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平成 21 年７月 31 日 

各 位 

会 社 名 株式会社滝澤鉄工所 

代表者名 代表取締役社長 近藤 安正

（コード番号 6121 東証 第２部） 

問合せ先 執行役員管理部長 原田 一八

（TEL．086-293-6111） 

 

 

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）の継続について 

 

当社は、平成 18 年５月 19 日に開催した当社取締役会において「当社株式の大規模買付行為に関す

る対応方針」（以下「本対応方針」といいます。）を決定いたしました。その後、平成 18 年７月 13

日、平成 19 年７月 12 日及び平成 20 年７月９日にその継続を当社取締役会において決定しており、

本対応方針の有効期限は平成 21 年７月 31 日までとなっております。 

当社は、本対応方針の導入及び継続を決定した後も、社会・経済情勢の変化、買収防衛策に関する

司法判断、平成 20 年６月 30 日付企業価値研究会の報告及びその他様々な議論の進展等を見据え、本

対応方針の継続見直しについて検討してまいりましたが、本日開催の当社取締役会において、本対応

方針について株券電子化に伴う修正を含め一部記載の修正を行い、その継続を決定いたしましたので

お知らせいたします。 

本対応方針の継続は、平成21年６月26日に開催した当社第79回定時株主総会において選任された当

社取締役のうち、上記取締役会に出席した全員の一致により承認されるとともに、出席した社外監査

役３名を含む監査役４名いずれもが、本対応方針の具体的運用が適正に行われることを条件として、

本対応方針の継続に賛成する旨の意見を述べております。 

 なお、本日現在、当社株式の大規模買付行為に係る打診、申入れ等はございません。 

また、修正後の本対応方針の内容については、別紙をご参照ください。 

以上 
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別紙 
Ⅰ．企業価値向上への取組 

 【市場変動にしなやかに対応し、永続的な成長と安定的な収益を実現し、地域社会に密着した

企業】・【世界中からエクセレントといわれる商品を提供し続ける『“きらり”と光る「モノづく

り」カンパニー』】が当社の経営理念であります。 

 当社は、創業以来、工作機械の製造・販売を通じ平和産業の発展に寄与し、世界中の人々の生

活がより豊かになることを願ってまいりました。工作機械業界は受注環境の変動の大きい業界で

ありますが、当社は、市場変動にしなやかに対応し、永続的な成長と安定的な収益を実現する企

業を目指しております。安定した事業基盤と財務基盤を維持し、企業価値を極大化することによ

り、地域経済の発展、安定した雇用の確保等、地域社会への貢献も果たしてまいります。 

 単に規模の拡大を求めるのではなく、『“きらり”と光る「モノづくり」カンパニー』として、

お客様のニーズにきめ細かく対応し、お客様に真にご満足いただける、お客様の価値をより高め

ていただける製品・生産システムを安定的に提供し続けること、また、そのためのたゆまぬ努力

を継続することが当社の企業価値を向上させることであると考えております。 

 このためには、お客様、販売代理店様との信頼関係の構築、継続したコミュニケーションによ

るニーズの理解等、継続的な活動を行うとともに、少数精鋭の優れた専門家集団としての人材の

育成、研究開発への投資、効率的な生産システムの確立、設備投資等、長期的な視点でのモノ作

り体制を構築することが重要であります。また、研究開発においては、要素研究、熱変位解析等

を行い、当社のコストパフォーマンスに優れた商品群および高機能商品群それぞれの価値向上を

さらに推し進めて参ります。 

 当社の経営におきましては、工作機械メーカーとしての長期視点での人材育成、設備投資、各

ステークホルダーへの配慮が重要であり、これらがさらなる成長を実現し、当社の企業価値向上

ひいては株主共同の利益を維持・向上させるものであり、短期的な利益を追求する経営では企業

価値が損なわれると考えております。 

  

Ⅱ．大規模買付ルールの目的 
昨今、我が国においては、新しい法制度の整備や企業文化の変化等を背景として、対象会社の

経営陣と十分な協議のプロセスを経ることなく、一方的に、株式の大量買付を強行するという企

業買収の動きが顕在化しつつあります。 
当社取締役会は、当社が株式を上場しており当社株式の自由な売買が認められる以上、このよ

うな株式の大量買付であっても、当社の企業価値を向上させ、株主共同の利益に資するものであ

れば、一概にこれを否定するものではありません。大規模買付行為を受け入れるかどうかは、

終的には、当社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。 
しかしながら、突如として行われる株式の大量買付行為の中には、その目的等から判断して企

業価値ひいては株主共同の利益を明白に著しく毀損するもの、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行為について検討し、また対

象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な情報と時間を提供しないもの等、株主が適切
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な判断を行うことを困難とするものも見受けられます。 
当社株式に対して大規模買付行為が開始された場合、大規模買付者の提示する当社株式の取得

対価が妥当かどうかを株主の皆様が短期間に適切に判断するためには、大規模買付者及び当社取

締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供されることが不可欠であります。さらに、当社株式

をそのまま継続保有することを考える株主の皆様にとりましても、大規模買付行為が当社に与え

る影響や、当社の従業員、関係会社、顧客及び取引先等のステークホルダーとの関係についての

方針を含む、大規模買付者が考える当社の経営方針や事業計画の内容等は、その継続保有を検討

するうえで重要な判断材料であります。同様に、当社取締役会が当該大規模買付行為についてど

のような意見を有しているかも、株主の皆様の重要な判断材料となると考えます。 

これらを考慮し、当社取締役会は、大規模買付行為に際しては、大規模買付者から事前に株主

の皆様の判断の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、このような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、外部専門家等（フィナンシャル・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を含みます。）の助言を受けな

がら慎重に検討したうえ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

者の提案の改善についての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。このようなプロセスを経ることにより、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（代替案が提示された場合には）その代替案を検討することが可能

となり、 終的な応否を適切に決定する機会を与えられることとなります。 

以上により、当社取締役会は、大規模買付行為が合理的なルールに従って行われることが当社

及び当社株主共同の利益に合致するものと考え、事前情報提供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、以下のとおり設定することといたしました。 
なお、当社の平成 21 年 3 月期末の大株主の状況は別添(2)のとおりであります。 

 
Ⅲ．大規模買付ルールの内容 
「大規模買付行為」とは、下記の①または②に該当する買付行為（あらかじめ当社取締役会が同意

したものを除きます。）を指し、以下、このような大規模買付行為を行おうとする者を「大規模買付

者」といいます。 

① 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

等の買付行為 

② 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 

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

に基づき保有者とみなされる者を含みます）または買付等（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行われるものを含みます）を行う者とその共

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）及び特別関係者（同法第 27 条の 2第 7項に規定する特別
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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、当社のその時点での発行済株式から、

有価証券報告書、四半期報告書及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。 
 
１．大規模買付ルールの骨子 

当社取締役会が設定する大規模買付ルールは、以下の内容を骨子とします。 

① 大規模買付者は、大規模買付行為を行う前に、当社取締役会に対し、必要かつ十分な

情報を提供すること 
② 当社取締役会が当該大規模買付行為に対して一定の評価を行い、また代替案を提示す

るために必要な期間（取締役会評価期間）が経過した後に、大規模買付行為を開始す

ることができること 
 

２．大規模買付ルールによる具体的手続 
(1) 大規模買付者による意向表明書の提出及び情報提供 

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を含む意向表明書を提出していただきます。当該意向表明書に

は、大規模買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先及び提案する大規

模買付行為の概要が明記される必要があります。 

当社は、意向表明書の受領後 10 営業日以内に、株主の皆様のご判断及び取締役会としての

見解形成のために必要な情報（以下「大規模買付情報」といいます。）のリストを大規模買付

者に交付いたします。大規模買付者には、当該大規模買付情報のリストに従い、当社取締役

会に対し、大規模買付情報を提供していただきます。なお、当初提供していただいた情報だ

けでは大規模買付情報として不足していると当社取締役会が判断した場合は、十分な大規模

買付情報が完備するまで追加的に情報提供していただくことを求めます。 

大規模買付情報には下記の内容が含まれますが、その具体的内容は、大規模買付者の属性、

大規模買付行為の態様、内容等によって異なりますので、これらに限られるものではありま

せん。 

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、ファンドの場合は組合

員等の構成員を含む）の詳細（名称、資本構成、経歴・沿革、事業内容、財務内容

等を含む） 
② 大規模買付行為の目的、方法及び内容（買付対価の種類・価額、買付の時期、買付

に関連する一連の取引のスキーム、買付行為の適法性、買付実行の蓋然性等を含む） 
③ 買付価格の算定根拠（算定の前提条件、算定方法、算定に用いた数値情報、買付に

関連する一連の取引により発生が予想されるシナジーの額及びその算定方法等を

含む） 
④ 買付資金の裏付け（買付資金の提供者の名称、調達方法、調達に関連する一連の取
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引の内容等を含む） 
⑤ 大規模買付行為完了後に企図す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、配当政策、資産活用策等 
⑥ 大規模買付行為完了後に企図する当社及び当社グループの従業員、取引先、顧客、

地域社会その他当社のステークホルダーの処遇方針 
⑦ 大規模買付行為に際しての第三者との間の意思連絡の有無、その内容等 

 
なお、大規模買付者から意向表明書の提出があった事実及び当社取締役会に提供された大

規模買付情報は、株主の皆様のご判断に必要であると認められるときには、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。 
 

(2) 当社取締役会による評価期間及び当社取締役会の見解等の公表 
次に、当社取締役会は、大規模買付情報が完備した後、当社取締役会による検討、評価、

交渉、見解形成、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。）が当社

取締役会に与えられるべきであると考えます。この取締役会評価期間は、大規模買付行為の

評価等の難易度に応じて、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

付の場合には 60 日間、その他の大規模買付行為の場合には 90 日間とします。大規模買付行

為は、この取締役会評価期間が経過した後、開始され得るものとします。 

当社取締役会は、取締役会評価期間中、外部専門家等の助言を受けながら、提供された大

規模買付情報を十分に検討・評価し、当社取締役会としての見解を慎重にとりまとめて公表

いたします。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変更に

ついて交渉し、株主の皆様に取締役会としての代替案の提案を行うこともあります。 
 

 
Ⅳ．大規模買付行為がなされた場合の対応方針（発動のプロセス） 

１．大規模買付者により大規模買付ルールが遵守される場合 
 大規模買付者により大規模買付ルールが遵守される場合には、当社取締役会は、取締役会

評価期間における検討の結果、仮に当該大規模買付行為に反対する見解に至ったとしても、

当該買付提案に対する反対意見の表明あるいは代替案の提示等により、株主の皆様の説得に

努めるに留め、当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。株主の皆様が大規模買

付者の買付提案に応じるか否かは、当該買付提案及びそれに対して当社取締役会が公表する

見解や当社取締役会が提示する代替案をご検討いただき、株主の皆様ご自身においてご判断

されるべきものと考えます。 
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、以下の①または②に定める要

件のいずれかに該当し、当該大規模買付行為が明らかに当社の企業価値を毀損し株主共同の

利益を害するものと当社取締役会が判断した場合は、当社取締役会は当社株主共同の利益を

守るために、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により認められる
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対抗措置をとることがあります。具体的対抗措置として新株予約権の無償割当を行う場合の

概要は別添(1)記載のとおりですが、実際にこれを行う場合には、議決権割合が 20%以上とな

る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及び行使条件を定めることがあります。 

 
① 下記に掲げる行為等により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵

害をもたらすおそれのある買付行為である場合 
(a)株式を買い占め、その株式について当社に対して高値で買取りを要求する行為 
(b)当社の経営を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取得する等、当社の

犠牲のもとに買付者等の利益を実現する経営を行うような行為 
(c)当社の資産を買付者等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

る行為 
(d)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高額資産等を処

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、一時的高配当による株

価の急上昇の機会を狙って高値で売り抜ける行為 
② 強圧的二段階買付（ 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をい

う）等、株主に株式の売却を事実上強要するおそれのある買付である場合 
 
２．大規模買付者が大規模買付ルールを遵守されない場合 

大規模買付者により大規模買付ルールが遵守されなかった場合は、具体的な買付方法の如

何に拘らず、大規模買付ルールが遵守されなかったことのみをもって、当社取締役会は、当

社株主共同の利益を守るために、前記の対抗措置をとることがあります。 
 
３．上記１．または２．の対応方針を決定する場合の手続 

 当社取締役会は、上記１．または２．において対抗措置をとることを検討するにあたって

は、大規模買付者の提供する情報に基づき、外部専門家等の助言を参考としながら、当該大

規模買付者及び当該大規模買付行為が当社企業価値ひいては株主共同の利益に与える影響等

を慎重に検討いたします。また、 終的に対抗措置をとることを決議する場合には、当社監

査役の意見を尊重したうえで、決定するものとします。 
なお、当社取締役会が対抗措置をとることを決定した場合は、法令及び金融商品取引所規

則等に従って適時適切な開示を行います。 
 

Ⅴ．株主・投資家に与える影響等 
１．大規模買付ルールの設定が株主・投資家に与える影響等 

 大規模買付ルールは、株主の皆様が大規模買付行為に応じるか当社株式の保有を継続する

かをご判断いただくために必要な大規模買付情報や、大規模買付者の提案内容に対する当社
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取締役会の見解を提供し、また、株主の皆様が当社取締役会による代替提案を受ける機会を

確保するものです。大規模買付ルールが遵守されることにより、株主の皆様には、大規模買

付行為に応じるか当社株式の保有を継続するかについて、十分な情報に基づきご検討をいた

だいたうえで適切なご判断を行っていただくことが可能となります。 
したがいまして、当社取締役会としましては、大規模買付ルールの設定が、株主の皆様及

びそれに留まらず一般投資家の皆様の適切な投資判断に資するものであると判断し、今般の

決議に至ったものです。 
 なお、前記Ⅳにおいて述べましたとおり、大規模買付行為者が大規模買付ルールを遵守さ

れるか否かにより、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、当社株主及

び投資家の皆様におかれましては、大規模買付者が現れた場合には、その動向に十分ご注意

ください。 
 

２．対抗措置の発動が株主・投資家に与える影響等 
 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合、または、大規模買付行為が明ら

かに当社の企業価値を毀損し株主共同の利益を害するものと当社取締役会が判断した場合、

当社取締役会は、当社株主共同の利益を守ることを目的として、前記のとおり対抗措置をと

ることがあります。当社取締役会が対抗措置をとることを決定した場合は、法令及び金融商

品取引所規則等に従って適時適切な開示を行います。 
なお、当社が対抗措置をとった場合であっても、株主の皆様（当該大規模買付者を除きま

す。）が法的権利及び経済的側面において損失を被るような事態は想定しておりません。 
本対応方針に基づく対抗措置として考えられるもののうち、新株予約権の無償割当を行う

場合には、当社取締役会は割当期日を定め、これを公告いたします。割当期日における 終

の株主名簿に記録された株主の皆様に対し、その所有株式に応じて新株予約権が割り当てら

れます。なお、割当対象株主の皆様は、本新株予約権の無償割当ての効力発生日において、

当然に本新株予約権に係る新株予約権者となるため、申込の手続等は不要です。 

 
また、新株予約権の行使により新株を取得するために所定の期間内に一定の金額の払込み

をしていただく必要があります。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。 
 

Ⅵ．大規模買付ルールの有効期間 
本対応方針の有効期間は、平成 22 年 7 月 31 日までとします。これは、平成 22 年６月開催予

定の第 80 回定時株主総会において、新たに選任された取締役により構成される取締役会が、以

後再び 1年間本対応方針を継続するか、あるいは廃止するかを検討するため、約 1ヶ月間の検討

期間を設けるものです。したがいまして、本対応方針は、毎定時株主総会において株主の皆様か

ら信任を得た取締役会により、毎年見直されることになります。取締役会において決定した結果

は、速やかに開示いたします。 
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なお、いったん本対応方針の継続を決定した後においても、当社取締役会は、企業価値ひいて

は株主価値向上の観点から、その時点での法令等を踏まえ、その内容の変更・廃止を含め、本対

応方針を随時見直していく所存です。 

以上 
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別添(1) 
新株予約権の概要 

 
① 新株予約権無償割当ての対象となる株主及びその発行条件 

当社取締役会の新株予約権無償割当決議（以下「本割当決議」といいます。）で定める割当期

日における 終の株主名簿に記録された当社普通株式の株主に対し、その所有する当社普通株式

（但し、当社の有する当社普通株式を除く。）1株につき 1個の割合で、新株予約権を無償で割り

当てる。 

 

② 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

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 1個あたりの目的となる

株式の総数は、1株とする。 

 

③ 割り当てる新株予約権の総数 

新株予約権の割当総数は、当社普通株式の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して、当社取締役会が

定める数とする。当社取締役会は、割当総数がこの上限を超えない範囲で複数回にわたり、新株

予約権の無償割当てを行うことがある。 

 

④ 各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額 

各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額は１株につき1円以上で当社取締役会が定め

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 

議決権割合が 20%以上となる特定株主グループに属する者に行使を認めないこと等を行使の条

件として定める。詳細については、本割当決議において当社取締役会が定めるものとする。 

 

⑦ 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、取得条項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、取得条項については、上記⑥の行使条件のため新

株予約権の行使が認められない者以外が有する新株予約権を当社が取得し、新株予約権 1個につ

き 1株の普通株式を交付することができる旨の条項を定めることがある。 

以上 
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別添(2) 
当社大株主の状況（平成 21 年 3 月期末）（ご参考） 

 

 当社の平成 21 年 3 月期末の大株主の状況は以下のとおりであります。 

 
当社への出資状況 

株 主 名 
持株数 議決権比率 

 千株 ％

ファナック株式会社 3,000 4.56 

株式会社中国銀行 2,896 4.40 

滝澤鉄工所取引先持株会 851 1.29 

住友信託銀行株式会社 800 1.22 

中銀リース株式会社 700 1.06 

滝沢玉子 513 0.78 

株式会社トマト銀行 500 0.76 

野村信託銀行株式会社（投信口） 436 0.66 

日本証券金融株式会社 421 0.64 

三豊機工株式会社 381 0.58 

 
以上 

 


