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平成 23年５月 16日 
各 位 

会 社 名 積水化学工業株式会社 
代表者名 代表取締役社長    根岸 修史 

                                  （コード番号 4204  東証･大証  市場第１部） 
問合せ先 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長  山﨑 学 
電話番号  03-5521-0522 

 

 

当社株券等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の更新に関するお知らせ 
 

 

当社は、平成20年６月27日開催の第86回定時株主総会の決議における株主の皆様のご承

認を得て、当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（以下、「現行プラン」といいま

す。）を導入しております。 

本定時株主総会終結の時をもって現行プランの有効期間が満了を迎えるにあたり、当社

は現行プラン導入後の情勢等を踏まえ、さらに検討を加えた結果、平成23年５月16日開催

の取締役会において、本定時株主総会における出席株主の皆様の議決権の過半数のご賛同

を得て承認可決されることを条件として、現行プランの一部を変更した上で更新すること

を決議いたしましたので（以下、一部変更して更新するものを「本プラン」といいます。）、

以下のとおりお知らせいたします。 

 

本更新に伴う現行プランからの変更点の概要は、以下のとおりです。 

 

(1) プランの迅速な運営を図り、合理的な範囲を超えて買収提案の対応期間がいたずら

に延びることがないようにするため、取締役会が大規模買付者に対して追加的に情報

提供を求める期間の上限を60日とする旨を明記し、独立委員会による評価期間につい

ては、最長60日（現金以外の場合は90日）とすることを明記しました。 

 

(2) 現行プランにおける諸所の要件を整理、削減いたしました。対抗措置を発動するこ

とが相当と認められる場合の要件については、定義の明確化に努めるとともに抽象的

な表現と考えられる「本源的価値」等の文言を削除しました。 
 

(3) その他、株券電子化等の関係法令の整備・変更に伴う所要の修正、その他文言の整

理等を行いました。 

 

 

 

 



 - 2 - 

１．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 

 

当社は、株式公開企業として当社の株主は市場での自由な取引を通じて決まることが大

前提であると考えています。したがって、当社の支配権の移転を伴う大規模買付行為を受

け入れるかどうかの判断も、最終的には当社株主の皆様の意思に基づき行われるべきもの

と考えています。しかしながら、株式公開企業株式の大規模買付行為や買付提案の中には、

その目的や手法等に鑑み、明らかに、企業価値・株主共同の利益をかえりみることなく、

もっぱら買収者自らの利潤のみを追求しようとするもの、株主に株式の売却を事実上強要

するもの、買付対象会社の株主や取締役会が大規模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に十分な情報や時間を提供しないもの等、

対象会社の長期的な株主価値を明らかに毀損すると考えられるものも想定されます。当社

では、後述のとおり当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に向上させるため

の戦略を策定し、その概要を株主・投資家の皆様に開示・説明しておりますが、前述のよ

うな濫用的かつ不適切な買収行為から、長期的な株主共同の利益を保護することが当社取

締役会に課せられた重要な責務のひとつと認識し、大規模買付行為や買付提案に関する一

定のルールを定めておくことがそのために必要であると考えています。 

 

２．基本方針の実現に資する取り組み  

 

当社は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期持続的に向上させるための取

り組みとして、以下に記載する中期経営計画を策定し、すでに実施しております。上記１.

の基本方針の実現とこれらの取り組みは一体化しており、当社経営陣が本中期経営計画を

実現し当社グループを大きく進化させるためには、当社株式の大規模買付行為に関しても、

株主の皆様に適正な情報に基づき適正な判断をしていただくための最低限のルールを備え

ておくことが、株主共同の利益に資するものと考えています。 

 

(1) 中期経営計画「GS21-SHINKA(シンカ)！」による企業価値向上への取り組み 
当社は、平成21年度から25年度までを対象期間とした中期経営計画「GS21-SHINKA!」
に取り組んでいます。「GS21-SHINKA!」では、当社グループが中長期で目指す姿とし
て新たに策定した「グループビジョン（表１）」の実現に向け、これまで進めてきた成

長フロンティアの開拓により高成長を遂げた「フロンティア７（住宅ストック、管路更

生、水インフラ海外、機能材、ＡＴ（車輌材料)、ＩＴ（電子材料)、ＭＤ（メディカル）

の７分野）」を中心に各事業において成長と改革を進め、グループとして大きく進化（深

化、新化）することを狙いとしています。 
 

表１・「グループビジョン」（2009年制定） 

積水化学グループは、際立つ技術と品質により、 

「住・社会のインフラ創造」と「ケミカルソリューション」の 

フロンティアを開拓し続け、 

世界のひとびとのくらしと地球環境の向上に貢献します。 
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 本中期経営計画は、リーマン・ショックに端を発した不況を乗り切り収益性を回復させ

る前半２年間と、目指す姿に沿って利益拡大を達成する後半３年間の大きく２つの期間に

分けられ、最終年度となる2013年度に営業利益800億円の達成を目指しています。 

なお、後半３年間については、2011年３月に「GS21-SHINKA! 2nd stage ローリング
プラン」を策定し、戦略や施策のブラッシュアップを図っています。 

主な内容は以下のとおりです。 

 

1）２つの事業領域において、３つの事業区分ごとに成長策を推進 

当社グループは、グループビジョンで示すとおり、事業領域を「住・社会のインフ

ラ創造」と「ケミカルソリューション」の２領域に方向づけています。その上で、各

事業を「基盤事業」｢フロンティア７」｢次世代事業」の３つに区分し、それぞれの狙

いを明確に定めました（図１参照）。 

ローリングプランでは、「基盤事業」については収益性の向上と着実な増益を、「フ

ロンティア７」については全社収益の柱となるべく営業利益構成比60％とグローバル

No.１を目指します。「次世代事業」については方向性を絞り込み、NEXTフロンティア

の開拓に挑戦していきます。 

 

2）「３つのSHINKA」による目指す姿への進化（深化・新化）  
本中期経営計画では、グループビジョンを実現し｢際立つ、高収益なプレミアムカン

パニー」への転換を図るため、それぞれの事業において「フロンティア」｢モノづくり」

｢人材」という３つのSHINKA（進化、深化、新化）への取り組みを基本戦略とし、
成長と改革に取り組んでいます。 

 

 図１・ローリングプランの取り組みに向けた事業の枠組み 
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   ローリングプランでは、これら３つのSHINKAをさらに磨き上げ、ビジネスモデル
を変革させることを目指していきます。 

 

  １．フロンティアＳＨＩＮＫＡ 

「グローバル展開」「バリューチェーン展開」「新成長セグメント開拓」の３つの

軸で市場の革新を進め、フロンティア開拓を継続します。 

＜①グローバル展開＞ 

 最大のフロンティアであるグローバル市場において、当社グループの持つ、際立つ

製品と技術により新たな市場を開拓し、海外売上高3,000億円を目指します。 

   ・管路更生事業における米国・欧州の施工パートナー拡充による売上拡大 

・メディカル事業における米国・欧州・アジア３極体制でのシナジー追求 

・車輌分野における最適グローバルアロケーション追求によるコスト競争力の強化 

＜②バリューチェーン展開＞ 

 住宅の顧客循環型事業や管路更生事業における前工程（企画、診断）から後工程（施

工、補修）までの全工程での事業展開等、縦横のチェーンを取り込み、周辺領域ま

で事業領域を拡大します。 

  ・住宅分野における顧客循環型バリューチェーンの展開 

・バリューチェーン展開によるストックビジネスの確立（管路更生事業の展開強化） 

・戦略事業分野におけるバリューチェーン展開の複合化 

＜③新成長セグメント開拓＞  

 成熟市場においても「環境」｢ストック」｢エネルギー」をキーワードに新しい需要

が生まれるという認識に立ち、新たな成長分野の開拓に取り組みます。 

 ・環境先進住宅での新築戸建シェア拡大 

・社会インフラ、既存建築の更新、耐震化需要開拓、等 

・省エネルギー関連製品や太陽光発電システム搭載住宅等の新エネルギー分野の開拓 

ローリングプランでは、「グローバル展開」と「バリューチェーン展開｣、｢新成長

セグメント開拓」による取り組みについて、個々に独立して行うのではなく、相互に

連関させ推進し、ダイナミックにビジネスモデルを変革させることを狙いとしていま

す（図２）。 

    

図２・３つの軸による取り組みを三位一体で推進 
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２．モノづくりＳＨＩＮＫＡ 

技術革新による「新化」とモノづくり基盤力による「深化」の実現を目指します。

ローリングプランでは、目標値の見直し等を行っています。 

・原材料・プロセスの転換による究極コスト 

 ・生産性２倍超・究極の自動化 

 ・生産体制の再構築 

 ・従来の「モノづくり革新」活動の深化 

 

３．人材ＳＨＩＮＫＡ 

目指すべき事業の姿を実現できる人材の革新に取り組み、グループ人材力の強化を

図ります。ローリングプランでは、個々の施策の目標値の見直し等を行っています。 

 ・グローバルに活躍する人材づくり 

 ・プロフェッショナルとして活躍する人材づくり 

 ・多様な人材が活躍する職場づくり 

 

3) 財務戦略 

当社の財務戦略は、経営上の最重要課題の一つである企業価値増大と、株主様への

積極的な利益還元を果たすことを基本方針に掲げています。この方針のもと、株主還

元につきましては、連結当期純利益の30％を目途として業績に応じた安定的な配当政

策を実施しています。内部留保資金は、将来の企業価値増大に必要な資金として、研

究開発費や設備投資、戦略投資、投融資等に充当する方針です。 

投資につきましては、営業キャッシュ・フローの範囲内で行い、その中でも成長の

期待できる戦略投資に重点を置く方針です。戦略投資につきましては、今後の成長に

欠かせない設備投資やＭ＆Ａ、海外での事業体制構築に充当します。 

 

2008年度 2010年度 2013年度

売上高 9,342億円 9,154億円 1兆1,200億円

　住宅 4,244億円 4,186億円 5,000億円

　環境・ライフライン 2,252億円 1,955億円 2,400億円

　高機能プラスチックス 2,626億円 2,816億円 3,600億円

　その他 218億円 196億円 200億円

営業利益 335億円 493億円 800億円

　住宅 171億円 243億円 340億円

　環境・ライフライン 16億円 15億円 150億円

　高機能プラスチックス 157億円 243億円 360億円

　その他 ▲2億円 ▲9億円 ▲50億円

営業利益率 3.6% 5.4% 7.1%

海外売上高 1,515億円 1,800億円 3,0０0億円
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 (2) コーポレート・ガバナンスの強化に向けた取り組み 

 

昨今の当社を取り巻く事業環境は、急速なグローバル化や新設住宅着工戸数の減少な

ど大きな転換期を迎えています。新しい事業機会への迅速な対応、競合に伍していくた

めの体制構築、増大するリスクへの対応といった点において、抜本的な対策が不可欠と

なってまいりました。このような状況の下、当社は、当社グループの経営理念および企

業行動指針を具現化し、グループ全体の継続的な企業価値向上を図っていくために、コ

ーポレート・ガバナンスの強化を経営上の重要課題と位置づけ、当社における監督機能、

業務執行機能を明確化し、経営における透明性と公正性の向上と迅速な意思決定の追求

に努めております。 

 

当社は、株主の皆様に対する経営陣の責任をより一層明確にするため、平成19年６月

28日開催の第85回定時株主総会において、取締役の任期を２年から１年に短縮いたしま

した。また、各カンパニーの事業環境の変化に迅速に対応するため、平成20年４月１日

より執行役員制度を導入し、業務執行に専念する役員を選任いたしました。これに加え、

当社グループの企業価値を継続的に増大し、経営の透明性・公正性を確保し取締役会に

おける監督機能を強化するため、平成20年６月27日開催の第86回定時株主総会より、社

外取締役２名を選任するとともに、取締役の人員を９名にしております。これにより、

取締役会の役割を明確化するとともに、当社グループの基本方針決定、高度な経営判断

と業務執行状況の監督を行う機関と位置づけております。 

 

なお、当社は、社外取締役の独立性を確保するために、社外取締役規則において、当

社の大株主や主要取引先等から社外取締役候補者を指名しない旨を定めております。 
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３．本プランの内容 

 

(1) 本プランの目的  

本プランは、当社の株券等に対する買付その他これに類似する行為またはその提案

（以下、併せて「買付」といいます｡）が行われた際に、株主の皆様が適切な判断をす

るために必要な情報や時間を確保し、大規模買付行為を行う者（以下、「大規模買付者」

といいます｡）と協議･交渉等を行うことにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利

益を確保し、向上させることを目的としています。現時点においては、当社株券等につ

いて、第三者からの大規模買付行為にかかる具体的な提案を受けている事実はございま

せんが、上記１．に述べた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り組みとして更新するものです。 

なお、平成23年３月31日現在における当社の大株主の状況は、別紙１（16ページ）に

記載のとおりです。 

 

(2) 本プランの手続 

1）対象となる大規模買付行為 

本プランの適用の対象となる「大規模買付行為」とは、以下の①または②に該当す

る行為（ただし、当社が予め取締役会決議により同意したものを除きます。）をいい

ます。 

①当社が発行者である株券等（注１）について、保有者（注２）の株券等保有割合（注

３）が20％以上となる買付 

②当社が発行者である株券等（注４）について、公開買付け（注５）に係る株券等の

株券等所有割合（注６）およびその特別関係者（注７）の株券等所有割合の合計が

20％以上となる公開買付 

注１・金融商品取引法第27条の23第１項に定義されます。以下別段の定めがない限

り同じとします。 

注２・金融商品取引法第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。 

注３・金融商品取引法第27条の23第４項に規定されます。 

注４・金融商品取引法第27条の２第１項に規定されます。  

注５・金融商品取引法第27条の２第６項に規定されます。 

注６・金融商品取引法第27条の２第８項に規定されます。以下同じとします。 

注７・金融商品取引法第27条の２第７項に規定されます。ただし、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。 
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2）独立委員会の設置 

本プランにおいては、新株予約権の無償割当てその他法令または当社定款が当社取

締役会の権限として認める措置の実施または不実施等の判断に関する当社取締役会

の恣意的な判断を排除し、その客観性および合理性を担保するため、当社取締役会に

おいて定める独立委員会規則に従い、当社取締役会から独立した組織である独立委員

会を設置します。独立委員会規則の概要は、別紙２（17ページ）に記載のとおりです。

独立委員会の委員は３名以上とし、当社社外取締役または当社社外監査役の中から当

社取締役会が選任した者がこれに就任します。本プランの更新時点において予定され

る独立委員会委員の氏名および略歴については、別紙３（18ページ）に記載のとおり

です。 

 

3）大規模買付者に対する買付説明書提出および大規模買付情報提供の要求 

大規模買付者には、大規模買付行為の実行に先立ち、当社取締役会に対して、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、大規模買付行為の

概要、ならびに大規模買付行為を開始するに際し本プランに定める手続を遵守する旨

の誓約文言等を日本語で記載した当社所定の書面（以下、「買付説明書」といいます。）

を当社取締役会に対し提出していただきます。 

その上で、大規模買付者に、株主の皆様のご判断ならびに独立委員会および当社取

締役会としての意見形成のために必要かつ十分な情報（以下、「大規模買付情報」と

いいます。）を日本語で記載した書面を、当社取締役会に対し提出していただきます。

大規模買付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等

によって異なりますので、当社取締役会は、大規模買付者による買付説明書の受領後

10営業日以内に大規模買付情報のリストを作成し、大規模買付者に対し提示すること

とします。 

大規模買付情報の具体的内容は、大規模買付者の属性、大規模買付行為の目的およ

び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大規模買付者およびそのグループ（共同保有者（金融商品取引法第27条の23第５項

に規定され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｡）、特別関係者およびファンド（ファンドの場合は組合員その他の構成

員を含みます｡））の詳細（名称、事業内容、資本構成、財務内容、経営成績、代

表者と経営幹部の経歴、過去の法令違反等の有無および内容、現在係争中の案件の

有無等を含みます｡） 

②買付の目的、方法および内容（買付の対価の価額・種類、買付の時期、関連する取

引の仕組み、買付の方法の適法性、買付の実行の蓋然性等を含みます。） 

③買付対価の算定根拠と算定方法 

④買付の資金の裏付け（買付の資金の提供者（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。）  
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⑤買付完了後の当社の経営方針、事業計画､資本政策､配当政策ならびに買付完了後に

おける当社の従業員、顧客、取引先、債権者等の当社に係る利害関係者の処遇方針 

⑥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 

当社取締役会は、提供を受けた大規模買付情報が不十分であると合理的に判断した

場合には、合理的な期限（ただし、最初に大規模買付情報の提供を受けた日から起算

して60日を上限とします。）を定めた上で、大規模買付者に対し、大規模買付情報が

完備するまで追加的に情報提供を求めます。この場合、大規模買付者は、当該期限ま

でに要求された大規模買付情報を追加的に書面にて提出していただきます。 

当社取締役会は、大規模買付者から上記各情報を受領した場合には、速やかに独立

委員会に対して当該情報を提供します。 

なお、大規模買付者から提出された買付説明書および大規模買付情報は、株主の皆

様の判断のために必要かつ適切であると認められる範囲において、当社取締役会が適

切と判断する時点で、株主の皆様に対して情報開示を行います。 

 

4）独立委員会による当社取締役会に対する情報提供の要求 

大規模買付者から買付説明書の提出および大規模買付情報の提供がなされた場合、

独立委員会は、当社取締役会に対して、大規模買付行為の内容に対する意見およびそ

の根拠資料、代替案、その他独立委員会が必要と認める情報・資料等を、その作成・

提供のために合理的に必要と独立委員会が認める期間内（原則として、すべての大規

模買付情報が記載されたと当社取締役会が判断する内容を有する大規模買付行為に

関する書面による提案（以下、「買収提案」といいます。）を当社取締役会が受領し

た時から起算して30日を上限とします。）に提供するよう要求することがあります。 

 

5）独立委員会による検討・評価等 

当社取締役会は、買付説明書および買収提案を受領した場合、上記４）の情報提供

の要求を独立委員会から受けているか否かを問わず、当該買収提案を速やかに独立委

員会に付議するものとします。なお、当社取締役会は、かかる付議の後、当社取締役

会が相当と判断した場合には、速やかに、当該付議の事実および買収提案の概要、以

下に定める独立委員会評価期間の開始日および終了予定日その他取締役会が適切と

判断する事項について、株主の皆様に対して情報開示を行います。 

独立委員会は、大規模買付者および（当社取締役会に対して上記のとおり情報・資

料等の提示を要求した場合には）当社取締役会から情報・資料等を受領した時から起

算して、最長60日（対価を円貨の現金のみとする公開買付による当社のすべての株券

等の買付の場合）または90日（左記以外の大規模買付行為の場合）（以下、当該期間

を「独立委員会評価期間」といいます。）以内に、大規模買付行為に対して対抗措置

（対抗措置の具体的内容については下記(4)に記載のとおりです。）を発動するか否

かに関する当社取締役会への勧告のための判断を行います。独立委員会の判断が、当
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社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するようになされることを確保するため、

独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（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を含みます。）の助言を得るこ

とができるものとします。 

   また、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確保・向上という

観点から、大規模買付行為の内容を改善させるために、必要であれば、直接または取

締役会に委任した上で、大規模買付者と協議・交渉を行います。 

 

6）独立委員会による勧告 

独立委員会は、独立委員会評価期間の期間中に、または経過後速やかに、以下の基

準に従って、対抗措置を発動すべきか否かを判断し、当社取締役会に勧告します。大

規模買付者は、独立委員会の勧告を受けて、当社取締役会が対抗措置を発動しない旨

の決議を行った後でなければ、大規模買付行為に着手することができないこととしま

す。 

なお、独立委員会は、以下のいずれの場合も、その勧告の内容その他の判断事項に

ついて、決定後速やかに情報開示を行います。 

 

  ①独立委員会が対抗措置の発動を勧告する場合 

独立委員会は、買収提案を検討した結果、買収提案が下記(3)に定める対抗措置発

動の要件のいずれかに該当すると判断した場合には、独立委員会評価期間の終了の

有無を問わず、当社取締役会に対し、対抗措置の発動を勧告します。 

   

②独立委員会が対抗措置の不発動を勧告する場合 

独立委員会は、買収提案を検討した結果、買収提案が下記(3)に定める対抗措置発

動の要件のいずれにも該当しない場合もしくは該当しても対抗措置を発動するこ

とが相当ではないと判断した場合または当社取締役会が独立委員会の要求にかか

わらず上記 4）に規定する意見および独立委員会が要求する情報・資料等を所定期

間内に提示しなかった場合には、独立委員会評価期間の終了の有無を問わず、当社

取締役会に対して、対抗措置の不発動を勧告します。 

 

③独立委員会が対抗措置の発動の中止等を勧告する場合 

独立委員会は、対抗措置の発動を勧告した後、大規模買付者が大規模買付行為を

撤回した場合その他大規模買付行為がなされなかった場合、または、当該勧告の判

断の前提となった事実関係等に変動が生じ、もしくは当該事実が真実ではないこと

が独立委員会に認識され、独立委員会が下記(3)に定める対抗措置発動の要件のい

ずれにも該当しないと判断した場合には、当社取締役会に対し、改めて対抗措置の

発動の中止等を勧告します。 
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7）取締役会の決議 

当社取締役会は、独立委員会の上記勧告を最大限尊重し、対抗措置の発動、不発動

または中止等の決議を行うものとします。当社取締役会は、上記の決議を行った場合、

速やかに当該決議の内容、その他当社取締役会が必要と認める事項について情報開示

を行います。 

なお、対抗措置として新株予約権の無償割当てを行う場合において、新株予約権の

行使期間開始までの間に、独立委員会が上記6)③の勧告を行った場合には、取締役会

は、次のとおり対抗措置発動を中止することができるものとします。 

①本新株予約権の無償割当ての効力発生日までの間であれば、当社取締役会は本新株

予約権の無償割当てを中止する。 

②本新株予約権の無償割当ての効力発生日後、本新株予約権の行使期間開始までの間

であれば、当社取締役会は本新株予約権を無償取得する。 

 

(3) 対抗措置発動の要件 

1）本プランに定める手続が遵守された場合 

   本プランに定める手続が遵守された場合は、原則として対抗措置の発動を行わない

ものとします。ただし、本プランに定める手続が遵守された場合であっても大規模買

付者による買収提案の内容が以下の要件のいずれかに該当し、かつ、対抗措置を発動

することが相当と認められる場合は、上記(2) 7）に記載される当社取締役会の決議に

より、下記(4)に定める新株予約権の無償割当てその他の法令または当社定款が取締役

の権限として認める措置を行います。 

①買収の目的や買収後の経営方針等に鑑み、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（例えば、下記に掲げる行為）で

ある場合 

   ア 株式等を買い占め、その株式等につき当社に対して高値で買取りを要求する行

為 

   イ 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

社の犠牲の下に買付者等の利益を実現する経営を行うような行為 

   ウ 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

て流用する行為 

   エ 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、一時的な高

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（最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

付条件を株主に対して不利に設定し、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います。）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 
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③当社の企業価値創造と長期的な株主価値増大の実現のために必要不可欠な、当社の

他の株主、従業員、顧客を含む取引先、債権者等の当社に係る利害関係者との関係

を根本的に破壊することで、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に著しく反す

る重大なおそれをもたらす買付である場合 

 

2）本プランが遵守されなかった場合 

大規模買付者から大規模買付情報が提供されず、また提供された場合（当社取締役

会から追加の要求により、提供された場合を含む。）であっても、これが不十分であ

ると取締役会が合理的に判断した場合その他大規模買付者が本プランに定める手続

に違反した場合には、上記(2) 7）に記載される当社取締役会の決議により、下記(4)

に定める新株予約権の無償割当てその他の法令または当社定款が取締役の権限とし

て認める措置を行います。 

 

(4) 対抗措置（新株予約権無償割当て等）の内容 

当社取締役会は、独立委員会から対抗措置の発動の是非に関する勧告を受けた場合、

当該勧告を最大限尊重した上で、当社取締役会の決議により、新株予約権の無償割当て

その他の法令または当社定款が取締役の権限として認める措置を行うことができるも

のとします。具体的な対抗措置として新株予約権の無償割当てを行う場合の新株予約権

の概要につきましては、別紙４（19ページ）に記載のとおりです。 

なお、新株予約権無償割当てを行う場合には、対抗措置としての効果を勘案した行使

期間、行使条件および取得条項を定めることがあります。 

 

(5) 本プランの有効期間、廃止および変更 

本総会において株主の皆様のご承認を得られることを条件として、本プランの有効期

間は、平成26年６月開催予定の第92回定時株主総会の終結の時までとします。ただし、

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プランを廃止する旨の議案が

承認された場合、または独立委員会の勧告により取締役会で本プランを廃止する旨の決

議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。したがって、

本プランについては、株主の皆様のご意向に従ってこれを廃止させることが可能です。 

また、本プランの有効期間中であっても、当社取締役会は、独立委員会の勧告に従い、

本プランを見直し、もしくは変更し、または上記１．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ることを防止するための別の

取り組みを行う場合があります。当社取締役会は、本プランが廃止または変更された場

合には、速やかに、当該廃止または変更の事実および変更された場合には変更内容その

他の事項について、情報開示を行います。 

※本プランの手続のおおまかな流れは、別紙５（20ページ）に記載したフローチャート

のとおりです。 
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４．本プランの合理性 

 

当社では、本プランの設計に際して、以下の諸点を考慮し織り込むことにより、本プラ

ンが、上記１．の基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致するも

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

 

(1) 株主意思の反映  

本プランは、本総会における株主の皆様からのご承認を条件として更新されます。上

記３．(5)に記載したとおり、本プランの有効期間の満了前であっても、株主総会にお

いて本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止され

ることになり、その意味で、本プランの消長には、株主の皆様のご意向が反映されます。  

 

(2) 買収防衛策に関する指針等の要件の充足 

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」の定める三原則（①企

業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要

性・相当性の原則）をすべて充足しています。また、企業価値研究会が平成20年６月30

日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」に関する議論等を

踏まえた内容となっております。さらに、東京証券取引所の定める買収防衛策の導入に

係る諸規則等の趣旨に合致するものとなっております。 

 

(3) 独立性の高い社外者の判断の重視 

当社は、本プランの導入にあたり、本プランの発動等の運用に際して、当社取締役会

の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために実質的な判断を客観的に行う機関として、

独立委員会を設置しました。独立委員会は、社外取締役、社外監査役、社外有識者から

構成されるものとします。また、独立委員会の判断の概要については株主の皆様に情報

開示をすることとされており、本プランの運用は透明性をもって行われます。 

 

(4) 本プラン発動のための合理的な客観的要件の設定 

本プランは、上記３．(3)に記載したとおり、予め定められた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ます。これにより、当社

取締役会による恣意的な発動を防止します。 
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(5) デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと 

本プランは、上記３．(5)に記載したとおり、当社の株主総会で選任された取締役に

より構成される当社取締役会の決議をもって廃止することができるものとされており、

大規模買付者が当社の株主総会で取締役を指名し、当該取締役により構成される当社取

締役会の決議をもって本プランを廃止することが可能です。したがって、本プランはい

わゆるデッドハンド型の買収防衛策（取締役会を構成する取締役の過半数を交替させて

も、なおその発動を阻止することができない買収防衛策）ではありません。また、当社

取締役の任期は１年であることから、本プランは、いわゆるスローハンド型の買収防衛

策（取締役会を構成する取締役を一度に交替させることができないため、その発動を阻

止するために時間を要する買収防衛策）でもありません。 

 

５．株主および投資家の皆様への影響 

 

 (1) 本プランの更新時に株主および投資家の皆様に与える影響 

本プランの更新時点においては、新株予約権の無償割当て自体は行われませんので、

株主および投資家の皆様の権利または経済的利益に直接具体的な影響が生じることは

ありません。 

 

 (2) 新株予約権の無償割当て時に株主およ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の無償割当てを決議した場合、割当期日における株主の皆

様に対し、その保有する当社株式１株につき新株予約権１個の割合で、新株予約権が無

償にて割当てられます。そして、当社が、当社取締役会が定める日をもって新株予約権

を取得し、これと引換えに当社株式を株主の皆様に交付する場合には、株主の皆様は行

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

株式を受領するため、株主の皆様の保有する当社株式の希釈化は生じません。 

なお、当社は、本プランの発動にかかる手続の過程において、株主の皆様に必要な情

報を開示しますが、新株予約権無償割当て決議がなされ、新株予約権の無償割当てを実

施したにもかかわらず、独立委員会が対抗措置の発動の中止等を勧告した場合には、新

株予約権の行使期間開始までの間に、当社が新株予約権者に当社株式を交付することな

く新株予約権を無償取得することがあります。その場合には、１株当たりの当社株式の

価値の希釈化は生じないことから、当該希釈化が生じることを前提に当社株式等の売買

を行った株主または投資家の皆様には、株価の変動による不測の損失が発生する可能性

があります。 
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(3) 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 

 

1）新株予約権の割当ての手続 

新株予約権の無償割当期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様は、新

株予約権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るため、申込の

手続は不要です。 

 

 2）当社による新株予約権の取得の手続 

当社は、当社取締役会の決定により、かかる新株予約権を保有する新株予約権者に

通知し、またはこれに代えて公告を行ったうえで、当社取締役会が定める日をもって

新株予約権を取得し、これと引き換えに当社株式を新株予約権者に交付することがあ

ります。この場合には、取得の対象となる新株予約権を保有する株主の皆様は、行使

価額相当の金銭を払い込むことなく、新株予約権１個当たり原則として当社株式１株

の交付を受けることになります（なお、この場合、かかる株主の皆様には、別途、ご

自身が特定大量保有者でないこと等を誓約する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、割当方法および当社による新株予約権の

取得手続等の詳細につきましては、新株予約権無償割当て決議が行われた後、株主の

皆様に対して公表また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 

 

当社の大株主の状況 

 

 

平成23年３月31日現在の当社の大株主の状況は、次のとおりです。 

 

１．発行済株式の総数                  539,507,285株 

                    （自己株式17,161,349株を含む） 

 

２．大株主 

 

株 主 名 
持株数 

（千株） 

持株比率 

（％） 

旭化成株式会社 31,039 5.94 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 26,492 5.07 

第一生命保険株式会社 26,181 5.01 

積水ハウス株式会社 25,592 4.89 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 23,327 4.46 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 19,164 3.66 

東京海上日動火災保険株式会社 15,927 3.04 

積水化学グループ従業員持株会  10,612 2.03 

ジェーピー モルガン チェース バンク 385164  9,704 1.85 

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223 8,485 1.62 

合  計 196,525 37.62 

（注）１．持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。 

２．持株比率は、発行済株式の総数から自己株式数を控除して計算しております。 

３．当社は自己株式を17,161千株保有しております。なお、発行済株式の総数に対

する所有株式数の割合は3.18％であります。 
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別紙２ 

 

独立委員会規則の概要 

 

１．委員会の設置の目的等 
独立委員会は、当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（本プラン）の発動ま
たは不発動の判断を当社取締役会において行うに際し、当社取締役会から独立した組
織の見解を求めることを目的として、本プランが承認された株主総会終了後の取締役
会の決議により設置する。 

 
２．委員会の構成 

独立委員会の委員は、当社の設定している独立性要件を充足する当社社外取締役、
当社社外監査役または社外の有識者のいずれかに該当する者の中から、当社取締役会
が選任する。独立委員会の委員は、３名以上とする。 

 
３．委員の任期 

独立委員会の委員の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時株主総会の直後に開催される当社取締役会の終了の時までとし、当該委
員が再任することを妨げないこととする。なお、任期の満了する取締役会において別
段の決議がされなかったときは、当該取締役会において再任されたものとみなす。 

 
４．独立委員会の権限および責任 
（１）独立委員会は、当社の取締役会に対し、適宜、大規模買付行為の内容に対する意
見およびその根拠資料、代替案、その他独立委員会が必要であると判断する情報を
提示するよう要請することができる。 

（２）独立委員会は、以下に掲げる事項について決定し、決定理由を付して、その決定
事項を、当社取締役会に対して勧告する。なお、独立委員会の委員および当社取締
役は、これらの決定にあたり、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するか
否かの観点から行うことを要し、専ら自己または当社の経営陣を含む第三者の個人
的利益を図ることを目的としてはならない。 
①新株予約権の無償割当ての実施もしくは不実施 
②新株予約権の無償割当ての中止 
③本プランの廃止または変更 
④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本プラン以外の取り組みの導入 
⑤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 

（３）上記に定めるところに加え、独立委員会は、以下に掲げる事項を行う。 
①大規模買付行為が本プランの対象となるかどうかの決定 
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大規模買付者との協議・交渉 
⑤当社取締役会に対して、当社の企業価値向上施策の代替案の検討・提示の指示 
⑥その他、本プランにおいて独立委員会が行うことができると定めた事項 
⑦その他、当社取締役会において独立委員会が行うことができると定めた事項 

（４）独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（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を含む。）の助言を得ること
等ができる。 

 
５．独立委員会の招集、決議 
 
（１）独立委員会の委員は、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。 

（２）独立委員会の決議は、委員全員が出席し、その全員の一致をもってこれを行う。
ただし、やむを得ない事由があるときは、委員の過半数が出席し、その全員の賛成
による。 
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別紙３ 

 

独立委員会委員の候補者および略歴 

 

 

【氏名】辻   亨（つじ とおる）  

【略歴】昭和14年２月10日生 

昭和36年４月  丸紅飯田株式会社（現・丸紅株式会社）入社 

平成３年６月  丸紅株式会社取締役 

平成８年４月  同社代表取締役常務取締役 

平成９年６月  同社代表取締役専務取締役 

平成11年４月  同社代表取締役社長 

平成15年４月  同社代表取締役会長 

平成16年４月  同社取締役会長 

    平成20年４月  同社取締役相談役 

平成20年６月  同社相談役（現任） 

平成20年６月  当社社外取締役（現任） 

 

※同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 

※当社と丸紅株式会社との間には営業上の取引がありますが、売上高、仕入高と

も会社の売上高総額、仕入高総額に占める比率の0.2％未満であり、主要な取引

先には該当しません。 

 

 

【氏名】長島  徹（ながしま とおる） 

【略歴】昭和18年１月２日生 

昭和40年４月  帝人株式会社入社 

平成12年６月  同社取締役 

平成13年４月  同社取締役ＣＭＯ（グループマーケティング責任者）兼 

経営企画室長 

平成13年６月  同社常務取締役 

平成13年11月  同社代表取締役社長ＣＯＯ（最高執行責任者） 

平成14年６月  同社代表取締役社長ＣＥＯ（最高経営責任者） 

平成20年６月  同社取締役会長（現任） 

平成23年６月  当社社外取締役就任予定 

 

※同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 

※当社と帝人株式会社との間には、営業上の取引はありません。 

 

 

【氏名】國廣  正（くにひろ ただし）  

【略歴】昭和30年11月29日生 

昭和61年４月  弁護士登録 

平成６年１月  國廣法律事務所（現・国広総合法律事務所）開設（現任） 

平成18年６月  当社社外監査役（現任） 

 

※同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 

※当社は、同氏ならびに同氏が所属する国広総合法律事務所との間で、法律顧問

契約を結んでおりません。 
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別紙４ 

 

新株予約権の概要 

 

１．新株予約権無償割当てに関する事項の決定 

 

（１）新株予約権の内容および数 

   新株予約権の内容は下記２．の記載に基づくものとし、新株予約権の数は当社取締

役会で定める一定の日（以下「割当期日」という｡）における当社の最終の発行済株式

総数（ただし、当社の有する当社株式の数を除く｡）と同数とする。  

（２）割当対象となる株主 

   割当期日における最終の当社株主名簿に記録された株主に対して、その有する当社

株式１株につき１個の割合で、新株予約権を割当てる。 

   ただし、当社が有する当社株式については、新株予約権を割当てない。 

（３）新株予約権無償割当ての効力発生日 

当社取締役会が別途定める日とする。 

 

２．新株予約権の内容 

 

（１）新株予約権の目的である株式の数 

新株予約権の目的である株式の数（以下「対象株式数」という｡）は、当社普通株

式１株とする。ただし、割当期日以後、当社が株式分割または株式併合を行う場合等

には、所要の調整を行うものとする。 

（２）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権の行使に際して出資される財産の当社株式1株当たりの価額は、１円以

上で当社取締役会が定める額とする。 

（３）新株予約権の行使期間 

   新株予約権の無償割当ての効力発生日または当社取締役会が別途定める日を初日と

し、１ヶ月間から３ヶ月間までの範囲で当社取締役会が別途定める期間とする。ただ

し、下記（６）に基づき新株予約権の取得がなされる場合は、当該取得日の前営業日

までとする。 

（４）新株予約権の行使条件 

大規模買付者を含む特定株主グループに属する者等に行使を認めないこと等を新

株予約権の行使条件として定めることがある。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。 

（５）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ものとする。 

（６）当社による新株予約権の取得 

大規模買付者を含む特定株主グループに属する者等以外の者が有する新株予約権

を当社が取得し、新株予約権１個につき対象株式数の当社株式を交付することができ

ること等を新株予約権の取得条項として定めることがある。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。 

（７）その他 

   その他必要な事項については、当社取締役会において別途定めるものとする。 
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別紙５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 


