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２０１２年５月２５日 

各 位 

会 社 名 サ ン 電 子 株 式 会 社 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長  吉田 喜春

（ＪＡＳＤＡＱコード ６７３６）

問合せ先 取 締 役 東谷 浩明 
コーポレートセンター長 

電話 ０５８７－５５－２２０１ 

 

当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の導入 

および定款の一部変更について 

 

 当社は、２０１２年５月２５日開催の当社取締役会において、会社法施行規則第１１８

条第３号に定める「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「会社の支配に関する基本方針」といいます。）を決定するとともに、当社

の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、さらに向上させることを目的として、当社

株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）（以下「本プラン」といいます。）の具体的

内容を決定し、当社定款に本プランについての根拠規定を新設することを決議いたしまし

たので、以下のとおり、お知らせいたします。 

本プランは、２０１２年６月２６日開催予定の第４１期事業年度に係る当社定時株主総

会（以下「本定時株主総会」といいます。）において、買収防衛策承認の権限を株主総会に

与える旨の定款変更（別紙５参照）を経た上で、本定時株主総会における株主の皆様のご

承認を条件に導入することといたします。なお、本プランにつきましては、社外監査役 2 名

を含む当社監査役 3 名全員から同意を得ております。 

 

I 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 

 

当社取締役会は、上場会社として当社株式の自由な売買が認められている以上、当社取

締役会の賛同を得ずに行われる、いわゆる「敵対的買収」であっても、当社の企業価値ひ

いては株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。

また、当社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるかどうかの判断も、 終的には株主全

体の意思に基づき行われるべきものと考えております。 

しかしながら、株式の大量買付行為（III ２．（２）において定義されます。）の中には、

その目的等から見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株式

の大量買付行為の内容等について検討するためあるいは対象会社の取締役会が代替案を提

案するために必要とする十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示し
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た条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、対象会社

の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。当社が構築して

きたコーポレートブランド、企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させていくた

めには、II １．の企業価値の源泉を維持することが必要不可欠であり、これらが当社の株

式の大量買付行為を行う者により中長期的に確保され、向上させられるのでなければ、当

社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。また、外部者である

買収者からの大量買付行為の提案を受けた際には、前記事項のほか、当社の有形無形の経

営資源、将来を見据えた施策の潜在的効果その他当社の企業価値を構成する事項等、さま

ざまな事項を適切に把握した上で、当該買付が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に

及ぼす影響を判断する必要があります。 

当社としては、当社株式に対する大量買付行為が行われた際に、株主の皆様が当該大量

買付に応じるべきか否かを判断するに際し、必要十分な情報の提供と一定の検討期間が与

えられた上で、熟慮に基づいた判断を行うことができるような体制を確保することが、当

社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものと考えております。 

当社取締役会は、当社株式に対する大量買付行為が行われた際に、当社取締役会が株主

の皆様に当社経営陣の計画や代替案等を提案するために必要な情報や時間を確保した上で、

株主の皆様に対し当社経営陣の計画や代替案等を提示すること、あるいは必要に応じ株主

の皆様のために買収者と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当該大量買付行為に

応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断することを可能とするための枠組みが、当社

の企業価値ひいては株主共同の利益に反する大量買付行為を抑止するために必要不可欠で

あり、さらには、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大量買付行為（詳

細につきましては、III ２．（６）をご参照ください。）に対しては、当社が必要かつ相当

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同の利益を確保する必要がある

と考えております 

 

II 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社の支配に関する基本方針の

実現に資する特別な取組み 

 

１．企業理念および企業価値の源泉 

 

 当社は「夢、挑戦、創造」を企業スローガンに、若さと活力にあふれるベンチャー企業

であり続け、商品力・性能・信頼性・品質に優れた高付加価値な商品やサービスを開発・

提供し続けることを目標に、経営に取り組んでおります。 

当社は 1971 年、当時としてはそれほど注目が集まっていなかったエレクトロニクス関連

機器の開発・製造・販売に、いち早く取り組んできました。以来、創業当時のベンチャー

スピリットを大切にし、若さと活力を絶やさず発展し続けるために、常にベンチャー企業
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であり続けることを基本理念としております。 

 具体的な経営理念としては、以下を掲げております。 

１．フレキシビリティとオリジナリティを武器に、ハードとソフトを融合させた価値ある

商品開発を目指す。 

２．顧客第一主義を徹底し、夢の実現に向かって社会に求められる価値ある企業に成長す

る。 

３．生き甲斐や能力が発揮できる環境を社員に提供し、健全な社会の発展に貢献する。 

 当社は社会の公器として法令順守はもちろん、責任ある企業活動を行なってきました。

同時に、組織として成熟する一方でチャレンジ精神が薄れないよう、新たなビジネスに挑

戦する精神、斬新な発想そして次代の成長の原動力を大切に考えております。この「挑戦

する精神」こそ、当社企業価値の源泉といえます。 

 

２．企業価値の向上に資する取り組み 

 

当社は、ネットワーク構築のための「結ぶ」技術を時代の鍵と考えて、２１世紀に求め

られる「コミュニケーション＆エンターテインメント」分野において、「ナンバーワン戦略」

と「新規事業への積極的な挑戦」により、便利な機能と豊かな心を社会に提供することで

「企業価値の向上」を図ります。各分野で蓄積してまいりました経営資源を融合し、さら

なるシナジー効果を追求することで、進化し続ける「ブロードバンドネットワーク」時代

に、新しい価値を創造したいと考えております。 

当社は、「アミューズメントとＩＴ 関連分野への集中」、「企業価値の向上を図る」、「ベ

ンチャー精神で自ら行動する」を経営方針に掲げ、中長期的な経営戦略として以下の３点

を推進しております。 

1. アミューズメント（パチンコ）関連分野でのシェア拡大 

2. ＩＴ（モバイル・通信・コンテンツ・センサー）関連分野での新たな顧客価値の創造 

3. グローバル市場におけるビジネス構築及び拡大 

具体的には、お客様の信頼を得つつ、売れる商品・サービスとは何かに徹底的にこだわ

り、企画、開発、販売戦略をもって、新たな価値を提供し、収益に貢献するビジネス展開

を図ります。また、外部からの視点、外部ノウハウを積極的に活用し、変化はチャンスと

考え、失敗を恐れず、更なる成長を目指してワールドワイドで取り組んでまいります。 

 

３．コーポレート・ガバナンスの強化について 

 

 当社は、企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるために必要かつ有効な仕組み

として、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。 

具体的には、取締役の経営責任を明確にし、株主の皆様への信任を問う機会を増やすた
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め取締役の任期を１年とし、また在任の監査役３名中２名を独立性の高い社外監査役とし

ております。 

また、経営判断にあたっては、顧問として就任されている外部有識者、弁護士等の法律・

会計専門家からの意見を聴取する等、経営の客観性の確保と向上に努めております。 

当社は、株主をはじめとするステークホルダーの権利・利益を尊重し、企業の社会的責

任を忘れることなく、今後も企業理念や高い倫理観に基づき、法令や社会的規範を遵守す

ることは当然のこととし、社会に貢献できる企業であり続けるために、継続してコーポレー

ト・ガバナンスのさらなる強化に努める所存であります。 

 

III 会社の支配に関する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．本プラン導入の必要性について 

Ｉにおいて述べましたとおり、当社取締役会は、当社株式に対する大量買付行為が行

われた際に、当社取締役会が株主の皆様に当社経営陣の計画や代替案を提案するために

必要な情報や時間を確保した上で、株主の皆様に対し当社経営陣の計画や代替案等を提

示すること、あるいは必要に応じ株主の皆様のために買収者と交渉を行うこと等を可能

とすることにより、当該大量買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断す

ることを可能とし、もって、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する大量買付

行為を抑止するための枠組みを確保することが必要不可欠であると考えております。 

また、当社は公開会社であることから、株主の皆様の自由な意思に基づく取引等によ

り当社株式が転々譲渡されることは勿論のこと、またかかる株式の譲渡・株主構成の変

動等により今後当社の発行する株式の流動性が増す可能性があること等に鑑みると、今

後当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する株式の大量買付行為がなされる可

能性も否定できません。 

以上の理由により、当社取締役会は、本定時株主総会で株主の皆様のご承認をいただ

けることを条件として、本プランを導入することを決定いたしました。 

なお、現時点において、特定の第三者から大量買付行為を行う旨の通告や提案を受け

ているわけではありません。 

また、２０１２年３月３１日現在の当社大株主の状況は別紙３のとおりです。 

 

２．本プランの内容 

（１）本プランの概要 

イ．本プランの概要 

本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的

として、当社の株券等の大量買付行為が行われる場合に、大量買付行為を行おうとする

者（以下「大量買付者」といいます。）に対し、（i）事前に当該大量買付行為に関する
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必要かつ十分な情報の提供を求め、（ii）当該大量買付行為についての情報収集・検討

等を行う時間を確保した上で、（iii）株主の皆様に対し当社経営陣の計画や代替案等を

提示すること、あるいは大量買付者との交渉を行っていくための手続を定めています。

かかる大量買付行為についての必要かつ十分な情報の収集・検討等を行う時間を確保す

るため、大量買付者には、取締役会検討期間（III ２．（４）において定義されます。）

が終了するまで大量買付行為の開始をお待ちいただくことを要請するものです。 

 

ロ．独立委員会の設置と同委員会への諮問 

①大量買付者が本プランに定められた手続を遵守したか否か、②大量買付者が本プ

ランに定められた手続を遵守した場合であってもその大量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ものとして対抗措置を発動するか否かの判断

については、その客観性、公正性および合理性を担保するため、当社は、当社取締役会

から独立した組織として独立委員会を設置し、上記①ないし②に関して当社取締役会は、

かかる独立委員会に必ず諮問することとします。 

独立委員会は、大量買付者、当社の取締役、監査役、従業員等に対して必要に応じて

独立委員会への出席を要求し、必要な情報について提供を求めながら、当社取締役会か

ら諮問を受けた事項について審議・決議し、その決議の内容に基づいて、当社取締役会

に対し勧告を行います。この勧告は公表されるものとし、当社取締役会はかかる勧告を

大限尊重して対抗措置の発動または不発動につき速やかに決議を行うものとします。 

本プランは、重要な判断に際しては独立委員会による勧告手続を経なければならず、

かつ当社取締役会は同勧告を 大限尊重しなければならないものとすることにより、取

締役会の判断の客観性、公正性および合理性が確保できるよう設計されています。 

 

（２）対象となる大量買付行為 

本プランは、以下の①から③までのいずれかに該当する行為もしくは該当する可能

性がある行為がなされ、またはなされようとする場合（ただし、当社取締役会があら

かじめ承認したものを除きます。以下「大量買付行為」といいます。）を適用対象とし

ます。 

①当社が発行者である株券等1に関する特定の株主の株券等保有割合2が 20％以上と

                             
1 金融商品取引法第 27 条の 23 第 1項に定義される株券等をいいます。以下本プランにおいて別段の定め

がない限り同じとします。 
2 金融商品取引法第 27 条の 23 第 4項に定義される株券等保有割合をいいます。以下本プランにおいて同

じとします。なお、かかる株券等保有割合の計算上、(ⅰ)同法第 27 条の 2 第 7項に定義される特別関係者、

ならびに(ⅱ)買付者等との間でフィナンシャル・アドバイザー契約を締結している投資銀行、証券会社そ

の他の金融機関ならびに買付者等の公開買付代理人および主幹事証券会社（以下「契約金融機関等」とい

います。）は、買付者等の共同保有者（金融商品取引法第 27 条の 23 第 5項に定義される共同保有者をいい

ます。以下同じとします。）とみなします。また、かかる株券等保有割合の計算上、当社の発行済株式の総

数は、当社が公表している直近の情報を参照することができるものとします。 
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なるような当該株券等の買付けその他の取得3 

②当社が発行者である株券等4に関する特定の株主の株券等所有割合5とその特別関係

者6の株券等所有割合との合計が 20％以上となるような当該株券等の買付けその他

の取得7 

③当社が発行者である株券等に関する特定の株主が、当社の他の株主（複数である場

合を含みます。以下③において同じとします。）との間で当該他の株主が当該特定

の株主の共同保有者8に該当することとなるような合意その他の行為、または当該

特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配しもしくはそ

れらの者が共同ないし協調して行動する関係9を樹立する行為10（ただし、当該特定

の株主の株券等保有割合の合計が 20％以上となるような場合に限ります。） 

 

（３）情報提供の要求 

大量買付行為を行う大量買付者には、当社取締役会が不要と判断した場合を除き、大

量買付行為の実行に先立ち、当社に対して、当社株主の皆様の判断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「本必要情報」といいます。）等

を記載した書面（以下「買付説明書」といいます。）を、当社の定める書式および方法

により提出していただきます。 

本必要情報の具体的内容は大量買付者の属性および大量買付行為の内容によって異

なりますが、一般的な項目は以下のとおりです。 

 

① 大量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（ファンドの場

                             
3 売買その他の契約に基づく株券等の引渡請求権を有することおよび金融商品取引法施行令第 14条の 6に

規定される各取引を行うことを含みます。 
4 金融商品取引法第 27 条の 2 第 1項に定義される株券等をいいます。②において同じとします。 
5 金融商品取引法第 27 条の 2 第 8項に定義される株券等所有割合をいいます。以下本プランにおいて同じ

とします。なお、かかる株券等所有割合の計算上、当社の総議決権の数は、当社が公表している直近の情

報を参照することができるものとします。 
6 金融商品取引法第 27 条の 2 第 7項に定義される特別関係者をいいます。但し、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。なお、(ⅰ)同法第 27 条の 23 第 5項に定義される共同保有者および(ⅱ)契約金融機関等は、買

付者等の特別関係者とみなします。以下本プランにおいて同じとします。 
7 買付けその他の有償の譲受けおよび金融商品取引法施行令第 6条第 3項に規定される有償の譲受けに類

するものを含みます。 
8 金融商品取引法第 27 条の 23 第 5項に定義される共同保有者をいいます。以下本プランにおいて同じと

します。 
9 「当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配しもしくはそれらの者が共同

ないし協調して行動する関係」が樹立されたか否かの判定は、新たな出資関係、業務提携関係、取引ない

し契約関係、役員兼任関係、資金提供関係、信用供与関係、デリバティブや貸株等を通じた当社株券等に

関する実質的な利害関係等の形成や、当該特定の株主および当該他の株主が当社に対して直接または間接

に及ぼす影響等を基礎に行うものとします。 
10 ③所定の行為がなされたか否かの判定は、当社取締役会が独立委員会の勧告に基づき合理的に行うもの

とします。なお、当社取締役会は、③の要件に該当するか否かの判定に必要と判断される範囲において、

当社の株主に対して必要な情報の提供を求めることがあります。 
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合は）各組合員その他の構成員を含みます。）の概要（大量買付者およびそのグ

ループの名称、住所、事業内容、資本構成、財務内容、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 大量買付行為の目的、方法および内容（当社株式の取得対価の価額・種類、大量

買付行為の時期、関連する取引の仕組み、大量買付行為の方法の適法性、大量

買付行為および関連する取引の実現可能性等に関する情報を含みます。） 

③ 大量買付行為に際しての第三者との間の意思連絡の有無及び意思連絡がある場

合にはその内容 

④ 当社株式の取得対価の算定根拠（算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値

情報、大量買付行為に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジー

の内容等） 

⑤ 取得資金の裏付け（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。） 

⑥ 大量買付者による当社株券等の過去の取得に関する情報 

⑦ 当社の経営に参画した後に想定している経営者候補（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。）、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 

⑧ 当社の取引先、顧客、従業員等のステークホルダーに対する対応方針 

⑨ その他当社取締役会または独立委員会が合理的に必要と判断する情報 

 

大量買付者が大量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、大量

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量買付行

為の概要を明示し、本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を記載した意向表

明書をご提出いただくこととします。当社は、かかる意向表明書受領後 10 営業日以内

に、買付説明書の書式（本必要情報のリストを含みます。）を買付者等に対して交付い

たします。 

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、大量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。ただし、この場合、当社取締役会は、独立委員会の意見を 大限尊重するも

のとします。そして、大量買付行為の提案があった事実については速やかに開示し、ま

た、当社取締役会に提供された本必要情報については、当社株主の皆様の判断のために

必要であると認められる場合には、その全部または一部を開示します。 

また、当社取締役会は、本必要情報を受領した場合は、速やかにこれを独立委員会に

提供します。独立委員会は、当社取締役会から提供された情報が不十分であると判断し

た場合は、大量買付者に対し、適宜合理的な期限を定めた上、直接または取締役会を通

じて本必要情報を追加提出するように求めることがあります。 
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なお、意向表明書及び買付説明書における使用言語は日本語に限ります。 

本必要情報の提供が完了したと判断した場合、当社取締役会は、直ちにその旨を開示

いたします。 

 

（４）取締役会による検討手続 

大量買付者より本必要情報の提供が十分になされたと認めた場合、当社取締役会は、

６０日間（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けの場合）

または９０日間（その他の大量買付行為の場合）の当社取締役会による検討期間(以下

「取締役会検討期間」といいます。)を設定します。大量買付行為は、取締役会検討期

間が終了した後にのみ開始されるものとします。 

なお、独立委員会が取締役会検討期間内に対抗措置の発動または不発動の勧告を行う

に至らないこと等、当社取締役会が取締役会検討期間内に対抗措置の発動または不発動

に関する決議に至らないことにつき止むを得ない事情がある場合、当社取締役会は、独

立委員会の勧告に基づき、必要な範囲内で取締役会検討期間を 大３０日間延長するこ

とができるものとします。 

当社取締役会が取締役会検討期間の延長を決議した場合、当該決議された延長期間お

よびその延長期間が必要とされる理由を、直ちに開示いたします。 

当社取締役会は、取締役会検討期間内において大量買付者から提供された本必要情報

に基づき、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、大量

買付者の大量買付行為の内容の評価・検討等を行います。また、当社取締役会は、株主

の皆様のご意向の把握に努めるとともに、取引先、顧客、従業員等からも必要に応じて

意見を聴取するほか、その判断の合理性・客観性を高めるために、当社経営陣から独立

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、税理士、コンサ

ルタントその他の専門家を含む。以下「外部専門家等」といいます。）の助言を得るこ

とができるものとします。 

その上で、当社取締役会は、必要に応じ、大量買付行為の内容を検討し大量買付行為

の内容を改善させるために、大量買付者と協議、交渉を行います。大量買付者は、当社

取締役会が検討資料その他の情報提供、協議、交渉等を求めた場合には、速やかにこれ

に応じなければならないものとします。 

当社取締役会は、その判断の透明性を高めるため、大量買付者の大量買付行為の内容

に対する当社取締役会の意見、当社取締役会が代替案を作成した場合にはその概要、そ

の他当社取締役会が適切と判断する事項について、営業秘密等開示に不適切と当社取締

役会が判断した情報を除き、情報開示を行います。 

 

（５）独立委員会による評価、検討 

独立委員会は、大量買付者および当社取締役会から提供された情報に基づき、当社の
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企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上の観点から、大量買付者の大量買付行為

の内容の評価・検討等を行います。また、独立委員会は、株主の皆様のご意向の把握に

努めるとともに、取引先、顧客、従業員等からも必要に応じて意見を聴取するほか、そ

の判断の合理性・客観性を高めるために、必要に応じて、当社の費用で、外部専門家等

の助言を得ることができるものとします。 

独立委員会は、その判断の透明性を高めるため、大量買付者から提供された本必要情

報、大量買付者の大量買付行為の内容に対する当社取締役会の意見、当社取締役会から

提出された代替案の概要その他独立委員会が適切と判断する事項について、営業秘密等

開示に不適切と独立委員会が判断した情報を除き、取締役会を通じて株主の皆様に対し、

速やかに情報開示を行います。 

 

（６）独立委員会の勧告手続 

独立委員会は、取締役会検討期間内に、以下に定めるところにより、当社取締役会に

対して大量買付行為に関する勧告を行うものとします。 

 

イ．大量買付者が本プランに定められた手続を遵守した場合 

大量買付者が本プランに定められた手続を遵守した場合には、独立委員会は、原則と

して、当社取締役会に対して、対抗措置の不発動を勧告します。 

但し、本プランに定められた手続が遵守されている場合であっても、大量買付行為が

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ときは、独立委員会

は、対抗措置の発動を勧告することがあります。具体的には、以下の類型に該当すると

認められる場合には、原則として、大量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場合に該当するものと考えます。 

 

① 次のａ．ないしｄ．まで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大量買付行為である場合 

ａ．株式を買い占め、その株式について会社側に対して高値で買取りを要求する行為 

ｂ．会社を一時的に支配して、会社の重要な資産等を廉価に取得する等会社の犠牲の下

に大量買付者の利益を実現する経営を行うような行為 

ｃ．会社の資産を大量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 

ｄ．会社経営を一時的に支配して会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

急上昇の機会をねらって高値で売り抜ける行為 

② 強圧的二段階買付け（ 初の買付条件よりも二段階目の買付条件を不利に設定し、

あるいは二段階目の買付条件を明確にしないで、公開買付け等の株式買付けを行うこ
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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がある大量買付行為

である場合 

③ 大量買付者による支配権取得により、取引先、顧客、従業員等のステークホルダー

の利益が損なわれ、それによって当社の企業価値ひいては株主共同の利益が著しく損

なわれる場合 

④ 大量買付行為の条件（対価の種類・価額、大量買付行為の時期、買付方法の適法性、

大量買付行為の後における当社の従業員、顧客、取引先等のステークホルダーへの対

応方針等を含みます。）が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に鑑み著しく不十

分または不適当な大量買付行為である場合 

⑤ 大量買付者の経営陣または主要株主もしくは出資者に反社会的勢力と関係を有する

者が含まれている場合等、大量買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として不

適切であると合理的な根拠をもって判断される場合 

⑥ その他①ないし⑤に準ずる場合で、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 

 

ロ．大量買付者が本プランに定められた手続を遵守しない場合 

大量買付者により、本プランに定める手続が遵守されない場合、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・向上のために対抗措置を発動させないこと

が必要であることが明白であることその他の特段の事情がある場合を除き、原則として、

当社取締役会に対して、対抗措置の発動を勧告します。 

独立委員会の勧告がなされた場合、当社取締役会は、独立委員会の意見およびその意

見の理由ならびにその他適切と認められる情報を、法令および関係する金融商品取引所

の規則に従って適時適切な開示を行います。 

 

（７）当社取締役会による決議 

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、取締役会検討期間内に

対抗措置の発動もしくは不発動の決議その他必要な決議を行うものとします。対抗措置

の発動もしくは不発動の決議がなされた場合には、取締役会検討期間は、取締役会検討

期間開始から当該決議の日までに経過した日数にかかわらず、その日をもって終了する

こととします。 

 

（８）対抗措置発動の中止等について 

当社取締役会は、①大量買付行為が撤回された場合や、②大量買付者による本必要

情報の提供が完了したと当社が判断した旨開示した後、大量買付者によって当該本必要

情報につき重要な変更がなされたと判断した場合、③その他当該独立委員会の勧告の判

断の前提となった事実関係等に変動が生じた場合には、その決議により、対抗措置の発
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動を中止または変更することができるものとします。ただし、当社取締役会は、対抗措

置の発動の中止を決議する際には独立委員会の勧告を 大限尊重するものとします。こ

れらの決議を行った場合、当社は、当社取締役会の意見およびその意見の理由ならびに

その他適切と認められる情報を、法令および関係する金融商品取引所の規則に従って適

時適切な開示を行います。 

 

（９）対抗措置としての新株予約権の概要 

当社取締役会は、本プランにおける対抗措置として、原則として、新株予約権の無

償割当てを実施します。当該新株予約権無償割当ての概要は、以下のとおりです。 

 

イ. 新株予約権付与の対象となる株主および発行条件 

当社取締役会で定める割当期日における 終の株主名簿に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個の割合で新たに払込みをさせないで新株予約権を割り当てる。 

ロ. 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（以下「対象株式数」という。）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。 

ハ. 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り当てを行うことがある。 

ニ. 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。 

ホ. 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。 

ヘ. 新株予約権の行使条件 

新株予約権の行使条件の詳細については、新株予約権無償割当てを決議する取締役

会において定めるものとするが、以下に掲げる者については、原則として新株予約権

を行使することができないものとする。 

① 大量買付者または大量買付者のグループに属する者。 
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② 外国の適用法令上、当該法令の管轄地域に所在し新株予約権の行使にあたり所定

の手続が必要とされる者（ただし、本項に該当する者の有する新株予約権も、後

記チ．に従って、当社による当社株式を対価とする取得の対象となることがある

ものとする。 

なお、当該外国の適用法令上適用除外規定が利用できる者等の一定の者について

は、新株予約権を行使することができるものとする。）。 

③ 大量買付者または大量買付者のグループに属する者でないこと等について確認

する当社所定の書式による書面を提出しない者（ただし、当社がかかる書面の提

出を求めなかった者を除く。）。 

ト. 新株予約権の行使期間 

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た日を初日（以下、か

かる行使期間の初日を「行使期間開始日」という。）とし、１ヶ月間から３ヶ月間ま

での範囲で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。なお、行使期間の 終日が行使に際して払い込まれる金銭の払込取扱場所の休業

日にあたるときは、その前営業日を 終日とする。 

チ．当社による新株予約権の取得 

① 当社は、行使期間開始日の前日までの間いつでも、新株予約権を取得することが

適切であると当社取締役会が判断したときは、当社取締役会が別途定める日を

もって、全ての新株予約権を無償にて取得することができるものとする。 

② 当社は、当社取締役会が別途定める日（以下「取得日」という。）をもって、以

下に掲げる者以外の者が有する新株予約権のうち、当該取得日の前日までに未行

使のもの全てを取得し、これと引換えに、新株予約権１個につき対象株式数の当

社普通株式を交付することができる。 

(A)大量買付者または大量買付者のグループに属する者 

(B)取得日までに、大量買付者または大量買付者のグループに属する者でないこと等

について確認する当社所定の書式による書面を提出しない者（ただし、当社がか

かる書面の提出を求めなかった者を除く。） 

③ 前項に定める取得日以降において、大量買付者または大量買付者のグループに属

する者以外の者が有する新株予約権が存在すると当社取締役会が認める場合（た

だし、かかる取締役会の認定にあたり、当社は、前項(B)に定める当社所定の書式

による書面の提出を求めることができる。）には、取得日より後の日であって取締

役会が別途定める日をもって、当該者の有する新株予約権のうち当社取締役会の

定める当該日の前日までに未行使のもの全てを取得し、これと引換えに、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ものとし、その後

も同様とする。 

④ ①ないし③のほか、新株予約権の取得に関する事項については、必要に応じ、新
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株予約権無償割当て決議において定めることができる。 

 

３．本プランの有効期間等 

本プランは、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

することから、その有効期間は、本定時株主総会の終結の時から３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。 

ただし、有効期間の満了前であっても、株主総会または取締役会の決議によって本

プランを廃止することができます。なお、取締役会は、本プランの有効期間中に、本

プランの趣旨に反しない範囲で、独立委員会の承認を得たうえで、本プランの内容を

変更する場合があります。 

当社は、本プランの廃止または変更がなされた場合には、当該廃止または変更の事

実および（変更の場合には）変更の内容その他の事項について、情報開示を速やかに

行います。 

 

４．法令等による修正 

本プランで引用する法令の規定は、２０１２年５月２５日現在施行されている規定

を前提としているものであり、同日以後、法令の新設または改廃により、上記各項に

定める条項ないし用語の意義等に修正を加える必要が生じた場合には、当該新設また

は改廃の趣旨を考慮の上、上記各項に定める条項ないし用語の意義等を適宜合理的な

範囲内で読み替えることができるものとします。 

 

Ⅳ 本プランが会社の支配に関する基本方針に沿うものであり、株主共同の利益を損なうもので

はないこと、会社役員の地位の維持を目的とするものでないことおよびその理由 

 

（１）会社の支配に関する基本方針に沿うものであること 

本プランは、大量買付者に大量買付に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事

前に提供すること、情報判断のための一定の検討期間が経過した後にのみ大量買付行為

を開始することを求め、当社所定のルールを遵守しない大量買付者には対抗措置を講じ

ることとしています。 

また、ルールが遵守された場合でも、大量買付行為により当社の企業価値および株主

共同の利益が損なわれると判断される場合は、大量買付者に対し対抗措置を講じること

としていることから、本プランは当社の会社支配に関する基本方針に沿うものであると

考えております。 

 

（２）株主共同の利益を損なうものではなく、また、会社役員の地位の維持を目的とする

ものでないこと 
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当社は、以下の理由により、本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益

を損なうものではなく、また、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。 

 

イ. 買収防衛策に係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２００５年５月２７日に発表した企業価

値ひいては株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針の定

める三原則を充足するとともに、株式会社大阪証券取引所（JASDAQ 市場）の定める

「企業行動規範に関する規則 第 11 条」に準拠しております。 

また、経済産業省に設置された企業価値研究会が２００８年６月３０日に発表し

た報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容も踏まえた

ものとなっております。 

 

ロ．株主意思を重視するものであること 

本プランの導入は株主総会の承認を条件としており、有効期間を約３年間とする

いわゆるサンセット条項が付されております。また、III ３.記載のとおり、本プラ

ンの有効期間の満了前であっても、当社株主総会において、本プランを廃止するこ

とが決定された場合には、本プランはその時点で廃止されることになっており、そ

の意味で、本プランの消長には、株主の皆様のご意思が反映されることとなってい

ます。 

 

ハ．独立性のある社外者の判断の重視と情報開示 

本プランは、当社取締役会または取締役の恣意的判断を排除するために、発動お

よび変更等の運用に際しての実質的な判断は、独立性の高い社外者から構成される

独立委員会により行われることとされています。実際に当社に対して大量買付行為

がなされた場合には、こうした独立委員会が、独立委員会規則に従い、当該大量買

付行為が当社の企業価値ひいては株主共同利益を毀損するか否か等の実質的な判断

を行い、当社取締役会はその判断を 大限尊重して会社法上の決議を行うこととし

ます。 

このように、独立委員会によって、当社取締役の恣意的行動を厳しく監視すると

ともに、そ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、

当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資する範囲で本プランの透明な運営が行

われる仕組みが確保されています。 

 

ニ．合理的な客観的要件の設定 

本プランは、III ２.（６）に記載のとおり、合理的な客観的要件が充足されなけ
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れば対抗措置は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

対抗措置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。 

 

ホ．外部専門家等の意見の取得 

III ２.（４）に記載のとおり、独立委員会は、当社経営陣から独立した外部専門

家等の助言を受けることができるものとされています。これにより、独立委員会に

よる判断の公正さ・客観性がより強く担保される仕組みとなっています。 

 

ヘ．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 

III ３.に記載のとおり、本プランは、大量買付者が、自己の指名する取締役を株

主総会で選任し、かかる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

ことが可能です。 

従って、本プランは、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

においては取締役の期差任期制は採用されていないため、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行うことができないため、その

発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。 

 

Ⅴ 株主・投資家等の皆様に与える影響等 

 

（１）本プラン導入時に株主・投資家の皆様に与える影響等 

本プラン導入時点においては、新株予約権無償割当てその他の対抗措置は実施され

ませんので、株主および投資家の皆様の権利関係に直接具体的な影響が生じることは

ありません。 

 

（２）対抗措置発動時に株主・投資家の皆様に与える影響等 

当社取締役会は、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

取締役会決議に基づき、会社法その他の法律および当社定款により認められている対

抗措置をとることがありますが、対抗措置の仕組上、当社株主の皆様（本プランに違

反した大量買付者および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

認められるような大量買付行為を行う大量買付者を除きます。）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

融商品取引所の規則に従って適時適切な開示を行います。 

対抗措置として新株予約権無償割当てを実施する場合には、新株予約権の行使によ

り新株を取得するために、株主の皆様には、所定の期間内に一定の金額の払込みをし
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ていただく必要があります。また、当社取締役会が新株予約権を取得することを決定

した場合には、行使価額相当の金額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、株主の皆様に新株を交付することがあります。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となった際に、法令に基づきお知

らせ致します。 

なお、新株予約権無償割当てを実施することを決議した場合であって、当該新株予

約権無償割当てを受けるべき株主が確定した後において、独立委員会の勧告を受けて、

当社が当該新株予約権無償割当てを中止し、また無償割当てされた当該新株予約権を

無償取得する場合には、結果として一株当たりの株式の価値の希釈化は生じないこと

から、一株当たりの株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った投資

家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。 

 

 

以 上 
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別紙１ 

独立委員会規則の概要 

 

 

・独立委員会は当社取締役会の決議により設置される。 

・独立委員会の委員は、３名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、

(i)当社社外取締役、(ii)当社社外監査役または(iii)社外の有識者のいずれかに該当

する者（（i）および（ii）についてはその補欠者を含む。）の中から、当社取締役会

が選任する。(iii)社外の有識者は、実績ある会社経営者、投資銀行業務に精通する

者、当社の事業に精通する者、弁護士、公認会計士もしくは会社法等を主たる研究対

象とする研究者またはこれらに準ずる者でなければならず、また、別途当社取締役会

が指定する善管注意義務条項等を含む契約を当社との間で締結した者でなければな

らない。 

・独立委員会委員の任期は、２０１２年６月２６日開催予定の本定時株主総会終了後３

年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終結の時までとす

る。なお、当社取締役会の決議により別段の定めをした場合はこの限りでない。 

・独立委員会は、当社取締役会の諮問がある場合には、これに応じ、以下の各号に記載

される事項について決定し、その決定の内容を、その理由を付して当社取締役会に対

して勧告する。なお、独立委員会の各委員は、こうした決定にあたっては、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これを行うことを要し、自

己または当社の経営陣の個人的利益を図ることを目的としてはならない。 

① 対抗措置の発動または不発動（対抗措置の発動の可否についての株主総会への付

議の実施を含む） 

② 対抗措置の変更または停止 

③ 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 

・上記に定めるところに加え、独立委員会は、以下の各号に記載される事項を行うこと

ができる。 

① 本プランの対象となる大量買付行為への該当性の判断 

② 大量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 大量買付者の大量買付行為の内容の精査・検討 

④ 当社取締役会に対する代替案の提出の要求・代替案の検討 

⑤ 取締役会検討期間の延長の決定 

⑥ 本プランの修正または変更の承認 

⑦ 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られた事項 
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⑧ 当社取締役会が別途独立委員会の行うことができるものと定めた事項 

・独立委員会は、大量買付者に対し、買付説明書記載の情報その他提出された情報が本

必要情報として不十分であると判断した場合には、追加的に情報を提出するよう求め

ることができる。また、独立委員会は、大量買付者から買付説明書記載の情報その他

本必要情報が提出された場合、当社取締役会に対し、所定の期間内に、大量買付者の

大量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（もしあれば）その他

独立委員会が適宜必要と認める情報等を提示するよう要求することができる。 

・独立委員会は、必要な情報収集を行うため、大量買付者、当社の取締役、監査役、従

業員その他独立委員会が必要と認める者に対して、必要な説明および帳票類の提出を

求めることができる。 

・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、税理士、コンサルタントその他の専門家等を含む。）の助言を

得ることができる。 

・独立委員会の各委員は、大量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。 

・独立委員会の決議は、原則として、独立委員会委員のうち過半数が出席し、その過半

数をもってこれを行う。 

以 上 
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別紙２ 

独立委員会委員の氏名および略歴 

 

本プラン導入当初の独立委員会の委員は、以下の３名を予定しております。 

 

桂川 明（かつらがわ あきら）氏 

【略 歴】 

平成７年７月 名古屋中税務署長 

平成８年８月 桂川明税理士事務所所長（現任） 

平成 13 年６月 明治電機工業（株）監査役（現任） 

平成 15 年６月（株）愛知銀行監査役（現任） 

平成 19 年６月 当社監査役（現任） 

※桂川 明氏は会社法第２条第１６号に規定される社外監査役です。 

 

柴山 昭三（しばやま しょうぞう）氏 

【略 歴】 

昭和 47 年 10 月 監査法人伊東会計事務所 

平成 ６年 ２月 監査法人伊東会計事務所代表社員 

平成 13 年１月 中央青山（みすず）監査法人代表社員 

平成 19 年８月 あずさ監査法人代表社員 

平成 23 年７月 柴山昭三会計事務所所長（現任） 

平成 23 年７月 大見工業（株）非常勤監査役（現任） 

平成 23 年 12 月 豊川信用金庫 非常勤監事（現任） 

※柴山昭三氏は２０１２年６月に会社法第２条第１６号に規定される社外監査役に

就任する予定です。 

 

橋本 修三（はしもと しゅうぞう）氏 

【略 歴】 

昭和 62 年４月 弁護士登録 

平成４年 ４月 橋本法律事務所所長（現任） 

平成 16 年４月 名古屋弁護士会（現：愛知県弁護士会）副会長 

        （平成 17 年 3 月まで） 

平成 24 年１月 東海テレビ放送株式会社「オンブズ東海」委員（現任） 
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別紙３ 

当社の大株主の状況 

 

２０１２年３月３１日現在の当社の大株主の状況は、以下のとおりです。 

 

（以下、2012 年 3 月 31 日のもの） 

株 主 名 所有株式数 発行済株式総数

に対する所有株

式数の割合（％）

東海エンジニアリング株式会社 2,133,800 20.6

前田昌美 558,300 5.4

サン電子株式会社 487,334 4.7

前田英行 367,200 3.5

内海倫江 340,000 3.3

渡辺恭江 340,000 3.3

田崎千恵 267,600 2.6

サン電子役員持株会 200,500 1.9

UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED 

CLIENT ACCOUNT 

188,500 1.8

岸佳須子 180,000 1.7

計 5,366,134 51.8

(注) 当社は、自己株式 487,334 株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、 

持ち株比率は、自己株式を控除して計算しております。 

 

以 上 
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別紙４ 

 

 

 

取締役会決議

手続不遵守
により対抗措
置発動が相

当

手続不遵守
だが不発動
が必要と判

断

大量買付者の出現

手続を遵守

大量買付者が
意向表明書と本必要情報を提出

取締役会検討期間
60日または90日（ 大30日延長）

　 《取締役会の検討》

 ・大量買付行為の検討
 ・取締役会の意見形成
 ・代替案の提示
 ・大量買付者との交渉

独
立
委
員
会

諮問

勧告

不十分な場合は追加情報の
提供を要請

取締役会決議

発動事由に
該当せず

発動事由に
該当

手続を遵守し
ない

取締役会

独立委員会

手続
からの
逸脱

勧告

対抗措置の
不発動

対抗措置の発動
対抗措置の

不発動

諮問
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別紙５ 

 

定款変更議案 

 

 

当社は、定款３７条に、次の規定を新設するとの内容の定款変更議案を、本株主総会

に付議いたします。 

 

第６章 買収防衛策 

（買収防衛策） 

第３７条 当会社は、株主総会の決議により、当会社の株式等の大量買付行為に関する

対応策の導入、変更および廃止につき、定めることができる。 

② 前項の株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3分

の 1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 

 

本定款変更については、2012 年 6月 26 日開催予定の第 41 回定時株主総会において、

株主の皆様のご承認を得ることにより、効力が発生することとしております。 

 


