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平成 19 年 5 月 15 日 

各  位 

会 社 名 明 治 乳 業 株 式 会 社

代表者名 取締役社長 浅野  茂太郎

（コード番号 2261 東証、名証第 1 部）

問合せ先 広 報 室 長 水 谷 正 博

  ＴＥＬ.（03）5653－0300

 

株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）導入に関するお知らせ 

 

   当社は、平成 19 年 5 月 15 日開催の取締役会におきまして、下記の通り「株式の

大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」を本年 6月 28 日に開催予定の第 129

回定時株主総会終了後の平成 19 年 6 月 29 日に導入することを決議いたしましたの

で、お知らせいたします。なお、決議にあたっては、当社監査役 4 名（うち 2 名は

社外監査役）の全員が出席し、いずれの監査役も、本施策の具体的運用が適正に行

われることを条件として本施策に賛同する旨の意見を述べております。 

 

記 

 

1 買収防衛策導入の目的 

 当社は、「食の新しい価値を創造し、お客様の健康で幸せな毎日に貢献する」ことを

企業理念とし、乳および乳業技術という事業基盤に基づく独自性の高い技術開発力を

もって、「おいしさ」、「健康」、「安全」の全てにおいて付加価値の高い商品の提供を目

指しております。こうした努力を積み重ねていくことにより、株主の皆様をはじめ、

顧客、従業員、取引先等の全てのステークホルダーの皆様から信頼と支持を得て、明

治乳業ブランドを確固たるものとし、長期的視点に立って企業価値の 大化を図って

いくこととしております。 

 しかしながら、かかる当社の企業理念について十分に配慮することなく、突如とし

て当社株式の大規模な買付行為等が行われた場合、その目的や方法によっては、当社

の企業価値および株主の皆様の共同の利益を著しく損なうおそれが生じます。 

 当社取締役会は、当社株式の大規模な買付行為等を一概に否定するものではなく、

こうした行為に応じて当社株式を売却するか否かは、個々の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。しかしながら、株主の皆様にご判断をいただ

くにあたっては、かかる行為につきまして、適時に適切な情報が株主の皆様に提供さ

れ、また、株主の皆様にご判断をいただくための合理的な時間が確保されていること

が必要不可欠です。 

 そこで、当社取締役会は、当社株式の大規模な買付行為またはその提案があった場

合には、これらの行為を行う者から適切な情報が適時に株主の皆様に提供され、また、
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当社取締役会としてかかる行為の内容を検討した結果について株主の皆様に情報を提

供するとともに、株主の皆様にご判断いただくための時間を十分に確保するために、

一定のルールを定めておくことが、当社の企業価値と株主共同の利益を確保・向上さ

せる上で 善の方策だと考えております。 

 当社は、このような考え方に基づき、添付の「株式の大規模買付行為に関する対応

策（買収防衛策）」（以下「本ルール」といいます。）を制定、導入いたします。 

 なお、本日現在、他社からの当社株式の大規模買付けの申入れ、打診等の事実は一

切存しないことを、念のため申し添えます。 

 

2 本ルールの概要  

 本ルールは、株主の皆様に対して、必要な情報に基づき、慎重かつ適切な判断を行

う機会をご提供することを目的として、関係諸法令、経済産業省および法務省が策定

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」、

株式会社東京証券取引所が策定した「買収防衛策の導入に係る上場制度の整備等につ

いて」等に従い、かつ関連する裁判例の趣旨を踏まえて導入するもので、大規模買付

者に対して具体的な大規模買付行為を開始する前に行うことを求める手続、ならびに

必要と判断される場合に大規模買付行為に対して取られる対抗策の内容および手続を

規定するものです。 

 当社取締役会は、当社株式等に対する大規模買付行為を行おうとする大規模買付者

に対して、当社所定の意向表明書の提出を求め、意向表明書が提出された場合には、

大規模買付者との間で協議を行うと共に、株主の皆様による検討に必要な情報を取得

し、その結果を適切な意向表明書として株主の皆様に開示します。その後、当社は当

社による代替案を作成した上で、これを株主の皆様に開示し、適切な意向表明書に記

載された大規模買付者の提案を受け入れるべきか、当社が作成する代替案を遂行する

べきか、いずれが当社の企業価値および株主共同の利益の確保・向上に結びつくかに

つきまして、十分な時間を確保して株主の皆様にご検討頂きます。当社は、株主の皆

様によるご検討の結果を、株主意思確認総会または書面投票による株主意思確認手続

におきまして、大規模買付行為に対する対抗措置の発動の是非を問う方法により確認

させて頂き、対抗措置の発動が決議された場合には、大規模買付者に対してその旨を

通知して大規模買付行為に関する提案の撤回を申し入れ、大規模買付者が提案を撤回

しない場合には、当社取締役会におきまして新株予約権の無償割当てを内容とする対

抗措置を決議することができるものといたします。なお、大規模買付者が上記の手続

を遵守しない場合には、当社取締役会の判断におきまして、上記の対抗措置を決議す

ることができるものといたします。 

 

3 本ルールの特徴 

(1) 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること 

 本ルールは、経済産業省と法務省が平成 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」に定める三原則（①
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企業価値・株主共同の利益を確保、向上するものであること、②事前に開示し、株主

意思に依拠したものであること、および③必要性、相当性を備えるものであること）

を充足しております。 

(2) 当社の企業価値・株主共同の利益の向上を目的とすること 

 本ルールは、当社株主の皆様に対し、大規模買付行為に応じるか否かにつきまして

適切な判断をしていただくために必要かつ十分な情報および時間を確保し、当社の企

業価値または株主の皆様の共同の利益の向上を目的として導入されるものです。 

 また、当社取締役会は、本ルールに従い大規模買付行為に対する対抗措置を講じる

ことがありますが、かかる対抗措置は、当社の企業価値または株主の皆様の共同の利

益の確保・向上を目的として発動されるものです。 

(3) 株主の皆様の意思を重視するものであること 

 本ルールは、大規模買付行為に応じるか否かを株主の皆様による議決権行使により

決めていただくことを定めたものであり、株主の皆様の意思を尊重した内容となって

おります。 

 本ルールは、有効期間満了前であっても、当社の株主総会において本ルールに基づ

く対抗措置の発動に関する事項の決定についての取締役会への委任を撤回する旨の決

議が行われた場合、または当社取締役会におきまして、本ルールを廃止する旨の決議

が行われた場合には、本ルールは当該時点で廃止されるものといたしますので、株主

の皆様のご意向に従い廃止することが可能です。  

(4) 本ルールについて継続的な開示を行うこと 

 当社取締役会は、関係法令の整備、他社の動向等を踏まえ、当社の企業価値および

株主利益全体の観点から、本ルールについて随時見直しを行うこととしており、本ル

ールにつき内容の修正、変更または廃止等を行った場合には、これらにつきまして、

速やかに株主の皆様に開示いたします。 

(5) デッドハンド型買収防衛策ではないこと 

 本ルールおよび本ルールに基づく対抗措置として株主の皆様に割当てることとなる

新株予約権につきましては、当社の株主総会または取締役会の決議により、いつでも

廃止または当社が取得・消却することができるため、いわゆるデッドハンド型買収防

衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお、発動を阻止できない買収防衛

策）ではありません。 

 

4 本ルール導入に伴う定款変更 

 当社取締役会は、平成 19 年 6 月開催予定の当社定時株主総会において、本ルール導

入に際して、当社定款第 6 条所定の発行可能株式総数を 5 億 6 千万株から 8 億株に変

更する内容とする定款変更の議案を提出する予定です。かかる定款変更が株主の皆様

に承認された場合、本ルールに基づく新株予約権の無償割当を実施する際の株主の皆

様に対する当該新株予約権の割当比率を 1 対 1 とする（株主の皆様が保有する普通株

式 1株につき新株予約権 1個を割り当てる）ことが可能となります。 
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5 その他 

 その他詳細につきましては、当社ホームページにも掲出予定の「当社株式の大規模

買付行為に関する対応策（買収防衛策）」をご覧ください。 
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（拒否） 

（完了） 

・TOB などの大規模買付行為の停止 

・大規模買付者との交渉開始 

株券等の所有割合が 20％以上となる   

大規模買付行為に関する       

意向表明書の提出 

適切な意向表明書の提出 

必要情報の提供の完了 

・適切な意向表明書の検証 
・現金を対価とし、全ての株券等を対価とする公開買付：60 日間

・これ以外の大規模買付行為：90 日間 

取締役会における 

対抗策不実施の決議 

取締役会における 

対抗策実施の決議 

本ルールに基づく手続の概要 

新株予約権の無償割当て 
買付者による 

大規模買付行為の開始

再提出要求
長 60 営業日

株主様への情報開示 

大規模買付者との協議 

（条件変更） （条件変更なしまたは変更後も毀損あり） 

資本提携、 

業務提携等 

適切な提案 

本ルールの違反 
・意向表明書提出拒否 

・必要情報提供拒否 

・本ルールに違反する大規模買

付行為の開始 

・その他本ルールの違反 

（提出） 

当社の企業価値・株主価値への影響を判断 

（毀損せず） （毀損する） 

（本ルールの無視） 

（提供） 

（必要情報提供拒否） 

不適正情報 

（提供） 

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大規模買付行為か否か 

（対抗措置可決） （対抗措置否決） 

変更後の 

内容を検討 

（
不
利
益
変
更
） 

代替案の作成 社外の有識者の意見を聴取

（グリーンメーラー等の悪質な買付者） 

（不十分）

株主意思確認総会 または 書面投票 

（資料 1）
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株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策） 

 
1 株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）導入の基本方針 

 

  当社は、大正 6 年の創業以来、牛乳・乳製品を基盤とした商品・サービスの提供

を通じて、お客様の「健康」に寄与することをモットーに企業活動を展開してまい

りました。今日では、国内 大手の乳業メーカーとして、牛乳のみならず、ヨーグ

ルト、チーズ、アイスクリームといった乳製品から各種栄養機能・健康食品など、

多岐にわたる商品を提供しております。 

 当社は、「食の新しい価値を創造し、お客様の健康で幸せな毎日に貢献する」こと

を企業理念とし、乳および乳業技術という事業基盤に基づく独自性の高い技術開発

力をもって、「おいしさ」、「健康」、「安全」の全てにおいて付加価値の高い商品の提

供を目指しています。こうした努力を積み重ねていくことにより、株主の皆様をは

じめ、顧客、従業員、取引先等の全てのステークホルダーの皆様から信頼と支持を

得て、明治乳業ブランドを確固たるものとし、長期的視点に立って企業価値の 大

化を図っていくこととしております。 

また、当社は、毎日の生活に欠かすことのできない牛乳や乳製品といった商品を

安定的に提供するという責務を負っており、この責務を果たすための事業体制を構

築し、それを維持し続けることが求められております。 

 特に、当社が事業を継続していくためには、新鮮な生乳を必要な時期に必要な量

を安定的に確保することが極めて大切であることから、引き続き国内の酪農家との

関係を強化していく所存であります。 

更には、国内 大手の乳業メーカーとして、乳の持つ価値を徹底して訴求するこ

とにより、乳の消費拡大を図り、国内の酪農と共に繁栄する会社でありたいと考え

ております。 

 このように、当社の経営にあたっては、前述の企業理念に根ざした、乳および乳

業技術に係る広範な知識および豊富な経験の蓄積を基にした信頼性の高い商品の安

定的な提供を可能とする事業体制の構築・維持が必要不可欠であり、このことは、

株主共同の利益の源泉であると考えております。 

  そして、万一こうした当社の企業理念、事業特性について十分に配慮することな

く、突如として当社株式の大規模な買付行為等が行われた場合、その目的や方法に

よっては、当社の企業価値および株主の皆様の共同の利益を著しく損なうおそれが

生じます。 

  当社取締役会は、当社株式の大規模な買付行為等を一概に否定するものではなく、

こうした行為に応じて当社株式を売却するか否かは、個々の株主の皆様のご判断に
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委ねられるべきであると考えております。しかしながら、株主の皆様にご判断をい

ただくにあたっては、かかる行為について、適時に適切な情報が株主の皆様に提供

され、また、株主の皆様にご判断をいただくための合理的な時間が確保されている

ことが必要不可欠です。 

  そこで、当社取締役会は、当社株式の大規模な買付行為またはその提案があった

場合には、これらの行為を行う者から適切な情報が適時に株主の皆様に提供され、

また、当社取締役会としてかかる行為の内容を検討した結果につきまして株主の皆

様に情報を提供するとともに、株主の皆様にご判断いただくための時間を十分に確

保するために、一定のルールを定めておくことが、当社の企業価値と株主共同の利

益を確保・向上させる上で 善の方策だと考えております。 

  当社は、このような考え方に基づき、以下の通り、当社株式についての大規模買

付行為に関する対応策（以下「本ルール」といいます。）を制定、導入いたします。 

  なお、本ルール施行日現在、他社からの当社株式の大規模買付けの申入れ、打診

等の事実は一切存しないことを、念のため申し添えます。 

 

 

2 本ルールの概要 

 

  当社取締役会は、当社株式等についての大規模買付行為を行う大規模買付者が現

れた場合、大規模買付者の提案を受け入れるべきか、当社が作成する代替案を遂行

するべきか、いずれが当社の企業価値および株主共同の利益の確保・向上に結びつ

くかについて、株主の皆様に直接ご判断いただくことが適切であると考えておりま

す。 

  本ルールは、株主の皆様に対して、必要な情報に基づき、慎重かつ適切な判断を

行う機会をご提供することを目的として、関係諸法令、経済産業省および法務省が

策定した「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」、株式会社東京証券取引所が策定した「買収防衛策の導入に係る上場制度の整

備等について」等に従い、かつ関連する裁判例の趣旨を踏まえて導入するもので、

大規模買付者に対して具体的な大規模買付行為を開始する前に行うことを求める手

続、ならびに必要と判断される場合に大規模買付行為に対して取られる対抗策の内

容および手続を規定するものです。 

当社取締役会は、当社株式等に対する大規模買付行為を行おうとする大規模買付

者に対して、当社所定の意向表明書の提出を求め、意向表明書が提出された場合に

は、大規模買付者との間で協議を行うと共に、株主の皆様による検討に必要な情報

を取得し、その結果を適切な意向表明書として株主の皆様に開示します。その後、

当社は当社による代替案を作成した上で、これを株主の皆様に開示し、適切な意向
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表明書に記載された大規模買付者の提案を受け入れるべきか、当社が作成する代替

案を遂行するべきか、いずれが当社の企業価値および株主共同の利益の確保・向上

に結びつくかにつきまして、十分な時間を確保して株主の皆様にご検討頂きます。

当社は、株主の皆様によるご検討の結果を、株主意思確認総会または書面投票によ

る株主意思確認手続におきまして、大規模買付行為に対する対抗措置の発動の是非

を問う方法により確認させて頂き、対抗措置の発動が決議された場合には、大規模

買付者に対してその旨を通知して大規模買付行為に関する提案の撤回を申し入れ、

大規模買付者が提案を撤回しない場合には、当社取締役会におきまして新株予約権

の無償割当てを内容とする対抗措置を決議することができるものといたします。な

お、大規模買付者が上記の手続を遵守しない場合には、当社取締役会の判断におき

まして、上記の対抗措置を決議することができるものといたします。 

 

 

3 本ルールの内容 

 

(1) 本ルールの適用対象となる大規模買付行為および大規模買付者 

本ルールの適用対象となる大規模買付行為（以下「大規模買付行為」といいます。）

は、以下の①または②に該当する行為とします。ただし、当社取締役会が、当社の

企業価値・株主共同の利益に資するものと判断して同意した行為を除きます。 

 

① 当社が発行者である株券等1について、公開買付け2に係る株券等の株券等所有割

合3ならびに公開買付者4およびその特別関係者5の株券等所有割合の合計が 20%以

上となる公開買付け 

② 当社が発行者である株券等6について、保有者7の株券等保有割合8が 20%以上とな

る買付けその他一切の行為 

 

  なお、大規模買付行為を行う者および大規模買付行為を行おうとする者を、以下

において「大規模買付者」といいます。 

 

 

                                                  
1 証券取引法第 27 条の 2 第 1 項において定義されます。 
2 証券取引法第 27 条の 2 第 6 項において定義されます。 
3 証券取引法第 27 条の 2 第 8 項において定義されます。 
4 証券取引法第 27 条の 3 第 2 項において定義されます。 
5 証券取引法第 27 条の 2 第 7 項において定義されます。 
6 証券取引法第 27 条の 23 第 1 項において定義されます。 
7 証券取引法第 27 条の 23 第 3 項において定義されます。 
8 証券取引法第 27 条の 23 第 4 項において定義されます。 
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(2) 意向表明書の提出 

  大規模買付者には、大規模買付行為を行うに先立ち、当社取締役会において大規

模買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであるか十分な情報に

基づいて検討することを目的として、別紙 1 記載の必要情報（以下「必要情報」と

いいます。）を記載し、かつ以下の事項に関する誓約（以下「誓約文言」といいます。）

を記載した意向表明書（以下「意向表明書」といいます。）を当社に対してご提出い

ただきます。 

① 意向表明書が本ルールに基づく意向表明書として提出されるものであること。 

② 大規模買付者は、大規模買付者が本ルールを遵守し、当社取締役会の同意が得

られるか、または株主意思確認手続（以下において定義します。）が終了するまで

の間、大規模買付行為を停止すること。 

③ 株主意思確認手続の結果、対抗措置（以下において定義します。）の発動または

当社取締役会に対する対抗措置の発動の委任が決議された場合、大規模買付者は、

適切な意向表明書に記載された大規模買付行為に関する提案の撤回を真摯に検討

すること。 

④ 当社が必要と判断する場合に、適切な意向表明書（以下において定義します。）

の開示に先立ち、大規模買付者から意向表明書が提出された事実、その他大規模

買付行為に関する情報につき適切な情報開示を行うことに同意していること。 

⑤ 大規模買付者は、株式取引市場において混乱が生ずることを回避するため、当

社取締役会が適切な意向表明書を開示する時点、またはこれに先立ち当社が意向

表明書、その他大量買付行為に関する情報開示を行う時点のいずれか早い時点ま

での間、大量保有報告書の提出その他法令等に定める義務に基づき開示する場合

を除き、大規模買付行為に関する一切の情報を秘密として保持すること。 

 

(3) 大規模買付者に対する追加情報等の請求および大規模買付者との協議 

  大規模買付者から意向表明書の提出を受けた場合、当社は、速やかに意向表明書

の内容を精査し、必要情報および誓約文言が記載されているか否かを確認し、記載

が不十分であると判断した場合には、大規模買付者に対して、適宜期限を定めて（当

社が意向表明書を受領した日から 60 営業日以内を上限といたします。）、大規模買付

行為、大規模買付者もしくは必要情報に関する追加情報を意向表明書に追記して提

出することまたは意向表明書に記載された誓約文言の追加もしくは修正を求めるこ

とができるものといたします。 

  また、当社は、当社が必要かつ有益と判断する場合、大規模買付者との間で、意

向表明書に記載された大規模買付行為に関する提案の条件について協議することが

できるものといたします。 
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(4) 適切な意向表明書の開示 

  当社は、大規模買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益に資するものである

かを検討するために十分な情報および適切な誓約文言が記載された意向表明書（以

下「適切な意向表明書」といいます。）を大規模買付者から受領した場合、速やかに

当社取締役会において適切な意向表明書の受領を確認し、適切な意向表明書を株主

の皆様に開示いたします。 

 

(5) 基準日の設定 

  当社は、適切な意向表明書を開示した後、速やかに、当社定款所定の方法に準ず

る方法で、株主意思確認手続に参加する株主を確定するための基準日（以下「株主

確定基準日」といいます。）を設定いたします。 

  株主確定基準日は、検討期間（以下において定義します。）内のいずれかの日とい

たします。 

 

(6) 大規模買付行為に関する提案の検討および協議ならびに代替案の作成 

  当社取締役会は、適切な意向表明書を開示した日を開始日とし、大規模買付行為

が当社株券等のすべてを現金（日本円）のみを対価として行う公開買付けである場

合には開始日から 60 日間、大規模買付行為がこれ以外の行為である場合には開始日

から 90 日間を検討期間（以下「検討期間」といいます。）として、大規模買付行為

に関する提案が当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであるかを検討いた

します。当社取締役会は、検討期間が満了する日までに、当社取締役会による大規

模買付行為に関する提案の検討の結果を取りまとめ、株主の皆様に対して開示いた

します。 

なお、当社取締役会は、検討期間中、当社の企業価値・株主共同の利益の向上を

目的として、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する提案の条件の改善につ

いて協議を行うことができるものといたします。 

  また、当社取締役会は、当社の企業価値・株主共同の利益の向上を目的とする代

替案（以下「代替案」といいます。）を作成することができ、検討期間が満了する日

までに株主の皆様に対して開示いたします。 

  当社取締役会は、上記の大規模買付行為に関する提案の検討および協議ならびに

代替案の作成にあたり、当社の費用で独立した第三者（フィナンシャルアドバイザ

ー、弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント、その他の専門家を含みます。

以下、総称して「アドバイザー等」といいます。）の助言を受けることができるもの

といたします。 

 

(7) 大規模買付行為に関する提案の修正および撤回 
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  大規模買付者が意向表明書または適切な意向表明書に記載された大規模買付行為

に関する事項につきまして重要な変更を提案した場合、当社取締役会は、アドバイ

ザー等と協議のうえ、当該変更が、当社の企業価値・株主共同の利益の観点から従

前の提案内容より望ましいものと判断する場合、従前の提案内容に関し進めてきた

本ルールに基づく手続を維持することが実務的に可能な限りにおきまして、当該変

更後の提案は従前の提案と同一性を有する提案として取り扱い、本ルールに基づく

従前の手続を継続いたします。 

  当社取締役会が、アドバイザー等と協議のうえ、大規模買付者による意向表明書

または適切な意向表明書に記載された大規模買付行為に関する事項につきましての

重要な変更の提案が、当社の企業価値・株主共同の利益の観点から従前の提案内容

より望ましいものと判断しない場合、従前の提案内容に関する従前の手続を中止い

たします。この場合に、大規模買付者が、変更後の提案について新たな意向表明書

を提出した場合には、当社取締役会は、新たな大規模買付行為に関する提案として

取り扱い、本ルールに基づく手続を新たに開始するものといたします。 

  大規模買付者は、意向表明書または適切な意向表明書に記載された大規模買付行

為に関する提案をいつでも撤回することができるものといたします。 

 

(8) 株主意思確認手続 

  当社は、以下に記載する株主意思確認総会または書面投票のいずれの方法による

かを株主の皆様に対して開示した上で、対抗措置の発動または当社取締役会に対す

る対抗措置の発動の委任について株主の皆様の意思を確認する手続（以下「株主意

思確認手続」といいます。）を行います。株主意思確認手続は、当社が大規模買付行

為に関する検討の結果および代替案を株主の皆様に対して開示した後に実施される

ものとし、株主確定基準日後に行われる株主確定作業等の所要日数を考慮して実務

的に可能な範囲でできる限り速やかに実施するものといたします。株主意思確認手

続において議決権を行使できる株主様は、株主確定基準日の 終の当社の株主名簿

または実質株主名簿に記載または記録された株主様といたします。 

① 株主意思確認総会 

   当社の株主総会に準ずる手続により、対抗措置の発動または当社取締役会に対

する対抗措置の発動の委任を議案とする株主意思確認総会を開催いたします。株

主意思確認総会における決議は、総株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する当社株

主が出席し、その議決権の過半数をもって行うものといたします。なお、当社の

株主総会は、株主意思確認総会を兼ねることができるものといたします。 

② 書面投票 

   株主意思確認手続において議決権を行使することができる株主様に対して、投

票すべき議案（対抗措置の発動または当社取締役会に対する対抗措置の発動の委
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任）、議案に関する参考情報（適切な意向表明書に記載された大規模買付行為に関

する提案の内容および当社取締役会による当該提案の検討結果、当社取締役会が

作成する代替案の内容等）、投票締切日、その他当社取締役会が必要と判断した事

項を記載した書類と共に、投票締切日の 3 週間前までに投票用紙を発送し、投票

締切日に至るまで、投票用紙による投票を受け付けます。書面投票による決議は、

総株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する当社株主が投票を行い、その議決権の過

半数をもって行うものといたします。 

 

(9) 大規模買付行為に関する提案の撤回の申し入れ 

  株主意思確認手続において対抗措置の発動または当社取締役会に対する対抗措置

の発動の委任が決議された場合、当社取締役会は、大規模買付者に対して、適切な

意向表明書に記載された大規模買付行為に関する提案を撤回するよう申し入れます。 

  大規模買付者は、かかる撤回の申し入れを真摯に検討するものといたします。 

 

(10) 対抗措置の発動 

  株主意思確認手続において対抗措置の発動または当社取締役会に対する対抗措置

の発動の委任が決議されたにも拘らず、大規模買付者が適切な意向表明書に記載さ

れた大規模買付行為に関する提案を速やかに撤回しない場合、当社取締役会は、別

紙 2 記載の新株予約権の無償割当てを内容とする対抗措置（以下「対抗措置」とい

います。）を決議することができるものといたします。 

  また、当社取締役会は、大規模買付者が本ルールに定める手続を遵守せず、また

は大規模買付者が以下のいずれかに該当し、株主意思確認手続を待たずに速やかに

対抗措置を決議することが必要不可欠であるものと判断する場合には、複数の社外

の有識者（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、その他これらに準ずる者を含みます。以下同じ。）の意見を踏まえた上で、株

主意思確認手続を経ることなく、対抗措置を決議することができるものといたしま

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、ただ株価をつり上げて

高値で株式を当社関係者に引き取らせる目的で当社株券等の買付を行っていると

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予定で当社株券等の買付を行っていると



 8

判断される場合 

④ 当社の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当社株券等

の高値売り抜けをする目的で当社株券等の買付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、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、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、公開買付け等の株式買付を行うこと）等、株主の判断

の機会または自由を制約し、事実上、株主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、部分的公開買付け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。） 

 

なお、当社取締役会が対抗措置の決議を行った後に、大規模買付者が大規模買付

行為の撤回または変更を行った場合など、当社取締役会において対抗措置の発動が

適切でないと判断する場合には、複数の社外の有識者の意見を踏まえた上で、対抗

措置の発動の中止または変更（新株予約権の無償割当ての中止、新株予約権の無償

割当ての実行後における当該新株予約権の無償取得を含みますが、これに限定され

ません。）を行うことができるものといたします。 

 

(11) 本ルールの有効期間、廃止および変更 

  本ルールの有効期間は、平成 22 年 6 月開催予定の平成 22 年 3 月期に関する当社

の定時株主総会の終結の時までといたします。ただし、当該有効期間満了時で大規

模買付者が出現している場合には、当該大規模買付者に対して合理的な措置を採る

範囲内で、なお効力を有するものといたします。 

  本ルールは、有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本ルールを

廃止する旨の決議が行われた場合、または当社の取締役会において本ルールを廃止

する旨の決議が行われた場合には、当該決議の時点をもって廃止されるものといた

します。 

  当社取締役会は、今後の法令の改正、司法判断の動向、当社が上場する証券取引

所その他の公的機関の見解等を踏まえ、本ルールの変更が望ましいものと判断した

場合には、当社の企業価値・株主共同の利益の向上を考慮して、本ルールを変更す

ることができるものといたします。 

 

 

4 本ルールの制定が株主の皆様に与える影響 
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(1) 本ルールの導入時に株主の皆様に与える影響 

  本ルールの導入時点においては、新株予約権等の発行自体は行われませんので、

株主の権利・利益に直接具体的な影響が生じることはありません。 

 

(2) 対抗措置の発動時に株主の皆様に与える影響 

  当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、同決

議において設定する割当期日の 終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記

録された株主様には、その保有する当社普通株式１株につき１個を上限とする割合

で新株予約権が無償にて割り当てられます。仮に、株主様が、新株予約権の権利行

使期間内に、所定の行使価額相当の金額の払込みその他新株予約権の行使に係る手

続を経なければ（ただし、当社が新株予約権を当社株式等と引換えに取得すること

ができると定められた場合におきまして、当社が取得の手続を講じ、新株予約権の

取得の対価として株主様に当社株式等を交付する場合を除きます。）、他の株主によ

る新株予約権の行使により、その保有する当社株式が希釈化されることになります。 

  なお、下記(3)②に従い、取得条項を付して新株予約権を発行した場合に、当社が

取得の手続を講じた場合、大規模買付者および新株予約権を大規模買付者のために

保有する者以外の株主様から新株予約権を取得し、その対価として当社普通株式を

交付することがあります。この場合、大規模買付者および新株予約権を大規模買付

者のために保有する者以外の株主様は、新株予約権の行使および行使価額相当の金

額を払い込むことなく当社普通株式を受領することになり、その保有する当社株式

について希釈化されることは原則としてありません。 

  また、上記 3(10) に従い、対抗措置の発動の中止または変更として、新株予約権

の無償割当ての中止または新株予約権の無償割当ての実行後における当該新株予約

権の無償取得を行うことがあります。この場合、新たな株式の発行は行われず、当

社株式一株あたりの株式価値の希釈化は生じないこととなります。新たに株式が発

行されることを前提として変動した取引価格にて売買を行った投資家様は、株価変

動により相応の損害を被る可能性があります。 

 

(3) 対抗措置の発動に伴い株主の皆様に必要となる手続 

 

① 名義書換の手続 

   当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には、

当社は、新株予約権の割当期日を公告いたしますが、割当期日の 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様に新株予約権が無償にて割当

てられることとなりますので、同日までに、株式について名義書換手続を完了し

ていただかない限り、新株予約権の割当てを受けることはできません。 
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   なお、証券保管振替機構への預託を行っている株券については、名義書換手続

は不要となります。 

 

② 新株予約権の行使手続 

 当社は、割当期日の 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

た株主様として新株予約権を割当てた株主様に対し、新株予約権の行使請求書（た

だし、株主様が大規模買付者ではないことおよび新株予約権を大規模買付者のた

めに保有する者ではないこと等について確認する旨の文言を記載した当社所定の

書式による書面とします。）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。 

   新株予約権の発行後、株主様は、権利行使期間内に、これらの必要書類を提出

したうえ、所定の行使価額相当の金額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（または当社があらかじめ定める１株未満の数）の

当社普通株式の発行を受けることになります。 

なお、取得条項を付して新株予約権を発行した場合に、当社が取得の手続を講

じた場合、取得の対象として決定された新株予約権を保有する株主様は、行使価

額相当の金額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、当社株式等を受領することになります。この場合、当該株主様には、別途、

大規模買付者ではないことおよび新株予約権を大規模買付者のために保有する者

ではないこと等について確認する旨の文言を記載した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。  

 

   上記のほか、申込方法、名義書換方法および払込方法の詳細につきましては、

新株予約権の発行に関する当社取締役会の決議が行われた後、株主様に対して公

表または通知いたしますので、その内容をご確認ください。 

 

 

5 本ルールの合理性 

 

(1) 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること 

  本ルールは、経済産業省と法務省が平成 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」に定める三原則

（①企業価値・株主共同の利益を確保、向上するものであること、②事前に開示し、

株主意思に依拠したものであること、および③必要性、相当性を備えるものである

こと）を充足しております。 
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(2) 当社の企業価値・株主共同の利益の向上を目的とすること 

  本ルールは、当社株主の皆様に対し、大規模買付行為に応じるか否かについて適

切な判断をしていただくために必要かつ十分な情報および時間を確保し、当社の企

業価値または株主の皆様の共同の利益の向上を目的として導入されるものです。 

  また、当社取締役は、本ルールに従い大規模買付行為に対する対抗措置を講じる

ことがありますが、かかる対抗措置は、当社の企業価値または株主の皆様の共同の

利益の確保・向上を目的として発動されるものです。 

 

(3) 株主の皆様の意思を重視するものであること 

  本ルールは、大規模買付行為に応じるか否かを株主の皆様による議決権行使によ

り決めていただくことを定めたものであり、株主の皆様の意思を尊重した内容とな

っております。 

  本ルールは、有効期間満了前であっても、当社の株主総会において本ルールに基

づく対抗措置の発動に関する事項の決定についての取締役会への委任を撤回する旨

の決議が行われた場合、または当社取締役会において、本ルールを廃止する旨の決

議が行われた場合には、本ルールは当該時点で廃止されるものとしますので、株主

の皆様のご意向に従い廃止することが可能です。 

  

(4) 本ルールについて継続的な開示を行うこと 

  本社取締役会は、関係法令の整備、他社の同項等を踏まえ、当社の企業価値およ

び株主利益全体の観点から、本ルールについて随時見直しを行うこととしており、

本ルールにつき内容の修正、変更または廃止等行った場合には、これらについて、

速やかに株主の皆様に開示いたします。 

 

(5) デッドハンド型買収防衛策ではないこと 

  本ルールおよび本ルールに基づく対抗措置として株主の皆様に割当てることとな

る新株予約権については、当社の株主総会または取締役会の決議により、いつでも

廃止または当社が取得・消却することができるため、いわゆるデッドハンド型買収

防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお、発動を阻止できない買収

防衛策）ではありません。 
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別紙 1 必要情報の内容 

 

1 大規模買付者に関する情報  

 

(1) 大規模買付者およびその特別関係者もしくは共同保有者9、大規模買付者を直接

または間接に支配する者およびその特別関係者もしくは共同保有者、大規模買付者

またはその支配者が法人の場合には、それぞれの取締役、監査役およびその他の役

員、ならびに、大規模買付者またはその支配者と当該大規模買付行為の提案につい

て協調して行動している者（以下、総称して「開示者」といいます。）の名称、住所

および電話番号（自然人の場合は、勤務先の住所および電話番号） 

 

(2) 大規模買付者以外の各開示者と各大規模買付者との関係についての説明 

  

(3) 大規模買付者またはその支配者が自然人である場合には、5年前より現在に至る

主たる職歴、年齢および国籍 

 

(4) 開示者が法人またはその他の団体である場合には、かかる法人の主たる業務およ

び設立準拠法、過去 5 年間（設立から 5 年未満のときは、設立時以降）の単体ベー

スおよび連結ベースの財務諸表（連結ベースの財務諸表については、監査済みのも

のとします。ただし、 終の財務諸表につきまして監査未了の場合は、当該財務諸

表については監査済みであることを要しないものといたします。） 

 

(5) 開示者が日本において有価証券報告書提出会社である場合には、過去 5 年間分

（有価証券報告書提出会社となってから 5 年未満のときは、有価証券報告書提出会

社となったとき以降）の有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時

報告書ならびにこれらに関する訂正届出書または訂正報告書がある場合は、当該訂

正届出書および訂正報告書 

 

(6) 各開示者に関し、(i)過去 10 年間において刑に処されたことがあるか否か（交通

反則金処分および軽犯罪を除きます。）、もしある場合にはその罪名、科された刑罰

（または処分）の内容および関与した裁判所名、ならびに、(ii)過去 10 年間におい

て、司法・行政手続により、証券取引法、商法、会社法、私的独占の禁止および公

正取引の確保に関する法律（以下「独占禁止法」といいます。）または環境に関する

法令（外国等におけるこれらに相当する法令を含みます。）に違反する行為を認定し

もしくは違反する行為の差止めを命ずる判決、決定もしくは命令等を受け、または

                                                  
9 証券取引法第 27 条の 23 第 5 項において定義されます。 
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そのような判決、決定もしくは命令等を求める司法・行政手続の対象とされたこと

があるか否か、その他当社株主が意思決定を行うに当たり重大な影響があるものと

合理的に考えられる訴訟の当事者となったことがあるか否か、またこれらに該当す

る場合において現に受けたもしくは求められた判決、決定または命令の内容 

 

(7) 各開示者が現在日本国または外国等において関与している重要な訴訟その他の

係争の内容 

 

2 当社株券等の取引状況  

 

(1) 各開示者が保有する当社の全ての株券等、過去 180 日間において各開示者が行っ

た当社株券等にかかる全ての取引（取引の性質、価格、取引の場所および方法、取

引の相手方を含みます。）、ならびに当社株券等に関して各開示者が締結した全ての

契約、取決めおよび合意の内容（口頭によるものを含み、また履行可能性の有無を

問わないものといたします。） 

 

3 提案条件  

 

(1) 各開示者が行おうとする公開買付けまたはその他の方法による買付けの条件（買

付けの方法、取得予定の株券等の総数および種類、対価の金額・種類、買付期間終

了予定日、公開買付期間延長の可能性、撤回・変更権の有無、公開買付けその他の

取引に条件を付す場合はその条件、当該公開買付けの対象が全株式を対象としてい

ない場合は按分比例方式による取得に関する事項、二段階買付けの予定の有無、二

段階買付けを予定している場合はその内容）  

 

4 取引の目的・当社に関する買付け後の計画  

 

(1) 大規模買付行為後に、または大規模買付行為とあわせて、当社株式の譲渡、当社

と他の者との事業譲渡、合併、会社分割、株式交換もしくは株式移転、重要資産（知

的財産権を含みます。）の売却・移転・供与、組織変更・清算その他の異例な取引も

しくは行為、当社の現在の配当率もしくは方針の変更、負債額もしくは資本構成の

変更、現経営陣の交代、組織構成、業務もしくは労使関係の重大な変更（従業員の

採用・配転・解雇を含みます。）、現在の事業計画（当社の工場、協力業者の事業運

営に関する計画を含みます。）の重大な変更、取引先、顧客、関係会社、地域社会そ

の他の利害関係者の取扱いに関する重大な変更、当社普通株式の上場廃止、または

当社の定款その他の基本規程の変更を伴うような取引、計画、提案または協議を行
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う場合は、その概要および目的 

 

5 資金の裏付け  

 

(1) 各開示者が行おうとしている大規模買付行為に使用される資金の総額およびそ

の調達方法、資金調達に関する重要な条件（契約の相手方、条件、担保の供与、金

利等を含むがこれらに限られないものといたします。）および借入金に関する返済計

画 

 

6 当社との取決め  

 

(1) 開示者と、当社、当社経営陣または当社関係会社との間における、既存のまたは

検討中の重要な契約、取決めまたは合意の内容  

 

7 法令に基づく許認可等  

 

(1) 買収提案に関し適用される可能性のある日本国または外国等に存する法令等に

基づく規制事項、日本国もしくは外国の政府または第三者から取得すべき独占禁止

法またはその他の法令等に基づく承認または許認可の有無 

 

(2) 上記(1)に関し、遵守すべき規制事項の詳細、遵守するために必要な事項の詳細、

取得すべき承認または許認可の詳細、承認または許認可が得られる見通しについて

判断するために必要な具体的情報 
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別紙 2 対抗措置の内容 

 

 当社取締役会は、本ルールに従い、以下に概要を記載する新株予約権の無償割当て

を内容とする対抗措置を決議することができるものといたします。当社取締役会は、

かかる新株予約権の割当てを複数回にわたり行うことがあります。 

新株予約権に関する詳細については、当社取締役会が別途定めるものといたします。 

 

(1) 割当対象株主 

  割当期日の 終の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主に対

して、その保有する当社普通株式 1 株（ただし、当社が保有する当社株式を除きま

す。）につき、新株予約権 1個を割り当てるものといたします。  

 

(2) 新株予約権の目的となる株式の種類および数  

  新株予約権 1個につき、下記(5)に記載する行使価格を対価として、原則として当

社普通株式 1 株を取得することができるものといたします。ただし、当社取締役会

は、新株予約権の発行決議に際し、法令により許容される範囲内で、新株予約権行

使の目的となる当社普通株式の数を 1株未満の数と定めることができます。  

 

(3) 新株予約権の総数  

  割当期日における当社の 終の発行済み株式総数（ただし、当社が保有する当社

普通株式を除きます。）を上限といたします。 

 

(4) 新株予約権の発行価額  

  新株予約権の発行価額は、無償といたします。  

 

(5) 新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額  

  発行される当社普通株式 1 株当たり 1 円といたします。  

 

(6) 新株予約権の行使期間 

  新株予約権の行使期間は、開始日（ただし、割当期日から約 1 ヶ月半後の日を開

始日として設定する予定です。）から 2ヶ月間であり、新株予約権の発行決議におい

て当社取締役会が定める期間といたします。 

 

(7) 新株予約権の譲渡制限 

  新株予約権は、当社取締役会の承認がない限り譲渡できないものといたします。  
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(8) 当社による新株予約権の取得 

  当社取締役会は、新株予約権の発行決議の際、法令が許容する条件で、当社が新

株予約権を取得することのできる取得条項を付すことができます。  

 

(9) 新株予約権の行使条件  

  新株予約権の行使は、行使期間の開始日が到来していることを条件といたします。 

  また、大規模買付者およびその特別関係者もしくは共同保有者、ならびに大規模

買付者のために当社株式または新株予約権を保有する者が保有する新株予約権は、

いかなる場合においても、行使することができないものといたします。なお、当社

は、新株予約権の行使の条件として、新株予約権の保有者に自己が大規模買付者ま

たはその特別関係者もしくは共同保有者ではないことおよび新株予約権を大規模買

付者のために保有する者ではないことの確認を求め、かつ、合理的な範囲で、その

根拠を示す資料の提出を求めることができるものとし、当該確認または資料の提出

がなされない場合、当社は、当該新株予約権の保有者を大規模買付者であるとみな

すことができます。  

  新株予約権を有する者が、当該新株予約権の行使により将来発行されるべき当社

株式を大規模買付者に対して譲渡する旨合意している場合、当社は、当該新株予約

権の実質的な保有者を大規模買付者であるとみなすことができます。新株予約権の

割当てを受けた株主が、割当期日現在において保有する株式を大規模買付者に対し

て譲渡したときまたは譲渡する旨合意した場合、当社は、当該株式に対して割当て

られた新株予約権の行使により将来発行されるべき株式につきまして、大規模買付

者に対する譲渡が合意されたものとみなすことができます。 

  本ルールの規定に違反して譲渡された新株予約権は、行使することができないも

のといたします。 
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別紙 3 当社株式の状況 

 

 平成 19 年 3 月 31 日現在の当社株式の状況は、以下のとおりです。 

 

  ①発行可能株式総数   560,000,000 株 

  ②発行済み株式総数   329,648,786 株 

  ③株      主        29,546 名 

  ④大株主（上位 10 名） 

当社への出資比率 
  大株主名 

持株数（千株） 出資比率（％） 

1 
日本マスタートラスト          

信託銀行株式会社（信託口） 
19,566 5.94 

2 株式会社みずほ銀行 14,581 4.42 

3 
日本トラスティ・サービス      

信託銀行株式会社（信託口） 
12,251 3.72 

4 明治製菓株式会社 12,211 3.70 

5 株式会社りそな銀行 11,000 3.34 

6 日本生命保険相互会社 10,013 3.04 

7 農林中央金庫 8,085 2.45 

8 住友信託銀行株式会社 6,985 2.12 

9 明治乳業共栄会 5,221 1.53 

10 株式会社損害保険ジャパン 4,610 1.40 

 

 

 


