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平成 20 年５月 13 日 

各   位 

会 社 名    三 愛 石 油 株 式 会 社 

代表者名    取 締 役 社 長  金 田  凖 

（コード番号 ８０９７ 東証第１部） 

問合せ先   取締役管理部長  下  村  俊 雄 

（ＴＥＬ． ０３－５４７９－３１１３） 

 
当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の導入について 

 

当社は、本日開催の取締役会において、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、当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（以下、「基本

方針」といいます。）を決定するとともに、この基本方針に照らして、不適切な者によって当社の財

務および事業の方針の決定が支配され、当社の企業価値および株主共同の利益が毀損されることを防

止するための取組みとして、平成 20 年６月 27 日開催予定の当社第 77 回定時株主総会（以下、「定時

株主総会」といいます。）における株主のみなさまのご承認を条件に、「当社株券等の大規模買付行為

に関する対応策（買収防衛策）」（以下、「本プラン」といいます。）を導入することを決定いたしまし

たのでお知らせいたします。 

なお、現時点において、当社が特定の第三者から当社株券等の大規模買付をおこなう旨の通告や提

案を受けている事実はありません。 

 

 

Ⅰ 基本方針の内容 

上場会社である当社株式は、株主、投資家のみなさまによる自由な取引が認められており、当

社株券等に対する大規模買付提案またはこれに類似する行為があった場合においても、当社はこ

れを一概に否定するものではなく、 終的には株主のみなさまの自由な意思により判断されるべ

きであると考えます。 

しかしながら、大規模買付行為の中には、その目的等からみ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買付行為の条件について検討し、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、対象会社やその関係者に対し高値で

株式を買い取ることを要求するもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資することにな

らないものも少なくありません。 

当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者が、当社の企業理念、企業価値のさ

まざまな源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひ

いては株主共同の利益を中長期的に確保・向上させる者でなければならないと考えております。 

従いまして、当社としてはこのような当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なう恐れの

ある不適切な大規模買付提案またはこれに類似する行為をおこなう者は、当社の財務および事業

の方針の決定を支配する者として不適切であると考えており、このような者による当社株券等の

大規模買付行為に対して必要かつ相当な対抗をすることにより、当社の企業価値ひいては株主共
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同の利益を確保する必要があると考えております。 

 

Ⅱ 基本方針の実現に資する取組み 

当社は、1952 年に創業、以来、羽田空港の航空燃料給油システム、ハイドラント・システムを

独自に開発し、航空業界の発展に貢献してまいりました。その後、石油事業、ＬＰガス事業、化学

品事業へと事業を拡大し、現在ではこれら四つのコア事業に加えて、天然ガス事業も展開しており

ます。 

当社では、多数の投資家のみなさまが中長期的に当社への投資を継続していただくため、当社の

企業価値ひいては株主共同の利益を向上させることを図り、以下のとおり取組むことが基本方針の

実現に資するものと考えております。 

 

１．経営の基本方針 

当社グループは、創業（三愛）精神「人を愛し 国を愛し 勤めを愛す」を経営理念として、

エネルギーサービスブランド「Ｏｂｂｌｉ（オブリ）」のもと、株主、顧客をはじめ広く社会よ

り信頼されるエネルギーサービスＮｏ．１企業を目指し、安定成長と経営基盤の充実を図ってま

いります。また、ＩＳＯ１４００１認証取得（審査登録）のサイト拡大など自然環境へ配慮する

とともに顧客満足度の向上を図り、収益力の強化とコスト低減に努め、経営環境の変化に柔軟に

対応できる経営基盤の拡大と業績の向上に努めてまいります。 

 

２．コーポレート・ガバナンスについて 

当社は、監査役会設置会社であり、監査役５名のうち３名を社外監査役とすることで経営監

視の強化を図っております。また、重要な業務執行案件については、意思決定審議機関として

の常務会を毎週定例日に開催し職務執行の効率性の向上を図るとともに、監査役会で決定され

た常勤監査役１名が常時出席し経営の透明性を確保しております。 

当社は、経営の効率性と透明性の向上に努め、コンプライアンス経営に徹することがコーポ

レート・ガバナンスの基本と考えております。 

 

Ⅲ 基本方針に照らして不適切な者によって当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 

１．本プラン導入の目的 

当社取締役会は、突然、当社株券等に対する大規模買付行為がなされたときに、大規模買付者

の提示する当社株券等の取得対価が当社の本源的な企業価値と比べて妥当か否かについて、株主

のみなさまが短期間の内に適切に判断するためには、株主のみなさまに対する大規模買付者およ

び当社取締役会の双方からの必要かつ十分な情報の提供が不可欠であり、当社株券等をそのまま

継続保有することを考える株主のみなさまにとっては、大規模買付者の考える当社経営に参画し

たときの経営方針や事業計画の内容等が、その継続保有を検討するうえで重要な判断材料である

と考えております。また、当社取締役会が当該大規模買付行為に対しどのような意見を有してい

るのかについても、株主のみなさまにとって重要な判断材料であると考えております。 

   したがって、当社取締役会は、当社株券等に対する大規模買付行為に際し、大規模買付者から
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事前に株主のみなさまが判断するために必要かつ十分な大規模買付行為に関する情報が提供さ

れるべきであり、大規模買付行為が一定の合理的なルール（以下、「大規模買付ルール」といい

ます。）に従っておこなわれることが、企業価値ひいては株主共同の利益の確保になるものと考

え、上記の基本方針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に、それらの

者によって当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とし

て、対抗措置を含めた本プランを本定時株主総会における株主のみなさまのご承認を条件に、導

入することといたしました。 

なお、平成 20 年３月 31 日現在における当社の大株主の状況は、別紙１「当社の株式に関する

事項」のとおりであります。 

また、本プラン全体の概要につきましては、別紙２「フローチャート」をご参照ください。 

 

２．本プランの内容 

（１）本プランの対象となる当社株券等の大規模買付 

本プランの対象となる当社株券等の大規模買付とは、特定株主グループ（注１）の議決権割

合（注２）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、または結果として特

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（以下、かかる行為を

「大規模買付行為」といい、かかる買付行為をおこなう者を「大規模買付者」といいます。）

をいいます。なお、大規模買付行為は、いずれについても予め当社取締役会が同意したものを

除き、また市場取引、公開買付等の具体的な買付方法の如何を問わないものとします。 

 

（注１） 特定株主グループとは、次の（ⅰ）または（ⅱ）を意味します。 

（ⅰ） 当社の株券等（金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等をいいます。） 

の保有者（同法第 27 条の 23 第３項に基づき保有者とみなされる者を含みます。）

およびその共同保有者（同法第 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。） 

（ⅱ）当社の株券等（同法第 27 の２第１項に規定する株券等をいいます。）の買付等（同

法第 27 条の２第１項に規定する買付等をいい、取引所有価証券市場においておこ

なわれるものを含みます。）をおこなう者およびその特別関係者（同法第 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） 議決権割合の計算において分母となる総議決権数は、当社のその時点の発行済全株式

から、有価証券報告書、四半期報告書および自己株券買付状況報告書のうち直近に提

出されたものに記載された数の保有自己株式を除いた株式にかかる議決権数としま

す。 

 

（２）独立委員会の設置 

当社は、本プランに基づく大規模買付者に対する対抗措置の発動の是非について、当社取締

役会による 終決定をおこないますが、本プランを適正に運用し、当社取締役会によって恣意



 
 

4  

的な判断がなされることを防止し、その決定の客観性、公正性および合理性を担保するため、

独立委員会を設置することといたしました。 

当社取締役会は、対抗措置の発動の決定に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動の是非

等について諮問します。独立委員会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観点

から大規模買付行為および大規模買付行為に対する当社取締役会意見等について慎重に評

価・検討のうえ、当社取締役会に対し対抗措置の発動の是非等について勧告をおこなうものと

します。当社取締役会は、独立委員会の勧告を 大限尊重したうえで対抗措置の発動等につい

て決定することとします。なお、独立委員会の勧告内容については、その概要を適宜情報開示

いたします。 

独立委員会は、３名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行をお

こなう経営陣から独立する社外有識者（注３）および社外監査役の中から選任します。 

なお、独立委員会規程の概要につきましては別紙３「独立委員会規程の概要」をご参照くだ

さい。 

 
（注３）社外有識者とは、経営経験豊富な企業経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、

公認会計士、会社法等を主たる研究対象とする学識経験者、またはこれらに準ずる者

を対象として選任するものとします。 

 

（３）大規模買付ルールの概要 

当社が設定する大規模買付ルールとは、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、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、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おこな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および以下の内容等を記載した意向表明書をご提出いただ

きます。 

(ⅰ) 大規模買付者の名称、住所 

(ⅱ) 設立準拠法 

(ⅲ) 代表者の氏名 

(ⅳ) 国内連絡先 

(ⅴ) 提案する大規模買付行為の概要等 

 

② 必要情報の提供  

当社取締役会は、上記の意向表明書を受領した日の翌日から起算して 10 営業日以内に、

株主のみなさまの判断および当社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。）のリストを大規模買付者に対して交

付いたします。本必要情報の具体的内容は、大規模買付者の属性およ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あります。なお、当社取締



 
 

5  

役会に提供された本必要情報については、速やかに独立委員会に提出するものとします。 

 

(ⅰ) 大規模買付者およびそのグループ（共同保有者、特別関係者および組合員（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、経歴または沿革、

資本構成、財務内容等を含みます。） 

(ⅱ) 大規模買付行為の目的、方法および内容（大規模買付行為の対価の価額・種類、大

規模買付行為の時期、関連する取引の仕組み、大規模買付行為の方法の適法性、大

規模買付行為の実現可能性等を含みます。） 

(ⅲ) 大規模買付行為の対価の価額の算出根拠（算定の前提となる事実、算定方法、算定

に用いた数値情報および大規模買付行為にかか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。） 

(ⅳ) 大規模買付行為の資金の裏付け（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、関連する取引の内容を含みます。） 

(ⅴ) 大規模買付行為の後における当社および当社グループの経営方針、事業計画、資本

政策および配当政策 

(ⅵ) 大規模買付行為の後における当社の従業員、取引先、顧客その他の当社にかかる利

害関係者の処遇方針 

 

     ただし、提供された情報を精査した結果、それだけでは不十分であると認められる場合に

は、当社取締役会または独立委員会より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。 

当社取締役会は、大規模買付者の買付提案があった事実および提供された本必要情報につ

いて、株主のみなさまの判断に必要であると認めた場合、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開示いたします。また、当社取締役会が、本必要情報の提供が

完了したと判断した場合には、その旨を大規模買付者に通知するとともに、速やかに開示い

たします。 

 

③ 当社取締役会の意見の開示等 

当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、本必要情報の提供が完了した

と認め、その旨を開示した日の翌日から起算して 長 60 日間（対価を現金（円貨）のみと

する公開買付による当社全株券等の買付の場合）または 長 90 日間（その他の大規模買付

行為の場合）を当社取締役会による大規模買付行為についての評価、検討、交渉、意見形成、

代替案立案のための期間（以下、「当社取締役会評価期間」といいます。）として設定し、開

示します。ただし、独立委員会の勧告が当社取締役会評価期間内に発せられないなど、やむ

を得ない事情がある場合には、当社取締役会は、独立委員会の勧告に基づき、必要な範囲内

で当社取締役会評価期間を延長（ 大 30 日間）できるものとし、その延長期間および延長

の理由を大規模買付者に通知するとともに、開示いたします。 

当社取締役会評価期間中、当社取締役会は外部専門家（ファイナンシャル・アドバイザー、
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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、当社取締役会としての意見を慎重に取りまとめ、その意見

を開示いたします。また、必要に応じて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、株主のみなさまに対し代替案を提示することもあります。 

当社の大規模買付ルールでは、当社取締役会評価期間の経過後において大規模買付行為が

開始されるものといたします。 

 

（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順守した場合 

     大規模買付者が大規模買付ルールを順守した場合には、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、当該大規模買付行為についての反対意見の表明や代替案

を提示することにより、株主のみなさまを説得するに留め、原則として当該大規模買付行為

に対する対抗措置は取りません。従って、大規模買付者の買付提案に応じるか否かは株主の

みなさまにおいて、当該買付提案または当社取締役会が提示する当該買付提案に対する意見

や代替案等をご考慮の上、ご判断いただくことになります。 

ただし、大規模買付ルールが順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

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

と判断される場合には、例外的に新株予約権の無償割当て等、会社法その他の法律および定

款上検討可能な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

を著しく損なうと認められる場合に該当すると考えます。 

なお、当社取締役会が対抗措置として新株予約権の無償割当てをおこなう場合の新株予約

権の概要は、別紙４「新株予約権の無償割当ての概要」に記載のとおりでありますが、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券等と引換えに当社が新株予約権を取得する旨の取得

条項を付すなど、対抗措置としての効果を勘案した条件を設けることとします。 

(ⅰ)  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

当社株券等を会社関係者に引取らせる目的で当社株券等の大規模買付行為がおこな

われる場合（いわゆるグリーンメーラーである場合） 

(ⅱ)  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などに移譲させ

るなど、いわゆる焦土化経営をおこなう目的で当社株券等の大規模買付行為がおこ

なわれる場合 

(ⅲ)  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などの債

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大規模買付行為がおこなわ

れる場合 

(ⅳ)  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、

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、
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あるいは一時的に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大規模買付行為がおこなわれる場合 

(ⅴ)  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（

初の買付で当社株券等全部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、株主のみなさまの判断の機会または自由を制約し、事実上、株主のみなさま

に当社株券等の売却を強要する恐れがあると判断される場合 

(ⅵ)  大規模買付者の提案する当社株券等の買付条件（買付対価の種類、価額およびその

算出根拠、その他の条件の具体的内容、違法性の有無、実現可能性等を含みますが

これに限りません。）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である

と合理的な根拠をもって判断される場合 

(ⅶ)  大規模買付者による当社に対する支配権の獲得により、株主のみなさまはもとより、

顧客、従業員、地域社会、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

く損なうと合理的な根拠をもって判断される場合 

(ⅷ)  大規模買付者が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企業

価値との比較において、当該大規模買付者が支配権を取得しない場合の当社の企業

価値と比べ、明らかに劣後すると判断される場合 

(ⅸ)  大規模買付者が公序良俗の観点から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 

 

② 大規模買付者が大規模買付ルールを順守しない場合 

大規模買付者により、大規模買付ルールが順守されなかった場合には、具体的な買付方法

の如何にかかわらず、当社取締役会は、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て等、会社法その他の法律および当社定款上検討可能

な対抗措置を取り、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 も適切と当社取締役会が判断したものを選択することとし

ます。 

 

③ 対抗措置の発動条件 

本プランにおいては、上記①に記載のとおり、大規模買付者が大規模買付ルールを順守し

た場合には、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置は取りません。ただし、例外

的に対抗措置を取る場合には、その判断の合理性および公正性を担保するために、当社取締

役会は対抗措置の発動の決定に先立ち、独立委員会に対して対抗措置の発動の是非等につい

て諮問し、独立委員会は大規模買付行為および大規模買付行為に対する当社取締役会の意見

等を慎重に検討し、対抗措置の発動の是非等について当社取締役会評価期間内に勧告をおこ

なうものとします。 

また、上記②に記載のとおり、大規模買付者が大規模買付ルールを順守しない場合におい

て対抗措置を取る場合には、その判断の合理性および公正性を担保するために、当社取締役
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会は対抗措置の発動の決定に先立ち、独立委員会に対して対抗措置の発動の是非等について

諮問し、独立委員会は大規模買付ルールが順守されているか否か、十分検討したうえで対抗

措置の発動の是非等について勧告をおこなうものとします。 

     当社取締役会は、この独立委員会の勧告を 大限尊重し、対抗措置の発動等を決定するこ

とができます。ただし、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保す

るという当社の基本方針に則り、株主のみなさまのご意思を尊重し、確認することが適切で

あると判断した場合には、株主総会を招集することとし、株主のみなさまのご判断による対

抗措置の発動、不発動の決定ができるものとします。また、独立委員会から同様の勧告があ

った場合には、当該勧告を 大限尊重いたします。なお、当該株主総会による対抗措置の発

動、不発動の決定は普通決議によるものといたします。 

 

④ 対抗措置発動の停止等について 

当社取締役会が具体的対抗措置を発動することを決定した後、当該大規模買付者が大規模

買付行為の撤回または変更をおこなうなど当該対抗措置の発動の前提となった事実に変更

が生じ、対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、当社取締役会は

独立委員会の意見または勧告を十分尊重した上で対抗措置の発動の停止または変更等をお

こなうことがあります。対抗措置として、例えば新株予約権の無償割当てをおこなう場合に

おいて、権利の割当てを受けるべき株主が確定した後に、大規模買付者が大規模買付行為の

撤回または変更をおこなうなどの事情により対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会

が判断した場合には、新株予約権の無償割当ての効力発生日までの間は、独立委員会の勧告

を受けた上で、新株予約権の無償割当てを中止することとし、また新株予約権の無償割当て

後においては、独立委員会の勧告を受けた上で、当該新株予約権を無償取得（当社が新株予

約権を無償で取得することにより株主のみなさまは新株予約権を失います。）することによ

り、対抗措置発動の停止をおこなうことができるものとします。 

     このような対抗措置発動の停止をおこなう場合は、当社取締役会は、独立委員会が必要と

認める事項とともにその旨を速やかに開示いたします。 

  

（５）本プランの導入手続き 

本プランの導入については、次のとおり、本定時株主総会において株主のみなさまのご承認

をいただくことを条件といたします。 

① 当社定款第 19 条に、次のとおりの規定を新設する内容の定款一部変更議案を、本定時株

主総会に付議する予定であります。なお、その詳細につきましては、本日付で情報開示の

「定款一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

（買収防衛策） 

第 19 条 本会社は、株主総会の決議により、本会社の企業価値および会社の利益ひい

ては株主共同の利益の確保および向上のため、本会社株式の大規模買付行為への対

応策（買収防衛策）の導入、継続、変更または廃止を決定することができる。 
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２．本会社は、取締役会の決議によるほか、株主総会の決議または株主総会の決議

による委任に基づく取締役会の決議により、新株予約権の無償割当てまたは法令お

よび本定款上認められるその他の対抗措置をおこなうことができる。 

 

② ①の定款変更議案が原案どおり承認可決されることを条件として、変更後の当社定款第 

19 条の規定に基づき、本プラン導入のご承認を本定時株主総会にお諮りし、普通決議に

より導入するものであります。 

 

（６）本プランの有効期間 

本プランは、本定時株主総会で承認されることを条件に発効することとして取締役会で決議

されました。本定時株主総会で株主のみなさまにお諮りする本プランの有効期間は３年間（平

成 23 年６月に開催予定の定時株主総会終結のときまで）とし、以降、本プランの継続（一部

修正したうえでの継続を含む）については定時株主総会の承認を得ることとします。 

ただし、有効期間中であっても、株主総会において本プランの変更または廃止の決議がおこ

なわれた場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更または廃止されるものとしま

す。また、株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランを廃止する旨の

決議がおこなわれた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。 

 

３．株主および投資家のみなさまに与える影響 

（１）本プランの導入時に株主および投資家のみなさまに与える影響 

本プランの導入時には、例えば新株予約権の無償割当てなどの対抗措置はおこなわれません。

したがって、本プラン導入時に株主および投資家のみなさまの権利または経済的利益に直接具

体的な影響を与えることはありません。 

また、本プランにおける大規模買付ルールは、株主のみなさまが大規模買付行為に応じるか

否かを判断するために必要な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供

し、株主のみなさまが代替案の提示を受ける機会を確保することを目的としています。これに

より株主のみなさまは、十分な情報および提案のもとで、大規模買付行為に応じるか否かにつ

いて適切な判断をすることが可能となり、そのことが当社の企業価値ひいては株主共同の利益

の保護に繋がると考えております。従いまして、大規模買付ルールの設定は、株主および投資

家のみなさまが適切な投資判断をおこなう上での前提となるものであり、株主および投資家の

みなさまの利益に資するものであると考えております。 

なお、上記２．（４）「大規模買付行為がなされた場合の対応」において述べましたとおり、

大規模買付者が大規模買付ルールを順守するか否かにより大規模買付行為に対する当社の対

応方針が異なりますので、株主および投資家のみなさまにおかれましては、大規模買付者の動

向にご注意ください。 

 

（２）対抗措置発動時に株主および投資家のみなさまに与える影響 

    当社取締役会は、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、当社取



 
 

10  

締役会が上記２．（４）「大規模買付行為がなされた場合の対応」に記載した具体的な対抗措置

を取ること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上場規則等に従って

当該決定について適時適切に開示いたします。 

当社は、対抗措置の発動に際して大規模買付者等以外の株主のみなさまが、法的権利または

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。対抗措置として、例

えば新株予約権の無償割当てをおこなう場合は、割当て期日における株主のみなさまに、その

保有する株式数に応じて新株予約権を無償で割当てます。その後、取得条項が充足されたとき

には、当社により当該新株予約権の取得手続がおこなわれ、大規模買付者等以外の株主のみな

さまには、その取得の対価として当社株券等が受領されるため、格別の不利益は発生いたしま

せん。ただし、割当て期日において名義書換未了の株主のみなさま（証券保管振替機構に対す

る預託をおこなっている株券の株主を除きます）に関しましては、他の株主のみなさまが当該

新株予約権の無償割当てを受け、当該新株予約権と引換えに当社株券等を受領することに比べ

て、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場合があります。 

なお、当該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（権利落ち日以降）にお

いて、当社取締役会が当該新株予約権の発行を中止し、または当該新株予約権を無償にて取得

することがあります。これらの場合には、１株当たりの株式価値の希釈化は生じませんので、

当社株券等の価値の希釈化が生じることを前提にして売買等をおこなった株主または投資家

のみなさまは、株価の変動により不測の損害を被る可能性があります。 

大規模買付者等については、大規模買付ルールを順守しない場合や、大規模買付ルールを順

守した場合においても、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著し

く損なうと判断した場合には、対抗措置が講じられることにより、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。本プランの公表は、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に予め注意を喚起するものであります。 

 

（３）対抗措置発動に伴って株主のみなさまが必要となる手続き 

対抗措置として、例えば新株予約権の無償割当てがおこなわれる場合、割当て期日における

株主のみなさまは、新株予約権の引受の申込みを要することなく無償で新株予約権の割当てを

受け、当社が取得条項に従い新株予約権の取得手続を取ることにより、新株予約権の行使価額

相当の金銭を払い込むことなく、当社による新株予約権の取得の対価として当社株券等を受領

することになるため、当該新株予約権に関する申込みや払い込み等の手続は必要となりません。 

なお、名義書換未了の株主のみなさまに関しましては、新株予約権の割当てを受けるために、

別途当社取締役会が決定し公告する新株予約権の割当て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。（証券保管振替機構に対する預託をおこなっている株券については、名

義書換手続は不要です） 

これらの手続の詳細につきましては、実際に新株予約権の無償割当てをおこなった際に、法

令および当社が上場する証券取引所の上場規則等に基づき別途お知らせいたします。 
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４．本プランの合理性 

本プランは、次のとおり、基本方針に照らして当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合

致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。 

（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、経済産業省および法務省が平成 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

しております。 

 

（２）合理的な客観的発動要件の設定をしていること 

本プランは、上記２「本プランの内容」に記載のとおり、合理的かつ客観的な発動要件が充

足されなければ対抗措置が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が確保されています。 

 

（３）独立性の高い社外者による判断の重視と情報開示をしていること 

当社は、本プランの導入にあたり、上記２．（２）「独立委員会の設置」に記載のとおり、本

プランを適正に運用し、当社取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、当社に

おける決定の合理性・公正性を担保するため、独立委員会を設置することといたします。また、

独立委員会は、３名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行をおこ

なう経営陣から独立している、社外有識者および社外監査役の中から選任します。 

独立委員会は当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観点から大規模買付行為お

よび大規模買付行為に対する当社取締役会意見等について慎重に評価・検討のうえで当社取

締役会に対し対抗措置の是非について勧告をおこなうものとし、その勧告内容については、

その概要を適宜情報開示いたします。 

 

（４）株主意思を重視するものであること 

本プランは、本定時株主総会における株主のみなさまのご承認をもって発効するものとし、

その有効期間は上記２．（６）「本プランの有効期間」に記載のとおり、３年間（平成 23 年６

月に開催予定の定時株主総会終結のときまで）としたうえ、本プランの継続（一部修正したう

えでの継続を含む）について定時株主総会の承認を得るものとしております。また、有効期間

中であっても、株主総会の廃止の決議により本プランは廃止されるものとします。 

 

（５）デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策でないこと 

上記２．（６）「本プランの有効期間」に記載のとおり、本プランは、当社の株券等を大量に

買い付けようとする者が、自己の指名する取締役を株主総会で選任し、選任された取締役で構

成する取締役会の決議により本プランを廃止することが可能であり、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、当社は期差任期制を採用していないため、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おこなうことができないため、その発動を阻止するの
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に時間を要する買収防衛策）でもありません。 

 

以 上 
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当社の株式に関する事項（平成 20 年３月 31 日現在） 

１．発行可能株式総数    ２７７,８７０,０００株 

２．発行済株式の総数         ７６,０６１,９２３株 

３．大株主の状況 

株 主 名 
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（％） 

財団法人新技術開発財団 
   ８,２８２ １０.８９ 

株式会社リコ ー 
  ５,８６２ ７.７１ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（住友信託銀

行再信託分・株式会社リコー退職給付信託口） 
５,８００ ７.６３ 

日本興亜損害保険株式会社 
３,１８４ ４.１９ 

株式会社みずほ銀行 
３,０３３ ３.９９ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４）
２,９５３ ３.８８ 

株式会社三井住友銀行 
  ２,２０３ ２.９０ 

住友信託銀行株式会社 
２,１７３ ２.８６ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 
  １,７９７ ２.３６ 

三愛石油持株会 
  １,６４０ ２.１６ 

計 ― ４８.５５ 
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【フローチャート】 
 

  

  

   
 
 
 
 
 

大規模買付ルール 

大規模買付者 

取締役会 

本プラン全体の概要 大規模買付行為開始時のフロー 

取締役会 

独
立
委
員
会 

・
濫
用
的
買
収
者
か
否
か
の
検
討 

・
対
抗
措
置
の
発
動
の
是
非
の
検
討 

・
対
抗
措
置
の
中
止
ま
た
は
発
動
停
止
の
検
討

・
そ
の
他 

大規模買付ルールを順守しない場合 

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 

ルール順守の場合、

原則対抗措置は不

発動 

ルール逸脱の確認 

対抗措置の発動の是非等を諮問

対抗措置の発動 

大規模買付ルールを順守した場合 

大規模買付者から意向表明書の提出 

取締役会から必要情報のリストの提出

大規模買付者から必要情報の提出 

企業価値を著しく損なうと認めら
れる場合 
 

 
対抗措置の発動の是非等を諮問 

対抗措置の発動・不発動等の決

定（勧告を 大限尊重） 

意向表明書を提出しない突然の買収行為 

必要な情報を提供しない買収行為 

取締役会評価期間を与えない買収行為 

勧告

勧告
対抗措置の発動・不発動等の決

定（勧告を 大限尊重） 

対抗措置の不発動 

株主のみなさまのご意思を尊重し、株主総会

によって対抗措置発動の是非を決定するこ

ともあります 
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独立委員会規程の概要 

 
１．独立委員会は、当社取締役会がおこなう大規模買付行為に対する新株予約権の無償割当て等の

対抗措置の発動または中止等の決議にあたり、当該買付行為が当社の企業価値ひいては株主共

同の利益を損なう買付に該当するか否か、あるいは新株予約権の無償割当て等の対抗措置の発

動または中止等が相当であるかについて、公正・中立な第三者の視点から客観的に判断し、当

社取締役会に勧告することで、当社取締役会による恣意的な判断あるいは過剰な対抗措置を防

止することを目的とするものであり、当社取締役会がこれを設置する。 

 

２．独立委員会は、当社株券等への大規模買付行為に対し当社の企業価値ひいては株主共同の利益

確保の視点から判断するにあたり、企業経営について高度の見識を有し、かつ当社の業務執行

をおこなう経営陣から独立している社外有識者および社外監査役で構成するものとし、その人

数は３名以上とする。また、独立委員会の委員は、当社取締役会の決議により選任し、別途当

社が指定する契約を当社との間で締結しなければならないものとする。 

 

３．独立委員会委員の任期は、選任された時から１年とする。ただし、選任された時から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が終結したとき、あるいは当社の

社外監査役である独立委員会委員が当社の監査役でなくなったときは、この限りではない。 

 

４．独立委員会は、大規模買付者から当社取締役会に提出された大規模買付情報に基づき、次に記

載する事項について検討の上決議し、当社取締役会に対して勧告をおこなうこととする。なお、

かかる勧告をおこなうにあたって、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するか否かの

視点から判断することを要し、専ら自己または当社取締役の個人的利益を図ることを目的とし

ない。 

① 大規模買付者が濫用的買収者か否か 

② 対抗措置の発動の是非および株主総会に諮るべきか否か 

③ 対抗措置の中止または発動の停止 

④ 新株予約権の無償割当ての適否 

⑤ 新株予約権の無償割当ての中止、取得、償却の適否 

⑥ 当社取締役会評価期間の延長について 

⑦ 当社買収防衛策の廃止、変更の適否 

⑧ 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 

 

５．独立委員会は、上記４．の他、次の事項についてもおこなうこととする。 

① 大規模買付行為が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に回復し難い損害を生じるか

否かの判断 
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② 大規模買付者および当社取締役会が独立委員会に提供すべき情報およびその回答期限の決

定 

③ 大規模買付者による大規模買付行為の内容の精査、検討 

④ その他当社買収防衛策において独立委員会がおこなうことができると定められた事項 

⑤ 当社取締役会において別途独立委員会がおこなうことができると定めた事項 

 

６．独立委員会は、当社取締役会に提出された大規模買付情報の内容が不十分であると判断した場

合、大規模買付者に対し追加情報の提出を求めることができる。また、独立委員会は、大規模

買付者から情報が提出された場合、当社取締役会に対しても合理的な期間内に、大規模買付行

為に対する意見およびその根拠となる資料、代替案、その他独立委員会が適宜必要と認める情

報、資料等の提示を求めることができる。 

 

７．独立委員会は、必要に応じて、当社の取締役、監査役、従業員、その他必要と認める者の出席

を求め、独立委員会が求める事項に関する説明を要求することができる。 

 

８．独立委員会は、当社の費用で独立した第三者（金融機関、証券会社、ファイナンシャル・アド

バイザー、弁護士、公認会計士、経営コンサルタント等）の助言を得ることができる。 

 

９．独立委員会の各委員および当社取締役会は、大規模買付行為がなされた場合、その他いつでも

独立委員会を招集することができる。 

 

10．独立委員会の決議は、原則として、独立委員会の委員が全員出席し、その過半数をもってこれ

をおこなう。ただし、委員に事故その他やむを得ない事由がある場合には、独立委員会の委員

の過半数が出席し、その議決権の過半数をもってこれをおこなうことができる。また、独立委

員会の決議に関して特別の利害関係を有する独立委員会の委員は、決議に参加することができ

ない。 

 

以 上 
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新株予約権の無償割当ての概要 

 
１．新株予約権の無償割当ての方法 

  当社取締役会が定める基準日における 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、その所有する当社普通株式（ただし、当社が所有する当社普通株式を除

く）１株につき１個の割合で、無償にて新株予約権を割当てる。 

 

２．発行する新株予約権の総数 

  新株予約権の総数は、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数とす

る。 

 

３．新株予約権の無償割当ての効力発生日 

  新株予約権の無償割当ての効力発生日は、新株予約権無償割当て決議において当社取締役会

が別途定める日とする。 

 

４．新株予約権の目的となる株式の種類 

  新株予約権の目的となる株式の種類は、当社普通株式とする。 

 

５．新株予約権の目的となる株式の総数 

（１）新株予約権１個当たりの新株予約権の目的となる株式の数は、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数とする。ただし、当社が株式分割または株

式併合をおこなう場合は、所要の調整をおこなう。 

 

（２）新株予約権の目的となる株式の総数は、当社定款に規定される発行可能株式総数から

新株予約権無償割当て決議時点における発行済株式総数（ただし、同時点において当

社が所有する当社株式の数を除く）を控除した数を上限とする。 

 

６．各新株予約権の行使に際して払込をなすべき額 

  各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、払込をなすべき額は、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１円以上の額とする。 

 

７．新株予約権の権利行使期間 

  新株予約権の権利行使期間については、新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が

別途定める期間とする。 

 

８．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、当社取締役会の承認を要する。 
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９．新株予約権の行使条件 

  特定株主グループ（議決権割合が 20％以上のものに限る。以下、同じ）に属する者または

特定株主グループに属する者になろうとする者（ただし、当社の株券等を取得または保有する

ことが当社株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者を除く） （以下、「特定株主

等」という。）ではないこと、および当社取締役会が大規模買付行為の完了を認めて公表して

いること、等を行使の条件として定める。詳細については、新株予約権無償割当て決議におい

て当社取締役会にて別途定めるものとする。 

 

10．新株予約権の取得条項 

  当社は、大規模買付者による大規模買付ルールの違反その他一定の事由が生じること、また

は当社取締役会が別途定める日が到来することのいずれかを条件として、当社取締役会の決議

に従い、新株予約権の全部または特定株主等以外の株主が所有する新株予約権のみを取得する

ことができる旨の取得条項を付すことができるものとする。詳細については、新株予約権無償

割当て決議において当社取締役会にて別途定めるものとする。 

 

 

以 上 

  

 


