買等を行った

株主又は投資家の皆様は、株価の変動により不測の損害を被る可能性があります。  

大規模買付者等については、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大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうと判断

される場合には、対抗措置が講じられることにより、結果的にその法的権利又は経済的側面にお

いて不利益が発生する可能性があります。本プランの公表は、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にあらかじめ注意を喚起するものであります。 
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（3）対抗措置発動に伴って株主の皆様に必要となる手続き  

対抗措置の一つとして新株予約権の無償割当を行う場合は、株主の皆様は引受けの申込みを要

することなく新株予約権の割当てを受け、また当社が新株予約権の取得の手続きをとることによ

り、新株予約権の行使価額相当の金銭を払い込むことなく、当社による新株予約権の取得の対価

として当社株式を受領することになるため、申込みや払込み等の手続きは必要となりません。 但

し、この場合当社は、新株予約権の割当てを受ける株主の皆様に対し、別途ご自身が大規模買付

者等でないこと等を誓約する当社所定の書式による書面のご提出を求めることがあります。  

また、名義書換未了の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（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。）。  

これらの手続きの詳細につきましては、実際に新株予約権の無償割当を行うことになった際に、

法令及び当社が上場する証券取引所の上場規則等に基づき別途お知らせいたします。  

 
５ ．本プランの適用開始、有効期限及び廃止 
 

本プランは、平成19年6月に開催される定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）

での承認により発効することとします。なお、有効期間につきましては、本定時株主総会の終結

時から平成22年6月開催予定の定時株主総会の終結時までとして本定時株主総会に付議する予定

です。 
本プランの廃止は、定時株主総会により承認された後であっても、①株主総会において本プラ

ンを廃止する旨の決議が行われた場合、②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。 
 

 

Ⅳ．本プランが基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、

当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでないことについて  
 

（1）買収防衛策に関する指針の要件を充足していること 

本プランは、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を充足しています。 

 

（2）株主意思を重視するものであること 

本プランは、平成19年6月開催の定時株主総会での承認により発効することとしており、本定

時株主総会にて本プランについて株主の皆様の意思を問う予定であることから、株主の皆様の

ご意向が反映されることとなっております。 

 

（3）当社取締役の任期は1年とされていること 

当社は、取締役の任期を1 年としており、経営陣の株主の皆様に対する責任をより明確なも

のとしております。また、本プランは、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

るものとしていることから、取締役の選任議案に関する議決権の行使を通じて、本プランに対

する株主の皆様の意思を反映させることが可能となっております。  
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 (4) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 

本プランにおける対抗措置の発動等の運用に際しての実質的な判断は、独立性の高い社外者

のみから構成される第三者委員会により行われることとされています。 

また、その判断の概要については株主の皆様に情報開示をすることとされており、当社の企

業価値・株主共同の利益に適うように本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されてい

ます。 

 

（5）合理的な客観的要件の設定 

本プランにおける対抗措置の発動は、上記Ⅲ３．「大規模買付行為が為された場合の対応」

において記載したとおり、合理的な客観的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。 

 

以 上 
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（別紙１） 
新株予約権無償割当の概要 

 
1. 新株予約権無償割当の対象となる株主及びその割当方法 

当社取締役会で定める割当期日における最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録され

た株主に対し、その所有する当社普通株式（但し、当社の所有する当社普通株式を除く。）1株に

つき1個の割合で新たに払込みをさせない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及び数 

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、当社が株式分割又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. 株主に割当てる新株予約権の総数 

当社取締役会が定める割当期日における当社普通株式の発行可能株式総数から当社普通株式の

発行済株式の総数（当社の所有する当社普通株式を除く）を減じた株式数を上限とする。当社取

締役会は、複数回にわたり新株予約権の割当を行うことがある。 
 
4. 各新株予約権の行使に際して出資される財産及びその価額 

各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1円以上で当社取締役会が

定める額とする。 
 
5. 新株予約権の譲渡制限 

新株予約権の譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 
 
6. 新株予約権の行使条件 

議決権割合が20％以上の特定株主グループに属する者（但し、あらかじめ当社取締役会が同意し

た者を除く。）でないこと等を行使の条件として定める。詳細については、当社取締役会におい

て別途定めるものとする。 
 
7. 新株予約権の行使期間等 

新株予約権の割当てがその効力を生ずる日、行使期間、取得条項その他必要な事項については、

当社取締役会が別途定めるものとする。なお、取得条項については、上記6.の行使条件のため新

株予約権の行使が認められない者以外の者が有する新株予約権を当社が取得し、新株予約権1個
につき当社取締役会が別途定める株数の当社普通株式を交付することができる旨の条項を定める

ことがある。 
以 上 
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（別紙２） 

第三者委員会規程の概要 

 

・第三者委員会は当社取締役会の決議により設置される。 

 

・第三者委員会の委員は 3名以上とし、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ている社外監査役及び社外有識者の中から、当社取締役会が選任する。 

 

・第三者委員会は、取締役会から諮問のある事項について、原則としてその決定の内容を、その理

由及び根拠を付して取締役会に対して勧告する。なお、第三者委員会の各委員は、こうした決定

にあたっては、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うこ

とする。 

 

・第三者委員会は、投資銀行、証券会社、弁護士その他外部の専門家より、当社の費用負担により

助言を求めることができる。 

 

・第三者委員会決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行う。 

 

以 上 
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（別紙３） 

当社株式の状況（平成 18年 9月 30日現在） 
 
１．発行可能株式総数  2,596,000,000株 
 
２．発行済株式総数   706,148,179株（ただし、平成19年2月末日現在では706,163,179株） 
 
３．株主数       65,850名 
 
４．大株主（上位10名） 

当社への出資の状況 当社の大株主への出資の状況 株主名 
 持株数 出資比率 持株数 出資比率 

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社（信託口） 
79,512,000株 11.26％ 0株 0％ 

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口） 
29,736,000株 4.21％ 0株 0％ 

みずほ信託退職給付信託 みずほ

銀行口 再信託受託者 資産管理

サービス信託 

22,928,250株 3.25％ 0株 0％ 

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口4） 
21,807,000株 3.09％ 0株 0％ 

朝日生命保険相互会社 16,050,000株 2.27％ － － 

古河機械金属株式会社 13,290,455株 1.88％ 8,777,279株 2.17％ 

指定単 受託者 三井アセット信

託銀行株式会社 1口 
12,423,000株 1.76％ 0株 0％ 

日本生命保険相互会社 11,895,000株 1.68％ － － 

富士電機ホールディングス株式会

社 
11,000,000株 1.56％ 13,422,478株 1.80％ 

みずほ信託退職給付信託 古河機

械金属口 再信託受託者 資産管

理サービス信託 

10,919,000株 1.55％ 0株 0％ 

(注)１．朝日生命保険相互会社については、上記16,050,000株とは別に、同社が退職給付信託として

信託設定した株式が10,500,000株あります。 
２．平成19年3月9日現在、当社株式の大規模買付行為に関する提案はありません。 

以上 


