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U 弊社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）について  
 
 

弊社は、昨年、弊社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益を確保し、且つ向上させることを目的と

して、特定株主等（注1）の議決権割合（注2）が20%以上となることを目的とする弊社株券等（注3）の買付行

為、又は結果として特定株主等の議決権割合が 20%以上となるような弊社株券等の買付行為（いずれも

事前に弊社取締役会が同意したものを除きます。以下、｢大量買付行為｣と称し、かかる行為を行う者を

｢大量買付者｣と称します。）にかかる対応策（以下、｢本プラン｣と称します。）を導入いたしましたが、今般、

本プランの有効期間が本年6月28日をもって満了することに伴い、本日開催の弊社取締役会において、

本年 6 月 28 日開催予定の弊社定時株主総会（以下、「本定時株主総会」と称します。）における株主の

皆様のご承認を条件に、本プランを改訂のうえ再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。 
 

尚、本プランは、本定時株主総会において株主の皆様のご承認を頂戴できない場合には、自動的に

廃止されることとなります。 
 
 
 

記 
 
 
 

1．本プラン導入の目的 
 

弊社取締役会は、大量買付者が行う大量買付行為を受け入れるか否かの判断は、 終的には弊

社株主の皆様のご判断に委ねられるべきであると考えております。その際、株主の皆様に適切なご判

断を行って戴くためには、大量買付者から一方的に提供される情報のみならず、下記 2.の「大量買付

時のルール」(以下、｢本ルール｣と称します。)に定めるとおり、大量買付者に対する情報提供の要請を

行い、一定の期間内に大量買付行為が株主の皆様の共同の利益に適うか否か等について、現に弊

社の経営を担っている取締役会の評価・意見を含めた十分な情報が提供されることが必要不可欠であ

ると考えております。更に、必要であると認められる場合には、大量買付者と交渉すること、或いは当該

大量買付が企業価値・株主共同の利益に資するものではないと判断した場合は、代替案を提示するこ

とも厭いません。 
 

弊社は今年、創業 86 周年を迎えますが、自主独往の精神のもと、お客様の多種多様なニーズに応

える少量多品種生産に適合する生産システムの構築、独自の優れた技術を有し他社の追随を許さな

い電機・電子用テープの開発をはじめ、粘着テープ分野における基材、粘材等の基礎的な研究及び

弊社の蓄積されたコア技術を活用したエンドユーザー様との緊密な共同研究開発に努めるなど、業界

の先駆者として常に新たな市場を切り開いてまいりました。また、いずれも有力な代理店様との共存共
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栄を旨としながらも、効率的な販売体制を構築してきた結果、売上高、利益ともに順調に推移しており

ます。これに加え、極めて強固な財務体質をはじめとした、弊社がこれまで永年にわたり培ってきた有

形・無形の経営資源が、有機的に一体となり弊社の企業価値を創造していると考えております。したが

って、弊社は、これらの経営資源を今後とも 大限有効に活用し、企業価値の更なる向上に取り組ん

でいくことが株主の皆様の共同の利益に資するものと考えます。 
 

弊社は、大量買付行為が行われる場合でも、それが真に弊社の企業価値及び弊社の株主の皆様

の共同の利益に資するものであり、且つ弊社の利害関係者にとって有益であれば、これを一概に否定

するものではありません。しかしながら、上記のような弊社の事業に対する理解なくして、弊社の企業価

値の把握は困難であります。大量買付行為は、その目的から勘案するに企業価値並びに株主共同の

利益を明らかに毀損する恐れがあるもの、株主に株式の売却を事実上強要するもの、或いは買付対

象会社である弊社の取締役会や株主が、大量買付者が提示する諸条件につき合理的な検討を加え

る時間的猶予を与えないものなど、必ずしも弊社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益の維持・

向上に資するものばかりとは限りません。そのため、弊社の株主の皆様が大量買付行為に応じるか否

かを判断するに際しては、当該大量買付行為に関する諸条件、大量買付行為が弊社の経営に及ぼす

恐れのある様々な影響、大量買付者が提案する弊社の経営にかかる理念・事業計画又は諸施策等の

必要且つ十分な情報を収集・提供したうえで、これを評価して取締役会の意見として公表し、また、大

量買付者との交渉、代替案の提案等を行うことが、弊社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益の

維持・向上に資するものであると考えております。 
 

したがって、弊社取締役会は、本ルールを定めた上で、大量買付者に対して本ルールの遵守を求

め、大量買付者が本ルールを遵守しない場合、又は本ルールに則っていたとしても、大量買付行為が

弊社に回復し難い損害をもたらす場合には、弊社取締役会がその時点で適切と考える一定の措置を

講じることができるものといたします。 
尚、現在、弊社が具体的に上述のような買収の提案を受けている事実はございません。また、本年 3

月 31 日現在における弊社の大株主の状況は別紙 1「弊社大株主の状況」のとおりです。 
 
 
 

2．大量買付時のルール（本ルール）の設定 
 

弊社は、上述の考え方に基づき、本ルールを定め、弊社株式の大量買付行為が行われる際には、

大量買付者に対し本ルールを遵守することを求めることとします。尚、大量買付者が本ルールを遵守し

ない場合等には、弊社は一定の措置を講じる場合があります。 
 

（1）大量買付者に対する情報提供の要請 
 

大量買付者には、弊社株主の皆様及び弊社取締役会が、当該大量買付が真に弊社の企業価値・

株主共同の利益に資するものであるか否かを判断するに足る、必要十分にして適切、且つ真正な情

報（以下、｢大量買付情報｣と称します。）を提出して戴きます。大量買付者には、先ず、大量買付行為

を行うに当たり、①大量買付者の名称、②住所、③代表者のご氏名、④国内連絡先、⑤大量買付の概

要、及び⑥本ルールに定められた手続きを遵守する旨の誓約を明示した書面を提出して戴きます（以

下、｢買付趣意書｣と称します。）。 
 

弊社は、上記①乃至⑥全てが記載された買付趣意書受領後 5 日以内（初日不算入）に、大量買付

者に対して大量買付情報として記載して戴く事項について書面を交付し、大量買付者には、当該書面

に則って大量買付情報を記載した上で弊社に提出して戴きます。尚、ご提出戴いた大量買付情報が、

弊社株主の皆様及び弊社取締役会の判断に十分でない場合、十分な大量買付情報が揃うまで追加

的に情報提供をして戴くことがあります。また、弊社は、買付趣意書の提出があった事実、弊社取締役

会に提供された大量買付情報、或いはその他大量買付行為に関連する諸情報で、弊社株主の皆様

の判断のため開示することが妥当であると考えられるものにつきましては、その全部又は一部を適切な

時期及び方法にて開示致します。 
 

尚、大量買付情報として提出を要請する情報は以下のとおりです。 
 

①大量買付者及びそのグループの概要、経歴、属性等 
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②大量買付行為の目的、方法及び内容 
 

③大量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（議決権の行使、取得された株式の売却に関する意思連絡等を含みます。） 
④買付対価の算定根拠及び買付資金の裏付け 
⑤大量買付者に対する買付資金の提供者の名称、その他の概要・属性 
⑥大量買付行為完了後に意図する、弊社及び弊社グループの経営方針・経営理念、及び事業計画、

資本政策 
⑦大量買付行為完了後に意図する、弊社及び弊社グループの企業価値を持続的且つ安定的に向上

させるための施策、並びに当該施策が弊社及び弊社グループの企業価値を向上させることの根拠 
⑧大量買付行為完了後に意図する、弊社及び弊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、弊社及び弊社グループとの関係について、大量買付行為完了後に予定する変

更の有無及びその内容 
 

⑨その他大量買付行為の妥当性、適法性等を判断するために下記 4.の独立委員会が合理的に必要

と考える情報 
 
(2)弊社取締役会による評価・検討 
 

前項において必要十分にして適切、且つ真正な大量買付情報が提供されたと認められた場合、弊

社取締役会は、これらの情報を評価・検討し、大量買付者との交渉、或いは意見形成、代替案策定等

を行う一定の時間的猶予（以下、｢評価期間｣と称します。）が確保されるべきであると思料し、大量買付

手法の態様により以下の①、或いは②に掲げる期間を設定いたします。但し、評価期間の終了までに、

独立委員会が提出資料の検討、評価、大量買付者との交渉、代替案の作成、下記 3.の対抗措置の発

動に関する勧告をなしえないときは、独立委員会の決議により、合理的な範囲内において評価期間を

延長することができるものとします。なお、弊社は評価期間を延長する場合は理由、延長期間等を開示

します。 
 

①対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる弊社全株式の買付の場合には 60 日間（初日不算

入） 
 

②その他の大量買付行為の場合には 90 日間（初日不算入） 
 

この評価期間の開始日は弊社取締役会が決定して大量買付者に対して通知し、当該期間中、弊社

は、弊社株主の皆様の判断に資することを目的とし、大量買付者から提供された大量買付情報を十分

に評価・検討し、弊社取締役会の意見を取りまとめたうえで、開示いたします。また、大量買付者と各種

条件に関して交渉し、或いは弊社取締役会で取りまとめた代替案を株主の皆様へ提示する場合があり

ます。大量買付行為は、この評価期間が経過した後に初めて実施され得るものとします。 
 
 
 

3．大量買付行為がなされた場合の対応策 
 

(1)本ルールが遵守されなかった場合 
 

大量買付者が本ルールを遵守しない場合、弊社取締役会は、弊社企業価値の維持及び弊社株主

の皆様の共同の利益保護を目的として、独立委員会の勧告を 大限尊重したうえで、新株発行や株

主割当による新株予約権の発行など、会社法その他の法令、弊社定款が取締役会の権限として認め

る措置（以下、｢対抗措置｣と称します。）を講じることがあります。具体的な対抗措置につきましては、そ

の時点で適法且つ相当であると認めるものを選択することとなります。 
 

(2)本ルールが遵守された場合 
 

大量買付者が本ルールを遵守した場合、弊社取締役会が仮に当該大量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を行う可能性は排除しないものの、

原則として、当該大量買付行為に対する対抗措置は講じません。したがって、大量買付者の買付提案

に応じるか否かは、弊社株主の皆様において、当該買付提案の内容並びにそれに対する弊社取締役

会の意見及び代替案等をご考慮のうえ、ご判断戴くことになります。 
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但し、本ルールが遵守されている場合であっても、当該大量買付行為が、弊社に回復し難い損害を

与えるなど弊社株主共同の利益を著しく毀損すると合理的に判断される場合には、弊社取締役会は、

独立委員会の勧告を 大限尊重したうえで、弊社企業価値及び株主共同の利益を守ることを目的とし

て、対抗措置の発動を講じることがあります。 
 

大量買付行為が弊社株主共同の利益を著しく毀損する場合とは、次の①～⑥の何れかに該当する

ものを指します。当該大量買付行為が、①～⑥のいずれにも該当しない場合、弊社は対抗措置を講じ

ません。 
 

①大量買付行為により、弊社株式の価格を吊上げたうえで、高値で弊社関係者に引き取らせること

を目的とし、弊社の経営に参画する意思がないと看做される場合（所謂グリーンメーラー） 
 

②大量買付行為により、弊社の経営に対する支配権を取得した後、弊社の経営上必要不可欠な知

的財産権、企業秘密情報、顧客等有形無形の財産を、当該大量買付者やそのグループ会社に

移譲させる目的であると看做される場合 
 

③大量買付行為により、弊社の経営に対する支配権を取得した後、弊社の資産を当該大量買付者

やそのグループ会社の債務の担保や弁済原資として流用する目的であると看做される場合 
 

④大量買付行為により、弊社の経営に対する支配権を取得した後、弊社の事業に当面関係しない

遊休不動産や有価証券等の資産を売却し、その売却益をもって一時的な高配当を強いるか、或

いは一時的な高配当による株価上昇の機会を狙い、弊社株式の高値売り抜けをする目的である

と看做される場合 
 

⑤上記の①乃至④の他、大量買付行為の目的が弊社の企業価値・株主共同利益の向上を目指す

ものではなく、大量買付者による弊社の支配権取得が、理由の如何を問わず弊社に回復し難い

損失をもたらすと看做される場合 
 

⑥大量買付者が提案する弊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、一段階目の買付条件よりも二段階目の買付条件を不利に設定し、或いは

明確にすることなく公開買付等の株式買付を行うこと）など、株主の判断の機会、又は自由を制約

し、事実上株主に弊社株式の売却を強要する恐れがあると看做される場合（但し、部分的公開買

付であることをもって当然にこれに該当するものではありません） 
 
(3)発動の判断 

弊社取締役会は、大量買付者の提供する大量買付情報その他の情報に基づいて、フィナンシャル

アドバイザー、公認会計士、弁護士等の外部専門家等の助言を得ながら当該大量買付者及び大量買

付行為の具体的内容（目的、方法、対象、取得対価の種類・金額等）や、当該大量買付行為が弊社の

株主共同の利益に与える影響を検討するとともに、下記 4.の独立委員会の勧告を 大限尊重したうえ

で、取締役会の意見を決議するものとします。 
弊社取締役会が、本プランに基づいて大量買付者に対して対抗措置を講じる決定を行った場合は、

株主の皆様に対し適時・適切な情報開示を行います。 
 

(4)発動の中止等 
弊社取締役会は、下記のような事情がある場合には、独立委員会の勧告を 大限尊重したうえで、

下記 5.(1)の割当てまでの間は新株予約権の発行の中止、或いは新株予約権行使期間の開始日以降

においては無償取得の方法による新株予約権の消却を含む新たな対抗措置を行うことができるものと

します。尚、この場合、弊社取締役会は速やかに情報開示を行います。 
①大量買付者から合理的かつ妥当な買収提案がなされたと自ら判断し、又は独立委員会からかか

る勧告がなされた場合 
②弊社取締役会が大量買付者との間で対抗措置を発動しない旨の合意又は対抗措置を中止する

旨の合意に至った場合 
③当該対抗措置決定後、大量買付者及びそのグループが買付等を撤回した場合、その他買付等

が存在しなくなった場合 
④当該対抗措置決定の判断の前提となった事実関係に変動が生じ、大量買付者及びそのグルー

プによる買付等が前記 3.(1)及び(2)記載の買収防衛策の発動の条件に定める要件のいずれにも
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該当しない、或いは該当しても新株予約権を発行又は行使させることが相当でないと弊社取締役

会が判断するに至った場合 
 
 
 

4．独立委員会 

(1)独立委員会の設置 
独立委員会は、大量買付行為（予め弊社取締役会が同意したものを除く。）への対抗措置として発

動し得る措置を弊社取締役会が決議するにあたり、取締役会により恣意的な判断がなされることを未

然に防止する牽制組織として設置されるものであり、当該買付行為が弊社の企業価値、ひいては株主

共同の利益を毀損する行為に該当するか否か、或いは当該対抗措置の発動が妥当であるか否かを経

営陣から独立した公正かつ中立的な第三者の視点から客観的に判断し、その判断の内容を弊社取締

役会に勧告することを目的とします。 
 

大量買付行為がなされた場合、独立委員会は、弊社取締役会に対し、大量買付者の買付内容にか

かる情報その他独立委員会が適宜必要と認める情報、株主の意向、取引先、従業員、地域関係者な

どの意見等を総合判断し、また、必要に応じて買付者と直接、或いは間接に協議を行ったうえで、弊社

の企業価値・株主共同の利益の確保を図るという観点から、当該買付行為が真に弊社の経営に資す

るものか否かを判断し、弊社取締役会に対し、具体的な対抗措置を発動することが許容されるか否か

について勧告するものとします。 
 

また、独立委員会は、前記の職務に加え、以下の職務を行うものとします。 
 

①大量買付者及び弊社取締役会が独立委員会に提出すべき情報等の決定 
②大量買付者の提案内容を検討する期間の延長の決定 
③大量買付者等との交渉又は協議 
④弊社取締役会に対する代替案提出の要請、当該代替案の検討 
⑤新株予約権の無償割当の中止の弊社取締役会に対する勧告 
⑥買収防衛策の廃止又は変更の弊社取締役会に対する勧告 
⑦その他弊社取締役会から諮問又は要請を受けた事項 

 

尚、独立委員会は、前記の職務の合理性、透明性等を確保するため、必要に応じ、弊社の費用をも

って、独立した第三者（弁護士、公認会計士、フィナンシャル・アドバイザー、コンサルタントその他専

門家を含む）の助言を得ることができるものとします。各独立委員会委員、並びに弊社取締役会は、大

量買付行為等がなされた場合、或いはなされると予見される場合その他常時、独立委員会を招集する

ことができるものとします。 
 

(2)構成 
独立委員会の委員は 3 名以上とし、公正中立な判断を可能とするため、弊社の業務執行を行う経営

陣から独立した社外監査役、弁護士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務を知悉している者等

の中から選任され、その任期は選任の日から 3 年間とします。尚、当初の委員は 3 名とし、その氏名及

び略歴は別紙 2「独立委員会の委員の氏名並びに略歴」に記載のとおりであります。 
 

 
5.対抗措置の内容 
(1) 新株予約権の発行 

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。弊社

取締役会が対抗措置として新株予約権を発行することを決議した場合の要領は以下のとおりです。 
 

 

①新株予約権付与の対象となる株主及びその発行条件 
弊社取締役会で定める割当期日における、 終の弊社株主名簿又は実質株主名簿に掲載、又は

記録された株主に対し、その所有株式（但し、弊社が保有する弊社普通株式は除きます）1 株に対し

1 個の割合で新株予約権を割り当てます。 
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②新株予約権の目的となる株式の種類並びに数 
新株予約権の目的となる株式の種類は弊社普通株式とし、新株予約権 1 個当たりの目的となる株式

の数は 1 個とします。但し、弊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し

ます。 
 

③発行する新株予約権の総個数 
新株予約権の割当総数は 60,000,000 個を上限とし、弊社取締役会が定める数とします。弊社取締

役会は、割当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を行うことができ

ます。 
 

④各新株予約権の発行価額 
無償とします。 

 

⑤各新株予約権の行使に際して払込をなすべき額 
新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、1 円以上で弊社取締役会が定める額とします。 

 

⑥新株予約権の譲渡制限 
新株予約権の譲渡につきましては、弊社取締役会の承認を要するものとします。 

 

⑦新株予約権の行使期間 
新株予約権の効力発生日（但し、新株予約権無償割当決議において弊社取締役会が別途これに

代わる日を定めた場合は当該日。）を初日とし、1 ヶ月間から 2 ヶ月間までの範囲で新株予約権無償

割当決議において弊社取締役会が定める期間とします。但し、行使期間の 終日が払込取扱場所

の非営業日に当たるときは、その翌営業日を 終日とします。 
 

⑧新株予約権の行使条件 
（a）大量買付者、（b）その共同保有者（証券取引法第 27 条の 23 の第 5 項に規定される者、及び同

条第 6 項に基づき共同保有者と看做される者を言い、弊社取締役会がこれに該当すると認めた者を

含む）、（c）その他特別関係者（同法第 27 条の 2 の第 7 項に規定される者を言い、弊社取締役会が

これに該当すると認めた者を含む）、若しくは（d）「（a）～（c）」に該当する者から、本プランに基づき

無償割当される新株予約権を弊社取締役会の承認を得ることなく譲渡若しくは承継した者、又は

（e）「（a）～（d）」に該当する者の関連者（実質的にその者が支配し、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、若しくは協調して行動する者として、弊社取締役会が認めた者。）は、

原則として本プランに基づき無償割当される新株予約権を行使することはできないものとします。   
 

⑨その他 
新株予約権の取得事由その他必要な事項につきましては、弊社取締役会にて別途定めるものとし

ます。 
 

（2）新株予約権の発行に伴い株主及び投資家の皆様に必要となる手続 
 

弊社取締役会にて、新株予約権を発行することを決議した場合には、割当期日を公告いたします。

割当期日における 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、速やかに株式の名義変更手続を行って戴く

とともに、これに伴う新株予約権の申込の手続、行使の手続等を行って戴く必要があります。なお、上

記の手続にかかる具体的な方法の詳細は、新株予約権発行決議が行われた後、株主の皆様に対して

公表又は通知いたしますので、当該内容をご確認下さい。 
 
 
 

6．本プランの合理性 
 

（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」が定める三原則、即ち企業価値・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・相当性の原則の何れをも充たしてい

ます。 
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（2）株主共同の利益の確保・向上の目的で導入されていること 
本プランは、会社支配に係る基本方針の考え方に沿って構成されており、大量買付者が大量買付

行為に関する必要にして十分な情報を、弊社取締役会に事前に提供すること及び弊社取締役会が当

該大量買付行為が適切なものであるか否かを評価するに要する一定の期間が経過した後に始めて当

該大量買付行為を開始することを求め、これを遵守しない大量買付者に対して弊社取締役会が対抗

措置を講じることがあることを明記しておりますが、これらの仕組は専ら弊社の企業価値、ひいては株

主共同の利益を確保し、向上させる目的をもってなされるものであります。 
 

（3）株主意思を尊重するものであること 
弊社は、株主意思の尊重という観点より、本定時株主総会において、株主の皆様のご承認を戴くこ

とを条件として本プランの再導入を決定いたしましたが、本定時株主総会において、本プランの導入に

つき株主の皆様のご承認を戴けなかった場合は、本プランは廃止となります。また、本プランの有効期

間は、平成 22 年の弊社定時株主総会終結の時までと設定されておりますが、その時点までに弊社株

主総会において本プランを改廃する旨の決議が行われた場合には、その時点で本プランは廃止され

ることになりますので、本プランの継続又は廃止の判断が株主の皆様に委ねられているという意味にお

いて、株主の皆様の意思が反映される仕組みになっております。 
 

（4）取締役会の恣意的判断の排除 
弊社は、本プランの再導入に当たり、取締役の恣意的判断を排除し、弊社の企業価値および株主

の皆様の共同利益を向上・確保するため、新たに独立委員会を設置することにいたしました。 
独立委員会委員は、厳格な基準の下で選任され（別紙 3 の独立委員会委員の選任基準をご参照下

さい。）、また、委員を解任するには当社取締役会において出席取締役の 3 分の 2 以上の賛成によら

なければなりませんので（別紙 3 の寺岡製作所 独立委員会規則第 2 条第 4 項をご参照ください。）、

弊社取締役会の恣意的な判断を遮断する高度な独立性、公平性が確保されております。また、独立

委員会は、大量買付者が出現した場合、弊社の費用負担において、必要に応じて独立した外部専門

家（弁護士、公認会計士、フィナンシャル・アドバイザー、コンサルタントその他専門家を含

む。）の助言を受けることができますので、独立委員会の実質的な判断の独立性、公平性、中立性及

び客観性も担保されております。 
そして、弊社取締役会は、対抗措置の発動の決定に先立ち、かかる独立委員会の勧告を 大限尊

重しなければなりませんので、これにより、弊社取締役会による恣意的判断が排除されることになりま

す。 
 

（5）デットハンド型買収防衛策ではないこと 
本プランは、弊社株主総会で改廃できるものとされており、従って、本プランは所謂デッドハンド型の

買収防衛策（取締役の過半数を交代させても尚、発動を阻止できない形の買収防衛策）ではありませ

ん。 
 
 
 
7．株主及び投資家の皆様に与える影響等 

 

弊社取締役会が具体的な対抗措置を発動することを決定した場合には、適用される法令及び証券

取引所規則にしたがって、適時適切な開示を行います。 
 

弊社取締役会は、上記対抗措置の発動時には、株主及び投資家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。但し、本ルールに違反した大量買付

者については、当該対抗措置が講じられた場合、結果的に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、大量買付者が本ルールに違反して大量買付行

為を行うことがないよう予め注意を喚起するものです。 
 

尚、対抗措置として新株予約権の無償割当を実施することを決議した場合であって、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において、弊社が当該新株予約権の無償割当を中止し、

また、無償割当された当該新株予約権を無償取得する場合には、結果として 1 株当たりの株式の価値

の希釈化は生じないことから、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買を行っ
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た株主の皆様には、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。 
 
 
 

8．本プランの有効期間その他 
 

（1）本プランは、本定時株主総会において、導入の可否を株主の皆様にお諮りし、出席株主の皆様の

過半数のご承認を戴けない場合には自動的に廃止となります。また、本定時株主総会において株主

の皆様のご承認を頂戴した場合には、平成 22 年 6 月開催予定の定時株主総会終結の時まで継続す

るものとします。但し、本プランは、その有効期間の満了前であっても、本プランを改廃する旨の弊社

株主総会の決議がなされたた場合には、当該決議の内容に従うものとなります。また、弊社取締役会

が独立委員会の勧告を 大限尊重したうえで本プランを改廃する旨の決議をした場合にも同様となり

ます。 
 

（2）本プラン導入を決定した弊社取締役会には、弊社監査役 4 名（内 2 名は社外監査役）全員が出席し、

いずれの監査役も、本プランの具体的運用の適正性、適法性が担保されることを条件に、本プランの

導入に賛成する旨の意見を述べました。 
 
 
 
9．本プランからの変更の概要 
 

（1）本プランの再導入につき、本定時株主総会において株主の皆様のご承認を頂戴することを条件と

いたしました。 
 

（2）大量買付者が本プランに定められている大量買付ルールを遵守する場合であっても、当該大量買

付行為が株主の皆様の全体の利益を著しく毀損すると判断される場合の例示を新たに追加いたしまし

た。 
 

（3）対抗措置の発動が妥当であるか否かを、経営陣から独立した公正かつ中立的な第三者の視点から

客観的に判断し、その判断の内容を弊社取締役会に勧告する機関として、新たに独立委員会を設置

いたしました。 
 

（4）新株予約権の行使期間及び行使条件を具体的に記載いたしました。 
 

（5）本プランの合理性に関する記述を追加いたしました。 
 

（6）新株予約権の無償割当を受ける株主が確定した後において、特殊な思惑から弊社株式の売買を意

図する株主に対する注意喚起の文言を追加いたしました。 
 

（7）本プランの有効期間を 3 年に変更いたしました。 
 

以  上 
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注 1）特定株主等とは、①弊社が発行する「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」（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

基づき保有者と看做される者を含みます。）及びその「共同保有者」（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看做される者を含みます。）、又は②

弊社が発行する｢株券等｣（証券取引法第 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」（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ける買付け

等を含みます。）を行う者、及びその「特別関係者」（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。）を意味します。 
 

 
注 2）議決権割合とは、特定株主等の具体的な買付方法に応じて、①特定株主等が弊社の株券等（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②特定株主等が弊社の株券等（同法第 27 条の 2
第 1 項に規定する株券等をいいます。）の大量買付者、及びその特別関係者である場合の当該大量買

付者及び当該特別関係者の株券等所有割合（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。株券等保有割合、又は株券等所有割合の算出に当たっては、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。）及び総議決権（同法第 27 条の 2
第 8 項に規定するものをいいます。）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] 
 
 

弊社大株主の状況 
 

平成 19 年 3 月 31 日現在 
 

弊社への出資状況 
株  主  名 

持株数（千株） 出資比率（%）

寺岡製作所取引先持株会 1,577.4  7.85 
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1,221.7  6.08 
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,097.7  5.46 
株式会社三菱東京 UFJ 銀行 976.8  4.86 
寺岡 敬之郎 878.2  4.37 
株式会社りそな銀行 678.8  3.38 
寺岡 くに子 526.0  2.61 
ｱｰﾙｰﾋﾞｰｼｰﾃﾞｸｼｱｲﾝﾍﾞｽﾀｰｻｰﾋﾞｼｰｽﾞﾄﾗｽﾄ、ﾛﾝﾄﾞﾝｸﾗｲｱﾝﾄｱｶｳﾝﾄ 421.8  2.10 
ジェーピーモルガンチェースバンク 385067 349.5  1.74 
寺岡製作所従業員持株会 344.6  1.71 
合    計 8,072.5 40.16

注）1．上記の弊社への出資状況のうち、信託業務にかかる株式数は次の通りです。   

  日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1,221.7 千株 
  日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,097.7 千株 

  
2．上記の大株主は平成 19 年 3 月 31 日現在の株主名簿に基づくものでありますが、平成 19 年 1 月

15 日付でフィディリティ投信株式会社から関東財務局長宛に提出された変更報告書（大量保有報

告書）によれば、報告義務発生日（平成 18 年 12 月 31 日）現在でその保有株式数は以下の通りで

す。 
 

大量保有者     フィディリティ投信株式会社 
保有株式数     1,694,000 株 
発行済株式総数に対する保有割合   8.44% 
 

尚、フィディリティ投信株式会社につきましては、平成 19 年 3 月 31 日現在で、当該法人名義での

実質保有株式数が確認できておりませんので、上記の「大株主の状況」には反映させておりません。 
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[別紙 2] 
 
 

独立委員会の委員の氏名並びに略歴 
 
 
白石 典義（しらいし のりよし）  立教大学経営学部長 
 
昭和 61 年 04 月 国際大学大学院講師 
平成元年 044 月 立教大学社会学部産業関係学科助教授 
平成 19 年 04 月 教授 
平成 13 年 04 月 社会学部長 
平成 18 年 04 月 経営学部長（現在） 
 
 
 
神谷 宗之介（かみや そうのすけ）  弁護士：神谷法律事務所代表 
 
平成 18 年 11 月 司法試験合格 
平成 11 年 04 月 弁護士登録 
平成 17 年 01 月 ニューヨーク州弁護士登録 
平成 19 年 01 月 神谷法律事務所代表（現在） 
 
 
 
阿部 芳首（あべ よしもと）   理学博士 東京理科大学理工学部教授 
 
昭和 48 年 04 月 東京理科大学理工学部工業化学科講師 
昭和 51 年 10 月 フロリダ大学（米国）在外研究員 
昭和 55 年 04 月 東京理科大学理工学部工業化学科助教授 
平成元年  4 月 教授 
平成 11 年 10 月 東京理科大学野田地区学生部長 
平成 17 年 01 月 学長補佐 
平成 19 年 01 月 理工学部教授（現在） 
 
 

（敬称略） 
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[別紙 3] 
 

株式会社寺岡製作所 独立委員会規則 
 

平成 19 年 5 月 14 日制定 
 

第 1 条（目的等） 
1. 当社の独立委員会に関する事項は、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。 
2. 本規則に別段の定めがない用語の定義については、当社の平成 19 年 5 月 14 日付け「弊社株式

の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）について」に定めるところによる。 
 
第 2 条（独立委員会の設置及び委員の選任並びに解任） 
1． 独立委員会は、当社取締役会の決議により設置される。 
2． 独立委員会委員（以下「委員」という。）の人数は 3 名以上とし、いずれの委員も当社取締役会の決

議により選任される。 
3． 委員は、第 4 条第 1 項に定める勧告を行うにあたり、企業経営全般に関する高度な知見を有してい

ることが求められるため、当社の経営陣から独立している当社社外監査役、弁護士、税理士、公認

会計士、学識経験者などの社外有識者で、当社と特定の利害関係にない者から選任する。 
4． 委員の選任及び解任は、当社取締役会の決議によりこれを行う。但し、選任或いは解任のいずれ

の場合も出席取締役の 3 分の 2 以上の賛成によるものとする。 
 
第 3 条（独立委員の任期） 
1. 委員の任期は、選任の日より 3 年間とする。但し、当社取締役会の決議により特段の定めをした場

合は、この限りではない。 
2. 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満了の

時までとする。 
 
第 4 条（勧告の表明） 
1． 大量買付行為がなされた場合、独立委員会は当社取締役会に対し、大量買付者の買付内容にか

かる情報その他独立委員会が適宜必要と認める情報、株主の意向、取引先、従業員、地域関係

者などの意見等を総合判断し、また、必要に応じて買付者と直接又は間接に協議を行ったうえで、

当社の企業価値・株主共同利益の確保を図るという観点から、当該買付行為が真に当社の経営に

資するものか否かを判断し、具体的な対抗措置を発動することが許容されるか否かについて勧告

する。委員は、かかる勧告を行うにあたり、自己又は当社取締役の個人的な利益を図ることをその

目的としてはならない。 
2． 独立委員会は、前項に定めるところに加え、以下の職務を行う。 

（1）大量買付者及び当社取締役会が独立委員会に提出すべき情報等の決定 
（2）大量買付者の提案内容を検討する期間の延長の決定 
（3）大量買付者等との交渉又は協議 
（4）当社取締役会に対する代替案提出の要請、当該代替案の検討 
（5）新株予約権の無償割当の中止の当社取締役会に対する勧告 
（6）買収防衛策の廃止又は変更の当社取締役会に対する勧告 
（7）その他当社取締役会から諮問又は要請を受けた事項 

 
第 5 条（招集） 

 各委員又は当社取締役会は、大量買付行為等がなされた場合又はなされると予見される場合そ

の他常時、独立委員会を招集することができ、委員の互選により議長を選出する。 
  

第 6 条（委員以外の者の出席等） 
1. 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要求し、独立委員会が勧告を行うにあたり必要と考える事項に関する
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説明を求めることができる。 
2. 独立委員会は、勧告の合理性、透明性などを確保するため、当社の費用で、独立した第三者（弁

護士、公認会計士、フィナンシャル・アドバイザー、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（決議要件） 
 独立委員会における決議は、独立委員会委員の過半数が出席し、出席委員の過半数をもって行

う。尚、独立委員会の決議に関して特別の利害関係を有する委員は、当該決議に参加することは

できない。 
  
第 8 条（議事録） 
 独立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 9 条（株主等に対する情報開示） 
 独立委員会は、当社取締役会への勧告と併せ、株主に対し勧告の内容等にかかる情報を開示す

るものとする。 
 
（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] 
 本規則は、平成 19 年 6 月 28 日より施行する。 
 

 

 

[独立委員会委員の選任基準] 
  

独立委員会委員は、以下に掲げる全ての基準を満たした者から選任する。 
  

1． 現在及び過去に 3 年間遡る期間において、当社、又は当社の関係会社（注 1）の業務を執行する取

締役、又は従業員、或いはこれらの者の配偶者、もしくは三親等内の親族ではないこと。 
  

2． 本人、又はその配偶者、もしくは三親等内の親族が、他社の取締役、又は従業員である場合、直

近の 3 事業年度のうちの 1 事業年度において、当社が当該他社に対し、物品もしくは役務の対価と

して支払った金額の合計、或いは当該他社が当社に対して、物品もしくは役務の対価として支払っ

た金額の合計が 10 百万円を超えないこと。 
  

3． 現在及び過去に 3 年間遡る期間において、当社、又は当社の子会社の顧問弁護士、顧問弁護士

事務所のパートナー等の要職にある者、又はその配偶者、もしくは三親等内の親族ではないこと。 
  

4． 現在及び過去に 3 年間遡る期間において、当社、又は当社の子会社の会計監査を行った監査法

人の代表社員、社員、所属会計士、又はその配偶者、もしくは三親等内の親族ではないこと。 
  

5． 現在及び過去に 3 年間遡る期間において、名目の如何にかかわらず、当社から 1 年間に 10 百万

円を超える報酬（役員報酬等は除く）を受領したことがある者、又はその配偶者、もしくは三親等内

の親族ではないこと。 
  

6． 社外の有識者においては、実績ある会社の経営者、投資銀行業務・証券業務を知悉する者、弁護

士、公認会計士、学識経験者、又はこれらに準ずる者でなければならない。 
 
 
（注 1）関係会社とは、会社計算規則第 2 条第 3 項 23 号に定める関係会社を指します。 


