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平成１９年５月１５日 
各 位 

会 社 名 明治製菓株式会社 
代表者名 代表取締役 社長 佐藤尚忠 

（コード番号 ２２０２ 東証第１部） 
問合せ先 お客様コミュニケーション部長 

ＩＲ・広報室   梅本隆司 
（ＴＥＬ ０３－３２７３－３３５５） 

 
 

当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）に関するお知らせ 
 
 
 当社は、平成１９年５月１５日に開催の当社取締役会において、当社株券等（注１）の大規模

買付行為（注２）への対応方針（以下「本方針」といいます）を決定いたしました。本方針は、

当社の企業価値および株主共同の利益の確保・向上を目的とするものであり、その内容について

以下のとおりお知らせいたします。 
 なお、本方針については、本方針に関する株主の皆様のご意思を確認させていただくため、平

成１９年６月２７日に開催予定の当社第１４８回定時株主総会において議案としてお諮りし、同

株主総会において株主の皆様のご承認が得られた場合にはその時点で発効し、有効期限は平成２

２年６月３０日までに開催される当社第１５１回定時株主総会の終結の時までといたします。 
 また、平成１９年５月１５日現在において、当社株券等の大規模買付行為の具体的提案はなさ

れておりません。 
 
 （注１） 証券取引法第２７条の２３第１項に定義されます。以下別段の定めがない限り同じ

とします。 
 （注２） 本方針において大規模買付行為とは、次のいずれかに該当する買付けまたはこれに

類似する行為（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）を

いい、当社取締役会が予め同意したものを除きます。また、大規模買付行為を行う者

を以下「大規模買付者」といいます。 
     １．当社が発行者である株券等について、保有者（注３）の株券等保有割合（注４）

が２０％以上となる買付け 
     ２．当社が発行者である株券等（注５）について、公開買付け（注６）に係る株券等

（注５）の株券等所有割合（注７）およびその特別関係者（注８）の株券等所有割

合の合計が２０％以上となる公開買付け 
 （注３） 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。 
（注４） 証券取引法第２７条の２３第４項に定義されます。 
（注５） 証券取引法第２７条の２第１項に定義されます。 
（注６） 証券取引法第２７条の２第６項に定義されます。以下同じとします。 
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（注７） 証券取引法第２７条の２第８項に定義されます。以下同じとします。 
（注８） 証券取引法第２７条の２第７項に定義されます。なお、当社取締役会がこれに該当

すると認めた者を含み、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

同じとします。 
 
 １．本方針の目的および基本的な考え方 
  （１）当社における企業価値および株主共同の利益の確保・向上のための取組みについて 
    ①今日における当社グループの企業価値について 

   当社は、１９１６年の創業以来、食品文化に寄与することを信条に、菓子・食品事

業を展開し、時代にあった数多くの商品を創り出し新しい市場を切り開いてまいりま

した。さらに、戦後の混乱が続く１９４６年にペニシリンの製造をもって製薬事業に

進出し、感染症領域を中心として医療の面からも社会に貢献してまいりました。 
当社グループは、今後とも「食と健康」に関わるライフサイエンス事業領域を基盤

とし、長年培ってきた技術や Meiji ブランドを 大限に活かしながらグローバルな企

業として、お客様にとって価値ある商品・サービス・情報を提供してまいります。そ

して、常に「おいしい・楽しい、健康、安心」を追求するとともに、健全な収益体制

のもとで活力ある発展を目指し、社会への責務を果たしてまいります。 
また、社会と共生し永続的に発展していくために、ＣＳＲ（社会的責任）活動にも

グループ全体で積極的に取り組んでまいります。特に、「品質」「コンプライアンス」

「情報｣「リスクマネジメント」「環境」「社会貢献」の６分野を重点分野と位置づけ

て、取組みを進めており、これからも公正で透明性のある経営を推進し、Meiji ブラ

ンドと企業価値の向上に努めてまいります。 
②中期経営計画による企業価値の向上について 

当社グループでは、２００８年度（２００９年３月期）を 終年度とする３ヶ年の

中期経営計画「ＤＡＳＨ！０８」を推進しております。この「ＤＡＳＨ！０８」では、

当社グループが２００８年度に目指す姿（ビジョン）として、 
イ．Meiji ブランドが、「おいしい・楽しい」「健康」「安心」というイメージで、

お客様から広く認知されている。 
ロ．健康事業の育成を 優先課題とし、食薬兼業の強みを活かせるビジネスモデルを

確立している。 
ハ．医薬品事業は、ジェネリック（後発医薬品）分野を感染症・中枢神経系領域に並

ぶ柱として強化し、「スペシャリティ＆ジェネリック・ファーマ」という新しいモ

デルを確立している。 
ニ．海外事業を大幅に強化し、国内と同等の売上を海外で稼ぎ出すための足がかりを

築いている。 
の４点を掲げております。特に、この３年間は「健康」「ジェネリック」「海外」を

重点分野として注力するとともに、Meiji ブランドの価値向上に努めることで、連結売

上高４，４００億円、経常利益２００億円の達成を目指してまいります。 
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菓子事業については、チョコレート、ガムの両カテゴリーを中心に、新たな需要の

掘起しに向けた商品開発を積極的に推進し、シェアの拡大を目指してまいります。ま

た、グループ会社を含めた生産工場においては、高品質で安全・安心な商品をローコ

ストで生産する「ＭＰＳ（明治製菓生産方式）」の導入が着実に進んでおり、コスト

ダウンの面でも大きな成果をあげつつあります。 
健康事業については、関連市場の伸長が続いている中で確固たる地位を築くために、

独自性のある商品の開発を推進し、食薬兼業の強みを活かした特徴あるビジネスモデ

ルを展開してまいります。昨年秋にオープンした「ザバススポーツクラブ・デルタ」

（大阪府高槻市）で始めたサプリメント会員システムは、“運動と栄養の融合”を目

指した当社グループならではの新たなビジネスであり、今後は他のスポーツクラブへ

の展開を拡大してまいります。 
医薬品事業は、引き続き営業力を強化するとともに、収益向上に向けた改革を進め

てまいります。現在、開発後期にある新薬２品については、確実に開発・申請作業を

進め、早期上市に努めてまいります。医療費抑制の流れを受けて市場の伸長が期待で

きるジェネリック事業については、医療ニーズに沿った特徴ある製品の拡充や全ＭＲ

（医薬情報担当者）を活用したプロモーション展開などにより、事業基盤を整備して

まいります。このように、新薬事業とジェネリック事業の拡大を図ることにより、「Ｄ

ＡＳＨ！０８」で掲げた「スペシャリティ＆ジェネリック・ファーマ」を実現してま

いります。 
海外事業については、東南アジアにおける菓子の新たな販売拠点として、昨年タイ

に合弁会社を設立し、また中国では、上海近郊に新設した菓子工場が本格稼働を始め

るなど、着実に事業基盤を固めつつあります。今後も菓子・薬品ともに、中国、東南

アジア、北米を中心にした各地域において引き続き事業展開を強化し、２００８年度

までに売上高に占める海外比率を２０％まで高めてまいります。 
  （２）大規模買付行為に対する考え方 
     当社は、上記（１）のとおり、企業価値および株主共同の利益の確保・向上に真摯に

取り組んでおります。しかしながら、近時わが国においても、会社経営陣との十分な協

議・合意のプロセスを経ることなく、株主への十分な情報開示もなされない段階で、突

如として大規模買付行為を強行するといった動きが顕在化しております。また、大規模

買付行為の中には、その目的等から判断して、企業価値および株主共同の利益を著しく

毀損するおそれのあるものが含まれる可能性もあります。 
     もとより、当社は、大規模買付行為に際しこれに応じて当社株券等を売却するか否か

は、 終的には株主の皆様のご判断に委ねられるべきものと考えております。従って、

当社は、大規模買付行為を一概に否定するものではありません。しかしながら、これま

で当社グループは「食と健康」に関わるライフサイエンス事業領域を経営の基盤とし、

幅広い事業活動を通じて培われた独自の技術やマーケティングノウハウを蓄積・発展さ

せてまいりました。今後もこれら技術やノウハウの相乗効果を発揮させていくとともに、

長年にわたって築かれてきた株主の皆様をはじめ、お客様、お取引先様、従業員等すべ

てのステークホルダーとの信頼関係を基にして、この事業領域においてさらに高い品質
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と安全性を確保した商品・サービス・情報を創出・提供し、広く社会に貢献していくこ

とが当社グループの存在意義であると考えております。こうした特性を十分に理解する

ことなく、また、中長期的な視点に立った経営を行わないのであれば当社グループの企

業価値を向上させることは困難であると思われます。 
     そこで、当社は、株主の皆様が大規模買付行為を評価する際、大規模買付者から一方

的に提供される情報のみならず、現に当社の経営を担い当社の事業特性を十分に理解し

ている当社取締役会の大規模買付行為に対する意見・代替案等も含めた十分な情報が適

時・適切に株主の皆様へ提供されることが極めて重要であると考えております。 
  （３）本方針の目的および基本的枠組み 
     以上を踏まえ、当社は、大規模買付行為が行われた際に株主の皆様が当該大規模買付

行為に応じるか否かを判断するにあたり、必要かつ十分な情報・時間および当社取締役

会による意見・代替案等の提示を受ける機会を確保するため、一定の合理的な仕組み（以

下「大規模買付ルール」といいます。下記「２．大規模買付ルールの概要」ご参照）が

必要不可欠であると判断いたしました。また、当社は、大規模買付行為が大規模買付ル

ールに従って行われることが、当社の企業価値および株主共同の利益の確保・向上に資

すると考えております。 
     大規模買付者が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、当社取締役会が特別委員会（下記「４．特別委員会の設置」ご参照）

の勧告を 大限尊重した上で当該大規模買付行為が当社の企業価値および株主共同の利

益を著しく毀損するものであると 終的に判断したときは、当社取締役会は、新株予約

権無償割当て（下記「３．大規模買付行為が行われた場合の対応方針」および別紙１「新

株予約権無償割当ての概要」ご参照）等、会社法その他の法令および当社定款が当社取

締役会の権限として認める措置（以下「防衛措置」といいます）の実施を決議すること

ができるものといたします。 
 
 ２．大規模買付ルールの概要 
   大規模買付ルールとは、大規模買付者が大規模買付行為に先立って当社取締役会に対し必

要かつ十分な情報を提供し、当該情報に基づき当該大規模買付行為について検討・評価する

ための期間を設け、特別委員会の勧告を踏まえた防衛措置に関する当社取締役会の 終決定

が行われた後に大規模買付行為が開始されるとするものです。 
   大規模買付ルールの概要は以下のとおりです。 
  （１）大規模買付情報の提供 
     大規模買付行為を行おうとする大規模買付者には、当該大規模買付行為に先立って当

社取締役会に対し、次の各号に定める情報（以下「大規模買付情報」といいます）、お

よび大規模買付ルールに従う旨の誓約文言を記載した書面（以下、大規模買付情報と併

せて「買付説明書」といいます）を当社所定の書式により提出していただきます。 
    ① 大規模買付者およびそのグループ（共同保有者（注９）、特別関係者および（ファ

ンドの場合は）組合員その他の構成員を含みます。以下、大規模買付者と併せて「大

規模買付者等」といいます）の詳細（氏名・名称、住所、資本構成、財務内容等を含



 5

みます） 
    ② 大規模買付行為の目的、方法および内容（買付対価の種類・価額、買付時期、買付

資金の裏付け、既に保有する当社株券等に関する担保設定状況、当社の資産または今

後取得する当社株券等に関する担保設定予定・時期、その他買付資金調達に関する一

連の取引の条件、仕組み等を含みます） 
    ③ 買付価額の算定根拠（算定方法、算定に用いた数値情報ならびに大規模買付行為そ

の他一連の取引による相乗効果の額およびその算定根拠等を含みます） 
    ④ 大規模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および意思連絡が

ある場合にはその内容 
    ⑤ 大規模買付者に対する資金の提供者の概要（氏名・名称、住所、資本構成等を含み

ます） 
    ⑥ 大規模買付行為の完了後に意図する当社および当社グループの経営方針および事業

計画 
    ⑦ 大規模買付行為の完了後に意図する当社および当社グループの企業価値を継続的か

つ安定的に向上させるための施策ならびに当該施策が当社および当社グループの企業

価値を向上させることの根拠 
    ⑧ 大規模買付行為の完了後における当社および当社グループの従業員、取引先、消費

者、地域社会その他の利害関係者との関係についての方針（改変の計画の有無および

改変の計画がある場合にはその内容） 
    ⑨ その他特別委員会が必要と判断する情報 
 
     （注９） 証券取引法第２７条の２３第５項に定義される者をいい、同条第６項に基

づき共同保有者とみなされると当社取締役会が認めた者を含みます。 
 
     当社は、大規模買付行為の提案があった事実および当社取締役会に対して提出された

買付説明書については、速やかに特別委員会へ提供することとします。特別委員会は、

これを受けて、当該買付説明書の記載内容が大規模買付情報として十分であるか否かを

速やかに確認し、不十分であると判断した場合には、適宜回答期限（原則として、大規

模買付者が当社取締役会の追加情報提出の求めを受けた日後３０日を上限とします）を

定めた上で、当社取締役会を通じて大規模買付者に対し追加情報を提出していただくよ

う求めることがあります。 
     また、大規模買付行為の提案があった事実および当社取締役会に対して提出された大

規模買付情報は、株主の皆様のご判断のために必要であると認められる場合には、法令

および当社が上場する証券取引所の規則等の遵守を前提とし、かつ、特別委員会の意見

も勘案し、当社取締役会が適切と判断する時点で、その全部または一部を公表いたしま

す。 
  （２）特別委員会による大規模買付情報の検討・評価等 
     特別委員会が大規模買付者から大規模買付情報として十分な情報を全て受領したと認

めたときは、上記（１）のとおり大規模買付行為の提案があった事実および当社取締役
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会に対して提出された大規模買付情報の全部または一部を公表していた場合には、当社

取締役会を通じて速やかにその旨を公表いたします。特別委員会は、大規模買付者から

大規模買付情報として十分な情報を全て受領したと認めた日（大規模買付者から大規模

買付情報として十分な情報を全て受領したと認めた旨を公表した場合には当該公表日）

を開始日とし、原則として９０日間（なお、買付けの目的・方法、買付対価の種類等、

当該大規模買付行為の評価の難易度に応じてこれより短い期間となることがあります）

を「特別委員会検討・評価期間」として、検討・評価、意見形成を行うものとします。 
     特別委員会検討・評価期間の開始日の前後を問わず、特別委員会は、大規模買付情報

の検討・比較のため必要と認めるときは、当社取締役会に対しても適宜回答期限（原則

として３０日を上限とします）を定めた上で企業価値向上のための代替案その他特別委

員会が必要と認める情報・資料等を提供するよう求めることがあります。 
     特別委員会は、提供された大規模買付情報および当社取締役会からの情報・資料等を

十分に検討・評価し、特別委員会としての意見（防衛措置の発動の是非に関する勧告を

含みます）を慎重に取りまとめることとします。なお、特別委員会が必要と認めるとき

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、コンサルタント、

弁護士、公認会計士、税理士その他の専門家を含みます）に助言を求めることがありま

す。 
     当社取締役会は、特別委員会の意見を受領後、大規模買付者に対して当該意見を通知

するとともに、適宜適切に公表いたします。また、当該意見に基づき、大規模買付者と

の間で大規模買付行為に関する条件の改善について交渉し、または当社取締役会として

株主の皆様へ代替案を提示することがあります。 
     なお、特別委員会が特別委員会検討・評価期間内に当社取締役会に対して意見を提出

し、または防衛措置の発動の是非につき勧告するに至らない場合には、必要な範囲で特

別委員会検討・評価期間を延長することができるものとします。この場合、上記（１）

のとおり大規模買付行為の提案があった事実および当社取締役会に対して提出された大

規模買付情報の全部または一部を公表していたときは、特別委員会は、特別委員会検討・

評価期間を延長する旨およびその理由、延長期間その他特別委員会が必要と認める事項

について、当該延長決定の後速やかに、当社取締役会を通じて公表いたします（なお、

合理的な必要がある場合において更に特別委員会検討・評価期間を延長するときも同様

とします）。 
     大規模買付行為は、特別委員会が当社取締役会に対して意見（防衛措置の発動の是非

に関する勧告を含みます）を提出し、当社取締役会が防衛措置に関する決定を 終的に

行った後に開始されるべきものといたします。 
 
 ３．大規模買付行為が行われた場合の対応方針 
  （１）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合 
     大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合（特別委員会検討・評価期間内に

大規模買付者から提供された情報が株主の皆様のご判断および特別委員会の検討・評価

のために必要な大規模買付情報として不十分である場合、ならびに特別委員会が定めた
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回答期限までに大規模買付者から追加情報が提供されなかった場合を含みます）には、

具体的な買付方法の如何にかかわらず、特別委員会は、当社の企業価値および株主共同

の利益を防衛することを目的として、当社取締役会に対し防衛措置を発動するよう勧告

することがあります。当社取締役会は、特別委員会の勧告を 大限尊重し、防衛措置の

発動または不発動について速やかに 終的な決議を行い、その理由も含め公表いたしま

す。 
     当社取締役会は、本方針に基づく防衛措置として新株予約権無償割当て（その詳細は

別紙１「新株予約権無償割当ての概要」ご参照）を実施する場合、大規模買付者等によ

る権利行使は認められないとの条件、および当社が大規模買付者等以外の者から当社普

通株式と引き換えに当該新株予約権を取得する旨の取得条項等を設定することがありま

す。 
  （２）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合 
     大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大

規模買付行為に反対であったとしても、反対意見の表明、代替案の提示、株主の皆様へ

の説得等を行うことはありますが、原則として、当該大規模買付行為に対する防衛措置

を発動いたしません。大規模買付者の買収提案に応じるか否かは、株主の皆様において、

当該買収提案の内容およびそれに対する当社取締役会の意見、代替案等を考慮の上ご判

断いただくこととなります。 
     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、当該大規模買付行為が

当社の企業価値および株主共同の利益を著しく毀損すると認められるときは、特別委員

会は、当社の企業価値および株主共同の利益を防衛することを目的として、当社取締役

会に対し防衛措置を発動するよう勧告することがあります。具体的には、次のいずれか

に該当すると認められる場合には、原則として、当該大規模買付行為が当社の企業価値

および株主共同の利益を著しく毀損すると認められる場合に該当するものとします。 
    ① 真に当社の経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価等をつり上げて高

値で当社関係者に引き取らせることを目的として当社株券等の買付けを行っていると

判断される場合（いわゆるグリーンメーラー） 
    ② 当社の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大規模買付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当社株券等の買付けを行っていると判断され

る場合 
    ③ 当社の経営を支配した後に、当社の資産を大規模買付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目的で当社株券等の買付けを行っていると判断さ

れる場合 
    ④ 当社の経営を一時的に支配し、当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券

等の高額資産を処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるか、または

一時的高配当による株価等の急上昇の機会を狙って高値売抜けをする目的で当社株券

等の買付けを行っていると判断される場合 
    ⑤ 大規模買付者の提案する当社株券等の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収（
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初の買付けで株券等の全部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、または明確にしないで株券等を買い付けること）等、株主の皆様のご判断

の機会または自由を制約し、事実上株主の皆様に当社株券等の売却を強要するおそれ

があると判断される場合（ただし、大規模買付者の提案する当社株券等の買付方法が

部分的公開買付けであることをもって直ちにこの場合に該当するものではありませ

ん） 
    ⑥ 大規模買付者の提案する当社株券等の買付方法（買付対価の種類・価額、買付時期

等を含みます）が当社の企業価値に照らして著しく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 
    ⑦ 大規模買付者が当社の経営を支配したことにより、株主の皆様はもとより、当社の

従業員、取引先、消費者、地域社会その他の利害関係者との関係または当社ブランド

の価値を破壊し、当社の企業価値および株主共同の利益を著しく毀損するおそれがあ

ると、合理的な根拠をもって判断される場合 
    ⑧ 大規模買付者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 
  （３）防衛措置発動の停止等 
     特別委員会は、当社取締役会が防衛措置の発動を決定した後であっても、特別委員会

の勧告後に大規模買付行為が撤回された場合、または当該勧告の前提となった事実関係

に変動が生じ、防衛措置を発動することが相当でないと判断するに至った場合等には、

改めて当社取締役会に対し防衛措置の発動の中止を勧告し、または既に行った勧告を撤

回することができるものとします。このような特別委員会の中止勧告または勧告の撤回

がなされた場合、防衛措置の発動によって生じる株主の皆様の権利の確定前であり、か

つ、株主の皆様の利益を損なわないときに限り、当社取締役会は、防衛措置の停止また

は変更を行うことがあります。 
     また、特別委員会は、当社取締役会が防衛措置の不発動を決定した後であっても、大

規模買付行為が当社の企業価値および株主共同の利益を著しく毀損すると認められる状

況となった場合には、改めて当社取締役会に対し防衛措置の発動を勧告することができ

るものとします。このような特別委員会の勧告がなされた場合、当社取締役会は、当該

勧告を 大限尊重した上で、当該大規模買付行為に対する防衛措置の発動を決定するこ

とがあります。 
 
 ４．特別委員会の設置 
   大規模買付ルールが遵守されたか否か、ならびに大規模買付ルールが遵守された場合であ

っても、大規模買付行為が当社の企業価値および株主共同の利益を著しく毀損するおそれが

あるため防衛措置を発動するべきか否かについては、当社取締役会が取締役としての忠実義

務および善管注意義務に従って 終的に判断しますが、当社取締役会による恣意的な判断を

防止するため、当社は、当社取締役会から独立した組織として特別委員会を設置いたします。 
   特別委員会の委員は、３名以上５名以内とし、公正で中立的な判断を担保するため、当社

業務を執行する当社経営陣から独立し、当社および当社経営陣との間に特別な利害関係を有
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していない社外取締役、社外監査役および社外有識者（弁護士、公認会計士、税理士、学識

経験者、投資・銀行業務に精通している者、またはこれらに準じる者）の中から選任される

ものといたします。 
   なお、特別委員会の当初の委員は、別紙２「特別委員会の委員の略歴」に記載のとおりで

あります。 
 
 ５．防衛措置の発動手続 
   当社取締役会が防衛措置を発動する場合には、その判断の公正さを担保するため、次の手

続によることといたします。 
  （１） 当社取締役会は、特別委員会に対し、買付説明書を提供した上でその内容の検討・

評価および防衛措置の発動の是非について諮問します。 
  （２） 特別委員会は、当社取締役会の諮問に基づき、上記「３．大規模買付行為が行われ

た場合の対応方針」に定める対応方針に従って防衛措置の発動の是非につき判断し、

当社取締役会に対して勧告を行います。 
  （３） 当社取締役会は、防衛措置を発動するか否かの判断に際して、特別委員会の勧告を

大限尊重するものとします。 
 
 ６．本方針が株主および投資家の皆様に及ぼす影響等 
  （１）本方針の導入時に株主および投資家の皆様に及ぼす影響 

本方針の導入時には、防衛措置自体は実施されないため、株主および投資家の皆様

の法的権利または経済的側面に直接的な影響を及ぼすことはありません。 
  （２）防衛措置の発動時に株主および投資家の皆様に及ぼす影響 

当社取締役会は、当社の企業価値および株主共同の利益を防衛するため、上記「３．

大規模買付行為が行われた場合の対応方針」の記載に従って防衛措置を実施すること

がありますが、防衛措置の仕組み上、大規模買付者等以外の株主の皆様が法的権利ま

たは経済的側面において格別の不利益を被るような事態は想定しておりません。 
当社取締役会が防衛措置の発動を決定した場合には、法令および当社が上場する証

券取引所の規則等に従い、当該決定について適時・適切に公表いたします。 
      なお、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、当該大規模買付行為が当社の企業価値および

株主共同の利益を著しく毀損するものであると判断される場合には、防衛措置が発動

されることにより、結果的に、その法的権利また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。本方針の公表は、大規模買付者が大規模買付ルールに違反す

ることがないよう予め注意を喚起するものであります。 
  （３）防衛措置の発動に伴って株主の皆様に必要となる手続 

防衛措置として新株予約権無償割当てが実施される場合には、株主の皆様は、引受

けの申込みを要することなく当該新株予約権の割当てを受けることとなるため、申込

み等の手続は必要となりません。ただし、名義書換未了の株主の皆様（証券保管振替

機関に対して当社株券を預託している方を除きます）に関しては、新株予約権の割当
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てを受けるためには、当社取締役会が別途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。 
また、新株予約権を行使して当社株式を取得するためには、所定の期間内に一定の

金額の払込みを完了していただく必要があります。 
これらの手続の詳細については、新株予約権無償割当てを実施することとなった際

に、法令および当社が上場する証券取引所の規則等に基づいて別途お知らせいたしま

す。 
 
 ７．本方針の有効期間および廃止 
  （１） 当社は、本方針に関する株主の皆様のご意思を確認させていただくため、平成１９

年６月２７日に開催予定の当社第１４８回定時株主総会において本方針につき議案と

してお諮りすることとしております。本方針は、同株主総会において承認可決された

時点で発効するものといたします。 
      また、本方針の有効期限については、当社第１４８回定時株主総会の終結後３年以

内に終了する事業年度のうち 終のものに関する当社定時株主総会の終結の時までと

する予定です。ただし、有効期間満了前であっても、当社株主総会において本方針を

廃止する旨の決議が行われた場合、または当社取締役会により本方針を廃止する旨の

決議が行われた場合には、本方針はその時点で廃止されるものといたします。 
      さらに、当社取締役会は、今後の法令改正、司法判断の動向および当社が上場する

証券取引所その他の公的機関の対応等を踏まえ、当社の企業価値および株主共同の利

益の確保・向上の観点から、必要に応じて本方針の見直し等、適時適切な措置を講じ

てまいりたいと存じます。その際における本方針の変更は、原則として、その都度当

社株主総会において議案としてお諮りし、株主の皆様のご賛同を得た上で行うことと

いたします。 
  （２） 当社は、平成１９年６月２７日に開催予定の当社第１４８回定時株主総会において

本方針につき議案としてお諮りすることの適法性を担保するため、定款を変更して次

の規定を新設する予定です。 
 

第１７条の２（大規模買付行為対応方針についての決議） 
当会社は、取締役会の決議により、当会社の財務およ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に照らして不適切な者によって当会社の財務およ

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の具体的内容（以下

大規模買付行為対応方針という）を定めることができる。 
取締役会が大規模買付行為対応方針を定めたときは、その後 初に招集される株

主総会の決議によってこれにつき承認を得なければならない。また、当該株主総会

の終結後３年以内に終了する事業年度のうち 終のものに関する定時株主総会の決

議によって大規模買付行為対応方針の存続につき承認を得なければならず、その後

も同様とする。 
当会社は、取締役会が必要と認めるときは、いつでも取締役会の決議によって大
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規模買付行為対応方針を廃止することができる。 
 
 ８．その他 
  （１） 本方針は、平成１９年５月１５日に開催の当社取締役会において、当社取締役全員

の賛成により決定されました。なお、同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、いずれの監査役もその具体的運用が適正になされることを条件

としてこれに賛成する旨の意見を述べております。 
  （２）本方針の合理性 
      本方針は、次のとおり高度な合理性を有しております。 
     ①買収防衛策に関する行政上の指針の原則に適合していること 
       本方針は、経済産業省および法務省が平成１７年５月２７日に公表した「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」で定める３

原則（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

および必要性・相当性の原則）に適合しております。 
     ②当社の企業価値および株主共同の利益の確保・向上を目的としていること 

本方針は、大規模買付行為が行われた際に、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な情報や時間、または当社取締役会による

意見・代替案等の提示を受ける機会を確保することなどを可能にするものであり、

当社の企業価値および株主共同の利益の確保・向上を目的としております。 
     ③株主の皆様の合理的意思に依拠するものであること 

本方針は、当社取締役会において決定されましたが、上記「７．本方針の有効期

間および廃止」に記載のとおり、本方針に関する株主の皆様のご意思を確認させて

いただくため、当社第１４８回定時株主総会において議案としてお諮りすることと

し、株主の皆様のご承認が得られなかった場合には発効いたしません。また、有効

期間満了前であっても、当社株主総会において本方針を廃止する旨の決議が行われ

た場合には、本方針はその時点で廃止されます。そのため、本方針の導入・存廃お

よび内容は、株主の皆様の合理的意思に依拠するものとなっております。 
       また、当社取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち 終のも

のに関する定時株主総会の終結の時までであることから、株主の皆様は、毎年の定

時株主総会における取締役選任議案に関する議決権の行使を通じても本方針に関す

るご意思を表明することができます。 
     ④合理的かつ客観的な発動要件が定められていること 

本方針は、上記「３．大規模買付行為が行われた場合の対応方針」に記載のとお

り、予め定められた合理的かつ客観的な発動要件が満たされなければ発動されない

ものとされており、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

保しております。 
     ⑤独立性の高い社外者の判断を尊重すること 

当社は、本方針を導入するにあたり、上記「４．特別委員会の設置」に記載のと

おり、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様のため実質的かつ客観的に
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判断すべき諮問機関として、特別委員会を設置することとしております。特別委員

会の委員は、３名以上５名以内とし、公正で中立的な判断を担保するため、当社業

務を執行する当社経営陣から独立し、当社および当社経営陣との間に特別な利害関

係を有していない社外取締役、社外監査役および社外有識者（弁護士、公認会計士、

税理士、学識経験者、投資・銀行業務に精通している者、またはこれらに準じる者）

の中から選任されます。 
       大規模買付行為が行われた場合には、上記「３．大規模買付行為が行われた場合

の対応方針」に記載のとおり、特別委員会が、大規模買付ルールが遵守されたか否

か、ならびに大規模買付行為が当社の企業価値および株主共同の利益を毀損するか

否かなどの実質的判断を行い、当社取締役会はその判断を 大限尊重いたします。 
       これにより、本方針の運用が当社の企業価値および株主共同の利益に適うよう行

われる仕組みが確保されております。 
     ⑥デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと 

本方針は、上記「７．本方針の有効期間および廃止」に記載のとおり、当社株主

総会で選任された取締役により構成される当社取締役会の決議をもって廃止するこ

とができるものとされており、大規模買付者が、当社株主総会で取締役を指名し、

当該取締役により構成される当社取締役会の決議をもって本方針を廃止することが

可能です。従って、本方針は、いわゆるデッドハンド型の買収防衛策（取締役会を

構成する取締役の過半数を交替させても、なおその発動を阻止することができない

買収防衛策）ではありません。 
また、当社取締役の任期は１年であることから、本方針は、いわゆるスローハン

ド型の買収防衛策（取締役会を構成する取締役を一度に交替させることができない

ため、その発動を阻止するために時間を要する買収防衛策）でもありません。 
  （３）参考資料 
      別紙１ 新株予約権無償割当ての概要 
      別紙２ 特別委員会の委員の略歴 
      別紙３ 当社株式の状況 
 

以 上 
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【別紙１】 

 

新株予約権無償割当ての概要 

 

 

１．新株予約権無償割当てに関する事項の決定 

 （１）新株予約権の内容および数 

     新株予約権の内容は下記２に基づくものとし、新株予約権の数は、当

社取締役会が別途定める割当期日（以下「割当期日」という）における

当社の最終の発行済株式総数（ただし、当社の有する当社株式の数を控

除する）に相当する数とする。 

 （２）割当対象株主 

割当期日における当社の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対し、その保有する株式（ただし、当社の有す

る当社株式を除く）１株につき１個の割合で、新株予約権を無償で割り

当てる。 

 （３）新株予約権無償割当ての効力発生日 

当社取締役会が別途定める日とする。 

 

２．新株予約権の内容 

 （１）新株予約権の目的である株式の種類および数 

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（以下「対象株式数」という）は１株

とする。ただし、当社が株式の分割、株式の併合その他を行う場合は、

所要の調整を行うものとし、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨

て、金銭による調整は行わない。 

 （２）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は金銭とし、その価額は１

株当たり１円を下限とし時価の２分の１を上限とする金額の範囲内で、

当社取締役会が別途定める額とする。 

 （３）新株予約権の行使期間 

新株予約権無償割当ての効力発生日または当社取締役会が別途定め

る日を初日とし、３ヶ月間の範囲内で当社取締役会が別途定める期間と

する。ただし、新株予約権の取得が行われる場合は取得日の前営業日ま

でとする。 

 （４）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金お

よび資本準備金 

新株予約権の行使により当社株式を発行する場合における増加する

資本金および資本準備金の額は、当社取締役会が別途定める額とする。 

 （５）新株予約権の譲渡制限 

新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとす

る。 

（６）新株予約権の行使条件 

次の者は新株予約権を行使することができないことなどを行使の条

件として定めることがある。詳細については、当社取締役会において別
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途定めるものとする。 

① 特定大量保有者（注１） 

② 特定大量保有者の共同保有者（注２） 

③ 特定大量買付者（注３） 

④ 特定大量買付者の特別関係者（注４） 

⑤ 上記①から④までに記載の者から新株予約権を当社取締役会の承

認を得ることなく譲り受け、または承継した者 

⑥ 上記①から⑤までに記載の者の関連者（注５） 

 

（注１） 当社が発行者である株券等（証券取引法第２７条の２３第１

項に定義される）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む）で、当該株券等に係る株券等保

有割合（同法第２７条の２３第４項に定義される）が２０％以

上となると当社取締役会が認めた者をいう。 

    （注２） 証券取引法第２７条の２３第５項に定義される者、および同

条第６項に基づき共同保有者とみなされると当社取締役会が

認めた者をいう。 

  （注３） 公開買付け（証券取引法第２７条の２第６項に定義される）

により、当社が発行者である株券等の買付け等（株券等および

買付け等は同法第２７条の２第１項に定義される。以下本注に

おいて同じ）を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後

においてその者が所有（所有に準じる場合として証券取引法施

行令第７条第１項で定める場合を含む）する株券等に係る株券

等所有割合（同法第２７条の２第８項に定義される。以下同じ）

と、その者の特別関係者（注４）に係る株券等所有割合の合計

が２０％以上となると当社取締役会が認めた者をいう。 

    （注４） 証券取引法第２７条の２第７項に定義される。なお、当社取

締役会がこれに該当すると認めた者を含み、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項で定める者を除く。 

（注５） 実質的に上記①から⑤までに記載の者（以下「当該者」とい

う）を支配し、当該者に支配され、もしくは当該者と共同の支

配下にある者、または当該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。 

 

 （７）当社による新株予約権の取得 

     次の事項等を新株予約権の取得条項として定めることがある。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。 

① 当社は、当社取締役会が定める取得日の到来をもって、新株予約権

（ただし、上記「（６）新株予約権の行使条件」に記載の新株予約権

を行使することができない者の有する新株予約権を除く）を取得し、

これと引き換えに、新株予約権１個について、対象株式数の当社普通

株式を交付することができる。 

② 当社は、新株予約権の行使期間の初日の前日までの間いつでも、当

社が新株予約権を取得することが適切であると当社取締役会が認め
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る場合には、当社取締役会が定める日の到来をもって、全ての新株予

約権を無償で取得することができる。 

 （８）その他 

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。 

 

以 上 
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【別紙２】 

 

特別委員会の委員の略歴 

 

 本方針導入当初の特別委員会の委員は、以下の３名であります。 

 

氏 名 矢 嶋 英 敏 （やじま ひでとし） 

略 歴 昭和 10 年１月 25 日生まれ 

 昭和34年12月 日本航空機製造㈱入社 

 昭和52年６月 ㈱島津製作所入社 

 平成２年６月 同社取締役 

 平成６年６月 同社常務取締役 

 平成８年６月 

平成10年６月 

平成15年６月 

平成18年６月 

同社専務取締役 

同社取締役社長 

同社取締役会長 現在に至る 

当社社外取締役 現在に至る 

 

氏 名 山 口 健 一 （やまぐち けんいち） 

略 歴 昭和 30 年９月 30 日生まれ 

 昭和 55 年４月 最高裁判所司法研修所入所 

 昭和 57 年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 

開業 現在に至る 

 平成 13 年４月 第二東京弁護士会副会長 

 平成 15 年４月 日本弁護士連合会常務理事 

 

氏 名 森 重   榮 （もりしげ さかえ） 

略 歴 昭和 10 年２月 28 日生まれ 

 昭和 41 年８月 公認会計士登録 

 昭和 56 年３月 

 

平成４年７月 

監査法人第一監査事務所（現 新日本監査法人）代表

社員 

日本公認会計士協会副会長 

 平成12年４月 監査法人太田昭和センチュリー（現 新日本監査法

人）副理事長 

 平成 15 年６月 帝人㈱独立社外監査役 現在に至る 

 平成 18 年６月 日本振興銀行㈱社外取締役 現在に至る 

 平成 19 年３月 カルピス㈱社外監査役 現在に至る 

 

 （注）１．各氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 

    ２．山口健一氏は、平成 19 年６月 27 日に開催予定の当社第 148 回定時株主総会に

おいて当社社外監査役としてご選任いただくこととしております。 

 

以 上 
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【別紙３】 

 

当社株式の状況（平成１９年３月３１日現在） 

 

１．発行可能株式総数     ７９６，１０４，０００株 

 

２．発行済株式総数      ３８５，５３５，１１６株 

 

３．株主数           ７２，８２３名 

 

４．大株主（上位１０位） 

株主名 
所有株数 

（千株） 

出資比率 

（％） 

株式会社みずほ銀行 18,861 4.97

第一生命保険相互会社 16,163 4.26

日本マスタートラスト信託銀行株式会社信託口 15,804 4.17

日本生命保険相互会社 14,707 3.88

富国生命保険相互会社 10,001 2.64

明治乳業株式会社 9,003 2.37

日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社信託口 7,351 1.94

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 6,804 1.79

東京海上日動火災保険株式会社 6,512 1.72

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 5,481 1.45

合 計 110,689 29.19

（注）１．当社は自己株式を実質で６，３６４千株保有しておりますが、上記大株主からは除外

しております。 

２．出資比率は、上記自己株式数を控除して計算しております。 

 

以 上 


