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平 成１７年３ 月

企業価値研究会事務局

論点公開骨子の概要論点公開骨子の概要
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２．日本で確立すべきこと ～企業価値向上のための公正なルール～

３．［法制度］日本において欧米並みの防衛策を導入することは可能か

４．［基 準］防衛策の合理性はどのような基準で判断するべきか
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６．合理的な防衛策を実現するための具体的対応

７．今後の予定
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はじめにはじめに

企業価値研究会（座長：神田秀樹東京大学教授）は、持合構造が劇的に解消しつつある中で、次第

に高まりつつある敵対的買収に対する懸念を背景に、昨年９月以降、８回にわたって、敵対的買収に

対する防衛策（企業価値防衛策）のあり方について検討を重ねてきた。

（注） 会社法現代化による三角合併制度の導入は、友好的な提携を促す制度であり、これが研究会における検討の

きっかけではない。

研究会開催以降、数多くの経営者、機関投資家や海外関係者との議論を重ねるとともに、欧米にお

ける防衛策の導入状況や判例分析など、相当程度緻密な調査・分析を行ってきたところである。

研究会では、企業価値向上、グローバルスタンダード、内外無差別、選択肢拡大という４つの視点で

検討を加えてきたが、今回の論点公開は、グローバルスタンダードな防衛策の現状を踏まえながら、企

業価値や株主利益の向上につながる合理的な敵対的企業買収防衛策のあり方を提示している。

企業価値研究会としては、政府が、この論点公開を契機に、関係者との意見交換を深めた上で、敵

対的買収における公正なルールの形成を促すため、会社法や会社法令、証券取引法などの関係法令

の整備を急ぎ、また、敵対的買収防衛策に関する指針（企業価値防衛指針）を策定することを期待する

ものである。
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○ 一方、米国では、敵対的な株式の買い占めに歯止めをかけ、時間をかけて敵対的買収者と交渉すると

いう防衛策（常時から服用する常備薬）が開発されている（次頁参照）。

○ また、日米間の時価総額格差が大きく、こうした懸念を
助長している。

○ 我が国においては、株式持合の解消や外国人持株比率
の増加に伴い、敵対的な株式の買い占めに対する懸念
が増大している。

（全体）
・米国の時価総額は日本の約４倍

（個別企業別）

・ファイザー 30兆円－武田薬品 4兆円
・P&G                 15兆円－花王 2兆円
・ウォルマート 24兆円－セブンイレブン 3兆円
・マイクロソフト 33兆円－キヤノン 5兆円

【日米の時価総額格差】（2004.8現在）
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○ 通常、敵対的買収は、公開買付（ＴＯＢ）などによる株式の買い占めによって行われるが、わずか３週間
の間で、買収の可否が決まってしまう。

○ このため、我が国では、敵対的買収の局面で、あわてて対応することを余儀なくされてきた。

敵対的買収に対する懸念 敵対的買収に対する防衛策の必要性

【ＳＰＪ（ｽﾃｨｰﾙ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ米国投資ﾌｧﾝﾄﾞ）による敵対的ＴＯＢの経緯】

＜ＴＯＢ前のソトーの状況＞

・各種繊維製品の染色加工

・無借金経営で、約２００億円の流動資産を保有

・株価８９８円（ＴＯＢ直前）、時価総額約100億円

・増配によるソトーの想定支出：約30億円（内部蓄積の約2割弱）
・株価上昇・増配によるＳＰＪの想定利益：約２０億円
・ＳＰＪは０４年中にソトー株式を売却済みで、キャピタルゲインも獲得。

０３年春 ＳＰＪがソトーの経営者に友好的な買収を提案。
（提案内容）ＳＰＪがソトーの経営者の同意を取り付けた上で、ＴＯＢで全株式を

買い付けて、ＳＰＪが株主となり、上場廃止した上で、その後の会社の
経営は現経営陣に委ねる。

ソトー経営陣は拒否

１２月１９日 ＳＰＪが敵対的TOBを開始
買付価格：1株1,150円 買付予定数：33.4%

・ この後、ＮＩＦ（大和証券系ファンド）がソトー経営陣の賛同の下、ＳＰＪよ

りも高額な買付価格で対抗ＴＯＢを実施。

・ しかし、ＳＰＪが更に価格のつり上げを行い、最終的にＳＰＪの買付価格

は全株式を対象として、1,550円に引き上げ。
・ この結果、ＮＩＦはソトーの買収を断念。

２月１６日 ソトーが株主配当を１３円から200円に増額すると発表した結果、ソ
トーの株価が２，０００円まで急騰し、ＳＰＪによるＴＯＢは不成立。

日本企業において、株式持合に代わる防衛策を確立し
たいという要望が高まっている。

１．敵対的買収に対する懸念と合理的な防衛策の必要性１．敵対的買収に対する懸念と合理的な防衛策の必要性
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（参考）米国企業が採用している常備薬的な防衛策の仕組み（参考）米国企業が採用している常備薬的な防衛策の仕組み

○ 買収者は株の買い占めができない。

○ したがって、ライツの消却を求めて経営者と交渉する。

○ 交渉の過程で、株主は、買収者の経営提案と現経営陣の経営能力を比較
する十分な時間と機会が与えられる。

○ 経営者がライツを消却しない場合でも、委任状合戦により２年以内に決着
がつく。

○ その結果、株価が引き上げられる。
例）オラクル社によるピープルソフト社買収の事例（０４年）では、オラクル社がピープル社のラ
イツプランを乗り越えるため委任状合戦を展開し、約１年半かけて交渉した結果、買付提示額
は当初の１６ドルから最終的に２６．５ドルまで上昇（６０％のプレミアム）

○ 平時に導入する限り、ライツプランが原因で株価が下落することはない。

買収者が一定割合の株式を買い占めた場合、買収者以外の株主に自動的に新

株が発行され、買収者の株式取得割合を低下させる仕組み。

（敵対的）
買収者

【買収の開始】

８０株＋８０予約権２０株＋２０予約権

一般株主

【平 時】

１００株＋１００予約権

一般株主

【ライツプラン発効後】

２０株 ８０株＋４００株

（敵対的）
買収者

① 株主全員に新株
予約権（ライツ）を
配布

② 買収者が２０％の株式を取
得した場合、買収者以外の株
主の新株予約権が、１予約権
（例えば）５株に転換する。

③ 結果として、敵対的買収
者の買い占め割合が低下
する。

Ａ社発行済株式数＝100株

Ａ社

Ａ社

一般株主

20% 80%
100%

新株予約権
（ライツ）

96%4%

１予約権⇒５株

買収者 一般株主

転換せず

買収者 一般株主

○ 多くの機関投資家は、①株主総会の承認、②３年以内の定期的な見直し、
③３年毎の社外取締役のチェックなどの濫用防止のための仕組みがあれ
ば、当該ライツプランは株主価値を向上させるものとして賛成している。

■ 導入効果

■ 機関投資家の評価

ライツプラン

○ 米国企業の約６割が平時から導入。ﾔﾌｰ、ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ、ﾓﾄﾛｰﾗ等
○ 導入目的は株主価値の向上
【ﾔﾌｰ･ﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ】ライツプランは、威圧的な買収や全ての株主に公正かつ適
当な買収価格と条件を示さない買収を防ぐために導入するものである

■ 導入状況

グーグル

複数議決権株式
（約５割の議決権）

①合併提案
×

②拒否

（敵対的）
Ｂ社

創業者や友好的な企業などに、複数の議決権を有する株式（複数議決権株式）

や合併や取締役の交替などに関して決定権のある種類株式（拒否権付種類株

式）を与える仕組み。

○ 買収抑止効果が強いため、機関投資家は反対する傾向にある。

■ 導入効果

特殊な株式を活用する方策

【創業者２人＋CEO】

○ 買収者は、複数議決権株式や拒否権付株式を発行している企業の株式を
買い占めたとしても、合併や取締役の交替を行うことができない。

複数議決権株式を発行しているグーグルの例

■ 機関投資家の評価

○しかし、以下の条件を満たす企業においては、当該方策を導入することが、
企業価値の維持・向上につながるとして、市場から評価されている

①経営能力の優れている創業者に複数議決権株式を割り当て安定的な長期
経営を委ねるケース（例：グーグルなど）
②マスメディアなど普遍的な編集方針が求められる企業が複数議決権株式を
発行するケース（例：NYタイムズ、ダウなど）
③公益性の高い企業が友好的第三者に拒否権付株式を発行するケース（いわ
ゆる黄金株）（例：ナショナルグリッド（英国の送電会社）、国際石油開発（日本
の石油開発の中核的企業など））

■ 導入状況
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企業価値を防衛するルール２．日本で確立すべきこと２．日本で確立すべきこと ～企業価値向上のための公正なルール～～企業価値向上のための公正なルール～

ライツプランなどの防衛策が会社
法上可能なのか不明確（３１％）

（例）ライツプランは、買収者以外の株主
にのみ新株を発行する仕組みだが、こ
れが、会社法上の株主平等原則に抵触
するか不明確

効果が少ないとの結
論（１６％）

市場の反応に対する懸念
（３３％）

・前例がないので心配
・特に外国人投資家の反応

その他
（２０％）

自衛策の導入に踏み切れていない理由
（平成１６年９月 経済産業省調べ）

■ 会社法現代化の実現 【来年施行予定】
欧米並みの防衛策は現行法の下でも導入できるが、会社法
現代化などにより、より効果的な防衛策の導入を可能とする。

■ 会社法令などの改正（防衛策に関する開示ルールの整
備） 【本年５月】
防衛策の合理性を確保する前提として、導入状況に関する
株主への開示制度を創設する。

■ 企業価値防衛策指針の策定 【本年５月】
防衛策の濫用を防止し、企業価値を高める防衛策を定着さ
せるため、経済産業省と法務省と共同で、企業価値を高める
ための合理的な防衛策のあり方に関するガイドラインを策定
する。

○ ところが、日本ではこうした自衛策の前例や経験がないため、

・ 自衛策を導入すると株価が下落するのではないか
・ こうした新たな自衛策は会社法上できないのではないか

といった懸念から、日本企業は導入に逡巡しているのが現状で
ある。

我が国における防衛策の確立

○ この点に関して、経済産業省は、企業価値研究会（座長：神

田秀樹東大教授）を昨年９月から開催し、有識者、経済界、法

務省の参加を得て検討を重ね、概ね、次のような結論を得るに

至っている。

米国企業などが採用している防衛策を導入することにより、経営者

は、敵対的買収者が適切な時間をとって交渉することができるように

なる。

○ 「知恵と経験の不足」による２つの問題
・「敵対的買収に関する合理的な防衛差とは何か」というコンセン
サスがない。
・過剰な対応の懸念、過小な対応の懸念
経営者の保身のために防衛策を採用する危険、他方で、企業
価値・株主利益の長期的な向上を確保するための防衛策も講じ
ることができないことの弊害

企業価値向上、グローバルスタンダード、内外無差別、選択肢拡大と

いう４つの視点で敵対的企業買収防衛策の確立

論点公開骨子の３つの要点
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法制度３．［法制度］３．［法制度］ 日本において欧米並みの防衛策を導入することは可能か日本において欧米並みの防衛策を導入することは可能か
～現状でも可能、会社法の現代化などでより効果的な防衛策の導入が可能に～～現状でも可能、会社法の現代化などでより効果的な防衛策の導入が可能に～

現行会社法の下でも欧米並みの防衛策を導入することは可能であるが、公正なルールを確立するための開示
制度の創設や防衛策の実効性を高めるための会社法現代化、証取法の見直しなどを急ぐべきである。

現行会社法の下でも欧米並みの防衛策を導入することは可能であるが、公正なルールを確立するための開示
制度の創設や防衛策の実効性を高めるための会社法現代化、証取法の見直しなどを急ぐべきである。

○ 「平時導入・有事発動型」の新たな防衛策に関する現在の会社法の評価、会社法現代化の効果
・「欧米で認められている企業買収防衛策は、日本流にアレンジすれば、ほとんど日本でも実現できる」（法務省）

新株予約権（※）を活用すれば、ライツプランの導入は可能。
※買収者以外の株主だけが行使することができる新株予約権の発行は可能（法務省）。
種類株式を活用すれば、拒否権付株式の導入は可能。
単元の異なる複数の種類株式を活用すれば、複数議決権株式と同様の効果を得ることは可能。

・「会社法制の現代化においては、さらに多彩な防衛策が可能になる」（法務省）
＜現在＞ ＜現代化後＞

新株予約権を活用した防衛策（ライツプラン） 株式への強制転換不可 → 強制転換可能
強制転換条項付株式を活用した防衛策（ライツプラン類似） 株主全員の同意が必要 → 特別決議で導入が可能
種類株式を活用した防衛策（いわゆる黄金株） 譲渡制限不可 → 譲渡制限可能
合併等の決議要件の加重 加重可能かどうかが不明確 → 加重可能（明確化）

○「平時導入・有事発動型」の新たな防衛策（新株予約権を活用したライツプランや黄金株など）も、合理的な範囲内で活用さ
れるのであれば、株主平等原則を論拠に導入自体が一律に禁止されるわけではない。
・ 株主平等原則については、この原則を一律に厳格かつ硬直的に解した場合、現実に即応した柔軟な会社運営を困難にし、かえって株主全体の利益を

害しかねないという問題点が存するため、合理的な範囲内での不平等については、株主平等原則は当然に許容していると解される。

○ 様々な防衛策の導入が可能な状況に鑑みれば、防衛策の導入状況などに関する株主への開示制度の創設が必要である。
・ 株主が防衛策の導入状況やその内容に応じて適切な投資行動をとれるよう、防衛策に関する開示制度を創設する必要がある。また、こうし
た開示制度は、買収者に防衛策の内容に応じた買収者の対応を可能とし、買収者と現経営陣が公正な条件で交渉する基礎を提供する。
・ 防衛目的の新株予約権の活用などに関する開示制度はないため、これについても整備する必要がある。

例えば、「一定割合の議決権を取得した者の行使を制限する内容の新株予約権を発行した場合（取締役会決議により株主に対して無償割当てをした場合を含む）

又はその将来の一定時点の株主に対して付与する旨の決議を行った場合その他敵対的買収者に対する防衛策を導入した場合には、その内容を営業報告書に記
載しなければならない」といった開示ルールを整備する。

・ また、証券取引法や証券取引所の開示ルールの見直しも検討に値する。

○ 投資家保護の観点から、敵対的買収時における証券取引法のルールのあり方やその他関連制度のあり方についても検討

を深める必要がある。
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基準４．［基準］防衛策の合理性はどのような基準で判断するべきか４．［基準］防衛策の合理性はどのような基準で判断するべきか
～防衛策の合理性は企業価値向上策かどうかで判断～～防衛策の合理性は企業価値向上策かどうかで判断～

（注）合理的な防衛策は、①企業価値に対する脅威が存在していること、②防衛策の内容が過剰ではないこと、③防衛策の導入（維持）
に関する意思決定が中立的であること、の３つを満たすものである。

（注）上記の３点は相互に関連しており、脅威の程度に応じて内容面の合理性や意思決定の中立性が要請される度合いは異なり、また、
防衛策の内容に応じて手続き面での中立性の度合いは異なることになる。

（注）合理的でない防衛策を講じた場合の法的措置：防衛策が企業価値に対する脅威に対して過剰なものであれば、取締役の善管注意
義務・忠実義務違反ということで、損害賠償請求等の法的リスクが生じることとなる。

防衛策の合理性については、その発動時に企業価値に対する脅威があり、それを防ぐための過剰な
措置でないかどうか（企業価値基準）で判断することが妥当である。

防衛策の合理性については、その発動時に企業価値に対する脅威があり、それを防ぐための過剰な
措置でないかどうか（企業価値基準）で判断することが妥当である。

○株主平等原則 ： 「平時導入・有事発動型」の新たな防衛策は、合理的な範囲内で利用される限り、株主

平等原則に違反しない。
・株主平等原則については、この原則を一律に厳格かつ硬直的に解した場合、現実に即応した柔軟な会社運営を困難にし、か
えって株主全体の利益を害しかねないという問題点が存するため、合理的な範囲内にある不平等については、株主平等原則
は当然に許容していると解される。

○ 主要目的ルール ： 「平時導入・有事発動型」の新たな防衛策は、合理的な範囲内で利用される限り、不
公正発行に該当しない（差止め対象にならない）。
・新株や新株予約権の不公正な発行は差止め対象となる（商法280条の10）。
・不公正か否かについては、現経営陣が自己の地位保全を主要な目的としているか否かという判断基準が存在し（いわゆる主
要目的ルール）、これまでの裁判例では、資金調達を主要な目的としていれば不公正ではないと判示されてきた。
・この点、新株予約権の発行については、必ずしも資金調達の必要性は要求されていない（例：ストックオプションなど）。したがっ
て、新株予約権を用いた防衛策で資金調達の目的を直接有しないものについては、資金調達目的の有無だけで不公正か否か
を判断することは適当ではない。
・合理的な防衛策、すなわち企業価値に対して脅威がある買収に対して相当な範囲内の防衛策であれば、資金調達目的がない
防衛策も採用できることが正面から認められるべきである。
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（参考） 防衛策の合理性に関する判断基準
～ 企業価値に対する脅威があり、防衛策の内容が過剰なものでないかどうか ～

（参考） 防衛策の合理性に関する判断基準
～ 企業価値に対する脅威があり、防衛策の内容が過剰なものでないかどうか ～

①防衛策の内容が、株主の選択権を奪っていないこと

【主な判断材料】・委任状合戦の機会を確保し、年１回の株主総会で、株主が取締役を交替させ、防衛策を消却させる機会を確保して

いるかどうか（これが確保されていないと過剰な内容とみなされる可能性が高い）
・会社が売却に出されている局面にあるかどうか（会社が競売状態にある場合には防衛策の採用は過剰となる可能
性が高い）

②防衛策の消却基準が合理的であること

【主な判断材料】・消却条件の事前開示の有無（事前開示のない場合、過剰となる可能性が高い）
・第三者による関与の度合い（社外などが関与する度合いや社外の独立性が高いほど過剰性は低い）
・消却条件の客観性（消却条件の客観性が高いほど過剰性は低い）
・事前の株主承認の有無（事前に株主総会の承認を受けた消却条件は過剰とはならい）

①構造的に強圧的な買収であること（強圧的買収手法類型）

－買収提案に応じなければ不利益を被るような状況をつくりだし、株主に売り急がせる場合。
－買収者がグリーンメーラーの場合
【主な判断材料】・買収の手法（部分買い付けで、二段階目の買収条件が不明確である場合など）

・買収者の過去の経歴（グリーンメイラーであるかどうかなど）

②実質的に強圧的な買収であること（株主誤信類型）

－ 買収価格が正しい企業価値を反映しておらず、十分な情報を持たない株主が買収提案に応じることで、企業価値が損なわれるおそれ
がある場合。

－ 買収提案に従えば企業の継続的価値が毀損し、十分な情報をもたない株主がこれに応じることで、企業価値が損なわれるおそれが
ある場合。

【主な判断材料】・買収価格よりも高い経営者が想定する企業価値の存在
客観的な根拠の存在
想定された企業価値と時価の乖離を埋めるための企業戦略の存在

・会社の明確な経営戦略の存在とそれが企業価値に与える効果
経営者の経営手腕に対する評価
株主や投資家、ステークホルダー、専門家の経営者への信頼の度合い
過去の経営戦略の効果が今後顕在化することの確実性
具体的な長期的事業戦略の存在とこれに対する外部の評価の高さ

・買収者の経営提案の内容の具体性とそれが企業価値に与える効果
買収者の経営手腕に関する過去の実績、評価
買収提案に従った場合の長期的企業価値への影響（従業員等のステークホルダーへの影響など）
買収資金の調達方法（買収する会社の資産を担保として資金を調達しているかどうかなど）

③代替案を検討する時間的余裕を与えないような買収の場合（代替的機会喪失類型）

－ 事前に何の予告もなしに、いきなりＴＯＢをかけられるなど、経営者に代替案を検討する時間的余裕を与えないような場合。
【主な判断材料】・買収者が会社に提供した交渉機会の有無、長さ

【判断基準１】 脅威の存在 ～ 敵対的買収により企業価値がより損なわれるという脅威があること

【判断基準２】 防衛策の相当性 ～脅威に対して過剰な内容となっていないこと

【主な判断材料】
・脅威の認定に当たり買収提
案と会社の経営戦略の比
較分析に十分な時間をか
けていること
（取締役会における検討時
間、買収提案に対す客観
的検討の有無など）

・脅威の認定に当たり専門性
と中立性の高い第三者が
関与していること
（外部アドバイザーの分析、
助言の有無）

・脅威の認定、防衛策の内容
の妥当性の判断における
利益相反のない第三者が
関与していること
（社外取締役、社外監査役
の関与の度合い、独立性
の高さなど）

・意志決定プロセスについて
予め株主承認を受けている
とさらに合理性が高まる

【判断基準３】
意思決定の中立性
～脅威の認定、防衛策の
内容の妥当性に関する
意思決定のプロセスが、
専門性、中立性が高いも
のであること
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工夫５．［工夫］５．［工夫］ 防衛策を合理的なものとするためにはどのような工夫が必要か防衛策を合理的なものとするためにはどのような工夫が必要か
～防衛策を企業価値向上策とするための仕組み～～防衛策を企業価値向上策とするための仕組み～

○ 企業価値を防衛する上で過剰とならない防衛策とするためには、買収の是非に関して株主
の判断が反映できる工夫を講じることが重要。

○ 具体的には、以下のような工夫が必要。
•有事、すなわち、実際に敵対的買収者が現れ、取締役会が防衛策維持（あるいは警告型の場合には導入）の是非を判断するに
当たっては、株主総会の承認を求めることが実態上難しい。

• したがって、有事における取締役会の防衛策維持という判断について、経営者の保身ではなく、企業価値や株主利益向上のた
めの対応であるといえるよう、以下の工夫が必要がある。

（１）防衛策の基本設計 （委任状合戦確保という最低限具備すべき基本要件）
• （たとえ、有事において取締役会が防衛策を維持しても）委任状合戦による株主投票の機会の確保は必要。
•委任状合戦は、防衛策が企業価値向上のための方策として機能するために、最低限具備すべき基本要件。

（２）防衛策の合理性を高めるための更なる工夫 （追加的要素）
•基本設計を前提とした上で、防衛策維持を決定した経営陣の判断の合理性を高めるためには、企業と株主との対話の中で、株
主の理解を得ながら、下記①②③の要件を追加的に組み合わせることが有効である。また、①②③の要件の内容も、その組み
合わせ次第で強弱をつけることも考えられる。

（注） 防衛策を導入するまでもなく、事前警告型（※）で下記①②③を組み合わせることも可能である。
（※）買収者が一定割合の株式の買い占めた場合には対抗策を講じる用意があることを予め警告しておく方策

①【第三者チェック型】
有事における、防衛策維持又は解除の取締役会の意思決定に、利益相反のない第三者が関与する。

②【客観的解除要件設定型】
有事における、防衛策の解除要件を客観的に設定し、株主が十分な情報に基づき判断できる状況になった場合や企業価値
を高める可能性が高い買収提案が提起された場合には、ＴＯＢに移行するよう措置する。

③【株主総会承認型】
防衛策の是非・内容（特に有事における判断基準や方法）について、導入時に株主総会の承認を得る。サンセット条項（例え
ば３年）を設定し、定期的に株主総会の承認を得ることでさらに合理性を高める。
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【防衛策の基本設計】 委任状合戦による株主投票の機会の確保【防衛策の基本設計】 委任状合戦による株主投票の機会の確保

• 「委任状合戦の確保」は、防衛策の基本設計で必ず具備しなければならない基礎的な条件。したがって、デッドハンドは
許されない。取締役会が防衛策を維持したとしても、委任状合戦という株主投票の機会は確保される。（注）米国のライツプ
ランの基本設計でもある。

• 株主投票の機会をどの程度許容するか、選択肢としては以下の２つが考えられるが、日本においては②を採用する。
① 米国のように、期差制を入れて途中解任を制限することによって、最長２年間の委任状合戦を許容する。

② 日本の現状のように、１年か２年の任期の中で、最長１年間の委任状合戦とする。

（委任状合戦の効果）

・委任状合戦の過程において、買収者側、会社側それぞれから当該企業の潜在的価値を示す有用な情報が開示されれば、株主はより高いプレミア
ムを手にする機会が確保されることになる。
（注）米国の敵対的買収に係る判例から委任状合戦における有用な情報開示項目を分析し、日本においても委任状合戦の局面において開示すべき情報の一

群を提示することも一案。

（委任状合戦の実効性）

・ＴＯＢをしかける用意のある買収者から見れば、委任状合戦に要する追加的コストは高いものではなく、実質的に株主の選択権を確保する手段とな

る（米国では委任状合戦が盛んに活用されている）。
（注）なお、日本の委任状合戦は、制度的には米国と同様だが、その活用事例は少ない。今後、買収提案の判断のような重要事項に関する委任状合戦を適正

かつ有効に展開できるよう、制度のあり方や活用の方策を検討する必要がある。

（委任状合戦で取締役会を支配できる最短期間の設定）
・米国では、取締役の任期を３年とした上で期差制を導入し、かつ、取締役の任期途中の解任を制限することにより、取締役会を支配するには最長２
年間かかるように措置している企業が６割程度ある。

・日本の場合、取締役の任期は１年か２年であるため、期差制にはほとんど意味はなく、、かつ、任期途中の解任制限もできない。このため、取締役
会を支配するには１年しかかからないが、こうした日本の制度環境は、米国に比べて、株主の選択機会を保証する大きな要素である。

○ 委任状合戦による株主投票の機会を確保する。
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【防衛策の合理性をさらに高めるための工夫①】 第三者チェック型【防衛策の合理性をさらに高めるための工夫①】 第三者チェック型

• 米国企業の主流となっている対応。米国では、有事における防衛策を導入・維持するという取締役の判断について、
独立社外取締役の関与があれば、法的安定性は高まるとされている。

• 第三者は、経営陣からの独立性が高いほど、また、経営判断事項を決定する権能と会社（株主）に対して責任を有
しているほど合理性が高まる。

• 例えば、主要な株主である機関投資家の支持を集めるには、取締役会の構成に関わらず、独立社外取締役や独立
社外監査役が、防衛策の維持又は解除に関して明確に関与することが求められる。

• 防衛策の維持は取締役の善管注意義務・忠実義務にかかわる問題であるため、弁護士等の外部専門家から意見
を徴求するなど、慎重な判断過程を経ることが求められる。

（注）なお、我が国において第三者チェック機能を働かせるためにはどのような形で利益相反のない第三者が関与したらよいのか、また、
どのような者であれば利益相反がないと言えるのかについては、今後更なる検討が必要である。

（社外取締役、社外監査役の権能と責務）
○社外取締役
・取締役は株主総会で選任され、会社に対して善管注意義務・忠実義務を負う
・取締役は、職務執行上、法令・定款違反の行為等により会社に損害を生じさせた場合には、それを賠償する責任を負う。
・取締役は、悪意・重過失による任務懈怠があったときは、第三者に対して責任を負う。
（例）社外取締役が過半数をなす取締役会が決定を行う。
（例）社外取締役だけで構成する委員会（指名委員会、監査委員会など）の助言に基づいて取締役会が判断する。

○社外監査役
・監査役は株主総会で選任され、会社に対して善管注意義務を負う。
・監査役は、その任務を怠ったときは、会社に対して損害賠償の責任が生ずる。
・監査役は取締役の職務執行を監査する。
・監査役は、取締役の法令又は定款に違反する行為が会社に著しく損害を与えるおそれがある場合には、取締役に対してその行為を止める
よう請求できる。
・監査役は、取締役を被告とする訴訟において会社を代表する。
・監査役は、取締役への責任減免や代表訴訟における訴訟上の和解において同意権を有する。

○ 有事における防衛策維持又は解除に関する取締役会の意思決定に、利益相反のない第三者が関与し、
株主の利害を反映させる。
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【防衛策の合理性をさらに高めるための工夫②】 客観的解除要件設定型【防衛策の合理性をさらに高めるための工夫②】 客観的解除要件設定型

（客観的解除要件に対する機関投資家の考え方）
・買収の内容に応じてケースバイケースに判断すべきとの考えから、議決権行使ガイドラインにおいて、買収内
容に関して一律の解除要件を定めている機関投資家はない。

• 客観的な解除条件を設け、その条件に合致する買収であれば防衛策を解除して（事前警告型の場合は、防衛策を
導入せずに）、ＴＯＢに移行する。

• 解除条件を工夫することにより、防衛策の合理性を高めることができる
～株主に十分な情報が提供され取締役会に代替提案を行うための合理的機会が与えられた場合には、

防衛策を解除してＴＯＢによる株主の選択に委ねる。

～企業価値を高める可能性が高い買収提案（全株式を現金で相当のプレミアムを付した買収提案など）に

関しては、防衛策を解除してＴＯＢによる株主の選択に委ねる。

• 解除条件の客観性が高いほど合理性は高まる。

（客観的解除要件の例）

（例）買収提案に関する本源的情報（買収後の経営方針及び事業計画など）が得られた後、経営者が代替提案
などを提示するに足る一定期間が経過した場合

（例）米国企業が採用する 「噛みくだきやすいピル（Chewable pill）
・現金による全株式に対するオファーで、かつ、Ｘ倍のプレミアムが付いている場合米国のライツプランの
２％」

・買収提案の妥当性を評価する項目（価格、資金の裏付け、買収後の経営目標、雇用方針など）と評価手法
（外部専門家のチェックなど）、評価プロセス（第三者の助言など）、評価基準（自社の過去の業績、業界平
均などのベンチマーク）などを予め定めておく場合「Permitted offer exception (Qualified offer)条項～米
国のライツプランの３割」

○ 防衛策を解除する客観的な要件を設定して、株主に十分な情報が提供された場合や企業価値を高
める可能性が高い買収提案の場合には、速やかにＴＯＢに移行する（噛み砕きやすい防衛策
Chewableな防衛策） 。
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【防衛策の合理性をさらに高めるための工夫③】 株主総会承認型【防衛策の合理性をさらに高めるための工夫③】 株主総会承認型

（株主総会の承認の例）
・本来、取締役会の決定により導入可能な新株予約権を用いた防衛策についても、行使条件、消却条件、消却時の判断プロセスな
どを定款に記載した上で定款変更の承認を受ける。
・拒否権付株式の場合、定款にその内容を記載することになるので、株主総会の特別決議により承認を受けることとなる。
・単元の異なる複数の種類株式を導入する場合も同様である。

（欧米の機関投資家の支持）
・米国機関投資家の大半が、防衛策導入時に株主総会の承認を求めていることから、こうした方策は機関投資家からも承認される
見込みが高い。
・英国では、City Code（自主規制）により、買収局面における取締役の買収を阻止する行為は厳しく制限されているが、制度的には
株主総会の承認が得られれば防衛策の導入は可能とされている。

（株主総会型の濫用防止効果）
・経営不振企業の場合、株主総会で承認される仕組みはかなり厳しいものになると考えられる（すなわち、経営者側にとって、防衛
策を採用しにくい仕組みとなる）。逆に、経営優良企業の場合は、その仕組みは緩やかになると考えられるが、その場合であっても、
１年間の委任状合戦が最大限の交渉期間として確保される。

• 平時のおいて予め防衛策導入に株主の承認を得ることで防衛策の法的安定性を高める。

• 株主総会承認型は、企業の過去の業績や将来の経営方針、さらには経営者の経営能力などから判断して、防衛策の
是非・内容を株主が決定する方法となる。

• 機関投資家の多くが３年以内のサンセット条項を支持していることを踏まえると、防衛策の終了期間を例えば３年以内と
した上で、株主総会で定期的にチェックを行うことでさらに合理性が高まる。

• 米国企業における防衛策は①の社外チェック型が主流であり、防衛策を廃止した企業が再度導入する際には株主総会
の承認を必要としている例以外は、株主総会承認型を採用している企業はほとんどない。また、米国では、こうした方策

の類型として、ＴＩＤＥ条項（独立取締役による３年毎の評価義務付け）を設けている企業が約１割存在する。いずれにし

ても定期的な株主総会承認型の防衛策は、米国における防衛策よりも相当程度合理性が高いと言える。

○ 平時において防衛策導入に株主総会の承認を得る。特に有事における消却方法（判断基準や判断
プロセスなど）について、株主総会の承認を受けた上で、これに従って有事における防衛策維持・解
除の判断を行うことで、合理性を確保する。
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防衛策の合理性を確保するための工夫（まとめ）防衛策の合理性を確保するための工夫（まとめ）

【基本的な考え方】

○防衛策の合理性を高めるため、株主が関与できる工夫を施すことが不可欠。

【防衛策の基本設計】

○有事の際に、委任状合戦という株主投票の機会を確保する。

【防衛策の合理性を高めるための３類型】

① 第三者チェック型
～社外取締役、社外監査役が判断
～米国企業の主流

②客観的解除要件設定型
～例えば、株主に十分な情報が提供された場合や、同業他社による戦略的な買収提案（全株式全現金によるプ

レミアム付の買収）には防衛策を解除してＴＯＢへ、それ以外の買収提案では防衛策を維持し委任状合戦で
決着をつける方法

～米国企業の修正の主流（ライツプラン導入企業の３割）

③ 株主総会承認型
～ （例え取締役会で導入可能な措置でも）株主総会が承認した防衛策のみ採用という究極の手段
～機関投資家の求める類型で、ライツプラン廃止後の米国企業が宣言している類型

企業価値や株主利益を向上させる防衛策とするためには、導入及び発動のプロセスにおいて株主重視企業価値や株主利益を向上させる防衛策とするためには、導入及び発動のプロセスにおいて株主重視

型の工夫をほどこすことが大事型の工夫をほどこすことが大事

・機関投資家の意見＝総会チェック ＋１年交渉（しかし実現していない）

・米 国 ＝社外チェック ＋２年交渉（一部客観的解除要件設定型への修正の動き）

・日 本 ＝総会または社外チェック＋１年交渉（or一部客観的解除要件設定型）
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１．欧米並みの防衛策は現行法の下でも導入できるが、会社法現代化などにより、より効果的な防衛策の

導入を可能とする。 【→会社法現代化の実現】

○欧米で認められている企業買収防衛策（平時に導入し有事に発動する防衛策）は、現行の会社法の下、日本でも導入で

きる。

•取締役会決議によって、新株予約権を活用したライツプランを導入することができる。
•種類株式を活用すれば、企業買収防衛目的で拒否権付株式（黄金株）を導入することができる。
•単元の異なる複数の種類株式を活用すれば、複数議決権株式と同様の効果を得ることができる。

○ さらに、効果的な防衛策の導入を可能とするためにも、会社法現代化を実現する必要がある。

• ライツプランの実効性を高めるため、会社側の判断で株主が有する新株予約権を新株に代えることが可能となる。
•強制転換条項付種類株式を用いた方策については、既に発行している普通株式を防衛策の施された強制転換条項付株式に一挙に変更す
るための手続きを設ける。

•自衛策としての安定性を高めるため、拒否権付種類株式や複数議決権株式のみに譲渡制限を付けることが可能となる。
•株式買い占めに対抗するため、合併の承認や取締役の解任についての株主総会の議決要件を引き上げることが可能となる。

○証取法やその他関連する法制度についても、合理的な敵対的買収に対するルール形成の観点から検討を進める。

２．防衛策の合理性を確保する前提として、導入状況に関する株主への開示制度の創設が必要である。

【→会社法令などの改正（防衛策に関する開示ルールの整備）】
○株主が防衛策の導入状況やその内容に応じて適切な投資行動をとれるよう、防衛策に関する開示制度を創設する必要が
ある。

○また、こうした開示制度は、防衛策の内容に応じた買収者の対応を可能とし、買収者と現経営陣が公正な条件で交渉する
基礎を提供する。

○ このため、会社法令などを改正し、新株予約権などを活用した防衛策を講じる場合の開示ルールを整備する必要がある。

•例えば、「一定割合の議決権を取得した者の行使を制限する内容の新株予約権を発行した場合（取締役会決議により株主に対して無償割
当てをした場合を含む）又はその将来の一定時点の株主に対して付与する旨の決議を行った場合その他敵対的買収者に対する防衛策を

導入した場合には、その内容を営業報告書に記載しなければならない」といった開示ルールを整備する。

６．合理的な防衛策を実現するための具体的対応６．合理的な防衛策を実現するための具体的対応
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３．合理的な防衛策を示した以下のような指針を策定することが有益である。

【→企業価値防衛策指針（経済産業省・法務省）の策定】

○ ［事前開示の徹底］会社法に基づいて、新株予約権や種類株式などを活用した敵対的買収防衛策を導入するに当たっ

ては、平時から会社法令などに基づいて開示を行わなければならない。

○ ［企業価値基準遵守の原則］防衛策を導入・発動するにあたっては、企業価値に対する脅威に対して講じた措置が過剰

とならないよう工夫する必要がある。

•企業価値基準を満たしている限り、株主平等原則や不公正発行には該当しない。

○ ［企業価値基準を満たすための具体的な方策］以下のような工夫を組み合わせることにより、防衛策の合理性を高める

ことができる。

•株主の選択権を確保するため、最低限、委任状合戦の道を確保する（防衛策の基本設計）。

• さらに、防衛策の合理性を高めるには、以下の３つの工夫が有効である（防衛策の追加的要素）。
－第三者チェック型 （取締役会限りで導入するが、防衛策の維持又は解除の取締役会の意思決定

に、利益相反のない第三者が関与する方式）

－客観的解除要件設定型（取締役会限りで導入するが、防衛策の解除要件を客観的に設定する方

式）

－株主総会承認型（消却の判断基準などの防衛策の内容について、あらかじめ株主総会の承認を得、

定期的に株主総会のチェックを受ける方式）
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７．今後の予定７．今後の予定

○企業価値研究会の論点公開（３月中）

～関係者との緊密な意見交換を実施～

Ｍ＆Ａの質の向上Ｍ＆Ａの質の向上

○企業価値防衛指針（経済産業省・法務省）（５月）

○会社法令の改正（防衛策に関する開示ルールの整備）（５月）

○会社法現代化（来年施行予定）

○証券取引法の整備

企業価値向上につながる合理的な防衛策確立のための制度整備企業価値向上につながる合理的な防衛策確立のための制度整備


