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当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）について 

 

 

当社は、平成 19 年 4 月 23 日開催の取締役会において、当社グループの企業価値及び株主

共同の利益を確保し、向上させることを目的として、特定の株主又は株主グループによって

当社の株式の一定規模以上の買付行為が行われた場合の対応策（以下「本施策」といいます。）

について、以下のとおり決議しましたので、お知らせいたします。また、本施策を決定した

当社取締役会には、社外監査役 2 名を含む当社監査役 4 名全員が出席し、監査役全員が本施

策の導入に賛成しております。なお、平成 19 年 3 月 31 日現在における当社の大株主の状況

は別紙 1 の通りです。加えて、現時点において、特定の第三者から大規模買付行為を行う旨

の通告や提案を受けていないことを申し添えます。 

本施策においては、その重要性に鑑み、平成 19 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会にお

いて本施策に関する承認が得られることを条件に導入するものとしております。本施策は当

該株主総会の承認が得られた場合には、平成20年 3月に開催予定
＊
の定時株主総会の終結時

まで継続いたします。それ以降も当社株主総会において本施策の継続等に関して株主の意思

を確認させていただくことを予定しております。 

 

*当社の決算期を毎年3月31日から毎年12月 31日に変更する予定のため。なお詳細に関しましては本

日別途開示しております「決算期（事業年度の末日）の変更に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

 

第 1 本施策導入の目的について 

 

1．本施策の目的 

本施策は、特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを目的とする当社株券等（注

1）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（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が、あらかじめ
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当社取締役会が同意した者による買付行為を除きます。以下かかる買付行為を「大規模買付行

為」といい、かかる大規模買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。）が、当社の企業

価値に重大な影響を及ぼす場合において、当社グループの企業価値を確保し又は向上させるた

め、大規模買付行為に対する適切な対応を行うことを目的としております。ここに、特定株主

グループとは、①当社株券等の保有者（注2）及びその共同保有者（注3）、②当社株券等の買

付け等（注4）を行う者及びその特別関係者（注5）、又は③上記①及び②に該当する者の関連

者（注6）をいい、議決権割合とは、特定株主グループが上記①の場合においては、当該保有

者の株券等保有割合（注7）をいい、特定株主グループが上記②の場合においては当該買付け

等を行う者及び当該特別関係者の株券等所有割合（注8）の合計をいいます。 

 

 

（注1）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。以下、同じとします。 

（注 2）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みます。以下、同じとします。 

（注 3）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みます。以下、同じとします。 

（注 4）証券取引法第 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。以下、同じとします。 

（注 5）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 1 項で定める者を除きます。以下、同じとします。 

（注６）ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配され若しくはその

者と共同の支配下にある者（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含む。）、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います。「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

条第 3 項に定義されます。）をいいます。 

（注7）証券取引法第27 条の 23 第4 項に規定する株券等保有割合をいい、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

上考慮させるものとします。 

（注 8）証券取引法第 27 条の 2 第 8 項に規定する株券等所有割合をいいます。 

 

 

 

2．当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の取組みについて 

(1)企業価値の源泉について 

当社は、明治 38 年（1905 年）に和帳の表紙店として創業し、「商品を通じて社会に貢献

する」ことを企業理念として事業を営んでまいりました。また、「面倒で手間のかかること

に真正面から取り組むことで、世の中の役に立つ新たな価値を創り出す」という創業の精

神～「カスの商売」～が、今なお変わることなく当社グループのＤＮＡとして、根付いて

おります。 

以来、当社グループは事務用紙製品からオフィスファニチャーへと事業領域を拡大し、

日本 大の総合オフィスサプライヤーへと成長してまいりました。  
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現在では、ステーショナリー、オフィスファニチャーの製造販売をはじめ、店舗空間の

設計、施工、オフィスの内装・施工管理、個人向け高級家具の販売、オフィス通販など、

モノだけではなく、サービスも含めてワンストップでお客様に提供する世界で唯一の企業

グループへと進化を遂げております。一方、これまで国内で培ってきたオフィスのあり方

に関する様々なノウハウを、中国をはじめとするアジアの国々で提供するといった事業も

展開しております。  

当社は、平成 17 年に創業 100 周年を迎えた際に、「ひらめき・はかどり・ここちよさ」

というブランドメッセージを制定しました。このメッセージには、お客様の「Ｋｎｏｗｌ

ｅｄｇｅ Ｗｏｒｋ（知的活動）」に対して、「ひらめき（＝創造性）」「はかどり（＝効率性）」

「ここちよさ（＝快適性）」という他社には真似できない価値を提供し続けるという意味が

込められています。 

そうした中で培われてきた以下の①から④が、当社グループにとって企業価値の源泉と

なっております。 

 

①  ブランド力 

当社グループは、日本国内において、総合オフィスサプライヤーとして非常に

高いブランド認知率を誇っております。また、商品におきましても「キャンパス

ノート」、「フラットファイル」等、その分野の代名詞ともいわれる商品を多数ラ

インアップしております。 

 

② 独特のビジネスモデル 

当社グループは、ステーショナリー商品、ファニチャー商品の製造販売を行っ

ております。各々を扱う企業は多く存在しますが、両者の製造販売を行っている

のは当社グループだけであり、オフィスに関するサービス・ソリューションを当

社グループだけで提供できる独特のビジネスモデルを構築しております。 

 

③ 販売力 

当社グループは、全国のコクヨ商品の販売会社、代理店、小売店等を通じて、

他の追随を許さない強固な販売網を確立しております。また、これらの販売網以

外にも、大規模企業向けにオフィス構築を行うコクヨオフィスシステム㈱、オフ

ィス通販を行う㈱カウネット、店舗什器の販売を行うコクヨストアクリエーショ

ン㈱等、お客様のニーズにあわせた高品質のサービスを提供しております。 

 

④ 商品開発力 

当社グループは、ユニバーサルデザイン商品や環境対応商品等、独創的で付加

価値の高い商品を数多くラインアップし、お客様から高い支持を得ており、平成

18年 12月にはバリアフリー化推進功労者表彰「内閣総理大臣表彰」を受賞いた

しました。また、のりがドット（＝点）で紙に粘着する「ドットライナー」や、

体の動きに応じて背もたれが立体的に可動するオフィスチェアー「フォスター」

等業界初の新技術を採用した魅力ある新製品も数多く上市しております。 
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(2)企業価値・株主共同の利益の確保、向上に向けた施策 

当社グループは、すでに公表しております通り、中長期的な経営ビジョンとして中期経

営計画を策定しております。そこでは、「Next100～NO.1 企業の集合体へ～」をテーマと

して、各事業会社が独自の強みを発揮し、それぞれの市場・業界においてNo.1 になるこ

とを目指します。今後も以下に述べる諸施策を通じて当社グループの企業価値・株主共同

の利益の確保及び更なる向上に努めてまいります。 

 

① 事業構造の変革 

新規・成長事業を創出・育成し、事業領域を拡大します。一方、成熟事

業は成長事業への変革を行うとともに、効率化を図り、収益を拡大します。 

 

② 不断の構造改革 

より強靭な事業体質を目指すため、継続的にコストダウン、経費削減を

行います。また、顧客起点で、事業構造・営業スタイル・生産体制・物流

体制を見直します。 

 

③ 新たな企業文化・風土の創造 

各事業会社が、独自の企業文化・風土を醸成し、新しいブランド価値を

創造します。 

 

当社グループは、今後も中長期的な視点に立ちながら、これらの諸施策の実現に努めて

いくことで、新たな成長のための投資を促し、株主の皆様のご期待に応えてまいりたいと

考えております。 

また、これらの取り組みを行う一方、機関投資家や証券アナリストへの説明会の開催、

個人投資家向けのIR活動の充実を図ることで、株主の皆様と長期的な信頼関係の構築を図

っております。当社グループでは、株主の皆様の利益向上を 重要課題と位置付け、収益

力の向上に努めるとともに、利益還元といたしましては、従来の安定配当に加えて連結業

績を考慮し、配当性向20%以上を目処とした配当政策を実施しております。 

 

 

(3)コーポレート・ガバナンスについて 

当社グループは、「透明性、スピード、公平性」を重視したコーポレート・ガバナンスを

実施しております。また、平成16年 10月には、各事業会社自らがスピーディな意思決定

を行い、成長戦略を実行するために、全事業を会社分割し持株会社制に移行しております。

持株会社であるコクヨ株式会社が事業会社を株主の視点から、評価・監督する仕組みを導

入しております。 

また、監査役制度を採用しており、取締役は10 名、監査役は4 名（うち社外監査役2 名）

であり、取締役の任期は、経営環境の変化により迅速に対応できる経営体制にするために
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１年としております。現在、社外取締役は選任しておりませんが、社外有識者とのアドバ

イザリー契約により、適宜社外有識者の意見を取り入れる体制を整えております。 

 

 

以上(1)から(3)で述べたように、当社グループの経営に当たっては、創業以来蓄積され

てきた幅広いノウハウと豊富な経験、ならびに国内外の顧客・取引先及び従業員等のステ

ークホールダーとの間に築かれた良好な関係を維持し促進することが重要な要素になりま

す。株主の皆様にとっても、これらの点に関する十分な情報や理解がなくては、将来実現

されるであろう企業価値・株主共同の利益を適正に判断することは困難であると考えます。 

 

 

3．本施策の必要性 

当社グループではこうした企業理念や経営戦略のもと、当社グループの企業価値・株主

共同の利益を確保し、又は向上させるための施策に邁進する所存ですが、近時、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著になる状況にあります。 

 もとより、当社は上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、株式の大量買付

であっても、当社グループの企業価値や株式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。また、株式会社の支配権移転を伴う買収提案について

の判断は、当然ながら、 終的には当該時点における株主の皆様に、当社グループの企業

理念や経営戦略をご理解いただいた上で、適切にご判断頂くべきものと考えております。 

 しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利

益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがある

もの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付の内容等について検討し、あるいは対

象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会

社が買収者の提示した提案内容よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要

とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。 

流通構造の変化に伴う価格競争の激化や原材料高騰などによる厳しい市場環境のなか、

当社グループがステーショナリー、ファニチャーの商品を取り扱い、オフィスに関するサ

ービス・ソリューションの提供を継続しながら、企業価値や株主共同の利益を確保・向上

をさせていくためには、代理店、小売店等の事業パートナーとの信頼関係や、人的資産を

中長期的視点で育成し、優良な顧客基盤を維持・拡大することが必要不可欠です。 

これらが当社の株式の大量買付けを行う者により中長期的に確保され、向上されるもの

でなければ当社グループの企業価値や株主共同の利益は毀損されることになります。また、

外部者である買収者からの大量取得の提案を受けた際には、上記の諸点のほか、当社グル

ープ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、その他の当社グループの

企業価値を構成する要素等、さまざまな要素を適切に把握した上で、当該大量取得行為が

当社グループの企業価値及び株主共同の利益に及ぼす影響を判断する必要があります。 
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こうした事情を鑑み、当社取締役会は、当社株式に対する大量買付が行われた際に、当

該大量買付に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆

様のために代替案を提示するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために

交渉を行うこと等を可能にすることにより、当社グループの企業価値・株主共同の利益に

反する大量買付を抑止するための枠組みが不可欠であると判断し、本施策を導入すること

を決定いたしました。 

 

 

 

第 2 本施策の内容について 

1. 本施策の概要 

本施策は、大規模買付者が従うべき大規模買付ルール（後記2.）と、大規模買付行為に

対して当社がとりうる大規模買付対抗措置（後記3.）から構成されております。 

 本施策においては、まず、大規模買付ルールとして、大規模買付者に対し、株主及び当

社取締役会による判断のための情報提供（後記 2.(1)）と、当社取締役会による検討・評

価の期間の付与（後記2.(2)）を要請しております。 

 本施策においては、次に、当社取締役会が、大規模買付対抗措置として、新株予約権の

無償割当てを決議するための要件を、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合

又は大規模買付行為によって当社グループの企業価値又は株主共同の利益が著しく毀損

される場合に限定することといたしました（後記3.(2)(3)）。 

 なお、本施策に従って大規模買付対抗措置を機動的に実施するため、新株予約権の発行

登録を行う場合があります。 

 (1) 定時株主総会における承認 

本施策の導入については、株主の皆様の意思を反映するため、平成19年 6月 28日

開催予定の定時株主総会における決議により以下の点につきご承認いただくことを

条件とします。 

 

 

a. 会社法第 278 条第 3項但書の規定に基づき、当社定款第 19 条に「新

株予約権無償割当てに関する事項については、取締役会の決議による

ほか、株主総会の決議又は株主総会の決議による委任に基づく取締役

会の決議により決定する。」との規定を新設することをご承認いただ

きます。なお、本施策導入のための定款の一部変更議案の詳細につき

ましては、本日付で別途開示しております「定款の一部変更に関する

お知らせ」をご参照ください。 

 

 6



b. 上記 a.による変更後の当社定款第 19 条の規定に基づき、本施策に

従って新株予約権の無償割当てに関する事項を決定する権限を当社

取締役会に委任していただきます。 

 

(2) 独立委員会の設置 

本施策に基づき大規模買付対抗措置を発動するか否かは、 終的には当社取締役会

により決定されますが、当社取締役会の判断の客観性・合理性を担保するため、当

社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役、社外監査役又は社外有識

者のみから構成される独立委員会を設置いたします（後記2.(3)）。 

独立委員会規則の概要につきましては、別紙 2 をご参照ください。なお、本施策

導入当初の独立委員会の委員は、別紙 3記載の各氏を予定しております。 

 

2. 大規模買付ルール 

(1) 取締役会に対する情報提供 

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、当社株主の判断

及び当社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な情報（以下「本情報」とい

います。）を書面で提供していただきます。これは、当該大規模買付行為に関し、株主

が適切な判断を行い、かつ当社取締役会が適切な検討・評価を行うことを目的としてお

ります。 

具体的には、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、大規模買付者の名称、住所又は本店所在地、代表者の氏名、国内連絡先、

設立準拠法（外国法人の場合）及び提案する大規模買付行為の概要を明示した、大規模

買付ルールに従う旨の意向表明書をご提出いただきます。当社代表取締役は、係る意向

表明書受領後 10 営業日以内に、大規模買付者から当初提供いただく本情報のリストを

当該大規模買付者に対して交付します。本情報の一般的項目は以下のとおりです。 

 

① 大規模買付行為に係る特定株主グループ（大規模買付者を含む。）の概要（沿

革、役員構成、主要業務、主要株主、グループ組織図、直近3ヵ年の有価証券

報告書又はこれに相当する書面、連結財務諸表を含む。） 

② 大規模買付行為の目的及び具体的内容 

③ 大規模買付行為に係る特定株主グループ（大規模買付者を含む。）の株券等保

有割合又は株券等所有割合 

④ 大規模買付行為における当社株券等の買付価格の算定根拠、取得資金の裏付け

並びに資金調達の具体的内容及び条件 

⑤ 大規模買付行為に係る特定株主グループ（大規模買付者を含む。）が当社グル
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ープの経営権を取得した場合における、経営方針、経営計画、事業計画、財務

政策、資本政策、配当政策、経営権取得後3年間の経営・財務諸表の目標数値

及び算出根拠、並びに役員候補者及びその略歴 

⑥ 大規模買付行為に係る特定株主グループ（大規模買付者を含む。）と当社グル

ープの主要取引先との間の従前の取引関係及び競合関係 

⑦ 大規模買付行為実行後における、大規模買付者のグループ内における当社グル

ープの役割 

⑧ 当社グループの従業員、主要取引先、顧客、地域社会その他の当社グループの

利害関係者との関係について、大規模買付行為実行後に予定する変更の内容 

⑨ 現金以外の対価をもって大量買付行為を行う場合における対価の価額に関す

る情報 

⑩ 大規模買付者が提供する本情報を記載した書面の記載内容が重要な点におい

て真実かつ正確であり、重要な事実につき誤解を生ぜしめる記載又は記載の欠

落を含まない旨の、責任者による宣誓 

 

 なお、大規模買付者に当初提出していただいた情報だけでは本情報として不十分であ

ると認められる場合は、当社取締役会が、大規模買付者に対し、十分な本情報が揃うま

で追加的に情報提供を求めることがあります。また、大規模買付者が提出した本情報は、

株主の判断に必要かつ適切と認められる範囲において、必要かつ適切と認められる時点

で、その全部又は一部を開示いたします。 

(2) 取締役会における検討及び評価 

 次に、大規模買付者には、当社取締役会に対する追加的な情報提供を含めた本情報の

提供を完了した日から 60 日間（大規模買付行為が、対価を現金のみとする公開買付け

による当社全株式の買付けの場合）又は90日間（その他の大規模買付行為の場合）（以

下「取締役会評価期間」といいます。）が経過するまでは、大規模買付行為を行わない

こととしていただきます。これは、株主共同の利益のため、当社取締役会に、本情報の

検討及び評価、大規模買付者との交渉及び協議、大規模買付行為に関する意見形成、株

主に対する代替提案の作成及び提示等を行う機会を与えていただくためです。 

 当社取締役会は、取締役会評価期間中、独立委員会の勧告、外部専門家等の助言を受

けながら、提供された本情報の検討及び評価を行い、当該大規模買付行為又は当該大規

模買付者の提案に係る経営方針等についての当社取締役会としての意見を慎重に取り

纏めます。 

 

 

（3）独立委員会 

当社取締役会は大規模買付ルールを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断が

なされることを防止するための機関として、独立委員会を設置します。独立委員会の委
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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当社社外取締役、社外監査役又は社外有識者の中から選任します。

取締役会評価期間中、当社取締役会は、本情報及び本情報の取締役会による評価及び分

析結果を独立委員会に提供します。独立委員会は、取締役会の諮問に基づき、取締役会

による評価、分析結果及び外部専門家の意見を参考にし、また、判断に必要と認める情

報等をみずから入手、検討して、①大規模買付者が提供する情報が十分なものであるか、

②大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しているか、③大規模買付対抗措置の発動要

件を満たしているか、④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について、取締役会に勧告します。独立委員会は、一旦当該

勧告を行った後でも、大規模買付者が大規模買付行為を中止又は撤回した場合など、

当該勧告の前提となった事実関係等に変動が生じた場合には、再度検討を行い、当社

取締役会に対して、大規模買付対抗措置としての新株予約権の無償割当ての実施、新

株予約権の無償割当ての中止及び新株予約権の取得に関する勧告を行うことができ

ます。 

当社取締役会は、独立委員会の勧告を 大限尊重した上で、当社取締役会としての意

見を取り纏めて公表します。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及び協議を行い、当社取締役会として、株主に対し、当

社グループの経営方針等についての代替的提案を提示することもあります。 

 

3. 大規模買付対抗措置 

(1) 大規模買付対抗措置の内容 

 大規模買付者が大規模買付ルールに定める手続に従うことなく大規模買付行為を行

った場合等、後記(2)に述べる一定の大規模買付対抗措置の発動の要件をみたす場合は、

当社取締役会は、大規模買付対抗措置として当社株主に対する新株予約権の無償割当て

を決議することができるものとします。 

 株主に対する無償割当ての方法によって発行される新株予約権の募集事項の概要は、

別紙4に定めるとおりとします。この新株予約権には、一定割合以上の議決権割合の特

定株主グループに属さないことなどの行使条件を付する場合があります。 

(2) 大規模買付対抗措置の発動の要件 

当社取締役会が、具体的な大規模買付対抗措置の発動を決議することができるのは、

次の各号に定める要件を具備する場合に限るものとします。 

①  大規模買付者が意向表明書を当社取締役会に提出せず、又はその他大規模買付ル

ールに定める十分な情報提供を行うことなく大規模買付行為を行った場合、大規模

買付者が取締役会の評価期間が経過する前に大規模買付行為を行った場合、その他

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合は、当社取締役会は、大規
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模買付対抗措置の発動を決議することができるものとします。 

②  大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合は、当社取締役会が、意向表明

書及び本情報の内容を検討・評価した結果、当該大規模買付行為に反対の意見を有

するに至ったときでも、当該大規模買付行為につき反対意見を表明し、又は当社グ

ループの経営方針等について当社取締役会としての代替的提案を提示することは

あっても、原則として大規模買付対抗措置の発動を決議しないものとします。 

 ただし、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合であっても、大規模買

付行為が当社グループの企業価値又は株主共同の利益を著しく毀損すると判断さ

れたときは、当社取締役会が相当な大規模買付対抗措置の発動を決議することを否

定するものではありません。具体的には、次の各号のいずれかの類型に該当する場

合には、当社グループの企業価値又は株主共同の利益を著しく毀損する大規模買付

行為に該当するものと考えます。 

 

 

(i) 当該大規模買付行為又は経営権取得の目的が、真に会社経営に参加する

意思がないにもかかわらず、株価をつり上げて高値で株券等を会社関係

者に引き取らせることにある場合（いわゆるグリーンメイラーの場合）。 

(ii) 当該大規模買付行為又は経営権取得の目的が、主として、当社グループ

の事業経営上必要な不動産、動産、知的財産権、ノウハウ、企業秘密情

報、主要取引先、顧客等その他の当社グループの資産を当該大規模買付

行為に係る特定株主グループ（大規模買付者を含む。）に移譲させるこ

と（いわゆる焦土化経営）にある場合｡ 

(iii)当該大規模買付行為又は経営権取得の目的が、主として、当社グルー

プの資産の全部又は重要な一部を当該大規模買付行為に係る特定株主

グループ（大規模買付者を含む。）の債務の担保や弁済原資として流用

することにある場合｡ 

(iv)当該大規模買付行為又は当社グループの経営権取得の目的が、主として、

会社経営を一時的に支配して、当社グループの所有する不動産、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、又は一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って

株券等の高価売り抜けをすることにある場合。 

(v) 初の買い付けで全株式の買い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、公開買い付けを行う

など、当社株主の皆様に当社株式の売却を事実上強要するおそれのある

買付行為である場合。 

(vi) 大規模買付者による支配権取得及び支配権の取得後における当社の顧

客、従業員その他の利害関係者の処遇方針等により、当社の株主はもと

より、顧客、取引先、従業員その他の利害関係者の利益を含む当社の企

業価値を著しく毀損する恐れがある又は当社の企業価値の維持及び向
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上を妨げる重大な恐れがあると客観的、合理的な根拠をもって判断され

る場合。 

(vii) 買い付けの条件（対価の価額・種類、買付の時期、買付方法の適法性、

買付実行の実現可能性、買付後における当社従業員、取引先、顧客その

他利害関係者の処遇方針等を含む。）が当社の本源的価値に鑑み著しく

不十分又は不適当な買付である場合。 

(3) 大規模買付対抗措置の発動の手続 

当社取締役会が、具体的な大規模買付対抗措置の発動を決議するにあたっては、当社

取締役会の判断の客観性及び合理性を担保するため、独立委員会の意見、勧告を 大限

尊重し、また、外部専門家等の助言も受けつつ、会社法上の機関としての決議を速やか

に行うものとします。 

 当社取締役会は、上記決議を行った場合、当該決議の概要その他当社取締役会が適切

と判断する事項について、速やかに情報開示を行います。  

4. 本施策の有効期間並びに廃止及び変更 

平成19年 3月末日までの事業年度に係る定時株主総会（平成19年 6月 28日開催予定）

による、本施策に基づく新株予約権の無償割当てに関する事項の決定権限の委任の期

間（以下「有効期間」といいます。）は、平成 20 年 3 月に開催予定の当社定時株主総会

終結時までとします。 

また、本施策の有効期間満了前であっても、企業価値及び株主共同の利益確保又は向上

の観点から、関係法令の整備等の状況を踏まえ、本施策を随時見直し、臨時株主総会にお

いて本施策を廃止する旨の決議が行われた場合、又は当社の株主総会で選任された取締役

から構成される当社取締役会において本施策を廃止する旨の決議が行われた場合には、本

施策は廃止されるものとします。なお、平成 20 年 3 月に開催予定の当社定時株主総会終

結時以降における本施策については、必要な見直しをした上で、本施策の継続、又は新た

な内容の施策の導入に関して株主の意思を確認させていただく予定です。 

 

 

第 3 本施策の合理性について 

1. 企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的 

 前記第1に述べたとおり、本施策は、株主をして大規模買付行為に応じるか否かについ

ての適切な判断を可能ならしめ、かつ当社グループの企業価値及び株主共同の利益に対す

る明白な侵害を防止するため、大規模買付者が従うべき大規模買付ルール、並びに当社が

発動しうる大規模買付対抗措置の要件及び内容を予め設定するものであり、当社グループ

の企業価値及び株主共同の利益の確保及び向上を目的とするものです。 
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 また、前記第2に述べた大規模買付ルールの内容並びに大規模買付対抗措置の内容及び

発動要件は、当社グループの企業価値及び株主共同の利益の確保及び向上という目的に照

らして合理的であり、当社グループの企業価値及び株主共同の利益の確保及び向上に資す

るような大規模買付行為までも不当に制限するものではないと考えます。 

2. 事前開示 

 本施策における大規模買付ルールの内容並びに大規模買付対抗措置の内容及び発動要

件は、いずれも前記第2において具体的かつ明確に示したところであり、株主、投資家及

び大規模買付者にとって十分な予見可能性を与えるものであると考えます。 

3. 株主意思の反映 

本施策は、導入にあたり株主の皆様の意思を適切に反映させる機会を確保するため、

平成19年6月28日開催予定の定時株主総会において株主の皆様の承認をいただくこと

を条件として導入いたします。平成19年 6月 28日開催予定の定時株主総会において定

款変更案又は本施策に従った新株予約権の無償割当てに関する事項の決定権限を当

社取締役会に委任する議案のいずれかが承認されない場合、本施策は導入されません。

また、本施策の有効期間は、平成20年 3月開催予定の定時株主総会の終結までとし、そ

れ以降も当社株主総会において本施策の継続等に関して株主の意思を確認させていただ

くことを予定しております。 

 したがって、本施策の継続、廃止又は変更の是非の判断には、株主総会における決議

を通じて株主の意思が反映されるものと考えます。 

4. 取締役会の判断の客観性・合理性の確保 

 本施策においては、前記第2の3.(2)のとおり、大規模買付対抗措置の発動の要件とし

て、客観的かつ明確な要件を定めており、発動の要件に該当するか否かの判断に当社取

締役会の恣意的判断の介入する余地を可及的に排除しております。 

また、本施策においては、前記第2の3.(3)のとおり、大規模買付対抗措置の発動の手

続を定め、当社取締役会の恣意的な判断を排除しております。 

 したがって、本施策においては、当社取締役会が大規模買付対抗措置の発動を決議す

るにあたり、その判断の客観性・合理性を担保するための十分な仕組みが確保されてい

るものと考えます。 
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第4 本施策が株主及び投資家に及ぼす影響について 

1. 大規模買付ルールが株主及び投資家に及ぼす影響 

 大規模買付ルールは、大規模買付者が大規模買付行為を行うにあたって従うべきルール

を定めたものにとどまり、新株予約権その他の株券等を発行するものではありませんので、

株主及び投資家の権利利益に影響を及ぼすものではありません。 

 大規模買付ルールは、当社の株主をして、必要かつ十分な情報をもって大規模買付行為

について適切な判断をすることを可能ならしめるものであり、当社の株主共同の利益に資

するものと考えます。 

 なお、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る可能性がありますので、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御注意ください。 

2. 大規模買付対抗措置の発動が株主及び投資家に及ぼす影響 

 大規模買付対抗措置を発動した場合でも、当該大規模買付行為に係る特定株主グループ

の株主には、その法的権利又は経済的利益に損失を生ぜしめる可能性がありますが、それ

以外の株主の法的権利又は経済的利益には格別の損失を生ぜしめることは想定しており

ません。当社取締役会が大規模買付対抗措置の発動を決議した場合は、法令及び証券取引

所規則に従って、適時に適切な開示を行います。 

 大規模買付対抗措置として株主に対する無償割当ての方法によって新株予約権の発行

がなされる場合は、当社取締役会で定めて公告する基準日における 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、その所有株式数に応じて新株予約権が割り

当てられますので、名義書換未了の株主には、当該基準日までに名義書換を完了していた

だく必要があります。また、新株予約権の行使に際しては、株主には、新株を取得するた

めに、所定の期間内に一定の金額の払込みを行っていただく必要があり、かかる手続を行

わない場合は、当該株主の議決権保有割合が希釈化することになります。ただし、当社が

新株予約権を取得し、これと引換えに当社株式を交付することができるとの取得条項が定

められた場合において、当社が取得の手続を取ったときは、取得の対象となる新株予約権

を保有する株主は、金銭を払い込むことなく当社株式を受領することになり、その保有す

る株式1株あたりの価値の希釈化は生じますが、保有する株式全体の価値の希釈化は生じ

ません（なお、この場合、かかる株主には、別途、特定株主グループに属する者でないこ

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くことがあります。）。 

 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し又は無償割当てされた新株予約権を無償で取得する場合に

は、1 株あたりの株式の価値の希釈化は生じませんので、1 株あ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

を被る可能性があります。 

以上 
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別紙１ 

 

当社の株主の状況（平成 19 年 3 月 31 日現在） 

 

 

1. 発行可能株式総数:398,000,000 株 

2. 発行済株式総数  :128,742,463 株 

3. 大株主の状況 

氏名又は名称 住所 
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（％） 

コクヨ共栄会 大阪市東成区大今里南６丁目１番１号 7,072 5.49

日本マスタートラスト信託銀行㈱ 

（信託口） 
東京都港区浜松町２丁目 11 番３号 4,841 3.76

日本トラスティ・サービス信託銀行

㈱ （信託口 4） 
東京都中央区晴海１丁目８番 11 号 3,503 2.72

(財)黒田緑化事業団 大阪市東成区大今里南６丁目１番１号 3,403 2.64

日本トラスティ・サービス信託銀行

㈱ （信託口） 
東京都中央区晴海１丁目８番 11 号 3,306 2.57

㈱三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１番２号 2,650 2.06

コクヨ共和会 大阪市東成区大今里南６丁目１番１号 2,601 2.02

全国共済農業協同組合連合会 東京都千代田区平河町２丁目７番９号 2,439 1.89

㈱黒田興産 兵庫県芦屋市東山町 22 番 16 号 2,115 1.64

コクヨエンタープライズ㈱ 大阪市東成区大今里南６丁目１番１号 2,066 1.60

計 ― 33,999 26.41

 

(注)  

１. 上記株主のうち、コクヨ共栄会及びコクヨ共和会は当社の取引会社で構成する持株会であり、また、(財)黒田緑

化事業団は大阪府下における緑化事業を目的とする公益法人である。 

２. 自己株式を大量に保有し、その保有割合が上位 10 名以内に該当する。 

自己株式 所有株式数            10,424 千株   

発行済株式総数に対する所有株式数の割合    8.10% 

３. 上記、日本マスタートラスト信託銀行㈱及び日本トラスティ・サービス信託銀行㈱の所有株式数は、いずれも全

て信託業務に係るものである。 

４. バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行㈱及びその共同保有者であるバークレイズ・グローバル・イ

ンベスターズ㈱、バークレイズ・グローバル・インベスターズ,エヌ・エイ、バークレイズ・グローバル・インベスターズ・リ

ミテッド及びバークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッドから平成 19 年 2 月 9 日付で大量保有報告書（訂
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正報告書 ：報告義務発生日 平成 19 年 1 月 31 日）が提出されているが、当社では実質所有株式数の確認がで

きていない。 

 

なお、大量保有報告書（訂正報告書）の内容は以下のとおりである。 

氏名又は名称 住所 
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（％） 

バークレイズ・グローバル・イン

ベスターズ信託銀行㈱ 
東京都渋谷区広尾１丁目１番 39 号 780 0.61

バークレイズ・グローバル・イン

ベスターズ㈱ 
東京都渋谷区広尾１丁目１番 39 号 1,977 1.54

バークレイズ・グローバル・イン

ベスターズ,エヌ・エイ 

米国 カリフォルニア州サンフランシスコ

市フリーモント・ストリート 45 
1,666 1.29

バークレイズ・グローバル・イン

ベスターズ・リミテッド 
英国 ロンドン市ロイヤル・ミント・コート１ 496 0.39

バークレイズ・キャピタル・セキ

ュリティーズ・リミテッド 

英国 ロンドン市カナリーワーフ ノース・

コロネード５ 
213 0.17

 

                                        以上 
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別紙2 

 

独立委員会規則 

 

第 1条（目的） 

当社の独立委員会（以下「委員会」という。）に関する事項は、法令又は定款に定めがある場

合若しくは当社株主総会において決議された事項がある場合を除き、本規則の定めるところ

による。 

 

第 2条（定義） 

本規則における用語の定義は以下のとおりとする。 

1. 「本施策」とは当社が、定時株主総会又は当社取締役会において決定する、当社株券等

の大規模買付行為への対応方針をいう。 

2. 本規則に別段の定めがない用語の定義については、本施策の定めるところによる。 

 

第 3条（構成） 

1. 委員会は、当社取締役会の決議をもって設置される。 

2. 委員会の委員（以下「委員」という。）は 3 名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣

から独立している当社の社外取締役及び社外監査役に該当する者の中から、当社取締役

会が選任する。 

3. 前項に定めるほか、当社取締役会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社

外の有識者を委員として選任することができる。但し、当該有識者は、弁護士、税理士、

公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者、又はこれらに準ずる者では

なければならず、また、別途当社に対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 4条（任期） 

1. 委員の任期は、選任の時から選任後に開催される次の定時株主総会の終結の時までとす

る。但し、当社取締役会の決議により別段の定めをした場合はこの限りではない。 

2. 委員が、当社の社外取締役又は社外監査役であった場合で、社外取締役又は社外監査役

を退任又は辞任した時は、委員としての任期も同時に終了するものとする。 

3. 任期満了前に退任した委員の後任として選任された委員の任期は、退任した委員の任期

の満了する時までとする。 

 

第 5条（招集者及び議長） 

1. 各委員は、大規模買付行為がなされようとする場合、その他、いつでも委員会を招集す

ることができ、互選により議長を選出する。 

2. 前項に定めるほか、当社取締役会は、その決議によって、委員会の招集を請求すること

ができる。 
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第 6条（委員以外の者の出席） 

1. 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、従業員その他委員会が

必要と認める者の出席を要求し、委員会が勧告を行うに当たり必要と考える事項に関す

る説明を求めることができる。 

2. 委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、弁護士、

公認会計士、コンサルタント、その他の専門家を含む。）の助言を得ること等ができる。 

 

第 7条（委員会の権限） 

1. 委員会は以下の各号に掲げる事項について決定し、またその決定の内容を、その理由を

付して当社取締役会に対して勧告する。 

① 大規模買付者が提供する情報が十分なものであるか 

② 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しているか 

③ 大規模買付対抗措置の発動要件を満たしているか 

④ その他当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が委員会に諮問した事

項 

2. 委員会は、前項に掲げる事項のほか、以下の各号に記載される事項を行う。 

① 本情報及び当社取締役会から提供された情報・資料等の内容の検討・評価（買付の

対価を現金（円価）のみとする公開買付による当社株券等の全ての買付けの場合

60日間、その他の買付行為の場合には90日間をその評価期間とする） 

② 当社取締役会に対する代替案の提出の要求及び代替案の検討・評価（原則として

30日を上限とする回答期限を定める。） 

③ 当社取締役会が、別途委員会が行う事ができると定めた事項 

④ その他本施策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 

3. 委員会は、以下の各号に記載される事項につき当社取締役会に指示することができる。 

① 大規模買付者が提供する情報が本情報として不十分であると判断した場合の大規

模買付者に対する追加的な情報提供の要求 

② 大規模買付行為の提案があった事実及び本情報の全部又は一部の公表に関する意

見 

③ 本情報として十分な情報を全て受領したと認めた場合の公表 

④ 大規模買付行為に関する条件の改善における大規模買付者との交渉 

4. 前三項に定める各事項の決定にあたっては、当社の企業価値及び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を要し、専ら委員の個人的利益を図ることを目的と

してはならない。 

 

第 8条（決議） 

1. 委員会の決議は、原則として、委員のうち全員が出席し、その過半数をもってこれを行

う。但し、やむを得ない事由がある時は、委員の3分の2以上が出席し、その過半数を

もってこれを行うことができる。 
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2. 委員会の議事につき特別の利害関係を有する委員は、その決議に参加することができな

い。 

 

第 9条（議事録） 

委員会の議事については、その経過の要領及び結果を議事録に記載し、出席委員がこれに記

名捺印し、10年間会社に保存する。 

 

第 10条（規則の改定） 

本規則の改定は、当社取締役会の決議による。 

 

（附則） 

1. 本規則は、平成19年 6月 28日より実施する。 

以上 
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別紙3 

 

独立委員会略歴 

 

清水 紀彦（しみず のりひこ）＜昭和１５年４月生まれ＞ 

昭和３８年 ４月 東京海上火災保険株式会社（現 東京海上日動火災保険株式会社）入社 

昭和４２年 ９月 ボストン・コンサルティング・グループInc入社 

昭和４５年１２月 同社 副社長 

昭和６２年 ７月 清水紀彦事務所 代表取締役 

平成１２年１０月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 教授 

平成１５年 ４月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 客員教授（現） 

 

中川 一已（なかがわ かづみ）＜昭和１６年４月生まれ＞ 

昭和３９年 ４月 三井物産株式会社入社 

平成 ９年 ６月 同取締役 

平成１２年 ６月 同代表取締役、常務取締役 

平成１４年 ４月 同代表取締役、専務執行役員 

平成１４年１０月 同代表取締役、副社長執行役員 

平成１６年 ６月 同顧問 

平成１８年 ７月 日本ユニシス株式会社 顧問（現） 

 

高橋 明人（たかはし あきと）＜昭和５０年３月生まれ＞ 

平成１０年 ４月 高裁判所司法研修所入所 

平成１２年 ４月 弁護士登録（第二東京弁護士会）（現） 

         アンダーソン・毛利法律事務所（現 アンダーソン・毛利・友常法律事務

所）入所 

平成１７年 ５月 ニューヨーク州弁護士登録（ニューヨーク州弁護士会）（現） 

平成１９年 ３月 西村孝一法律事務所入所（現） 

 

以上 
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別紙4 

 

新株予約権の募集事項の概要 

1. 新株予約権付与の対象となる株主及びその割当条件 

 当社取締役会で定めて公告する基準日における 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、その所有株式（ただし、当社の保有する当社普通株式を除

く。）1株につき1個の割合で新株予約権を割り当てる。 

2. 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1株とする。ただし、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. 割り当てる新株予約権の総数 

 割り当てる新株予約権の総数は、260,000,000 個を上限として、取締役会が定める数と

する。当社取締役会は、割り当てる新株予約権の総数がこの上限を超えない範囲で、複数

回にわたり新株予約権の割当てを行うことがある。 

4. 新株予約権の払込金額 

 無償とする。 

5. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

 各新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、各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 円以上で当社取締役会が定める額

とする。 

6. 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、当社の取締役会の承認を要するものとする。 

7. 新株予約権の行使条件 

 新株予約権の行使条件は取締役会において別途定めるものとする（なお、大規模買付行

為に係る特定株主グループ（以下、「非適格者」という。）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もあり得る。 )。 

なお、本「新株予約権の募集事項の概要」に用いられる用語は次のとおり定義される。 

① 「大規模買付行為」とは、特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを目

的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が
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20％以上となる当社株券等の買付行為（市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法

の如何を問わないが、あらかじめ当社取締役会が同意した者による買付行為を除く。）

をいう。 

② 「特定株主グループ」とは、①当社株券等の保有者及びその共同保有者、②当社株券

等の買付け等を行う者及びその特別関係者、又は③上記①及び②に該当する者の関連

者をいう。 

③ 「議決権割合」とは、特定株主グループが上記①の場合においては、当該保有者の株

券等保有割合をいい、特定株主グループが上記②の場合においては当該買付け等を行

う者及び当該特別関係者の株券等所有割合の合計をいう。 

④ 「当社株券等」とは、証券取引法第27条の23第 1項に規定する株券等をいう。 

⑤ 「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。 

⑥ 「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。 

⑦ 「買付け等」とは、証券取引法第 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む。 

⑧ 「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。

以下同じ。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1項で定める者を除く。 

⑨ 「株券等保有割合」とは、証券取引法第27条の23第 4項に規定する株券等保有割合

をいい、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

をいう。）も計算上考慮することとする。 

⑩ 「株券等所有割合」とは、証券取引法第 27 条の 2 第 8 項に規定する株券等所有割合

をいう。 

⑪ ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配され若しくはその

者と共同の支配下にある者（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含む。）、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

条第3項に定義される。）をいう。 

 

8. 当社による新株予約権の取得 

（1） 当社は、当社取締役会が別に定める日の到来をもって、取締役会の決議に従い、新

株予約権の全部又は非適格者以外の新株予約権者が所有する新株予約権について

のみを取得することができる旨の取得条項を取締役会において付すことがあり得

る。 

（2） 前項に定める取得条項を付す場合には、非適格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、これと引き換えに、当該新株予約権者に対して当該新
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株予約権 1 個につき予め定める数の当社普通株式（以下「交付株式」という。）を

交付し、非適格者にあたる新株予約権者が所有する新株予約権を取得するときは、

これと引き換えに、当該新株予約権者に対して当該新株予約権1個につき交付株式

の当該取得時における時価に相当する価値の現金、債券、社債若しくは新株予約権

付社債その他の財産、又は当該新株予約権に代わる新たな新株予約権（これらの全

部又は一部を当社普通株式に代えることもあり得る。）を交付する旨の定めを設け

ることができるものとする。 

9. 新株予約権の行使期間等 

 新株予約権の行使期間その他必要な事項については、当社取締役会において別途定める

ものとする。 

10 . 新株予約権証券 

 新株予約権に係る新株予約権証券は、発行しないものとする。 

以上 
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