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平成 20年７月 30 日 

各 位 

会 社 名 株式会社ワークスアプリケーションズ 

代 表 者 名 代表取締役 高経営責任者 牧野 正幸 

（JASDAQ ・ コード４３２９） 

問い合せ先 管理本部マネージャー  青木 勇二郎 

電 話 ０３－６２２９－１２００ 

 

 

当社株券等の大規模買付行為に対する対応方針（買収防衛策） 

に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の当社取締役会において、平成20年10月31日をもって有効期限を満了す

る当社株券等の大規模買付行為に対する対応方針（以下、「原方針」といいます。）につき

司法判断の動向および昨今の買収防衛策に関する議論の進展等を考慮し、当社の企業価値・

株主共同の利益を 大化するため、当社に も適した買収防衛策を導入すべく、平成20年９

月24日開催予定の当社第12回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）にお

いて、当社株主の皆様のご承認を得ることを条件に、下記のとおり、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した当社株券等（注３）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（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、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。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」

といい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。）に関する対応方針（以

下、「本方針」といいます。）を導入することを決定しましたので、お知らせいたします。 

また、本方針の適正な運用および取締役会による恣意的判断の防止に努めるべく、特別委

員会の構成員となる当社社外取締役を増員する方針であります。 

なお、原方針は、本定時株主総会において本方針について株主の皆様のご承認が得られる

ことにより、本方針の効力が生じた時点で自動的に廃止されるものとします。 

本方針の原方針からの主要な変更点の概要は以下のとおりです。 

① 本方針は、買収防衛策の導入、継続、廃止または変更を株主総会決議事項とする定款

変更を行ったうえで、株主総会の決議による承認を条件として導入、継続、廃止また

は変更されるものとしました。 

② 本方針を適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するた

め、当社取締役会は、大規模買付者が行われた場合には、対抗措置を講じる場合に限

らず、常に特別委員会に諮問するものとしました。 

③ 本定時株主総会において株主の皆様のご承認を得ることを条件に、当社取締役の任期

を２年から１年に変更する予定です。 

 

記 

 

１. 本方針に関する当社の基本的な考え方 

昨今、わが国資本市場において、対象会社の株主、投資家、取締役会等に対する十分な
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情報開示がなされることなく、突如として対象会社株式の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。当社は、公開会社である以上、当社株券等の取引は、当

社株主および投資家の皆様の自由意思に委ねられるのが原則であり、大規模買付者の提案

に応じて当社株券等の売却を行うか否かは、 終的にはその時点で当社株券等を保有する

株主の皆様のご判断に委ねられるべきものと考えます。また、当社取締役は当社株主の皆

様から当社の経営について委任を受けている者であり、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と合理的に判断される場合には、それが支配権の

移転を伴うものであったとしても、経営者の保身によって妨げられることはあってはなら

ないと考えます。 

しかしながら、大規模買付行為の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利

益に対する明白な侵害をもたらすもの、いわゆる二段階買収のように株主に対象会社株券

等の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の株主や取締役会が大規模買収者

の提案条件等について検討し、取締役会が代替案を提案するために必要な情報や時間を十

分に提供しないもの、対象会社の取締役会が提示する代替案が大規模買付者の提案よりも

有利な条件であるために大規模買付者との交渉を必要とするもの等も少なくありません。 

今後、当社株券等に対して大規模買付行為が開始された場合、当社株主の皆様には大規

模買付者の提案に応じて当社株券等の売却を行うか否かを、適切にご判断いただく必要が

生じます。当社株主の皆様が、当該大規模買付者が提案する当社株券等の買付対価の妥当

性をご判断されるためには、当社の知的財産、人的資産等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、各事業分野、子会社および関連会社との有機的な結合により

実現され得るシナジー効果、その他企業価値を構成する要素を十分に把握される必要があ

ります。これらに関する十分な理解がなくては、株主の皆様が将来実現することのできる

当社株券等の適正な価値をご判断いただくことはできません。 

また、当社株主の皆様が、当該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ご判断されるためには、当該大規模買付者が考える当社の経営に参画

したときの経営方針や事業計画の内容、当該大規模買付行為が当社の顧客、取引先および

従業員等のいわゆるステークホルダーに与える影響等を総合的に勘案する必要があります。

当社は、当社株式の適正な価値を当社株主および投資家の皆様にご理解いただくよう IR

活動に努めておりますが、当社株主の皆様が上記のようなご判断を短期間のうちに行うこ

とは、必ずしも容易ではないものと考えます。 

かかる事情に鑑み、当社取締役会は、当社株券等に対する大規模買付行為が行われる場

合には、大規模買付者から事前に、当社株主の皆様がご判断され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るという結論に至りました。当社取締

役会は、かかる情報が提供された後、大規模買付行為に対する当社取締役会としての意見

の検討を速やかに開始し、独立の外部専門家の助言を受けながら、慎重に検討した上で意

見を形成し公表いたします。さらに必要と認めれば、大規模買付者に対する提案内容の改

善を目的とした交渉や当社取締役会としての株主の皆様に対する代替案の提示も行います。

かかるプロセスを経ることにより、当社株主の皆様は、当社取締役会の意見を参考にしつ

つ、大規模買付者の提案と（当社取締役会の代替案が提示された場合には）当社取締役会

の代替案を比較、検討することが可能となり、大規模買付者の提案への 終的な応否に関

し、適切に判断するために必要な情報、時間および機会を確保することが可能となります。 

そこで、当社取締役会は、大規模買付行為が上記の趣旨を具現化した一定の合理的なル

ールに従って行われることが、当社の企業価値・株主共同の利益の確保または向上に資す

ると考え、以下の内容の大規模買付行為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。）を設定することといたしました。 

 

２．大規模買付ルールの概要 

大規模買付者に従っていただく大規模買付ルールの概要は次のとおりです。 
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(1) 「大規模買付行為に関する意向表明書」の提出 

大規模買付者が大規模買付行為を行う場合には、大規模買付ルールに従って大規模買

付行為を行う旨の「大規模買付行為に関する意向表明書」（以下、「意向表明書」とい

います。）を事前に当社取締役会に提出していただきます。 

意向表明書には、大規模買付者の概要（法人名、個人名またはグループ名、それぞれ

の住所、代表者、事業内容、主要株主または主要出資者の概要、国内連絡先、設立準拠

法等を含みます。）、大規模買付者が現に保有する当社株券等の数および今後取得を予

定する当社株券等の数、大規模買付ルールに従う旨の誓約等を記載していただくことに

なります。なお、意向表明書の提出にあたっては、商業登記簿謄本および定款の写し等、

大規模買付者の存在を証明する書類等を添付していただきます。 

 

(2) 「大規模買付行為に関する情報」の提出 

意向表明書を提出いただいた場合、当社は大規模買付者に対し、改めて提出いただく

「大規模買付行為に関する情報提供依頼リスト」（以下、「情報リスト」といいます。）

を５営業日（初日不算入）以内に交付いたします。 

大規模買付者には、当社より交付された情報リストに、大規模買付者の概要（具体的

名称、住所、財務内容、代表者の氏名および国内連絡先を含みます。）、買付けの目的、

買付対価の種類、金額およびその算定根拠、買付資金の裏付けまたは調達先、すでに保

有する当社株券等に関する担保設定状況、今後買い付ける当社株券等に関する担保設定

の予定（予定している担保設定の方法および内容を含みます。）、買付行為完了後の当

社に対する具体的方針（経営方針、事業計画等）、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存する場合にはその内容、ならびに当社

の従業員、取引先、顧客、地域社会その他当社の利害関係者との関係について買収後に

予定する変更の有無およびその内容等、当社株主の皆様のご判断および当社取締役会の

吟味検討のために必要かつ十分な情報（以下、「大規模買付行為に関する情報」といい

ます。）を記入の上、当社取締役会に提出していただきます。提出いただいた情報に不

備があった場合または提出いただいた情報だけでは不十分な場合には、追加情報を書面

その他当社所定の方式にて提出いただく場合があります。また、提出いただいた情報の

一部または全部を、必要に応じて当社株主の皆様に開示いたします。 

なお、大規模買付ルールに基づき、当社取締役会に提出いただく意向表明書、大規模

買付行為に関する情報等は、日本語にて記載した書面を〒107-6019 東京都港区赤坂１

-12-32 アーク森ビル 19F 株式会社ワークスアプリケーションズ 代表取締役 高経

営責任者宛にご郵送いただくものとします。 

 

(3) 特別委員会の設置、対応 

当社取締役会は、具体的な大規模買付者の存在を認識した場合、本方針を適正に運用

し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するためのチェック機関とし

て、特別委員会を設置します。特別委員会は公正で中立的な判断を可能とするため、特

別委員会を設置する時点で、当社の業務執行を行う取締役から独立している当社社外取

締役および社外監査役全員で構成するものとします。ただし、当社社外取締役または社

外監査役に当該大規模買付者との間に特別の利害関係がある場合等はこの限りではあ

りません。 

当社取締役会は、大規模買付者から提出された意向表明書および情報リストを、直ち

に、特別委員会に提供するものとします。また、当社取締役会は、大規模買付者からの

大規模買付行為に関する情報の提出が完了したと合理的に判断された時点で、その旨を

大規模買付者に通知いたしますが、当該通知後 60 営業日（初日不算入）（ただし、円

貨の金銭のみを買付対価とする当社株券等の全ての買収を目的とする買付行為以外に

関しては 90 営業日（初日不算入））の期間を、当社取締役会および特別委員会による



 4

吟味、検討、交渉、意見形成および代替案立案のための期間（以下、「当社評価期間」

といいます。）として確保できてしかるべきものと考えます。 

特別委員会は、提供された大規模買付行為に関する情報を、当社の企業価値・株主共

同の利益の向上に資するか否かの観点から十分に評価、検討し、当該大規模買付行為に

対する特別委員会としての意見をとりまとめ、当社取締役会に対して勧告を行うものと

します。当社取締役会は、特別委員会の勧告を 大限尊重するものとします。なお、特

別委員会は当社評価期間内に当社の費用で独立の外部専門家（弁護士、公認会計士、フ

ァイナンシャル・アドバイザー、コンサルタントその他の専門家）の助言を得ることが

できるものとします。 

現時点での当社社外取締役および社外監査役は別紙２に記載のとおりです。当社取締

役会は、かかる当社社外取締役および社外監査役は、特別委員会の委員として求められ

る高い見識、中立性を十分に有しているものと考えております。 

 

(4) 当社取締役会としての意見の通知 

当社取締役会は当社評価期間内に独立の外部専門家（弁護士、公認会計士、ファイナ

ンシャル・アドバイザー、コンサルタントその他の専門家）の助言を受けながら、特別

委員会の勧告を 大限尊重し、大規模買付行為に関する当社取締役会としての意見を慎

重に取りまとめ、大規模買付者に通知するとともに、適時かつ適切に当社株主の皆様に

開示いたします。 

 

以上の趣旨に鑑み、大規模買付行為は、(4)の大規模買付者に対する当社取締役会とし

ての意見の通知以降においてのみ開始していただきたく存じます。なお、当社取締役会

が代替案を提示し、当社株主の皆様に、大規模買付行為と当社取締役会の代替案のいず

れかを選択していただくことが適切と判断した場合には、大規模買付行為が開始されて

いるか否かにかかわらず、当社の定時または臨時株主総会において当社株主の皆様のご

意思を問うことがあり、その場合には大規模買付行為に影響が及ぶ場合があり得ますの

であらかじめご留意下さい。 

かかる大規模買付ルールに従わずに大規模買付行為が行われる場合には、必要に応じ

て相当な対抗措置を講じることといたします。また、かかる大規模買付ルールに従って

大規模買付行為が行われる場合であっても、特別委員会の勧告を 大限尊重した結果、

当該大規模買付行為が専ら大規模買付者の短期的な利得のみを目的とするものである

場合等、企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと合理的に判断される場合には、そ

の旨の当社取締役会としての意見を改めて開示の上、必要に応じて相当な対抗措置を講

じる、または当社の定時または臨時株主総会において対抗措置についての当社株主の皆

様のご意思を問うこととなりますのであらかじめご留意下さい。 

 

３. 本方針における対抗措置 

 本方針における対抗措置としては、新株予約権の発行や株式分割のほか、法令および当

社の定款上許容されるその他の手段を想定しておりますが、その選択につきましては、大

規模買付者以外の当社株主の皆様の経済的ご負担や不利益を極力回避することを念頭に、

その緊急対応力、効果およびコスト等を総合勘案して決定いたします。 

具体的対抗措置として株主割当てまたは無償割当てにより新株予約権を発行する場合の

概要は別紙１に記載のとおりですが、実際に新株予約権を発行する場合には、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等、対

抗措置としての効果を勘案した行使期間および行使条件を設けることがあります。 

 

４．株主・投資家に与える影響 

(1) 本方針が株主・投資家に与える影響等 
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大規模買付ルールは、当社株主の皆様に対して、大規模買付行為に応じるか否かをご

判断いただくために必要かつ十分な情報や、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、さらには、当社株主の皆様が当社取締役会の代替案の提示を受ける機

会を保証することを目的としています。また、大規模買付ルールに従って大規模買付行

為が行われるにもかかわらず、当社が対抗措置を発動するのは、当社の企業価値・株主

共同の利益が著しく損なわれると合理的に判断される場合に限られます。従いまして、

本方針の導入は当社株主および投資家の皆様の共同の利益の確保または向上に資する

ものであると考えております。 

なお、上記３．において述べたとおり、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得ますので、当社株主お

よび投資家の皆様におかれましては、大規模買付者の動向にご注意下さいますようお願

いいたします。 

 

(2) 対抗措置発動時に株主・投資家に与える影響等 

当社取締役会が、当社の企業価値・株主共同の利益の確保または向上を目的として、

法令および当社の定款上許容される対抗措置を発動した場合でも、当該対抗措置の仕組

上、当社株主の皆様（大規模買付ルールに違反した大規模買付者を除きます。）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が生じることは想定して

おりません。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場合には、法令

および金融商品取引所規則に従って適時かつ適切な開示を行います。 

なお、対抗措置として考えられるもののうち、新株予約権の発行につきましては、そ

の発行の態様により、新株予約権を取得するために所定の期間内に申込みをしていただ

く、または新株予約権の行使により株式を取得するために一定の金額の払込みをしてい

ただく必要がある場合がございます。かかる手続きの詳細につきましては、実際に新株

予約権を発行することになった際に、法令に基づき別途お知らせいたします。ただし、

名義書換未了の当社株主の皆様に関しましては、新株予約権を取得するため、別途当社

取締役会が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、対抗措置として考えられるもののうち、株式分割につきまして

も、名義書換未了の当社株主の皆様に関しましては、別途当社取締役会が決定し公告す

る株式分割に関する基準日までに、名義書換を完了していただく必要があります。 

 

５．その他 

本方針は、関係諸法令、裁判例、ジャスダック証券取引所の定める買収防衛策の導入に

かかる規則ならびに経済産業省および法務省の定めた「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」等に則っていると考えており、平成 20年７月

30 日に開催された当社取締役会において、社外取締役１名を含む取締役４名全員の決議に

より決定されたものです。また、当該取締役会において、社外監査役３名を含む当社監査

役４名全員からも、その具体的運用が適正に行われることを条件に賛成する旨の意見表明

を得ております。本方針は、本定時株主総会において買収防衛策の導入を株主総会決議事

項とする定款変更および本方針の導入について株主の皆様のご承認が得られることを条件

として、当該時点で効力を生じることとし、有効期限は本方針を承認可決した定時株主総

会の終了後２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。 

また、当社は今後の司法判断の動向および金融商品取引所その他の公的機関の対応等を

引き続き注視し、会社法、金融商品取引法または金融商品取引所の上場規則等が改正され

る等して、当社株主の皆様の共同の利益によりかなうような対応策を考え得る状況に立ち

至った場合におきましては、必要に応じて本方針の改廃、または本方針に代わる別種の方

針の導入等、適宜かつ適切な措置を講じてまいる所存です。 
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注１：特定株主グループとは、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項に基づき保有者に含まれる者を含みます。）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。)ならびに当社の株券等（同法第27条の２第１項に規定する株券

等をいいます。）の買付け等（同法第27条の２第１項に規定する買付け等をいい、取

引所金融商品市場において行われるものを含みます。）を行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：議決権割合とは、特定株主グループの具体的な買付方法に応じて、(i)特定株主グル

ープが当社の株券等(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。)の保有者およ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。）または(ii)特定株主グループが当社の株券等（同

法第27条の２第１項に規定する株券等をいいます。）の大規模買付者およびその特別

関係者である場合の当該大規模買付者およ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。各議

決権割合の算出に当たっては、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。）および発行済株式の総数（同法第27条の23第４項に規定するものをいいま

す。）は、有価証券報告書、四半期報告書、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を参照することができるものとします。 

注３：株券等とは、金融商品取引法第 27条の 23 第１項に規定する株券等を意味します。 

 

 

以 上 
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（別紙１）            新株予約権概要 

 

１. 新株予約権付与の対象となる株主およびその発行条件 

 

当社取締役会で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、当社の所有する当社普通株式を除

く。）１株につき１個の割合で新株予約権を割当てる。 

 

２. 新株予約権の目的となる株式の種類および数 

 

新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的となる株式の総

数は、当社取締役会が基準日として定める日における当社発行可能株式総数から当社普通株

式の発行済株式（当社の所有する当社普通株式を除く。）の総数を減じた株式数を上限とす

る。新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は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行う場合は、所要の調整を行うものとする。 

 

３. 発行する新株予約権の総数 

 

新株予約権の発行総数は、当社取締役会が別途定める数とする。当社取締役会は、複数回に

わたり新株予約権の割当を行うことがある。 

 

４．新株予約権の発行価額 

 

無償とする。 

 

５. 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額（払込みをなすべき額） 

 

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額（払込みをなすべき額）は１円以上で当

社取締役会が定める額とする。 

 

６. 新株予約権の譲渡制限 

 

新株予約権の譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 

 

７. 新株予約権の行使条件 

 

議決権割合が 20％以上の特定株主グループに属する者（ただし、あらかじめ当社取締役会が

同意した者を除く。）ではないこと等を行使の条件として定める。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。 

 

８. 新株予約権の行使期間等 

 

新株予約権の割当てがその効力を生ずる日、行使期間、その他必要な事項については、当社

取締役会が別途定めるものとする。なお、新株予約権に関する取得条件については定めない

ものとする。 

 

以 上 
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（別紙２）       当社社外取締役および社外監査役の略歴 
 

１． 社外取締役 
氏 名 生 年 月 日 略 歴 

細谷 淳 昭和 38年６月 20 日生

昭和63年４月 日本エンタープライズ・デベロップ

メント株式会社（現安田企業投資株

式会社）入社 

平成11年４月 エイパックス・グロービス・パート

ナーズ株式会社（現株式会社グロー

ビス・キャピタル・パートナーズ）

パートナー 

平成12年２月 当社取締役 

平成13年９月 当社取締役退任 

平成17年６月 株式会社グロービス・キャピタル・

パートナーズ パートナー退任 

平成17年６月 アキュートロジック株式会社常 

務取締役（現任） 

平成17年９月 当社取締役（現任） 

平成18年３月 リプレックス株式会社社外取締役 

（現任） 

 

２．社外監査役 
氏 名 生 年 月 日 略 歴 

永沢 徹 昭和 34年１月 15 日生

昭和56年10月 司法試験合格 

昭和59年４月 梶谷綜合法律事務所入所 

平成７年４月 永沢法律事務所（現永沢総合法律事

務所）開設 

平成13年６月 当社監査役（現任） 

安部 壮一郎 昭和 12年 10 月６日生

昭和35年４月 株式会社大林組入社 

平成５年６月 同社取締役東京本社総務部長兼 

東京本社情報システム企画室長 

平成７年６月 同社常務取締役 

平成11年６月 同社専務取締役 

平成13年６月 同社常勤顧問 

平成14年６月 同社非常勤顧問 

平成14年９月 当社監査役 

平成19年６月 株式会社大林組非常勤顧問退任 

平成20年１月 当社常勤監査役（現任） 

瀬戸 裕司 昭和36年10月28日生

平成元年９月 公認会計士二次試験合格 

平成元年10月 太田昭和監査法人（現新日本有限責

任監査法人）入所 

平成４年４月 公認会計士三次試験合格 

平成４年４月 瀬戸公認会計士事務所開設 

平成６年９月 株式会社マネジメント・ソリューシ

ョン代表取締役（現任） 

平成７年11月 税理士登録 

平成15年９月 当社監査役（現任） 

以上 


