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平成 19 年 5 月 18 日 

 

各 位 

 

           会 社 名 日邦産業株式会社 

               代表者名 代表取締役社長 大塚眞治 

                   (JASDAQ・コード 9913) 

問合せ先 常務取締役管理本部長 笹倉健一郎 

(TEL052-263-1281) 

 

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18日開催の当社取締役会において、当社の企業価値ひいては株主共

同の利益を確保・向上させることを目的として、当社株式の大規模買付行為に関する対応

方針(買収防衛策)(以下「本プラン」といいます。)の具体的な内容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。本プランは、平成19年6月28日開催予定の当社第56

回定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。)における株主の皆様のご承認を条

件に導入することといたします。なお、本プランの具体的内容を決定した上記取締役会に

は、当社社外監査役3名が出席し、その全員が、本定時株主総会における株主の皆様のご承

認および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本プランに賛同してお

ります。 

ここでいう「大規模買付行為」とは、 

①当社が発行者である株券等1について、保有者2の株券等保有割合3が20%以上となる

買付等 

②当社が発行者である株券4について、公開買付け5に係る株券等の株券等所有割合6及

びその特別関係者7の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け 

をいいますが、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す。

                                               
1 証券取引法第 27 条の 23 第 1 項に定義されます。本書において別段の定めがない限り同じとします。 
2 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(当社取締役会がこれに該当すると認めた者

を含みます。)。本書において同じとします。  
3 証券取引法第 27 条の 23 第 4 項に定義されます。本書において同じとします。 
4 証券取引法第 27 条の 2 第 1 項に定義されます。②において同じとします。 
5 証券取引法第 27 条の 2 第 6 項に定義されます。本書において同じとします。 
6 証券取引法第 27 条の 2 第 8 項に定義されます。本書において同じとします。 
7 証券取引法第27条の2第7項に定義されます(当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。)。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2項で

定める者を除きます。本書において同じとします。 
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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。また、かかる買付

行為を行う者を「大規模買付者」といいます。 

 

1.  本プラン導入の目的 

 

(1)  基本的な事業運営の考え方 

 

当社グループは、メーカー機能を持った工業部品・産業資材の専門商社として、お

客様の顕在化したニーズだけでなく、潜在ニーズを発掘し、 適な素材と加工方法を

選び、地球環境に配慮した高品質な材料、部品、ユニット、製品、サービスを創り出

す「テクニカル・コーディネーター（Technical Coordinator）」を事業アイデンティ

ティとしております。 

このようにメーカー機能を持った専門商社として、数多くのビジネスパートナーと

のネットワークを構築することで、他社にまねのできない数多くの取扱商品（素材、

材料）に、当社グループの技術力をプラスして、開発から量産まで一貫したサービス

を提供しております。 

こうした活動を通じ、当社グループの技術力・対応力、さらには企業価値を向上さ

せ、成長し続ける「グローバルソリューションカンパニー」を目指して参ります。 

 

(2)  本プラン導入の必要性 

 

当社取締役会は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、当社の取締

役会の賛同を得ずに行われる、いわゆる「敵対的買収」であっても、企業価値ひいて

は株主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、株式会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるかどうかの判断も、 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ひいては株

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条件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ひいては株主共同の利益

に資さないものも少なくありません。 

そもそも、当社グループが構築してきたコーポレートブランド、企業価値ひいては

株主共同の利益を確保・向上させていくためには、“お客様のニーズや問題を解決す

る活動”“品質・ものづくりへのこだわり”、及び、“お客様との信頼関係を向上さ

せる活動”が必要不可欠であり、IR活動の強化に加えて、オープンな株主総会の運営

等にも努めてまいりました。このような株主の皆様との信頼関係が、現在の当社の資

本の大きな支えになっていると確信しております。 

これらが当社の株式の大量買付を行う者により中長期的に確保され、向上させられ

ない場合には、当社グループの企業価値ひいては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買付の提案を受けた際には、上記事

項のほか、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、
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その他当社グループの企業価値を構成する事項等、さまざまな事項を適切に把握した

上で、当該買付が当社グループの企業価値ひいては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。 

 

現在の当社株主構成には固定的大株主は存在せず、当社株式は多くの株主の皆様に

分散して保有されておりますので、今後大規模買付行為が行われる可能性も否定でき

ません。当社取締役会は、大規模買付行為が一定の合理的なルールに従って行われる

ことが、企業価値ひいては株主共同の利益に合致すると考え、以下の内容の大規模買

付時における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。）を設定することとし、上記必要性に照らして不適切な者によって大規模買付行

為がなされた場合の対抗措置を含め買収防衛策として、当社取締役会は、本定時株主

総会で株主の皆様のご承認をいただけることを条件として、本プランを導入すること

を決定いたしました。なお、当社は、本日現在、当社株式の大量買付にかかる提案等

を一切受けておりませんので申し添えます。本プラン全体の概要については別紙１を

ご参照ください。 

 

2. 大規模買付ルールの概要 

 

当社取締役会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（以下「意

向表明書」といいます。）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）大規模買付者からの情報の提供 

 

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

時期、関連する取引の仕組み、買付等の方法の適法性、買付等の実現可能性等を

含みます。） 

③ 大規模買付行為における買付価格の算定根拠（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買付等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 大規模買付行為における買付資金の裏付け（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、担保提供の有無、関連する取引の内容を含み

ます。） 

⑤ 大規模買付行為の完了後における当社及び当社グループの経営方針、事業計画、

財務計画、資本政策及び配当政策 

⑥ 大規模買付行為の完了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 

 

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公表します。なお、取締役会が、大規模買付

者からの必要情報の提供が完了したと判断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従い、当該決定について適時・適切に開示します。 

 

（3）取締役会による検討期間 

 

   大規模買付者は、取締役会による一定の評価期間が経過するまでの間は、大規模買

付行為を開始することができません。 

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、独立の外部専門家（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。 

 

４．大規模買付行為がなされた場合の対応 

 

（1）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合 
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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

しく損なうおそれがあると取締役会が判断した場合には、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

著しく損なうおそれがある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値売

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

（ 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 

 

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、具体的な買付方法の如何

にかかわらず、取締役会は、当社社外監査役全員の賛同を得ることを条件に、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 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。取締役会が対抗措置として、

例えば、新株予約権の無償割当をする場合の概要は別紙２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ことや新株予約権者に対して、

当社株式と引き換えに当社が新株予約権を取得する旨の取得条項をつけるなど、対抗
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措置としての効果を勘案した条件を設けることがあります。 

 

(3) 本新株予約権の無償割当て 

 

買付者等が本プランにおいて定められた手続に従うことなく買付等を行う等、当社

の企業価値ひいては株主共同の利益が害されるおそれがあると認められる場合には、

当社は、買付者等による権利行使は認められないとの行使条件及び当社が買付者等以

外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得する旨の取得条項が付された新株

予約権(以下「本新株予約権」といいます。)を、その時点の全ての株主に対して新株

予約権無償割当ての方法(会社法第277条以降に規定されます。)により割り当てます。

当社は、買付者等による行為等が下記のいずれかに該当し本新株予約権の無償割当て

を実施することが相当と認められる場合、本新株予約権の無償割当てを実施すること

を予定しております。 

なお、本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、買付者等以外の株主

の皆様により本新株予約権が行使された場合、又は当社による本新株予約権の取得と

引換えに、買付者等以外の株主の皆様に対して当社株式が交付された場合、当該買付

者等の有する当社株式の議決権割合は約50%まで希釈化される可能性があります。 

 

(4) 本新株予約権の無償割当の概要 

 

本プランに基づく本新株予約権の無償割当ての概要は、以下のとおりです(本新株

予約権の無償割当ての詳細については別紙３「新株予約権の要項」ご参照)。 

 

(a) 新株予約権の数 

本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議(以下「新株予約権無償割当て

決議」といいます。)において当社取締役会が別途定める一定の日(以下「割当期日」

といいます。)における当社の 終の発行済株式の総数(但し、同時点において当社

の有する当社株式の数を控除します。)と同数とします。 

 

(b) 割当対象株主 

割当期日における当社の 終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録され

た当社以外の株主に対し、その有する当社株式1株につき本新株予約権1個の割合で、

本新株予約権を割り当てます。 

 

(c) 本新株予約権の無償割当ての効力発生日 

新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める日とします。 

 

(d) 本新株予約権の目的である株式の数 

本新株予約権1個の目的である株式8の数(以下「対象株式数」といいます。) 

                                               
8 将来、当社が種類株式発行会社(会社法第2条第13号)となった場合においても、①本新株予約権の行使により発

行される当社株式及び②本新株予約権の取得と引換えに交付する株式は、いずれも当社が本定時株主総会開催

時において、現に発行している株式(普通株式)と同一の種類の株式を指すものとします。 
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は、1株とします。 

 

(e) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に

際して出資される財産の株式1株当たりの価額は、1円を下限として当社株式の1株

の時価の2分の1の金額を上限とする金額の範囲内で当社取締役会が新株予約権無

償割当て決議において別途定める価額とします。 

 

(f) 本新株予約権の行使の期間 

新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定めた日を初日(以下、

かかる行使期間の初日を「行使期間開始日」といいます。)とし、1ヶ月間から3ヶ

月間までの範囲で新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める

期間とします。ただし、下記(i)の規定に基づき、当社が本新株予約権を取得する

場合、当該取得に係る本新株予約権についての行使期間は、当該取得日の前日まで

とします。また、行使期間の 終日が行使に際して払い込まれる金銭の払込取扱場

所の休業日にあたるときは、その前営業日を 終日とします。 

 

(g) 本新株予約権の行使条件 

(Ⅰ)特定大量保有者、(II)特定大量保有者の共同保有者、(Ⅲ)特定大量買付者、

(Ⅳ)特定大量買付者の特別関係者、もしくは(Ⅴ)上記(Ⅰ)ないし(Ⅳ)に該当する者

から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲受けもしくは承継した

者、又は、(Ⅵ)上記(I)ないし(Ⅴ)に該当する者の関連者(以下、(I)ないし(Ⅵ)に

該当する者を「非適格者」といいます。)は、原則として本新株予約権を行使する

ことができません。また、外国の適用法令上、本新株予約権の行使にあたり所定の

手続が必要とされる非居住者も、原則として本新株予約権を行使することができま

せん(但し、非居住者のうち当該外国の適用法令上適用除外規定が利用できる者等

の一定の者は行使することができるほか、非居住者の有する本新株予約権も、下記

(i)のとおり、当社による当社株式を対価とする取得の対象となります。)。なお、

上記に用いられる用語の定義及び詳細については、別紙２「新株予約権の要項」を

ご参照下さい。 

 

(h) 本新株予約権の譲渡制限 

本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要します。 

 

(i) 当社による本新株予約権の取得 

① 当社は、行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が本新株予約権を取得

することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別途定

める日の到来日をもって、全ての本新株予約権を無償にて取得することができる

ものとします。 

② 当社は、当社取締役会が別途定める日の到来日をもって、非適格者以外の者が

有する本新株予約権のうち当該当社取締役会が定める日の前日までに未行使の

もの全てを取得し、これと引換えに、本新株予約権1個につき対象株式数の当社

株式を交付することができます。 
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また、かかる取得がなされた日以降に、本新株予約権を有する者のうち非適格

者以外の者が存在すると当社取締役会が認める場合には、上記の取得がなされた

日より後の当該当社取締役会が別途定める日の到来日をもって、当該者の有する

本新株予約権のうち当該当社取締役会の定める日の前日までに未行使のもの全

てを取得し、これと引換えに、本新株予約権1個につき対象株式数の当社株式を

交付することができるものとし、その後も同様とします。 

 

(5)本プランの有効期間、廃止及び変更 

 

本プランの有効期間は、本定時株主総会の終結の時から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とします。なお、有効期限後とい

えども、有効期間内に本プラン発動の対象となる買付等がなされた場合は、その限りで

ありません。 

ただし、有効期間の内であっても、取締役会の決議によって本プランを廃止すること

ができます。 

当社は、本プランの廃止等がなされた場合には、当該廃止又は変更等の事実その他の

事項について、情報開示を速やかに行います。 

 

 

4. 本プランの合理性 

 

(1) 買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること 

 

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」の定める三原則を完

全に充足し、株式会社ジャスダック証券取引所が平成18年3月31日に発表した「買収防

衛策の導入に係る上場制度の整備等に伴う株券上場審査基準等の一部改正について」

に合致している等、株主の皆様のために合理的に機能するような設計がなされていま

す。 

 

(2) 株主意思を重視するものであること(株主総会決議とサンセット条項) 

 

当社は、本定時株主総会における株主の皆様のご承認の下に本プランを導入させて

頂く予定です。 

また、本プランの有効期間の満了前であっても、当社取締役会の決議によって本プ

ランを廃止することができます。 

 

(3)  合理的な客観的要件の設定 

 

本プランは、上記(4)「本新株予約権の無償割当の概要」に記載したとおり、合理

的かつ詳細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。 
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(5) 外部専門家の意見の取得 

 

買付者等が出現すると、 取締役会は外部専門家(財務アドバイザー、公認会計士、

弁護士など。)の助言を受けることとしています。これにより、判断の公正さ・客観性

がより強く担保される仕組みとなっています。 

 

(6) デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと 

 

本プランは、当社の株券等を大量に買い付けた者が指名し、株主総会で選任された

取締役により、廃止することができるものとして設計されており、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替させてもなお、発動を阻止できない買収防

衛策)ではありません。また、本プランの有効期間は、本プラン導入にかかる定時株主

総会の終結の時から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のため、本プランはスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員

の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収

防衛策)でもありません。 

 

5. 株主等の皆様への影響 

 

(1) 本プランの導入時株主及び投資家の皆様に与える影響 

 

本プランの導入時点においては、本新株予約権の無償割当て自体は行われませんの

で、株主及び投資家の皆様に直接具体的な影響が生じることはありません。 

 

(2) 本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響 

 

当社取締役会が新株予約権無償割当て決議において別途定める割当期日における

株主の皆様に対し、その保有する株式1株につき本新株予約権1個の割合で本新株予約

権が無償にて割り当てられます。仮に、株主の皆様が、権利行使期間内に、金銭の払

込その他下記(3)「本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続」

(b)において詳述する本新株予約権の行使に係る手続を経なければ、他の株主の皆様に

よる本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。但し、当社は、下記(3)「本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要と

なる手続」(c)に記載する手続により、非適格者以外の株主の皆様から本新株予約権を

取得し、それと引換えに当社株式を交付することがあります。当社がかかる取得の手

続を取った場合、非適格者以外の株主の皆様は、本新株予約権の行使及び行使価額相

当の金銭の払込みをせずに、当社株式を受領することとなり、保有する当社株式1株あ

たりの価値の希釈化は生じますが、保有する当社株式全体の価値の希釈化は生じませ

ん。 

なお、当社は、割当期日や本新株予約権の無償割当ての効力発生後においても、例

えば、買付者等が買付等を撤回した等の事情により、本新株予約権の無償割当てを中

止し、又は本新株予約権の行使期間開始日前日までに、当社が本新株予約権者に当社
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株式を交付することなく無償にて本新株予約権を取得することがあり、その場合には、

当社株式1株あたりの価値の希釈化は生じませんので、当社株式1株あたりの価値の希

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。 

 

(3) 本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続 

 

(a) 名義書換の手続 

 

当社取締役会において、本新株予約権の無償割当てを実施することを決議した場

合には、当社は、本新株予約権の無償割当てに係る割当期日を公告いたします。割

当期日における当社の 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

主に本新株予約権が無償にて割り当てられますので、名義書換を済ませていない株

主の皆様におかれては、速やかに株式の名義書換手続を行って頂く必要があります。

(なお、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

続は不要です。) 

なお、割当期日における当社の 終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録

された株主の皆様は、本新株予約権の無償割当ての効力発生日において、当然に新

株予約権者となります。 

 

(b) 本新株予約権行使の手続 

 

当社は、割当期日における当社の 終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記

録された株主の皆様に対し、原則として、本新株予約権の行使請求書(行使に係る

本新株予約権の内容及び数、本新株予約権を行使する日等の必要事項、並びに株主

ご自身が非適格者でないこと等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文

言を含む当社所定の書式によるものとします。)その他本新株予約権の権利行使に

必要な書類を送付いたします。本新株予約権の無償割当て後、株主の皆様において

は、権利行使期間内でかつ当社による本新株予約権の取得の効力が発生するまでに、

これらの必要書類を提出した上、本新株予約権1個当たり、1円を下限として当社1

株の時価の2分の1の金額を上限とする金額の範囲内で当社取締役会が新株予約権

無償割当て決議において定める価額を払込取扱場所に払い込むことにより、本新株

予約権1個につき、1株の当社株式が発行されることになります。 

 

(c) 当社による新株予約権取得の手続 

 

当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法定の手

続に従い、当社取締役会が別途定める日の到来日をもって、本新株予約権を取得し

ます。また、本新株予約権の取得と引換えに当社株式を株主の皆様に交付するとき

は、速やかにこれを交付いたします。なお、この場合、かかる株主の皆様には、別

途、ご自身が非適格者でないこと等についての表明保証条項、補償条項その他の誓

約文言を含む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。 
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上記のほか、割当て方法、名義書換方法、行使の方法及び当社による取得の方法の詳

細につきましては、本新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会の決議が行われた

後、株主の皆様に対して情報開示又は通知いたしますので、当該内容をご確認ください。 

 

以 上 
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別紙 1 

 

 

 

提出されない場合

提出されない場合

期間が確保されない場合

取締役会評価期間(60 日または 90 日)

・買収提案の検討評価 
・取締役会の意見表明 
・代替案の提示 

  ・ルール逸脱を確認 
  ･社外監査役の賛同 
  ・発動を判断

対抗措置の発動 

取締役会 

ルール遵守の場合は原則 
対抗措置は不発動 

大規模買付者からの意向表明書提出

大規模買付者に対し、 
大規模買付情報の項目を交付

大規模貸付者から 
大規模買付情報の提供 

株主の皆様のご判断 

大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の概要 

大規模買付ルールを遵守した場合 大規模買付ルールを遵守しない場合 

大規模買付者（当社議決権の 20％以上と 
なる買付行為を行う者）の登場 
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別紙２ 

 

新株予約権の要項 

 

(1) 発行する新株予約権の総数 

新株予約権の発行決議（以下「新株予約権発行決議」という。）において当社取締役会

が割当期日として定める日（以下「割当期日」という。）における当社の 終の発行済株

式数（但し、同時点において当社の有する当社株式の数を除く。）を上限とする。 

 

(2) 募集方法 

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対し、

その保有株式（但し、同時点において当社の有する当社株式の数を除く。）1 株につき新

株予約権1 個の割合で、新株予約権を割り当てる。 

 

(3) 申込期間・発行日 

新株予約権発行決議において当社取締役会が定める。 

 

(4) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

1) 新株予約権の目的となる株式の種類 

当社普通株式とする。 

 

2) 新株予約権の目的となる株式の数 

(i) 新株予約権1 個当たりの目的となる株式の数（以下「対象株式数」という。）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、対象株式数は次の算

式により調整されるものとし、調整の結果生ずる1 株未満の端数は切り捨てるもの

とし、現金による調整は行わない。 

調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率  

 

(ⅱ) 調整後対象株式数は、株式分割の場合は株主割当日以降、株式併合の場合は、会

社法第180 条第2 項各号に規定する一定の期間満了日の翌日以降、これを適用する。 

 

(ⅲ) 上記(i)に定めるほか、合併、会社分割等を行う場合その他これらに準ずる場合

で、対象株式数の調整を必要とするときには、合併、会社分割等の条件等を勘案の

上、対象株式数につき合理的な調整を行うものとする。 

 

(5) 各新株予約権の発行価額 

無償とする。 

 

(6) 新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額 

新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額は、新株予約権の行使に際して払込みを

なすべき当社普通株式1 株当たりの額（以下「行使価額」という。）に対象株式数を乗じ
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た価額とする。行使価額は1 円とする。 

 

(7) 新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額の払込取扱銀行及び払込取扱場所 

新株予約権発行決議において当社取締役会が定める。 

 

(8) 新株予約権の行使期間 

新株予約権の発行日（但し、新株予約権発行決議において当社取締役会が別途これに代

わる日を定めた場合には当該日）を初日とし、1 ヶ月間から3 ヶ月間までの範囲で新株予

約権発行決議において当社取締役会が定める期間とする。但し、(10)の規定に基づき当社

が新株予約権を取得する日を除く。また、行使期間の 終日が払込取扱場所の休業日にあ

たるときは、その翌営業日を 終日とする。 

 

(9) 新株予約権の行使条件 

1) (i)特定大量保有者、(ⅱ)その共同保有者、(ⅲ)特定大量買付者、(ⅳ)その特別関係

者、もしくは(v)上記(i)ないし(ⅳ)記載の者から新株予約権を当社取締役会の承認を

得ることなく譲受けもしくは承継した者、又は、(vi)上記(i)ないし(v)記載の者の関

連者は、新株予約権を行使することができない。 

なお、上記に用いられる用語は次のとおり定義される。 

 

(i) 「特定大量保有者」とは、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。以下別段の定めがない限り同じ。）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%以上である者もしくは20%

以上であると当社取締役会が認めた者をいう。 

 

(ⅱ) 「共同保有者」とは、証券取引法第27 条の23 第5 項に定義される者（当社取

締役会がこれに該当すると認めた者を含む。）をいう。なお、同条第6項に基づき

共同保有者とみなされる者を含む。 

 

(ⅲ) 「特定大量買付者」とは、公開買付け（証券取引法第27 条の2 第6 項に定義

される。）によって当社が発行者である株券等（同法第27 条の2 第1項に定義さ

れる。）の買付け等（同法第27 条の2 第1 項に定義される。以下同じ。）の公告

を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有（これに準ずるものとし

て証券取引法施行令第7 条第3 項に定める場合を含む。）に係る株券等（同法第

27 条の2 第1 項に定義される。）の株券等所有割合（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の株券等所有割合とを合計して

20%以上となる者をいう。 

 

(ⅳ) 「特別関係者」とは、証券取引法第27 条の2 第7 項に定義される者（当社取

締役会がこれに該当すると認めた者を含む。）をいう。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。 
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(v) ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしく

はその者と共同の支配下にある者として当社取締役会が認めた者、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。 

 

2) 上記1)にかかわらず、下記①ないし④の各号に記載される者は、特定大量保有者又は

特定大量買付者に該当しないものとする。 

① 当社、当社の子会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8 条

第3 項に定義される。）又は当社の関連会社（財務諸表等の用語、様式及び作

成方法に関する規則第8 条第5 項に定義される。） 

② 当社を支配する意図がなく上記1) (i)に記載する要件に該当することになった

者である旨当社取締役会が認めた者であって、かつ、上記1) (i)に記載する要

件に該当することになった後10 日間（但し、当社取締役会はかかる期間を延長

することができる。）以内にその保有する当社の株券等を処分等することによ

り上記1) (i)に記載する要件に該当しなくなった者 

③ 当社による自己株式の取得その他の理由により、自己の意思によることなく、

上記1) (i)に記載する要件に該当することになった者である旨当社取締役会が

認めた者（但し、その後、自己の意思により当社の株券等を新たに取得した場

合を除く。） 

④ その者が当社の株券等を取得・保有することが当社の企業価値又は株主共同の

利益に反しないと当社取締役会が認めた者（当社取締役会は、いつでもこれを

認めることができる。また、一定の条件の下に当社の企業価値又は株主共同の

利益に反しないと当社取締役会が認めた場合には、当該条件が満たされている

場合に限る。） 

 

3) 適用ある外国の法令上、当該法令の管轄地域に所在する者に新株予約権を行使させる

に際し、(i)所定の手続の履行もしくは(ⅱ)所定の条件（一定期間の行使禁止、所定の

書類の提出等を含む。）の充足、又は(ⅲ)その双方（以下「準拠法行使手続・条件」

と総称する。）が必要とされる場合には、当該管轄地域に所在する者は、当該準拠法

行使手続・条件が全て履行又は充足されたと当社が認めた場合に限り新株予約権を行

使することができ、これが充足されたと当社が認めない場合には本新株予約権を行使

することができないものとする。但し、当該管轄地域に所在する者に新株予約権を行

使させるに際し当社が履行又は充足することが必要とされる準拠法行使手続・条件に

ついては、当社としてこれを履行又は充足する義務は負わないものとする。また、当

該管轄地域に所在する者に新株予約権の行使をさせることが当該法令上認められない

場合（以下「準拠法行使禁止事由」という。）には、当該管轄地域に所在する者は、

新株予約権を行使することができない。 

 

4) 上記3)にかかわらず、米国に所在する者は、当社に対し、(i)自らが米国1933 年証券

法ルール501(a)に定義する適格投資家（accredited investor）であることを表明、保

証し、かつ(ⅱ)その保有する新株予約権の行使の結果取得する当社普通株式の転売は

東京証券取引所及び福岡証券取引所における普通取引（但し、事前の取決めに基づか

ず、かつ事前の勧誘を行わないものとする。）によってのみこれを行うことを誓約し

た場合に限り、当該新株予約権を行使することができる。当社は、かかる場合に限り、
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当該米国に所在する者が当該新株予約権を行使するために当社が履行又は充足するこ

とが必要とされる米国1933 年証券法レギュレーションD及び米国州法に係る準拠法行

使手続・条件を履行又は充足するものとする。なお、米国における法令の変更等の理

由により、米国に所在する者が上記(i)及び(ⅱ)を充足しても米国証券法上適法に新株

予約権の行使を認めることができないと当社取締役会が認める場合には、米国に所在

する者は、新株予約権を行使することができない。 

 

5) 新株予約権を有する者が本(9)の規定に従い新株予約権を行使することができない場

合であっても、当社は、当該新株予約権を有する者に対して、損害賠償責任その他の

責任を一切負わないものとする。 

 

(10) 当社による新株予約権の取得 

当社は、当社取締役会の決定により、当社取締役会が定める日（以下「取得日」という。）

をもって、当該取締役会の定める日の前日までに未行使の新株予約権（但し、上記(9)1）

及び2)の規定に従い新株予約権を行使できない者が有する新株予約権を除く。）を取得す

ることができるものとし、これと引換えに、新株予約権1個につき、対象株式数の当社普通

株式を交付することができるものとする。 

 

(11) 新株予約権の消却事由及び消却の条件 

新株予約権発行決議において当社取締役会が定める。 

 

(12) 株式交換・株式移転の場合の新株予約権に係る義務の承継 

割当期日後において、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、当

該時点において行使されていない新株予約権に係る義務を、当該株式交換又は株式移転に

よる完全親会社となる会社に以下の決定方針に基づき承継させることができる。但し、新

株予約権に係る義務の承継に関し、以下の決定方針に沿う記載のある株式交換契約書又は

株式移転の議案につき当社の株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。 

① 承継された新株予約権の目的たる完全親会社の株式の種類 

完全親会社の普通株式 

② 承継された新株予約権の目的たる完全親会社の株式の数 

株式交換又は株式移転の比率等に応じて合理的に調整する。調整後の1 株未満の

端数は切り捨てる。 

③ 承継された各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額 

株式交換又は株式移転の比率等に応じて合理的に調整する。調整後の1 円未満の

端数は切り上げる。 

④ 承継された新株予約権の権利行使期間、その際の権利行使の条件等 

上記(8)及び(9)等に準じて、株式交換又は株式移転に際して当社取締役会が決定

する。 

⑤ 取締役会による譲渡承認について 

新株予約権の譲渡については、完全親会社の取締役会の承認を要する。なお、新

株予約権を譲渡しようとする者が日本国外に所在する者であって、上記(9)3)及び4)

の規定により新株予約権を行使することができない者（上記(9)1）の規定により新

株予約権を行使することができない者を除く。）であるときは、当社取締役会は、
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下記(17)2)①ないし④の事由等を勘案して上記承認をするか否かを決定する。 

なお、当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸

収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株

式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転を行う場合は、会社法の規定に従い、当

該時点において行使されておらず、かつ当社により取得されていない新株予約権に代わり、

それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、

株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社は、当社が新株予約権発行決議において

定める決定方針に基づき新株予約権者に新たに新株予約権を交付することができるものと

する。 

 

(13) 新株予約権の行使により発行する新株の発行価額中資本に組入れない類 

新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合、株式の発行価額の全額を資本に

組入れるものとし、資本に組入れない額は零円とする。 

 

(14) 新株予約権の行使の方法及び行使の請求場所 

新株予約権の行使は、当社所定の新株予約権行使請求書（新株予約権者が上記(9)1）(i)

ないし(ⅳ)に記載する者でないことについての表明保証条項、補償条項及び違約金条項等

を含む書式によるものとする。）に行使する新株予約権の個数、対象株式数及び住所等の

必要事項を記載し、これに記名捺印したうえ、必要に応じて別に定める新株予約権行使に

要する書類並びに商法、証券取引法その他の法令及びその関連法規（日本証券業協会及び

本邦証券取引所の定める規則等を含む。）上その時々において要求されるその他の書類（以

下「添付書類」という。）並びに（新株予約権に係る新株予約権証券（以下「新株予約権

証券」という。）が発行された場合には）新株予約権証券を添えて払込取扱場所に提出し、

かつ、当該行使に係る新株予約権の目的たる株式の行使価額全額に相当する金銭を払込取

扱場所に払い込むことにより行われるものとする。なお、新株予約権者は、その所有する

各新株予約権を個別に行使することができるものとし、かかる個別行使の際に残余の新株

予約権がある場合には、当社は、当該新株予約権者の個別行使の日付と残余の新株予約権

の個数を新株予約権原簿に記載又は記録するものとし、かつ（新株予約権証券が発行され

た場合には）当該新株予約権者の個別行使の日付と残余の新株予約権の個数を新株予約権

証券に記載するか、残余の新株予約権の個数を表章する新株予約権証券を当該新株予約権

者に交付するものとする。 

 

(15) 新株予約権行使請求の効力発生時期 

新株予約権の行使請求の効力は、上記(14)の規定に従い、行使に係る新株予約権行使請

求書及び添付書類並びに（新株予約権証券が発行された場合には）新株予約権証券が払込

取扱場所に到着した時とする。新株予約権の行使の効力は、かかる新株予約権の行使請求

の効力が生じた場合であって、かつ、当該行使に係る新株予約権の目的たる株式の行使価

額全額に相当する金銭が払込取扱場所において払い込まれた時に生じるものとする。 

 

(16) 新株予約権行使により発行した株式の配当金又は中間配当金 

新株予約権の行使により交付する当社普通株式に関する 初の配当金又は中間配当金は、

新株予約権行使の効力発生日の属する配当計算期間の初めに新株予約権行使の効力が発生

したものとみなして、これを支払う。 
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(17) 新株予約権の譲渡制限 

1) 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。 

2) 新株予約権を譲渡しようとする者が日本国外に所在する者であって、上記(9)3)及び

4)の規定により新株予約権を行使することができない者（上記(9)1)の規定により新株

予約権を行使することができない者を除く。）であるときは、当社取締役会は、以下

の事由等を勘案して上記承認をするか否かを決定する。 

① 当該管轄地域に所在する者による新株予約権の全部又は一部の譲渡に関し、譲渡

人及び譲受人が作成し署名又は記名捺印した差入書（下記②ないし④に関する表

明・保証条項、補償条項及び違約金条項を含む。）が提出されているか否か 

② 譲渡人及び譲受人が上記(9)1）記載の(i)ないし(vi)のいずれにも該当しないこ

とが明らかか否か 

③ 譲受人が当該管轄地域に所在せず、当該管轄地域に所在する者のために譲受しよ

うとしている者ではないことが明らかか否か 

④ 譲受人が上記(9)1)の規定により新株予約権を行使することができない者のため

に譲受しようとしている者でないことが明らかか否か 

 

(18) 新株予約権証券の発行制限 

新株予約権証券は、新株予約権者の請求あるときに限り発行する。 

 

(19) 新株予約権証券喪失の場合等 

1) 新株予約権証券を喪失した者が、遅滞なくその記番号及び喪失の事由等を当社に届け

出て、かつ、公示催告の手続をなし、除権決定の確定謄本を添えて代り証券の交付を

請求したときは、当社は、この者に代り証券を交付することができる。但し、商法そ

の他の関連法規が別段の規定を定める場合はそれに従う。 

 

2) 新株予約権証券を毀損又は汚損したときは、当該証券を提出して代り証券の交付の請

求をすることができる。この場合、当社は、当該証券と引き換えに代り証券を交付す

る。但し、その真贋の鑑別が困難なときは、上記1)を準用する。 

 

3) 上記1)又は2)に基づいて代り証券を交付する場合には、当社は、これに要した実費を

徴収する。 

 

(20) 新株予約権者に対する通知 

1) 新株予約権者に対する通知は、新株予約権原簿に記載された新株予約権者の住所宛に

書面により行うものとし、かかる通知は通常到達すべかりし時に到達したものとみな

す。 

2) 承諾については、新株予約権者に、その承諾を求める通知が到達したとみなされた日

から14 日以内に、新株予約権者により書面にて当社に対して別段の意思表示がなされ

ない場合には、当社は新株予約権者がこれに承諾したものとみなすことができる。 

 

(21) 法令の改正等による修正 

法令（会社法及び証券取引法を含む。）の新設又は改廃により、上記各項に定める
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条項ないし用語の意義等に修正を加える必要が生じた場合においては、当該新設又は

改廃の趣旨を考慮の上、上記各項に定める条項ないし用語の意義等を適宜合理的な範

囲内で読み替えるものとする。 
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別紙３ 

当社の株式の状況（平成 19 年 3 月 31 日現在） 

 

１．発行可能株式総数     20,000,000 株 

 

２．発行済株式総数       8,297,580 株 

 

３．株主数             1,434 名 

 

４．大株主（上位 10 名） 

 

当社への出資の状況 株主名 

持株数 出資比率 

ｸﾚﾃﾞｨｴｯﾄﾊﾞﾝｸｴｽｴｲﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｼﾞｮﾜｰｽﾞｼﾘｳｽﾌｧﾝﾄﾞｼﾞｬﾊﾟﾝｵﾊﾟﾁｭﾆﾃｨｽﾞｻﾌﾞﾌｧﾝﾄﾞ 

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株式会社（信託口） 

日邦産業社員持株会 

ｴｲﾁｴｽﾋﾞｰｼｰﾊﾞﾝｸﾋﾟｰｴﾙｼｰｱｶｳﾝﾀﾝﾄｱﾄﾗﾝﾃｨｽｼﾞｬﾊﾟﾝｸﾞﾛｰｽﾌｧﾝﾄﾞ 

竹田和平 

田中貞子 

日立化成工業株式会社 

水野純雄 

株式会社三菱東京UFJ銀行 

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行株式会社（信託口） 

400,000千株 

396,000 

375,043 

267,000 

240,000 

222,101 

220,000 

214,784 

196,800 

179,000 

4.82％ 

4.77 

4.51 

3.21 

2.89 

2.67 

2.65 

2.58 

2.37 

2.15 

 

 

 

 
 

 


