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各   位 
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代表者名 代表取締役社長 田中 秀夫 

     (ＪＡＳＤＡＱ・コード３２５０) 
 

問合せ先 取締役 高財務責任者 CFO 細谷 佳津年 

電話番号 ０３－４５００－４２００ 

 

 

当社大規模買付ルール（買収防衛策）の導入について 

 

当社は、2012 年 5 月 24 日開催の取締役会において、企業価値及び株主共同の利益の維持・

向上に向けた取組みとして別紙として添付しております大規模買付ルールを導入すること

について、次のとおり決定しましたので、お知らせいたします。なお、本ルールの導入に

つきましては、当社監査役全員から同意を得ております。 

 

１．当社の企業価値及び株主共同の利益の維持・向上に向けた取組み 

 

(1)  当社の経営理念及び事業 

当社は、高度なスキル・ノウハウ・ネットワークをベースに不動産の真の価値を創造す

るプロフェッショナル集団として、 

①公正で創造力のある企業活動を通して、社会の発展に寄与します。 

②お客様の満足と信頼を得られる高品質の商品・サービスを提供します。 

③株主の期待に応えられる収益を上げ、企業の価値を高めます。 

④従業員の個性を尊重し、能力を生かせる企業風土を築きます。 

という４点を経営理念として掲げております。 

また、このような経営理念に基づき、 

①不動産投資運用ビジネスの業界におけるトップレベルを目指します。 

②新しい商品・サービスを創造し続け、お客様の投資機会を広げます。 

③お客様の資産形成と資産運用に 適なサービスを適正価格で提供します。 

④従業員一人一人が、自己研鑽によりプロフェッショナル化を進めます。 

という４点を事業方針として掲げております。 

当社は、常にお客様の視点に立ち、お客様のニーズに合致した高品質の商品やサービス
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を適正な価格で提供することで、お客様の信頼を獲得することと同時に、従業員がその能

力を存分に発揮できる環境を整備した上で、従業員一人一人が研鑽を積み、プロフェッシ

ョナルとなることを通じて、当社もまた成長・発展することを目指しております。すなわ

ち、お客様にとっても、従業員にとっても存在価値が高い企業こそが当社の目指すべきリ

レーショナルシップであり、そのようなウィンウィンの関係構築に立脚する企業へ成長し

た時、当社は、不動産投資運用ビジネスの業界におけるトップレベルの企業となっている

ものと考えております。 

また、当社は、このような経営理念及び事業方針のもと次の事業を展開しております。 

① 収益不動産事業 

当事業におきましては、自己勘定により不動産を取得、運用により収益を確保しながら、

物件価値を高めた上で販売するというビジネスを行っております。対象となる顧客は、個

人富裕層及び資産保有を目的とした事業法人、ファンド等であり、各々のニーズにあった

物件を販売しております。販売物件は、独自の営業ルートにより物件を仕入れ、建物管理

状態の改善、用途変更、テナントの入れ替え、大規模修繕等を実施することにより物件価

値の向上を図っております。 

② 総合居住用不動産事業 

当事業におきましては、当社の連結子会社である株式会社エー・ディー・エステートに

て新築戸建分譲事業を、株式会社エー・ディー・リモデリングにてリモデリング事業を行

っております。 

新築戸建分譲事業では『AD-Exceed』シリーズとして一次取得者層向けに城北地区を中心

とした戸建用地の仕入・プランニング・施工監理・販売を行っております。またリモデリ

ング事業においては、首都圏を中心とした中古住宅を仕入れ、リフォームなどのリモデリ

ングにより既存物件の価値を高めて個人の顧客に販売しております。 

③ ストック型フィービジネス 

当事業セグメントにおきましては、当社保有の収益不動産、並びに収益不動産事業における未

販売の販売用不動産からの賃料収入を収益の柱としつつ、当社所有の収益不動産並びに管理受託

物件のプロパティマネジメント、さらに、不動産の公的鑑定評価・一般鑑定評価・デューデリジ

ェンス及び資産運用コンサルティングを含むフィービジネスを行っております。 

プロパティマネジメントの主な業務といたしましては、入居者募集、入退去手続、賃貸借条件

の交渉、ニーズ対応、賃料滞納に伴う督促業務、及び建物管理を行っております。同時に、収益

不動産のバリューアップのため、コンストラクションマネジメントとして各種リノベーション工

事等のアドバイザリー・施工を行っております。 

公的鑑定評価につきましては、財務省、農林水産省等公的機関依頼の鑑定評価を行っており、

一般鑑定評価につきましては、事業法人並びに個人の依頼により住宅・商業施設・オフィスビル

等の鑑定評価を行っております。また、不動産を物理的・法的・経済的な角度から調査するデュ
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ーデリジェンス、相続対策や不動産有効活用のためのアドバイザリーを行う等の資産運用コンサ

ルティングも提供しております。 

（2） 当社の企業価値の源泉 

当社の企業価値は、「不動産再生のプロフェッショナル集団」として、不動産の真の価値

を追求し、新たな価値創造を提案し続け、公開企業としての社会的責任を果たし続けてい

くことと考えております。 

経済の近代化の過程において、「不動産」を住まいや事業の基盤として活用することを通

じて、「人」は様々な恩恵を受け続けてきたといえます。情報が多様化し科学技術が発達し

た現代において、またこれから先も、「不動産」はその時々の人々のニーズに応えながら、

「再生」を繰り返していくことで、我々人間にとって、豊かな生活や文化を営むに欠かせ

ないパートナーとしての重要な役割を担っていくはずです。 

一方で、時代・環境の変化については、数年来、金融危機の勃発とその一応の収束、中

国を中心とするＢＲＩＣＳ諸国の急速な経済成長、資源・原油価格の乱高下、米国経済の

低迷、断続的な欧州圏の信用不安、為替レートの急速な変動等が矢継ぎ早に顕在化してい

る状況にあります。加えて、昨春の東日本大震災による国内経済への影響も継続しており、

今後の見通しは、ますます不透明なものとなってきております。 

このような不確実性の高い環境変化の下において、当社グループの創業以来育んできた

コーポレート・コンピテンシーともいうべき「時代の変化を尊重し、ニーズを先取りして

いく」という企業特性は強みとして当社グループの価値の源泉となり得るものと考えてお

り、今後一層「不動産」と「人」との懸け橋となるべく事業に邁進してゆきたいと考えて

いるところです。 

 

（3） 企業価値・株主共同の利益の確保・向上に向けた施策 

当社は、金融危機問題が不動産市況に対して及ぼした影響がほぼ収束したと思われたタ

イミングを、事業規模の拡大ならびに安定的収益構造への転換期と捉え、2010 年５月に、

第２次中期経営計画としての３ヵ年計画を発表いたしました。主たる財務上の方針は、純

資産の拡大により、フリーキャッシュを積み増し、取得可能な収益不動産の絶対額を引き

上げることで収益構造のバランスを改善するということでありました。 

具体的な骨子としては以下の通りです。 

① 収益バランスの改善 

早期販売を目的とした収益不動産事業を柱とするいわゆるキャピタルゲイン型

ビジネスは、市況に少なからず影響を受けるビジネスモデルであり、今後、当社の

収益構造においてキャピタルゲイン型ビジネスに過度に依存することはリスクが

高く、引き続き収益構造バランスの改善を進めていく必要があると考えております。 

 その為には長期保有不動産を拡充し、それらの収益不動産からの賃料収入を始め

とするストック型フィービジネスによる収益の割合を増すことが有効な手段であ
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ると判断いたしました。 

② 販売用収益不動産と売上高のバランスの改善 

同時に、早期販売を目的とした収益不動産についても、中古収益不動産の仕入れ

からバリューアップを経て売却に至るというビジネスモデルを勘案した場合に、十

分な改修や稼働率向上については、物件の規模や状態等の特性に応じて一定の販売

準備期間が必要であります。しかしながら、現在の販売用収益不動産の残高は、収

益不動産の販売からなる年間の売上高を下回っており、このことは、前述の十分な

販売準備期間の確保を時に困難なものにしております。 

従って、本来のビジネスモデルに添った、年間の売上高に見合う販売用収益不動

産の絶対額の積み増しは、財務構造上の課題の一つと認識しておりますが、取得可

能な販売用収益不動産の絶対額は、フリーキャッシュとしての手元資金との関係か

らおのずと限度があり、この状態を解消することが重要と判断いたしました。 

③ エクイティファイナンスを含む資金調達施策の検討 

「収益バランスの改善」及び「販売用収益不動産と売上高のバランスの改善」の

実現のためには、フリーキャッシュである手元資金の増強が有効であり、その手段

として資本政策を含めた資金調達を検討してゆく必要性を認識しております。 

 

しかしながら、2011 年度は、東日本大震災の影響から株式市場は低迷し、エクイティフ

ァイナンス等による資金調達額も想定を下回る結果となりました。加えて、震災は不動産

市況へも少なからず影響を及ぼし、価格の下落をまねいたこともあり、販売用収益不動産

の早期販売を推進した結果、現在、収益不動産残高が計画に比較して大幅に下回っている

状態にあります。 

このような状況を受け、当社グループは第３次中期経営計画を策定し、新たな３ヵ年計

画を本日、発表いたしました。第３次中期経営計画の詳細につきましては、「第３次中期経

営計画(2013 年３月期～2015 年３月期)の策定に関するお知らせ」をご参照頂ければと存じ

ますが、当該計画の骨子として、第２次中期経営計画の財務上の基本方針は引き続き堅持

する上で、従来にも増して積極的に資本市場における資金調達等の可能性を模索すること

で、フリーキャッシュを確保し、早期に財務構造の転換を実現することを企図しておりま

す。 

すなわち、第３次中期経営計画を達成する過程において、自己資本の充実にともない継

続的な株式の流動性の確保及び向上に努める中で、並行して当社の経営方針にご賛同いた

だく株主様の絶対数が増加していくことが想定され、結果として収益構造の転換を含む財

務基盤の改善を実現することが、将来的な時価総額の拡大に資することとなり、企業価値・

株主共同の利益の確保・向上に寄与するものと考えております。 
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２．大規模買付ルールの必要性 

 

当社も上場企業である以上、健全な投資家の皆様が当社の株式を買い付けることは、原

則、自由でございますが、他方で、当社取締役会による上記１．の企業価値の維持・向上

に向けた取組みの方針に異を唱える者によって当社に対する買収提案が行われた場合、こ

れを受け入れるかどうかは、その時点における株主の皆様の 終的なご判断に委ねられる

べきものと考えております。すなわち、当社に対する買収提案がなされた場合、当該提案

を受け入れるか否かにより、当社及び既存株主の皆様の命運が大きく左右されることにな

るところ、このような重大な決定を行う際には、短絡的なご判断によって取り返しのつか

ない事態となることは必ず避けねばならないことは勿論のこと、株式保有割合の高い一部

の影響力ある株主だけではなく、一人一人の株主様において、当該提案が真に当社の企業

価値及び株主共同の利益の維持・向上に資するのかどうかをご自身の責任においてご判断

されなければならない場面といえます。当該提案が当社の企業価値及び株主の共同の利益

に資するかどうかの判断、言い換えれば、当社の将来の行く末をどう考えるべきかの判断

にあっては、一部の株主だけではなく既存の全ての株主の皆様が、共通の、且つ十分な情

報に基づき、相当期間の熟慮の上で、 終的な結論を出すことができるようにすることが

何より重要です。 

 なお、末尾〈ご参考〉に記載のとおり、当社の代表取締役社長である田中秀夫が共同保

有する株式を含め、当社発行済み株式の 47.39%を保有しておりますが、同人の他に株式の

10%以上を保有する株主はおらず、国内機関投資家（金融機関）、外国法人や個人投資家等

にも広く分散しております。また、本日付リリース「第３次中期経営計画(2013 年３月期～

2015 年３月期)の策定に関するお知らせ」でお知らせしたとおり、当社が 2007 年に株式を

上場してから５年程経過し、今後、積極的に当社株式の流動性の向上及び株主数の増加を

目的とした施策を行うことを企図していることから、ますます、当社株式が様々な投資家

様に分散して保有されることが予想されることからして、上記考慮は当社において不可欠

なものといえます。 

したがって、当社取締役会は、このような考慮に基づき、買収提案者が具体的買付行為

を行う場合には、株主の皆様が合理的な判断をするために必要且つ十分な情報が当該買収

提案者から事前に提供され、且つ株主の皆様が当該情報に基づき当該提案の是非を十分に

検討する相当な時間が確保されるべき手続を整備すべきであると考え、買収提案者が具体

的買付行為を行う前に取るべき手続を明確且つ具体的に示した大規模買付ルールの導入が

必要と判断いたしました（ご参考のために大規模買付ルールについてのフローチャートを

８頁に記載しております。）。本ルールは、当社取締役会が代替案を含め、買収提案者の提

案を十分に検討するために必要な情報と相当の期間を確保することで、株主の皆様一人一

人が当該提案に関し、適切な判断を行えるようにすること、そのようなプロセスを経た結

果として、当社の企業価値及び株主共同の利益を毀損することとなる株式等の大量買付け
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を阻止することを目的としております。 

 なお、現在、当社が買収提案を受けている事実（その兆候も含めて）はございません。 

 

３．大規模買付ルールの合理性 

 

(1)  買収防衛策に関する指針及び大阪証券取引所規則の要件を完全に充足していること 

本ルールは、経済産業省及び法務省が 2005 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（企業価値・株主

共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則）、及

び企業価値研究会が 2008 年６月 30 日付で発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収

防衛策の在り方」並びに株式会社大阪証券取引所の「企業行動規範に関する規則」におけ

る買収防衛策の導入に係る遵守事項（開示の十分性、透明性、流通市場への影響、株主の

権利の尊重）を完全に充足しています。 

 

(2)  企業価値及び株主の共同の利益の確保及び向上の目的をもって導入されていること 

本ルールは、上記２．「大規模買付ルールの必要性」に記載したとおり、当社の株式に対

し大規模買付行為が行われる場合に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かについて、

当社取締役会の代替案を含め買収提案者の提案を十分に検討するために必要な情報と相当

の期間を確保することで、株主の皆様一人一人が当該提案に関し、適切な判断を行えるよ

うにすることにより、当社の企業価値及び株主の共同の利益を確保し、向上させる目的を

もって導入されるものです。 

 

(3)  株主意思を重視するものであること 

本ルールは、第 86 期定時株主総会（2012 年６月 28 日開催予定）において、本ルールの

導入をお諮りすることにより、株主の皆様のご信任を得ることとしております。そして、

その有効期間は本日発表いたしました、第３次中期経営計画と同じく３年とし、2015 年６

月に開催予定の第 89 期定時株主総会以降３年ごとに、定時株主総会において、株主の皆様

のご信任を得ることとしています。なお、本ルールに反対する株主様が過半数を超えた場

合には、本ルールの有効期間の途中であっても、何時でも、株主総会にご提案いただいて

本ルールを廃止することができます。 

 

(4)  独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 

特別委員会によって、当社取締役会の恣意的行動を厳しく監視するとともに、特別委員

会の判断の概要については株主の皆様に情報開示することとされており、本ルールの透明

な運営が行われる仕組みが確保されています。 

 



- 7 - 
 

(5)  合理的な客観的要件の設定  

本ルールは、合理的且つ客観的な要件、すなわち、当該大規模買付行為が当社の企業価

値又は株主共同の利益を著しく低下させると合理的に判断される場合（例えば、①真に当

社の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当社

又は当社関係者に引き取らせる目的であると判断される場合、②当社の経営を一時的に支

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、主要取引先や顧客等を

買付提案者やそのグループ会社に移譲させるなど、いわゆる焦土化経営を行う目的がある

と判断される場合、③当社の経営を支配した後に当社の資産を買付提案者やそのグループ

会社等の債務の担保や弁済原資として流用する目的があると判断される場合、④当社経営

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当社株式の高価売り抜けを目的としていると判断される

場合、⑤強圧的二段階買収〔 初の買付けで全株式の買付け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

ことをいいます。〕を予定して当社株式の大規模買付行為を行う等当社の株主に株式の売却

を事実上強要するおそれがあると判断される場合、⑥いわゆる反社会的勢力、又はかかる

勢力が支配・関与する個人・団体による大規模買付行為、⑦大規模買付者による大規模買

付行為後の経営方針及び事業計画が著しく不合理であると判断される場合、⑧当社取締役

会の経営方針及び事業計画〔大規模買付者による大規模買付行為後の経営方針及び事業計

画に対する代替案を含みます。〕に著しく劣ると判断される場合）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。 

 

(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 

本ルールについては、2012 年６月 28 日に開催予定の第 86 期定時株主総会において、本

ルールの導入をお諮りすることを予定しておりますので、株主総会決議により廃止するこ

とができないいわゆるデッドハンド型の買収防衛策ではありません。また、当社取締役の

任期については１年とされており、且つ解任要件を加重しておりませんので、過半数の株

式を取得しても経営権を取得するために時間を要するいわゆるスローハンド型の買収防衛

策ではございません。 

以  上 
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【大規模買付ルールについてのフローチャート】 

 

本チャートは、あくまで大規模買付ルールに対する理解に資することのみを目的として

参考として作成されています。大規模買付ルールの詳細については、大規模買付ルール本

文をご参照下さい。 

 

 

 

※1 分析検討期間は原則として、90 営業日以内としますが、当社取締役会は必要がある場合には、

30 営業日を上限として延長します。 

※2 特別委員会は、当社取締役会に対して対抗措置の発動が適当か否か及び発動の適否の判断が困難

なので 終的に株主意思を確認するのが適当である旨を勧告し、当社取締役会は、この勧告を

大限尊重して、対抗措置の発動に関して決議を行います。

大規模買付者（株券等の 20%以上を取得しようとする者）の出現 

大規模買付者が意向表明書を提出 

当社取締役会が必要情報リストを交付 

大規模買付者が必要情報を提出 

分析検討期間 ※1 

当社の企業価値若しくは株主共同の利益の維持・

向上に資するものではないと疑われる場合又は当

社の企業価値若しくは株主共同の利益を著しく低

下させるとの合理的判断が困難な場合（①） 

対抗措置を発動しない 対抗措置の発動が可能 

右①②に該当しない場合 当社の企業価値又は株主

共同の利益を著しく低下

させると合理的に判断さ

れる場合（②） 

株主総会 

否決 可決 

大規模買付者が大規模買付

ルールを遵守しない場合 

特別委員会 

勧告 ※2

諮問 



別 紙 
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株式会社エー・ディー・ワークス 
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1. 大規模買付ルールの目的 

 

 当社は、当社に対して買収提案が行われた場合に、当該買収提案を受け入れるか

否かは、 終的には各株主の皆様のご判断に委ねられるべきものであると考えます。 

 しかしながら、当社は、明治 19 年に染色業として開業した後、時代の変化に柔軟

に対応し、その時々の時代に適した業態に変えながら、価値を創造し、事業を発展

させてまいりました。現在は、①収益不動産事業、②総合居住用不動産事業及び③

ストック型フィービジネスの３つのセグメントを柱として、不動産鑑定で培われた

プロの目で、不動産がもつ価値を見いだし、また不動産の新たな価値を創造するこ

とでさらなる不動産のもつ可能性を拡げていきたいと考えております。このような

長い歴史を持つ当社の経営に関しましては、多くのノウハウ・経験・知識・情報及

び多数の顧客並びに取引先等のステークホルダーとの間に築かれた関係等への理解

なくしては、企業価値の正確な把握、株主の皆様が将来実現することのできる株主

価値の把握、当該買収提案がもたらす企業価値への影響等の把握等が容易でない場

合があります。 

そこで、株主の皆様に 終的なご判断をいただく前提として、買収者に対して当

該買収提案に関する一定の情報提供を求め、買収者から得られた情報及び前記のよ

うなノウハウ・経験・ステークホルダーとの関係などを前提とした当社取締役会の

判断・意見を株主の皆様に提供することも、当社取締役としての務めであると考え

ております。 

以上のような見解に基づき、当社取締役会は、当社に対する買収行為が、前記の

見解を具体化した一定の合理的なルールに従って行われることが、当社及び当社株

主全体の利益に合致すると考え、以下のような内容の事前の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ました。 

この大規模買付ルールは一般的なものであり、特定の大量保有者のみを意識した

ものではありませんが、現在の大量保有者にも、この大規模買付ルールは適用され

ます。 

 

 

2. 大規模買付ルールの内容 

 

(1) 大規模買付ルールの対象  

大規模買付ルールの対象となる者は、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（注 3）の買付行為、又は結果

として特定株主グループの議決権割合が 20％以上となる行為（いずれについても当
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社取締役会が同意したものを除くものとし、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。以下、このような買付行為を「大規模買付行為」

といい、大規模買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。）を行おうとする

者です。  

 

(2) 情報提供  

まず、当社取締役会が必要と判断した場合、大規模買付者には、当社取締役会に

対して、当社株主の皆様の判断及び当社取締役会としての意見形成のために十分な

情報（以下、「本情報」といいます。）を提供していただきます。その項目は以下の

とおりです（ただし、下記項目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の概要（大規模買付者の資本構成の詳細、

大規模買付者の事業内容、当社の事業と同種の事業についての経験等に関

する情報を含みます。）  

② 大規模買付行為の目的及び内容  

③ 当社株式の買付対価の算定根拠及び買付資金の裏付け  

④ 当社の経営に参画した後に想定している経営方針、事業計画、財務計画、

資本政策、配当政策及び資産活用策等  

⑤ 大規模買付者及びそのグループに対し、当該大規模買付により 終的に経

済的な利得を得ることを目的として、資本金、出資金等名目の如何を問わ

ず買付資金を供給している個人、法人、団体の住所、名称等の概要  

 

本情報の具体的内容は大規模買付行為の内容によって異なることもありますの

で、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、大規模買付者の名称、住所又は本店所在地、代表者の氏名、国内連絡先、外

国法人の場合は設立準拠法及び提案する大規模買付行為の概要を明示した、大規模

買付ルールに従う旨の意向表明書をご提出いただくこととし、当社代表取締役は、

かかる意向表明書受領後 10 営業日以内に、大規模買付者から当初提供いただくべき

本情報のリストを当該大規模買付者に交付します。なお、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、当社取締役会は、

大規模買付者に対して本情報が揃うまで、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当社取締役会に提供された本情報は、適切と判断す

る時点で、その全部又は一部を開示します。 
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(3) 情報の検討及び意見表明等  

次に、当社取締役会は、大規模買付者が当社取締役会に対し本情報の提供を完了

した後、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、90 営業日（ただし、当社取締役会

は、対価の相当性や買付提案の合理性の判断が困難である等の必要がある場合には、

この期間を、30 営業日を上限として延長することができます。この場合、延長期間

と延長理由を開示します。）をいただきます。当社が、取締役会評価期間を 90 営業

日と定めているのは、当社が長い社歴を有し、当社の営む事業が、時代の変化に対

応し、現在、不動産業において幅広いビジネスを展開していることから、多くのノ

ウハウ・経験・知識・情報及び多数の顧客並びに取引先等のステークホルダーとの

間に築かれた関係等への理解が不可欠な事業であること等から、大規模買付行為の

企業価値に与える影響を慎重に検討する必要があるためです。 

当社取締役会は、取締役会評価期間中、提供された本情報を十分に評価・検討し、

当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公表します。 

この際の、取締役会の意見としては、①対抗措置の発動を行う、②対抗措置の発

動を行わない、③株主意思の確認のための株主総会を招集する、のいずれかになり

ます。すなわち、大規模買付者が大規模買付ルールを順守した場合の対抗措置発動

の要件については、後記 3.(2)に記載のとおり、当該大規模買付行為が当社の企業

価値又は当社株主共同の利益を著しく低下させると合理的に判断される場合ですが、

そのように取締役会が判断した場合には、取締役会は、①対抗措置発動の意思決定

をします。これに対し、取締役会として、当該大規模買付行為が当社の企業価値又

は株主共同の利益を著しく低下させるか否か判断することが困難である場合に、③

株主意思を確認するための株主総会招集の決定をします。そして以上のいずれにも

該当しない場合に、②対抗措置の発動を行わないとの決定をいたします。 

なお、取締役会の前記判断においては、特別委員会の勧告（後記 4.）を 大限尊

重して決議を行い、公表します。 

 

また、当社取締役会は、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、当社取締役会として当社株主の皆様に対し代替案を

提示することもあります。 

 

(4) 株主総会 

当社取締役会は、株主意思を確認するための株主総会を招集する旨の決定をした

場合には、具体的な対抗措置の内容を決定したうえで、直ちにその旨を公表し、速
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やかに株主総会を招集して、当該具体的対抗措置の発動の要否に関する議案を付議

します（ただし、実務上の手続等を勘案して、既に開催することが予定されている

株主総会において付議することが、より迅速且つ適切であると判断する場合には、

当該総会において議案を付議します。）。 

なお、取締役会の前記判断においては、特別委員会の勧告（後記 4.）を 大限尊

重して決議を行います。 

 

(5) 大規模買付行為の開始可能時期 

大規模買付行為は、株主総会において対抗措置の発動の要否に関する議案が付議

される場合には、当該総会において対抗措置の発動に関する議案が否決された後（取

締役会が株主意思を確認するための株主総会を招集しない場合には、取締役会のそ

の旨の公表後）にのみ開始することができるものとします。 

 

(6) 企業価値を低下させる買収に該当しないと判断した場合 

当社取締役会は、前記(3)の評価・検討の結果、あるいは、それ以前であっても、

大規模買付者による大規模買付行為が当社の企業価値又は株主共同の利益を著しく

低下させる買収には該当しないと判断した場合は、対抗措置を発動しない旨を直ち

に決議し公表します。  

 

 

3. 大規模買付行為への対応方針 

 

(1) 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、当社及び当社株主全体の利益を守

ることを目的として、会社法その他の法律（対抗措置時の施行後法令を含みます。）

及び当社定款が認めるものを行使し、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、差別的な行使条件・取得条項等が

付いた新株予約権等の発行等、その時点で も適切と当社取締役会が判断したもの

を選択いたします。  

なお、株主割当てにより新株予約権を発行する場合には、一定割合以上の当社株

券等を保有する特定株主グループに属さないことを行使条件とするなど、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設けることがあります。当該対抗

措置により、大規模買付者はその持株比率が低下し、自己の持株の価値が減少する

（いわゆる「希釈化」）という不利益を受けることがあります。  
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(2)  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、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、代替案の提示、大規模買付者との交渉、当

社株主の皆様への説得等を行う可能性はあるものの、原則として、当該大規模買付

行為に対する対抗措置をとることはいたしません。  

もっとも、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

行為が当社の企業価値又は当社株主共同の利益を著しく低下させると合理的に判断

される場合、たとえば、①真に当社の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当社又は当社関係者に引き取らせる目的である

と判断される場合、②当社の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、主要取引先や顧客等を買付提案者やそのグループ会

社に移譲させるなど、いわゆる焦土化経営を行う目的があると判断される場合、③

当社の経営を支配した後に当社の資産を買付提案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目的があると判断される場合、④当社経営を一時的

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当社株式の高価売り抜けを目的としていると

判断される場合、⑤強圧的二段階買収（ 初の買付けで全株式の買付けを勧誘する

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）を予定して当社株式の大規模買付行為を行う等当社

の株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあると判断される場合、⑥いわゆる

反社会的勢力、又はかかる勢力が支配・関与する個人・団体による大規模買付行為、

⑦大規模買付者による大規模買付行為後の経営方針及び事業計画が著しく不合理で

あると判断される場合、⑧当社取締役会の経営方針及び事業計画（大規模買付者に

よる大規模買付行為後の経営方針及び事業計画に対する代替案を含みます。）に著し

く劣ると判断される場合には、当社取締役会は、当社の企業価値及び当社株主の皆

様の利益を守るために、対抗措置を発動することがあります。 

ただし、上記の対抗措置は、当該大規模買付行為が当社の企業価値又は当社株主

共同の利益を著しく低下させると合理的に判断される場合に発動するものであり、

大規模買付者の意図がこれらに形式的に該当することのみを理由として対抗措置を

発動しないものとします。 

また、取締役会として、当該大規模買付行為が当社の企業価値又は株主共同の利

益を著しく低下させるか否か判断することが困難である場合には、株主意思を確認

するための株主総会招集の決定をし、株主総会において、対抗措置の発動が株主の
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皆様にご承認いただいた場合にも、株主の皆様の意思に基づき対抗措置が発動され

ることとなります。 

 

(3) 対抗措置発動の停止等について  

前記(1)又は(2)において、大規模買付行為に対して、当社取締役会又は株主総会

が具体的対抗措置を講ずることを決定した後､当該大規模買付者から当社取締役会

に対して大規模買付行為の変更又は代替案の提示があった場合は､その内容が大規

模買付ルールを順守しているのか、当社の企業価値又は当社株主全体の利益を損な

うか否かについて十分に検討した結果、対抗措置の発動が適切でないと判断したと

きは､対抗措置の発動により生じる株主の皆様の権利の確定前であり、且つ株主の

皆様の利益を損なわない場合に限り、当社取締役会は､対抗措置の発動の停止又は

変更等を行うことがあります。 

 

 

4. 特別委員会への諮問手続 

 

当社取締役会は、大規模買付者から本情報が提供された場合、速やかに取締役会

から独立した組織として設置される特別委員会に本情報を上程し、当社取締役会に

対して対抗措置の発動が適当か否か、あるいは発動の適否の判断が困難なので 終

的に株主意思を確認するのが適当であるか否かを諮問します。 

特別委員会は、当社取締役会からの諮問に基づき、外部専門家の助言を受けるな

どしながら意見を取りまとめ、当社取締役会に対して対抗措置の発動が適当か否か、

あるいは発動の適否の判断が困難なので 終的に株主意思を確認するのが適当であ

るか否かを勧告し、当社取締役会は、この勧告を開示したうえで、この勧告を 大

限尊重して、対抗措置を発動するか否か又は株主意思を確認するための株主総会の

招集に関して決議を行います。なお、当社取締役会が委員会に諮問して勧告を受け

るまでの期間は、前記 2．(3)に定める取締役会評価期間に含まれます。  

なお、現在の特別委員会の委員の略歴は添付資料のとおりです。  

 

 

5. 株主・投資者に与える影響等 

 

(1) 大規模買付ルールが株主・投資者に与える影響等  

大規模買付ルールの導入時点においては、新株予約権の発行等の法的な措置は講

じられませんので、株主の皆様の権利関係に変動は生じませんし、株価形成を歪め
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ることもありません。  

なお、前記 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ます。当社とし

ても、十分な情報開示に努めますが、当社株主及び投資者の皆様におかれましても、

当社の情報開示並びに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・投資者に与える影響等  

当社取締役会は、当社株主の皆様（当社の企業価値又は株主共同の利益を低下さ

せる買収を行う者を除きます。）が格別の損失を被り又は株価形成を歪める類型の対

抗措置の発動を想定しておりません。 

当社取締役会が対抗措置を発動することを決定した場合には、法令及び証券取引

所規則に従って、株主の皆様が万一の不測の損失を被ることを防止すべく適時適切

な開示を行います。 

 

 

6． 大規模買付ルールの見直し 

 

大規模買付ルールの改正は、平成 24 年６月 28 日開催予定の第 86 期定時株主総

会において、株主の皆様のご承認を得ることを条件とします。そして、その有効期

間は３年とし、有効期間満了後は、以後の定時株主総会以降３年内に終了する 終

の事業年度に係る定時株主総会ごとに、株主の皆様のご信任を得ることとします。 

なお、大規模買付ルールは、当社取締役会決議により廃止することができるもの

とし、当社取締役会は、企業価値・株主価値の維持・向上の観点から、会社法その

他企業防衛に関わる法改正、司法判断の動向や分析等を踏まえ、今後必要に応じて

大規模買付ルールを変更若しくは廃止し、又は新たな対応策等を導入することがあ

りますが、その場合には、改めて株主の皆様のご信任を得ることとします（ただし、

軽微な変更の場合を除きます。）。 

 

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。）及びその共同保有者（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。）並び

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、取引所有
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価証券市場において行われるものを含みます。）を行う者及びその特別関係

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。）、また、こ

れらの者と合理的に疑われる者を意味します。 

 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。）の保有者及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、同項に規定する当該保有者の共同

保有者の保有株券等の数も計算上考慮されるものとします。）又は(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。）の大規模買付者及びその特別関係者である場合の当該大規模買

付者及び当該特別関係者の株券等保有割合（同法第 27 条の２第８項に規定

する株券等保有割合をいいます。）の合計をいいます。各株券等保有割合の

算出にあたっては、総議決権数（同法第 27 条の２第８項に規定するものを

いいます。）及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、半期報告書、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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（添付資料） 特別委員会の概要等 

 
１．特別委員会の委員 

 
特別委員会は、当社取締役会からの独立性の確保及び企業経営に関する判断能力の観点か

ら、当社取締役会の過半数の承認を受けた以下の要件を満たす委員３名以上により構成され

ます。 

① 独立役員又は役員以外の独立性の要件を満たす者であること 

② 企業経営についての相当の経験、専門的知識・資格、又は相当の識見を有する者 

 
２．委員の略歴 
 
(１)社外監査役２名 

   ①蝦名 卓氏  昭和 37 年２月 26 日生 

昭和59年３月 一橋大学 商学部卒 

昭和59年４月 安田生命保険相互会社(現 明治安田生命保険相互会社) 

昭和63年10月 中央新光監査法人 入社  

平成元年10月 監査法人加藤事務所(現 SK 東京監査法人) 入社 

平成４年３月 公認会計士 登録  

平成７年７月 (株)ジャフコ 入社  

平成12年５月 蝦名公認会計士事務所 代表  

平成16年８月 税理士 登録 

平成17年６月 当社 監査役(現任) 

平成23年８月 城南税理士法人 代表社員 

(重要な兼職の状況) 

蝦名公認会計士事務所 代表 

(株)データコム 監査役 

マイクロバイオ(株) 監査役 

(株)エイタロウソフト 監査役 

ジェイモードエンタープライズ(株) 監査役 

(株)スプリックス 監査役 

(株)サプレ 監査役 

城南税理士法人 代表社員  

     ②鈴木 龍介氏  昭和 41 年９月 17 日生 

平成５年１月 司法書士登録  

平成12年４月 行政書士登録  

平成18年12月 司法書士法人鈴木事務所 代表社員 

平成23年６月 当社 監査役（現任） 

(重要な兼職の状況) 

司法書士法人鈴木事務所 代表社員 

リスクモンスター(株) 監査役 
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（２）弁護士１名 

   ①渡邉 雅之氏  昭和 45 年５月２日生 

平成７年３月 

平成10年11月 

平成12年３月 

平成13年10月 

平成19年５月 

平成23年５月 

東京大学 法学部卒 

司法試験合格 

総理府(現 内閣府) 退職 

弁護士登録(第二東京弁護士会) 

Columbia Law School(LL.M.) 修了 

三宅法律事務所 パートナー（現任） 

 

 
以上 
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〈ご参考〉当社株式の状況（平成 24 年３月 31 日現在） 

１．発行可能株式総数       400,000 株 

２．発行済株式の総数               140,920 株 

３．株 主 数                   1,617 名 

４．大 株 主（上位 10 名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１ 上記のほか当社所有の自己株式 6,084 株(4.31％)があります。 

注２ 田中秀夫は、共同保有とみなされる者を含めると、合計で持株数 66,784 株、持株比率 47.39％となり

ます。 

  ５．所有者別株式分布状況（株式数比率）（平成 24 年３月 31 日現在） 

①金融機関       0.58％ 

②一般個人   80.38％ 

③その他法人   8.83％ 

④外国人・外国法人   4.03％ 

⑤自己株式    4.31％ 

⑥証券会社    1.86％ 

以 上 

 

株 主 名 
当社への出資状況 

持株数 持株比率 

田中 秀夫 58,024 株 41.17％ 

有限会社リバティーハウス 7,160株 5.08％ 

増田 努 5,600株 3.97％ 

クレデイツトスイスアーゲーチユーリツヒ 5,241株 3.71％ 

秋元 浩 2,941株 2.08％ 

安井 利男 1,583株 1.12％ 

遠藤 栄一 1,494株 1.06％ 

株式会社ＳＢＩ証券 1,388株 0.98％ 

有限会社プレステージ 1,328株 0.94％ 

株式会社河辺工業 1,304株 0.92％ 


