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敵対的買収防衛策（企業価値防衛策）の整備

企業価値研究会の論点公開の骨子と

企業価値防衛指針策定に向けた対応



はじめに

１．大型買収時代に備えて
～企業価値向上、株主利益向上を目指した敵対的買収時に関するルールの形成～

（参考）株主監視の強化と優良企業モデルの登場
（参考）企業組織再編を促す制度改革の進展と大型の産業再編の実現
（参考）敵対的買収が増加する背景
（参考）日本におけるＭ＆Ａの推移と敵対的買収事例
（参考）敵対的Ｍ＆Ａに対する日本企業の意識
（参考）防衛策に対する日本企業の取り組み

２．米国の現状、欧州の現状

（１） 合理的な防衛策が企業価値に与える効果 ～ 防衛策の導入状況とその効果 ～
①米国の現状

②欧州の現状
（参考）ライツプランが株価や買収プレミアムに与える影響
（参考）ライツプランが買収交渉の時間を作り、買収条件を引き上げた事例（オラクル対ピープル）
（参考）米国企業の防衛策導入状況

（２） どういう工夫が企業価値を高めるのか ～ 機関投資家の議決権行使の基準 ～
（参考）防衛策導入に関する欧米機関投資家の評価

（３） 買収者と経営者の間で何が争いになるのか（誰にとって敵対的か） ～ 米国の判例基準 ～
（参考）米国における防衛策を巡る司法判断の歴史
（参考）米国の判例から見る敵対的買収の類型

３．日本で確立すべきこと ～企業価値向上のための交渉ルール～
（１）〔法律〕日本において欧米並みの防衛策を導入することが可能か

～現状でも可能、会社法現代化などでより効果的な防衛策の導入を可能に～
（資料１）取締役会で決定できる株式制度などを活用した防衛策
（資料２）株主総会決議が必要な株式制度などを活用した防衛策（特定の第三者への種類株式を発行する場合など
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（資料３）取締役の解任制限
（資料４）その他の防衛策
（参考５）開示の現状と営業報告書

（２）〔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～

（参考）株主平等原則について
（参考）主要目的ルールについて
（参考）我が国における実質的判断基準の基本的考え方

（３）〔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
～防衛策を企業価値向上策とするための仕組み～

【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
（参考）委任状合戦において開示すべき情報
【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
（参考）日米の社外取締役（社外監査役）
【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③】 株主総会承認型

（４）企業価値研究会の４つの原則

４．企業社会のインフラ
（１）米国のトレンド ～防衛策の進化（裁判所や機関投資家がもたらした企業価値防衛策のダイナミズム～
（２）では日本では？～防衛策議論がもたらすであろう日本企業社会の変化

５．合理的な防衛策を実現するための具体的対応

６．今後の予定
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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合理的な交渉ルール形成を促すため、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。

はじめにはじめに
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神田 秀樹 東京大学大学院法学政治学研究科 教授
安達 俊雄 シャープ株式会社 取締役 東京支社長
石綿 学 森・濱田松本法律事務所 弁護士
梅本 建紀 株式会社レコフ 情報企画部門担当執行役員 兼 情報企画部長
大澤 敏男 山之内製薬株式会社 執行役員 グループ戦略企画部長
大杉 謙一 中央大学法科大学院 教授
久保田政一 日本経済団体連合会 経済本部長
佐山 展生 一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授、GCA株式会社代表取締役
柴田 和史 法政大学法科大学院 教授
武井 一浩 西村ときわ法律事務所 弁護士
寺下 史郎 株式会社アイ・アール ジャパン 執行役員
西川 元啓 新日本製鐵株式會社 常任顧問
畑 隆司 トヨタ自動車株式会社 経理財務本部担当 常務役員
八田 信男 ローム株式会社 取締役 管理本部長
八丁地 隆 株式会社日立製作所 執行役専務
藤縄 憲一 長島・大野・常松法律事務所 弁護士
堀井 啓祐 ソニー株式会社 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾊﾌﾞ ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽｵﾌｨｽ ｼﾆｱﾊﾞｲｽﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ
松古 樹美 野村證券株式会社ＩＢコンサルティング部 課長
松田 英三 読売新聞東京本社 論説委員
村田 敏一 日本生命保険相互会社 企画総務部 調査役
柳川 範之 東京大学大学院経済学研究科・経済学部 助教授

（オブザーバー）
相澤 哲 法務省民事局参事官

委員名簿

座長

（以上）

（５０音順 敬称略）
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企業価値研究会における調査事項

１．米国の現状、欧州の現状 ～欧米ではどのような対策が採られているか？

◎米国における防衛策の実態分析
・Ｓ＆Ｐ５００構成企業（４８８社）の防衛策の導入実態、防衛策が買収プレミアム、買収活動、株価などに与える影響を分析。

◎欧州における防衛策の実態分析
・イギリス、ドイツ、ＥＵにおける敵対的買収防衛策に関する考え方、実態を分析。

２．機関投資家の考え方 ～投資家はどのような防衛策を支持しているのか？

◎欧米の主要機関投資家の考え方
・議決行使ガイドラインでどのような基準が定められているか（主要機関投資家１０社の議決権行使ガイドラインを分析）
・ヒアリング調査（英米系年金基金、英米系運用機関、米国労働組合資金運用機関、全米機関投資家協会など約４０機関）

３．司法判断 ～米国ではどのような司法判断が確立しているか？

◎米国における防衛策に関する主要判例分析
・1985年以降、デラウエア州における300程度ある買収防衛策に関する裁判のうち、最高裁判所で争われた約３０の判決に

ついて、買収者側の主張、会社側の主張、判決内容からどのような防衛策であれば合法とされるのかを分析。

４．日本の実態 ～日本ではどのような対策を採りうるのか？

◎日本企業の敵対的買収に関する実態調査
・日本企業約６０社から敵対的買収に対する対策、考え方等を調査。

◎日本における実践的な方策について
・日本で導入可能な実践的な方策を分析。

◎日米における委任状合戦の実態調査
・日米の委任状合戦の相異点及び日本における委任状合戦の可能性を分析。

５．企業買収に関する経済理論
◎敵対的買収の経済合理性について理論的に分析。 3



第１回（平成１６年９月１６日）

第２回（平成１６年９月２８日）

第３回（平成１６年１０月２０日）

第４回（平成１６年１１月２５日）

第５回（平成１６年１２月２２日）

第６回（平成１７年 １月１９日）

第７回（平成１７年２月９日）

第８回（平成１７年３月７日）

研究会の進め方について

企業価値防衛策のあり方について

敵対的TOBへの対応について

日本企業の現状（実態調査結果報告）

日本企業の問題意識（産業界委員からの説明）

主要判例から見る合理的な防衛策の条件について

米国における防衛策の導入実態とその効果について

欧米の主要機関投資家の企業防衛策に対する議決権行使ガイドラインについて

欧州における防衛策の実態

企業買収に関する経済理論について

主要論点及び考え方について

敵対的買収に対する実践的な方策について

論点整理について

敵対的買収に対する実践的な方策について

論点整理について

委任状合戦の実態について

論点公開の骨子について

企業価値研究会 審議経過

4



１．大型買収時代に備えて１．大型買収時代に備えて
～企業価値向上、株主利益向上を目指した敵対的買収時のルールの形成～～企業価値向上、株主利益向上を目指した敵対的買収時のルールの形成～
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共有すべき認識
（参考）株主監視の強化と優良企業モデルの登場

○株式持合解消の進展や外国人持株比率の向上により、株主監視が強化される中で、世界に冠た
る優良企業モデルも登場。

かつての日本企業は、株式
持ち合いによって、株主との
安定した関係を構築しつつ、
メインバンクが経営を監視す
ることにより、経営の規律を
確保し、経営革新を実現して
いた。

かつての日本企業は、株式
持ち合いによって、株主との
安定した関係を構築しつつ、
メインバンクが経営を監視す
ることにより、経営の規律を
確保し、経営革新を実現して
いた。

＜８０年代の日本企業＞

メインバンクに代わり、株主
による監視が強まる中で、
経営革新を実現する日本企
業も登場。長期的な企業価
値向上を掲げる優良企業が
多いのも特徴。

メインバンクに代わり、株主
による監視が強まる中で、
経営革新を実現する日本企
業も登場。長期的な企業価
値向上を掲げる優良企業が
多いのも特徴。

＜現代の日本の優良企業モデル＞

外国人持株比率

46%

24%

6%

21%

安定保有比率

保
有
比
率
（
％
） ●

【株式持合の解消と外国人持株比率の増加】 【株主監視の強化と優良企業モデルの登場】

経経 営営

株株 主主 メインバンクメインバンク

経経 営営

株 主 メインバンクメインバンク

× ×

出所：「株式持ち合い状況調査２００３年度版」ニッセイ基礎研究所及び全国証券取引所による
平成１６年度株式分布状況調査より経済産業省が作成

［対日投資会議決定］（１９９６年）
・株式持ち合いの見直し等を通じたＭ＆Ａ
の活性化を期待。
・持ち合い見直し等の状況を踏まえつつ、
防衛策のあり方について検討を進める。
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（１）独占禁止法の改革

・持株会社の解禁（９７年）

（２）会社法制の改革

・合併制度の簡素化（９７年）

・株式交換・移転制度（９９年）

・会社分割制度（０１年）

（３）税制の整備

・株式交換・移転税制（９９年）

・企業組織再編税制（０１年）

・連結納税制度（０２年）

（４）産業再生法の制定（０３年）

・産業再編に対する支援策強化

・会社法現代化の先取り（三角合併、現金合併の導入）

（５）企業結合ガイドラインの改定（０４年）

（６）投資事業有限責任組合法（ファンド法）の制定（０４年）

（７）雇用の流動化を促す労働法制の整備

○９０年代後半以降、産業再編を促すために、企業組織形態の多様化・自由化を促進。
○独禁法、会社法、税制、労働法制など、関連する制度の改革が精力的に行われてきたこともあり、

９０年代末以降、大型の産業再編が加速。

【企業組織再編を促す制度改革の進展】

（参考）企業組織再編を促す制度改革の進展と大型の産業再編の実現

【Ｍ＆Ａ件数の推移】
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○自動車業界

１９９６年以降、日産、三菱、マツダに欧米資本が参入。５大グループに集約。

○鉄鋼業界
2002年8月のNKKと川崎製鉄の経営統合及び同年11月の新日鐵・住金・神
戸連合の結成により2大グループに集約。

○紙・パルプ業界
2001年以降、3度の大きな企業再編。2大グループに集約。

○セメント業界
1990年代に2度の大きな企業再編。3大グループに集約。

○通信業界
1990年代後半以降、再編が加速化し、4大グループに集約。

○流通業界
2002年以降、ウォルマートが西友を買収（02）、そごうが西武と経営統合（03）、
マイカルがイオングループと統合（03）など再編が加速。

○石油業界
1999年以降、再編が加速化し、４大グループに集約。

○金融業界
2000年以降、４度の大きな組織再編。５大グループに集約。2004年三菱東京
ＦＧとＵＦＪＨＤが経営統合について合意。
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（参考）敵対的買収が増加する背景
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単位：１０億ドル
【Ｍ＆Ａの推移（金額ベース）】
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Ｍ＆Ａ（金額ベース） 全Ｍ＆Ａに対する比率
出典：トムソン社調べ

単位：１０億ドル

【クロスボーダー案件の推移（金額ベース）と全Ｍ＆Ａに占める割合】
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成功414
ＭＣＩコミュニ
ケーションズ
（米）

ワールドコム
（米）

通信
1997
10.110

成功519
メディア・ワン・
グループ （米）

ＡＴ＆Ｔ（米）
通信・
メディア

1999
4.22

9

成功553
エルフ・アキ
テーヌ（仏）

トタルフィナ
（仏）

石油
1999
7.5

8

失敗562
トタルフィナ
（仏）

エルフ・アキ
テーヌ（仏）

石油
1999
7.19

7

成功563
ＵＳウエスト
（米）

クエスト・コミュ
ニケーションズ
（米）

通信
1999
6.14

6

失敗666
ウォルト・ディ
ズニー（米）

コムキャスト
（米）

メディア
2004
.2.11

5

成功681
アベンティス

（仏）
サノフィ・サンテ
ラボ（仏）

製薬
2004
1.26

4

成功720
ＡＴ＆Ｔ ブ
ロードバンド
（米）

コムキャスト
（米）

メディア
2001
7.8

3

成功888
ワーナー・ラン
バート （米）

ファイザー（米）製薬
1999
11.04

2

成功2,028
マンネスマン

（独）
ボーダフォン
（英）

通信
1999
11.14

1

状況
買収金額
（億ドル）

対象会社買収会社業界公表

○ 世界的に見るとＭ＆Ａ総数は２０００年にピークに達したのち減少したが、ここ数年は増加傾向にある。

○Ｍ＆Ａ総数の中には必ず一定割合の敵対的Ｍ＆Ａが含まれている。従って、Ｍ＆Ａ総数が増加するに伴い、敵対的買収も
増加するものと思われる。

【大型敵対的買収事例（歴代トップ１０）】

Ｍ＆Ａに占める敵
対的Ｍ＆Ａの割合

（出典：野村證券（株）より）
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光進グループに
よる蛇の目ミシン
工業株の買い占
め（８６－９１）

高橋産業による宮入
バルブ工業株の買い
占め（８８－８９）

・秀和による忠実屋株、いなげや
株の買い占め（８７－９２）

・光進グループによる国際航業株
の買い占め（８７－９０）

・ピケンズ氏による小糸製作所株
の買い占め（８７ー９１）

Ｃ＆ＷによるＩＤＣに
対する公開買付

・ＭＡＣによる昭栄に
対する公開買付

・ベーリンガーインゲ
ルハイムによるエ
スエス製薬に対す
る公開買付

ＳＰＪによるユシロ
化学、ソトーに対する
公開買付（０３－０４）

１９９０年 １９９５年 ２０００年１９８５年 ２００４年

ミネベアによる三
協精機製作所株
の買い占め
（８５－８８）

コスモポリタンによ
るタクマ株の買い
占め（８７－８９）
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阪
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友
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阪
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国
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子
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紙
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王
子
製
紙
・本
州
製
紙
）

・東
京
三
菱
銀
行
（三
菱
銀
行
・東
京
銀
行
）

・三
井
化
学
（三
井
東
圧
化
学
・三
井
石
油

化
学
）

・太
平
洋
セ
メ
ン
ト
（日
本
セ
メ
ン
ト
・秩
父

小
野
田
セ
メ
ン
ト
）

・ル
ノ
ー
、
日
産
に
出
資

・日
石
三
菱
（日
本
石
油
・三
菱
石
油
）

・Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
（Ｄ
Ｄ
Ｉ
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Ｄ
Ｄ
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Ｄ
Ｏ
）
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ム
ラ
ー
ク
ラ
イ
ス
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、
三
菱
自
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車

に
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資
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ォ
ー
ル
マ
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ト
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友
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収
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ず
ほ
銀
行
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一
勧
業
銀
行
・富
士
銀
行
・

日
本
興
業
銀
行
）

・Ｊ
Ｆ
Ｅ
ス
テ
ィ
ー
ル
（Ｎ
Ｋ
Ｋ
・川
崎
製
鉄
）

・Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
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和
銀
行
・東
海
銀
行
）

・マ
イ
カ
ル
、
イ
オ
ン
グ
ル
ー
プ
と
経
営
統
合

・そ
ご
う
、
西
武
と
経
営
統
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・り
そ
な
銀
行
（大
和
銀
行
・あ
さ
ひ
銀
行
）

・コ
ス
モ
石
油
（コ
ス
モ
石
油
・大
協
石
油
・

丸
善
石
油
））

・ソ
フ
ト
バ
ン
ク
に
よ
る
日
本
テ
レ
コ
ム
買
収

・太
陽
神
戸
三
井
銀
行
（太
陽
神
戸
銀
行
・

三
井
銀
行
）

・協
和
埼
玉
銀
行
（協
和
銀
行
・埼
玉
銀
行
））

・三
井
住
友
銀
行
（住
友
銀
行
・さ
く
ら
銀
行
）

９１年 ９４年 ９６年 ９７年 ９８年 ９９年 ００年 ０１年 ０２年９０年８６年 ０３年 ０４年

件数 日本におけるＭ＆Ａ件数の推移と主な敵対買収事例

（主
な
Ｍ
＆
Ａ
事
例
）

出所：レコフ資料より作成

（参考）日本におけるＭ＆Ａの推移と敵対的買収事例

○日本においてもＭ＆Ａ件数は大幅に増加しており、その中には敵対的買収も含まれている。
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「脅威」を感じている（７１％）

「脅威」を感じていない（１５％）

取引企業／筆頭株主が買収される
ことに「脅威」を感じている（１４％）

（参考）敵対的M&Aに対する日本企業の意識（経済産業省調査（２００４年９月実施）より

敵対的M&Aに「脅威」を感じている企業は７１％。自社については脅威を感じていないものの取引企業又は

筆頭株主が買収されることに「脅威」を感じている企業は１４％。「脅威」を感じていない企業は１５％。

9

１．調査対象企業の８５％が敵対的M&Aに「脅威」を感じている。

２．脅威の対象は、資産の切り売りを伴うもの、同業他社によるもの、利ざや
稼ぎを目的としたもの、いわゆるグリーンメイルなど多岐にわたる。

企業の長期的利益を毀損する
態様の急激な事業切り売りを
伴うM&A（３３％）

株価と会社の資産価値との差異に着
目した利ざや稼ぎのM&A（２３％）

自社の経営資源の取得を目的とし
た同業他社からのM&A（２４％）

その他（４％）
→技術・ﾌﾞﾗﾝﾄﾞを目的とした買収など

市場等で買い集めた株式を会社関係
者に高値で買い取らせることを目的
とした投機的M&A（いわゆるグリー

ンメイル）（１６％）

「脅威」を感じている（７１％）

【敵対的M&Aに脅威を感じているか】

【どのような敵対的M&Aに脅威を感じているか】



10

３．「脅威」と感じている背景は、外国企業に比べて小さな時価総額及び
株式持合の解消、安定株主の減少等。

外国企業に比べて小
さな時価総額（２９％）

株式持合の解消、安定
株主の減少（１３％）会社法現代化によ

る制度改革（１３％）

外国人株主の増加
（５％）

その他（４０％）
→ｷｬｯｼｭﾘｯﾁな経営／世界規模の再編の進展／
買収ファンドの存在／優良子会社の存在／
割安な株価／独自の高い技術力／中国、韓国の台頭

４．参照

５．６．７．参照

「脅威」を感じている（７１％）

○「脅威」を感じていない背景
・時価総額が相対的に大きい
・安定株主の存在
・買収される魅力がない（買収リスクが高いなど）

【脅威を感じている背景は何か】



１．調査対象企業の７９％が何らかの防衛策が必要（あるいは取引企業に必要）との認識。

（参考）防衛策に対する日本企業の取り組み（経済産業省調査（２００４年９月実施）より

必要（７１％）

必要ない（２１％）

取引企業に必要（８％）

11

買収者側との交渉時間・機会を確保
し株主価値の向上を図るため（２８％）

２．防衛策が必要な主な理由は、「株主価値を向上させるための交渉時間・
機会の確保」 「長期的経営戦略の実行」。

短期業績だけでなく長期経営戦略
（研究開発、人材育成など）を実行す
るため（２４％）

急激な経営方針の変更により取引
企業、地域経済等に不安を与えるこ
とを防ぐため（１９％）

投機的買収の圧力に屈しないため
（１０％）

その他（１８％）
→技術流出の防止／追加コストの回避など

（参考）防衛策が必要ないとする理由
・敵対的TOBを仕掛けられる可能性がほとんどないため。
・敵対的であっても最終的には株主利益に繋がるものであるため。

２．参照

【防衛策の必要性】

【防衛策を必要とする理由】

必要（７１％）
取引企業に必要
（８％）



３．多くの企業が防衛策は必要と考えているものの、６２％の企業が何ら防衛策を講じて
いない、あるいは講じようとしたができなかったのが現状。

防衛策を講じている（３８％）
防衛策を講じていない（２７％）

防衛策を講じようとしたができなかった
（３５％）

12

４．防衛策を講じている企業においても、株式持合など従来からある
防衛策を講じているのみ。

友好的第三者との株式持合
（３５％）

従業員持株会の活用（３１％）

定款上に自社株買付条
項の追加（２７％）

その他（６％）
→マニュアル作成／期差任期条項

４．参照

５．参照

【防衛策の導入状況】

【具体的な防衛策の中身】
防衛策を講じている（３８％）
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５．防衛策を導入できなかった主な理由は、「市場の反応に対する懸念」

「法解釈の不明確さ」

会社法上可能なのか
不明確（３１％）

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

効果が少ないとの結論
（１６％）

その他（２０％）
→提案してくる会社に自信・経験
がない／証券会社の指示

○企業が検討した防衛策
・ライツ・プラン
・種類株式
・ESOP
・定款の変更（期差任期条項）
・クラウンジュエル
・MBO
・非公開化
・ホワイトナイトの模索
・同業他社との持合

【防衛策を導入できなかった理由】
防衛策を講じようとしたが
できなかった（３５％）
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（敵対的）
買収者

20%

【買収の開始】

80株＋80ﾗｲﾂ20株＋20ﾗｲﾂ

80%

Ａ社

一般株主

○米国では、８０年代以降、敵対的買収が活発化する中で企業は会社法制の枠組みの中で、企業価値の向上を目的とし
て自主的に様々な防衛策を導入してきている。

100%

【平 時】

発効済株数＝100株

新株予約権
（ライツ）

100株＋100ﾗｲﾂ

一般株主

Ａ社

96%4%

【ライツプラン発効後】

20株 80＋400株

（敵対的）
買収者

Ａ社

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、（たとえば）
5株の株式に転換する。

③結果として、敵対的買収者の買い
占め割合が低下する。

株主価値の向上につ
ながるものとして合法

一般株主

（１）合理的な防衛策が企業価値に与える効果 ～防衛策の導入状況とその効果～

○米国企業の約６割が導入
近年ライツプランの廃止が増えてきているものの、全体としてみれば、S&P500企業（488社）のうち、６割にあたる
273社が導入（2004年8月時点）している。

○Ｓ＆Ｐ５００企業では、電気機器、ソフトウエア業で導入割合が高い
・電気機器：８７％（１５社中１３社が導入）
・ソフトウエア業：８３％（１８社中１５社が導入）
なお、Ｓ＆Ｐ５００企業でライツプランを導入している企業のうち、約６割の企業が期差任期制度（次頁参照）も採用

している。

○ライツプラン導入の目的は株主価値の向上
（参考）ライツプラン導入に関するプレスリリース
YAHOO!  「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。」

SharkRepellent.netデータによる野村證券資料をもとに経済産業省が作成

ﾗｲﾂﾌﾟﾗﾝ導入企業の割合（時価総額別）

＞10兆円 ＞5兆円 ＞5,000億円 ＞1,000億円
0%

20%

40%

60%

80%

100%

69%
（93/135社)63%

（76/120社)

44%
（11/25社)

6%
（1/16社)

＞1兆円

46%
(88/192社)

経営者の保身につな
がるものとして違法

○買収者が一定割合の株式を買い占めた場合（典型的には20%程度）、買収者以外の株主に自動的に新株が発行され、買収者の
株式取得割合が低下する仕組み。

＜ライツプラン＞

買収者がライツの消却を求めて会社側と交渉

通常、敵対的ＴＯＢをかけられた場合、株主は
１ヶ月前後で株式売却の判断を迫られるが、ラ
イツプランの導入により、買収者の提案と会社
側の提案を比較検討する十分な時間が与えら
れる。

買収者が委任状合戦で取締役を交替できたと
しても、消却できないようなライツプラン（たと
えば、ライツプランを導入した取締役にしかラ
イツ消却の権限がない設計）

＜合法となったライツプラン（消却可能なプラン）＞

＜違法となったライツプラン（消却できないプラン）＞

【株式活用型の防衛策】

80ライツ

○ライツプランに対する米国機関投資家の平均的な考え方
株主総会の承認があること／期間を明確に定めていること／消却が可能なものであること／株主利益につながるものであることを明確に表明（説明）すること。

※ライツプランがあれば買収プレミア
ムは10％程度高くなる（野村證券資
料より:2001年以降に買収対象と

なった企業のうち買収金額が２億ド
ル以上の敵対的買収の場合、
Bloomberg収録買収案件）

※防衛策導入による株価への影響は
特段みられない。また、防衛策が買
収活動自体を阻害するものではな
い。（野村證券資料より）

14

①米国の現状



＜ロックアップ・ストック・オプション＞
○対象会社の新株予約権を契約に基づいてホワイト・ナイト（友好的第三者）に付与するもの。

通常、対象会社の発行済株式の１０～２０％に相当する新株予約権が付与される。

＜White squire（安定株主）への新株発行＞
○安定株主に対して新株を発行すること。その際、安定株主が敵対的買収に応じないよう義務

付ける契約（現状維持契約）を締結することが多い。

＜特別決議条項＞
○合併などの際の株主総会の決議要件を加重する旨の条項を追加すること。

＜公正価格条項＞
○二段階取引において公正な価格が支払われる場合に特別決議要件が解除される旨の条項。

＜臨時株主総会の招集権者の制限＞
○定款で株主の臨時株主総会の招集の権限を取締役のみに限定すること。

＜クラウンジュエル・ロックアップ・オプション＞
○合併または買収契約の相手方（ホワイトナイト）に対し、会社の特定の営業資産を定められた

価格で買い取ることができる権利を付与するもの。

＜タックス・ポイズン・ピル＞
○会社自ら営む複数の事業のうち一部を分離して新会社を設立する手法により、その会社が買

収された場合に、当該会社に多額の課税負担を生じさせる仕組み。

＜ポイズン・デット＞
○十分なプレミアムが支払われない買収が行われた場合、直ちに償還期限が到来するような社

債などを発行すること。

＜ゴールデン・パラシュート＞
○敵対的買収の結果、対象会社の取締役や上級役員が退任するに至った場合、多額の割増退

職慰労金をそれらの者に支払うという契約。

＜ティン・パラシュート＞
○敵対的ＴＯＢが成功し、その結果従業員らが退職するに至った場合、多額の割増退職慰労金

をそれらの者に支払うという契約。

＜ESOP＞（企業拠出による従業員持株制度）
○従業員の退職金として、企業負担により自社の株式を給付する制度。従業員を安定株主とし

て活用する効果
○米国企業の５％が導入

S&P500企業（４８８社）のうち、2004年8月時点でESOPを導入している企業は25社

＜Going Private＞
○上場廃止すること。

＜複数議決権株式制度＞
○創業者等の特定の株主が複数の議決権を持つ仕組み。
○米国企業の約１割が導入

S&P500企業（488社）のうち、2004年8月時点で複数議決権株式を導入している企業は37
社。

○グーグルの上場戦略
・SEC（米国証券取引委員会）に提出した報告書の中で、「株式公開後も長期的な視野での

経営を展開していく」旨明示。株主にも長期的な視野を持つように求めている。
・株主構造にも工夫をこらし、議決権の異なる2種類の株式を用意し、創業者2人が強力な議
決権（クラスB株式：1株10票）を保持する一方、1株1票の優先株式（クラスA株式）のみを公

開。
○Ｓ＆Ｐ５００企業では、情報・通信業（特にテレビ、ラジオなどのマスコミ）、食品製造業

において導入割合が高い。
・マスコミ（テレビ局・ラジオ局・新聞業）：５５％（９社中５社）
・食品製造業：３５％（１７社中６社）
・通信業：２７％（１１社中３社）

＜株式の内容決定の取締役会授権（白地株式）＞
○将来の市場動向に応じて、株式の内容を自由に決める権限を取締役会に付与。
○敵対的買収を仕掛けられた際に、取締役会限りで機動的に対抗策を講じることが可能にな

る。

○米国企業の約９割が導入。
S&P500企業（488社）のうち、2004年8月時点で優先株式の取締役授権を導入している企
業は４５７社）

＜拒否権付株式＞
○取締役の選解任等重要な事項について拒否権を有する株式を友好的な第三者に付与する。

＜期差任期制度＞
○取締役の選任に期差を設ける制度
○取締役の任期が３年の米国では、１年ずつ選任をずらすことで、買収者が株式取得を通じて会

社の支配権を得たとしても、または委任状合戦を行ったとしても、買収者による取締役会の過
半数支配は、少なくとも２年を要することになる。

○米国企業の約5割が導入（S&P500企業（488社）のうち、2004年8月時点で期差任期制度を導
入している企業は262社）

○Ｓ＆Ｐ５００企業では、精密機械製造業、医療機器製造業において導入割合が高い。
・精密機械製造業 ９２％（１３社中１２社）
・医療機器製造業 ９１％（１１社中１０社）

＜取締役解任正当理由付加・解任要件の加重＞
○任期途中で取締役を解任する場合、正当事由を必要としたり、総会における解任決議要件を

加重するもの
○Ｓ＆Ｐ５００社（４８８社）のうち、取締役の解任につき正当事由を要求する企業は約５割（２３９

社）、また、総会の特別決議を要求する企業は約３割（１５９社）。

SharkRepellent.netデータによる野村證券資料、武井一浩ほか「企業買収防衛策」をもとに経済産業省が作成

【株式活用型の防衛策（前頁の続き】

【取締役解任制限型の防衛策】

【その他の防衛策】
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②欧州の現状

○ＥＵディレクティブにおいて、二段階買収については規制されている。
○それ以外の防衛策の導入については各国の裁量に委ねられている。
○敵対的なＭ＆Ａに対する防衛策を導入していない国はない。

【イギリス】買収局面では株主総会の承認があれば防衛策は可能。
平時については規律なし。

○二段階買収、資金の裏付けのない買収を入り口で排除（シティコードにより規
制）

・買収者は、買収に要する単価のファイナンスが確保されていることを証明しなけ
ればならない。（慎重義務）

・議決権の３０％以上を取得する場合には、残余の全株式に対して買付提案を
行わなければならず（全部買付義務）、対価については現金で、過去１２ヶ月間
に支払った最高価格でなければならない。

○複数議決権、議決権制限、特別多数決条項
・株主総会における特別決議（７５％）により定款変更を行えば、いずれ
についても可能。

○期差任期制
・取締役の任期については定款の定めに委ねているが、株主総会の普通決議で
取締役を解任しうることから、実効的なものとして導入することはできない。

【ドイツ】買収局面では、監査役会の承認があれば防衛策は可能。
平時については規律なし。

○二段階買収の排除（企業買収法により規制）
・①議決権の３０％以上取得する場合、②結果的に３０％以上の保有となっ
た場合には、全種類の株式に対して買付提案を行わなければならない。
（全部買付義務）

○期差任期制
・監査役会（株主と従業員の代表者により構成。取締役を選任する）の任期
は４～５年が多く、期差制を導入することは可能。

○監査役の解任制限
・株主総会の特別決議（７５％）が必要とされていることが多い。

○特別多数条項
・定款変更、資本の変更、支配契約の締結、合併などについては特別決議
（７５％）が必要。（定款変更により更に加重することが可能。）

○議決権制限
・上場会社は禁止。（ただしVolkswagen AGはフォルクスワーゲン法により

認められている。）
○複数議決権

・ドイツ株式法により上場・非上場に限らず一般的に禁止。

【フランス】
○複数議決権

・２年以上（４年以内）株式を保有する株主に対しては、一株二票の議決権を付
与することができる。（ただし、敵対的買収者も２年経過すれば二票の議決権を
取得可能。）

○議決権制限
・特別決議（２／３）による定款変更により株主総会における持株の行使可能議
決権数を一定の限度に制限することができる。

【オランダ】取締役会限りで防衛策は可能。
○優先権付株式

・特別のコントロール権を賦与された優先権付株式を現経営陣又は友好的
な基金に対し発行。

・取締役、監査役の排他的な選任・解任権が賦与されるほか、配当および
重要な投資の決定につき事前承認を行う権限を有する。（ただし、優先権
付株式の保有者の行った決定は、特別多数決（２／３）により覆すことが
可能。）

○議決権上限
・一株主が株主総会で行使しうる議決権の数を一定限度に制約するという

議決権の上限の定めの採用が可能。

【ＥＵ ～Takeover Directive～】
○強圧的な二段階買収、解体的ＬＢＯを抑止

・原則、会社の支配権を取得する場合は、全株式に対して買付オファーをしなけ
ればならない。（全部買付義務）その場合、対価は現金もしくは流動性のある
証券でなければならない。（対価規制）

・公開買付を行うためには100％買付が完了できるファイナンスの裏付けを要す

る。（慎重義務）
○防衛策の採否については各国の裁量に委ねられる

・欧州域内の「対応な競争の場」が形成されていないことを懸念。
・対米国との対等な競争条件が形成されていないことを懸念。
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（参考）ライツプランが株価や買収プレミアムに与える影響

17

（１）買収プレミアムに与える影響 ⇒ ライツプランを導入している企業に支払われた買収プレミアムは、
導入していない企業に支払われたプレミアムより平均して高い。

○導入企業の方が４％高い（1997～2000）
※1997年から2000年における取引価額及び企業価値が10億ﾄﾞﾙ超の397件の取引が対象
※上記のうち、技術関連会社が買収対象となった取引では、ライツプランを設けていない会社の方がプレミアムが高いという結果もでている。技術関連会社

を除いた場合、買収プレミアムの差は7.5%まで拡大する。 出所：J.P. Morgan & Co, Poison Pills and Acquisition Premiums (May 2001)

○導入企業の方が１０％高い（1993～1997）
※1993年から1997年における50%以上の株式が取得された5億ﾄﾞﾙ超のすべての取引300件が対象。

出所：J.P.Morgan & Co, Median Control Premiums: Pill v No Pill (July 1997) 

○導入企業の方が８％高い（1992～1996）

※1992から1996までの5年間における319件（2.5億ﾄﾞﾙ超）の取引が対象。
※プレミアムは、買収オファーの発表の1週間前の株価と買収完了時の株価の比較
※319社中、ライツプランを導入していた会社は105社

出所：Georgeson Shareholder, Mergers & Acquisitions: Poison Pills and Shareholder Value/ 1992-1996 (1997)

○導入企業の方が10％程度高い（2001～）

出所：野村證券「企業価値研究会」（経済産業省）提出資料 (2001年以降に買収対象となった企業のうち買収金額が２億ドル以上の敵対的買収の場合、Bloomberg収録買収案件)

（２）買収の提案数に与える影響 ⇒ ライツプランの有無と買収提案の数に関連性はほとんどない。
出所：Georgeson Shareholder, Mergers & Acquisitions: Poison Pills and Shareholder Value/ 1992-1996 (1997)

○買収対象となった全企業のうち、ライツプランを導入していた企業は約６割。
※2001年以降に買収対象となった企業のうち買収金額が２億ドル以上の場合。（Bloomberg収録買収案件）

出所：野村證券「企業価値研究会」（経済産業省）提出資料

（４）株価に与える影響 ⇒ ライツプランの有無と株価に関連性はほとんどない。
出所：Georgeson Shareholder, Mergers & Acquisitions: Poison Pills and Shareholder Value/ 1992-1996 (1997)

野村證券「企業価値研究会」（経済産業省）提出資料

（３）買収の成否に与える影響 ⇒ ライツプランの有無と買収オファーが撤回される可能性に関連性はほとんどない。
出所：Ｇｅｏｒｇｅｓｏｎ Ｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒ,Ｍｅｒｇｅｒｓ＆Ａｃｑｕｉｓｉｆｉｏｎｓ Ｐｏｉｓｏｎ Ｐｉｌｌｓ ａｎｄ Ｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒ Ｖａｌｕｅ／1992-1996(1997)

○ライツプランを導入していても、買収が成立した企業の割合は８割を超える。
※2001年以降に買収対象となった企業のうち買収金額が２億ドル以上の場合。（Bloomberg収録買収案件）

出所：野村證券「企業価値研究会」（経済産業省）提出資料



０３年６月上旬 ピープルソフトが競合する「Ｊ．Ｄ．エドワーズ」社の買収を発表した直後に、オラクルがピープルに対して１株１６ドル、総額５１億ドルで公開
買付を開始。（ピープルがＪＤＥを買収することで、統合基幹業務ソフト（ＥＲＰ）分野で、オラクルを抜き業界２位となる。）

６月中旬 ピープルがオラクル提案を拒否し、合併妨害で提訴。オラクルはピープルの買付価格を１９．５ドルまで引き上げるが、ピープルは再度拒否。
８月 ピープルがＪＤＥの買収に成功。ＪＤＥ買収の対価として、新たに自社株を発行（オラクルの負担が１０億ドル増加）。更にＪＤＥ取締役をピープル

取締役に追加（総勢８名、０４年に改選を迎える取締役は４名＝オラクルは過半数を握ることが困難になる）
０４年１月 オラクルが取締役候補者５人を次回ピープル総会の議案として提出。

２月 オラクルが買付価格を２６ドルまで再度引き上げ。司法省がオラクルとピープルの合併を独占禁止法の疑いがあるとして買収の差し止めを求め

提訴。
３月 ピープル株主総会でオラクルとの合併に反対する現取締役４人が再任。
５月 ピープルの業績が悪化、オラクルが買付価格を２１ドルに引き下げ。
９月 連邦地裁が司法省の訴えを棄却、司法省は控訴断念。ピープルがゴールデンパラシュートを強化、ティンパラシュートを導入。

１０月 ピープルがＣＥＯ兼社長を解任（ピープル社長は元オラクル社長の部下）。ＣＥＯには創業者の会長が社長復帰。オラクルが防衛策（ライツプラ
ン）の撤廃を求めて提訴。

１１月上旬 オラクルが買付価格を２４ドルに引き上げ。ピープル取締役会は拒否。オラクルはピープル株主に対し、所有株売却を要請する書簡を送付。
カルパースが売却を表明。

１１月中旬 オラクルがピープル株主より６割を超える売却の申し出を受けたと発表。ピープル取締役会は提案価格が低いとして拒否。価格を上げなけ
ればライツプランを発動することを表明。

１１月下旬 判決言い渡しを予定していたデラウェア州裁判所は「追加証言が必要」として判決を延期。
１２月 オラクルが買付価格を２６．５ドルまで引き上げ。ピープル取締役会が株主の利益にかなうとして、これを受け入れる。オラクルはライツプラン撤

廃の訴訟取り下げ。

【ＴＯＢ時点でのオラクル及びピープルの状況】

【ピープル】

・業務：人事・財務管理用などのソフトウェアの開発
ＥＲＰソフト業界３位

・従業員：８１００人
・売上高：１９億ドル、時価総額：４８億ドル

・株価：１５．９ドル（公開買付前日）

・社風：協調性と親密さを重視

（参考）ライツプランが買収交渉の時間を作り、買収条件を引き上げた事例（オラクル対ピープル）

【オラクル】

・業務：セールス部門、購買部門人事部門などに関する
データベースとアプリケーションソフトの開発

ＥＲＰソフト業界２位

・従業員：４万２千人
・売上高：９４億ドル、時価総額：７００億ドル

・社風：社員間の競争を奨励

【買収の経緯】

【オラクルの提案内容】

○全株式を対象とした現金による買収。
○少なくとも今後１０年間はピープルソフ

トの製品開発を続行する。
○ピープルを買収した場合、同社の従業

員約６０００名を解雇する。
○目的はピープルの技術陣の一部と顧

客ベースの獲得。

①ライツプラン（２割超の株式を買い占め
られた場合、残りの株主が権利行使価
格の２倍相当の普通株式を取得）

②ゴールデンパラシュート（7000億ドル）
③期差任期制
④ソフト購入者からの高額買い戻し（ソフ

ト購入代金の数倍を返還する。）他

【ピープルの主な防衛策の内容】 【防衛策による買収プレミアム】

○当初提案額の１６ドル
から、最終的に２６．５ド
ルまで買付価格が上昇。
（６０％のプレミアム）
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（参考）米国企業の防衛策導入状況
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Ｓ＆Ｐ５００（４８８社）における買収防衛策導入状況（２００４年９月末時点。なお日本企業の時価総額は１１月５日時点。）

○○○５３Viacom Inc.38
○○○○○○５２Morgan Stanley39

○○○○○５２U.S. Bancorp40

○○５０The Walt Disney Company41

○○○○６３eBay Inc.30
○○６２Oracle Corporation31

○○○○６１Wachovia Corporation32
○○○○○５９Medtronic, Inc.33

○○○○５８3M Company34
○○○○５８ConocoPhillips35

○○○○○○５７Eli Lilly and Company36
○５４Hewlett-Packard Company37

○○○○６６QUALCOMM Incorporated27
○○６４American Express Company28

○○６３Abbott Laboratories29

○○○○○６７Amgen Inc.26
○○○○６７Merck & Co., Inc.25

Time Warner Inc.
PepsiCo, Inc.
SBC Communications Inc.
The Home Depot, Inc.
Dell Inc.
The Coca-Cola Company
Altria Group Inc.
Wells Fargo & Company
Verizon Communications Inc
ChevronTexaco Corporation
Cisco Systems, Inc
JPMorgan Chase & Co.
P&G
Intel Corporation
AIG
IBM
Johnson & Johnson
Bank of America Corporation
Pfizer, Inc
Citigroup Inc

Wal-Mart Stores, Inc
Microsoft Corporation

Exxon Mobil Corporation
General Electric Companｙ

企 業 名 ＧＦＥＤＣＢＡ
時価総額

（１０億ドル）
順位

○

○

○

○

○
○

○

○

○

○

○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○

○
○
○
○
○

○
○

○

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

１２０14
１３３15
１０７16
９７17
９４18
９３19
８６20
８４21
８２22
８１23
７４24

○

２００5

１３３12
１３１13

３００3
３１７2

３４７1

２０９6
１７７7
１６９8
１４８9
１４６10
１３６11

２２１4

出所：野村證券資料より経済産業省作成

○主な買収防衛策
Ａ：株式の内容決定の取締役会授権、Ｂ：取締役補充選任授権、Ｃ：ライツプラン、Ｄ：期差任期取締役、Ｅ：取締役解任制限（要正当理由）、
Ｆ：取締役解任制限 （要特別決議）、Ｇ：複数議決権株式

①時価総額５００億ドル以上

20
注：日本企業のドルベースの時価総額は、１ドル１０５円で計算した。

＜米国企業＞

＜日本企業＞

トヨタ自動車（１４２）

ＮＴＴドコモ（８９）

ＮＴＴ（６７）

三菱東京ＦＧ（５８）

（用語説明）
Ａ：将来の市場動向に応じて株式の内容を自由に決める権限を取締役会に

付与
Ｂ：取締役に欠員が生じた場合に、取締役を補充する権限を取締役会に付与
Ｃ：買収者が一定割合の株式を買い占めた場合（典型的には２０％程度） 、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が
低下する仕組み

Ｄ：取締役の選任に期差を設ける制度
Ｅ：任期途中で取締役を解任する場合に正当事由を必要とするもの
Ｆ：任期途中で取締役を解任する場合に総会の特別決議を必要とするもの（注）
Ｇ：創業者等の特定の株主が複数の議決権を持つ仕組み
注：米国では、通常、取締役の解任は普通決議で可能。



○○○○２４The Bank of New York Company, Inc.86

○○○２７Alcoa Inc.72
○○○○○２７Honeywell International Inc.73

○○２６Illinois Tool Works Inc74
○○２６Applied Materials, Inc.75

○○○○○２６Caterpillar Inc.76
○○○２６Fifth Third Bancorp77
○○○○２６MetLife, Inc.78

○○○○○２６Emerson Electric Co.79
○○○○２６FedEx Corporation80
○○○２５Exelon Corporation81

○○○○○○２５Schering-Plough Corporation82
○２５Automatic Data Processing, Inc.83

○○２４National City Corporation84
○○○○○２４Comcast Corporation85

○○○○○２８Nextel Communications, Inc71

○○○○４９Wyeth42
○○○○○○４８Merrill Lynch & Co., Inc.43
○○○○４８BellSouth Corporation44

○○４７Yahoo! Inc.45
○４６United Technologies Corporation46

○○○○４５United Health Group Incorporated47
○○４５United Parcel Service, Inc.48
○○○○○○○４４The Goldman Sachs Group, Inc.49

○○○４４Bristol-Myers Squibb Company50
○○○○○４３Target Corporation51

○○４２
E.I. DuPont de Nemours and 
Company

52

○○○○４１Lowe''s Companies, Inc.53
○○○４１The Dow Chemical Company54

○○○４１The Boeing Company55
○○○○○４０AT&T Wireless Services, Inc.56
○○○○○４０Anheuser-Busch Companies, Inc.57

○○○３９Motorola, Inc.58
○○○○○３９The Gillette Company59

○○○３８Texas Instruments Incorporated60
○○３６Walgreen Co.61

○○○○○３５McDonald''s Corporation62
○○○○３３First Data Corporation63
○○○○○３３Washington Mutual, Inc.64

○○○３２The Allstate Corporation65
○○３１MBNA Corporation66

○○○○２９EMC Corporation67
○○○○○○２９Kimberly-Clark Corporation68
○○○○２９Boston Scientific Corporation69

○○○○○２８Sprint Corporation70

企 業 名 ＧＦＥＤＣＢＡ
時価総額

（１０億ドル）
順位

出所：野村證券資料より経済産業省作成

②時価総額２００億ドル以上（その１）

21

注：日本企業のドルベースの時価総額は、１ドル１０５円で計算した。

＜米国企業＞ ＜日本企業＞

日産自動車（４９）

みずほＦＧ（４８）

ホンダ（４７）

キャノン（４５）

武田薬品工業（４４）

三井住友ＦＧ（４１）

松下電器産業（３６）
ヤフー（３４）
ソニー（３３）

ミレアホールディングス２５）

東京電力（３１）

野村ホールディングス２５）、セブンイレブン・ジャパン（２５）

ＵＦＪホールディングス（２５）



○○○○２０.Guidant Corporation103

○○○２３Colgate-Palmolive Company87
○○○２３Lockheed Martin Corporation88

○２３The Southern Company89
○○○２３Ford Motor Company90

○○○○○２３Prudential Financial, Inc.91
○○２２Occidental Petroleum Corporation92

○○○○○２２Duke Energy Corporation93
○２２BB&T Corporation94

○○○○○２１Gannett Co., Inc.95
○○○○２１Lehman Brothers Holdings Inc.96
○○○○２１Costco Wholesale Corporation97

○２０NIKE, Inc.98
○○○○２０Dominion Resources, Inc.99

○○２０General Motors Corporation100

○○２０
The St. Paul Travelers Companies, 
Inc

101

○○２０Cendant Corporation102

企 業 名 ＧＦＥＤＣＢＡ
時価総額

（１０億ドル）
順位

出所：野村證券資料より経済産業省作成

②時価総額２００億ドル以上（その２）

22

注：日本企業のドルベースの時価総額は、１ドル１０５円で計算した。

＜米国企業＞ ＜日本企業＞

デンソー（２２）

日立製作所（２１）

ＪＲ東日本（２１）

ＫＤＤＩ（２０）



○○１９General Dynamics Corporation104
○○○１９Starbucks Corporation105

○○○○○１９The Progressive Corporation106
○○○○１９SYSCO Corporation107

○○○○○○１９Avon Products, Inc.108
○○○１９Newmont Mining Corporation109

○１９AFLAC Incorporated110
○○○○１９SunTrust Banks, Inc.111

○○○○○１８Biogen Idec Inc.112
○○○○○１８International Paper Company113

○１８SLM Corporation114
○○○○１８Best Buy Co, Inc.115

○○○○○１８Devon Energy Corporation116
○１８Apple Computer, Inc.117

○○１８Symantec Corporation118
○○○○○１８Baxter International Inc.119

○○１８TXU Corp.120
○○１７Clear Channel Communications, Inc.121
○○○○○１７Northrop Grumman Corporation122
○○○１７Kellogg Company123

○○○１７The Gap, Inc.124
○○○○１７Sara Lee Corporation125
○○○○○○１７Countrywide Financial Corporation126

○○○○○１７Anadarko Petroleum Corporation127
○○○○１７Kohl''s Corporation128

○○○１７HCA Inc.129
○○○○○１７Apache Corporation130

○○○○１６Burlington Resources Inc.134
○１６Stryker Corporation135

○○○○１６Danaher Corporation136
○○○○○１６Cardinal Health, Inc.137

○○○○○１６ALLTEL Corporation138
○○○○○１６Zimmer Holdings, Inc.139

○○○○○１６Harley-Davidson, Inc.140
○○１６General Mills, Inc.141

○○○１６
The Hartford Financial Services 
Group, Inc.

142

○○○１６Forest Laboratories, Inc.143
○○○○○○１５The McGraw-Hill Companies, Inc144
○○○１５Union Pacific Corporation145

○○○○１５Raytheon Company146

○○１５
Computer Associates International, 
Inc

147

○○○○１７Golden West Financial Corporation131
○○○○○○１７Capital One Financial Corporation132

○○１６CVS Corporation133

企 業 名 ＧＦＥＤＣＢＡ
時価総額

（１０億ドル）
順位

出所：野村證券資料より経済産業省作成

③時価総額１００億ドル以上（その１）

23注：日本企業のドルベースの時価総額は、１ドル１０５円で計算した。

＜米国企業＞ ＜日本企業＞

りそなホールディングス（１９）

三菱商事（１８）、ＪＴ（１８）

ＪＲ東海（１８）、関西電力（１８）
富士写真フィルム（１８）

信越化学工業（１７）

任天堂（１６）

中部電力（１６）

新日本製鐵（１６）

シャープ（１６）、ＪＦＥホールディングス（１６）、ソフトバンク（１６）

ブリヂストン（１６）
イトーヨーカ堂（１５）



○○○○○１５Regions Financial Corporation148
○○○１５Waste Management, Inc.149

○１５
Burlington Northern Santa Fe 
Corporation

150

○○○１５Halliburton Company151
○○○○○１５Corning Incorporated152
○○○○１４Lucent Technologies Inc.153

○○○○１４Analog Devices, Inc.154
○○○○○１４Deere & Company155

○○○○１４Weyerhaeuser Company156
１４Entergy Corporation157

○○○○○１４Masco Corporation158

○○○１４
The PNC Financial Services Group, 
Inc.

159

○○○○○１４State Street Corporation160
○○○○１４Baker Hughes Incorporated161

○１４Franklin Resources, Inc.162
○○○１４Gilead Sciences, Inc.163

○○１４Maxim Integrated Products, Inc.164
○○○○１４Staples, Inc.165
○○○○１３Marathon Oil Corporation166

○○○１３Sun Microsystems, Inc.167
○○○１３WellPoint Health Networks Inc.168

○○○○○○１３SouthTrust Corporation169
○○○○○１３Marsh & McLennan Companies, Inc170

○○○１３Omnicom Group Inc.171
○○○○１３Praxair, Inc.172

○○１３FirstEnergy Corp.173
○○○１３Electronic Arts Inc.174

○○○○○１３KeyCorp175
○○○○○１３Tribune Company176
○○○○○１３Caremark Rx, Inc.177
○○○○１３ConAgra Foods, Inc.178

○○１３Aetna Inc.179
○○１２Norfolk Southern Corporation180

○○○○○○１２St. Jude Medical, Inc.181
○○○○１２Adobe Systems Incorporated182

○○○１２AT&T Corp.183

○○１２
American Electric Power Company, 
Inc.

184

○○○○○１２FPL Group, Inc.185
○１２PG&E Corporation186

○○○○１２Hershey Foods Corporation187
○○○１２The Chubb Corporation188

○○○○○１２YUM! Brands, Inc.189
○○○○○○１２Apollo Group, Inc.190

企 業 名 ＧＦＥＤＣＢＡ
時価総額

（１０億ドル）
順位

出所：野村證券資料より経済産業省作成

③時価総額１００億ドル以上（その２）

24
注：日本企業のドルベースの時価総額は、１ドル１０５円で計算した。

＜米国企業＞ ＜日本企業＞

ファナック（１５）

ボーダフォン（１４）

三菱地所（１４）

三井物産（１４）

京セラ（１４）

リコー（１３）

山之内製薬（１３）

東芝（１３）
花王（１３）

三井住友海上火災保険（１２）

富士通（１２）



○○○○○○１０Moody''s Corporation219
○○○○１０J.C. Penney Company, Inc.220

○○○１０Loews Corporation221
○１０Campbell Soup Company222

○○○１０Consolidated Edison, Inc.223
○○○○○１０Monsanto Company224
○○○○１０PPG Industries, Inc.225
○○○○１０Johnson Controls, Inc.226
○○○○○○１０Fortune Brands, Inc.227

○○○○○１０Lexmark International, Inc.228
○○○１０Progress Energy, Inc.229

○○○○○１０Electronic Data Systems Corporation230
○○○○１０Anthem, Inc.231

○○○○○１０Comerica Incorporated232
○１０Xilinx, Inc.233

○○○○○○１０Valero Energy Corporation218

○○○○○１２Becton, Dickinson and Company191
○○１２H.J. Heinz Company192

○○○１２Xerox Corporation193
１２Paychex, Inc.194

○○○○○１２Air Products and Chemicals, Inc.195
○○○○○１１The Charles Schwab Corporation196
○○○○○○１１Marriott International, Inc.197

○○○○○○１１Wm. Wrigley Jr. Company198
○１１Simon Property Group, Inc.199

○○１１The Clorox Company200
○○○○○１１Agilent Technologies, Inc.201
○○○○１１Bed Bath & Beyond Inc.202

○○○○１１Mellon Financial Corporation203
○○○○○１１Genzyme Corporation204

○１１M&T Bank Corporation205
○○１１Southwest Airlines Co.206

○○○○○１１PACCAR Inc.207
○○○○１１The TJX Companies, Inc.208

○○○○○１１Principal Financial Group, Inc209
○○○○○１１Biomet, Inc.210

○○１１Linear Technology Corporation211
○○○１１Equity Office Properties Trust212

○○○○○１１Limited Brands, Inc.213
○○○○○１１Unocal Corporation214

○○１１Archer-Daniels-Midland Company215
○○１１International Game Technology216
○○○○○○１０The Kroger Co.217

企 業 名 ＧＦＥＤＣＢＡ
時価総額

（１０億ドル）
順位

出所：野村證券資料より経済産業省作成

③時価総額１００億ドル以上（その３）

25

注：日本企業のドルベースの時価総額は、１ドル１０５円で計算した。

＜米国企業＞ ＜日本企業＞

ローム（１２）、イオン（１２）

ＨＯＹＡ（１１）

村田製作所（１１）

旭硝子（１１）

Ｔ＆Ｄホールディングス（１１）

東京ガス（１０）

キーエンス（１０）、NEC（１０）

アコム（１０）

住友信託銀行（１０）

三菱電機（１０）

オリックス（１０）



○○７MBIA Inc.274
○○○○７Coach, Inc.275

○○○○○７Kinder Morgan, Inc.276
○○７Safeway Inc.277

○○○○○７H&R Block, Inc.278

○８Altera Corporation267
○○８AMBAC Financial Group, Inc.268
○○○８EOG Resources, Inc.269

○○○○○○８Federated Department Stores, Inc.270
○○○○８Amerada Hess Corporation271

○○○○７Sempra Energy272
○○○○○７Phelps Dodge Corporation273

○○○○○９
Starwood Hotels & Resorts 
Worldwide, Inc.

234

○○○○９
Public Service Enterprise Group 
Incorporated

235

○○○○９Pitney Bowes Inc.236
○○○○○９PPL Corporation237

○○９Edison International238
○○９Univision Communications Inc.239

○○９The Bear Stearns Companies Inc.240
○○○○○９Eaton Corporation241

○○○○○９Textron Inc.242
○○○９Ameren Corporation243

○○○○９Equity Residential244
○○９Rohm and Haas Company245

○○○○○９Marshall & Ilsley Corporation246
○○○○９Computer Sciences Corporation247
○○○○○○９AmSouth Bancorporation248
○○○○○○８VERITAS Software Corporation249
○○○○○○８Kerr-McGee Corporation250
○○○○○○８Allergan, Inc.251
○○○○○８Medco Health Solutions, Inc.252

○○○○８Coca-Cola Enterprises Inc.253
○○○８Northern Trust Corporation254

○○○○８KLA-Tencor Corporation255
○○○○○８Quest Diagnostics Incorporated256
○○○○８Eastman Kodak Company257

○○８Network Appliance, Inc.258
○○○○○８BJ Services Company259

○○○○○８Georgia-Pacific Corporation260
○○○○○８Ecolab Inc.261

○○○８Intuit Inc.262
○○○○○８Albertson''s Inc.263
○○○○○８CIGNA Corporation264

○○○○８Synovus Financial Corp.265
○○○○○８Parker-Hannifin Corporation266

企 業 名 ＧＦＥＤＣＢＡ
時価総額

（１０億ドル）
順位

出所：野村證券資料より経済産業省作成

④時価総額５０億ドル以上（その１）

26注：日本企業のドルベースの時価総額は、１ドル１０５円で計算した。

＜米国企業＞ ＜日本企業＞

新日本石油（９）

スズキ（９）、東京エレクトロン（９）

アイフル（９）

三菱重工業（９）
ＴＤＫ（９）、武富士（９）、九州電力（９）、住友商事（９）

キリンビール（９）
損保ジャパン（９）、三井不動産（９）
三共（９）

プロミス（９）

エーザイ（８）

日興コーディアルグループ（８）、藤沢薬品工業（８）、新生銀行（８）
セコム（８）、東北電力（８）、横浜銀行（８）

楽天（８）

大和証券（８）
日本電産（８）

日東電工（８）

ＪＲ西日本（８）

セイコーエプソン（８）

住友化学（７）、ＮＴＴデータ（７）



○６The Black & Decker Corporation319
○○○○６Plum Creek Timber Company, Inc.320
○○○○○○６Rockwell Collins, Inc.321

○○○６The Pepsi Bottling Group, Inc.299
○○６Broadcom Corporation300

○○○６Xcel Energy Inc.301
○○○○○６R.R. Donnelley & Sons Company302

○○○○○６Genuine Parts Company303
○○○○６Affiliated Computer Services, Inc.304

○○○○○６Fiserv, Inc.305
○○○○６UST Inc.306

○○○○○６Sears, Roebuck and Co.307
○○○６Cincinnati Financial Corporation308

○○○○○○６The Williams Companies, Inc.309
○○○６AutoZone, Inc.310
○○○○６ProLogis311

○○○○○６Nucor Corporation312
○○６MedImmune, Inc.313

○○○６Pulte Homes, Inc.314
○○○○６Harrah''s Entertainment, Inc.315

○６T. Rowe Price Group, Inc.316
○○○○○６Jefferson-Pilot Corporation317

○○○６
Freeport-McMoRan Copper & Gold 
Inc.

318

○○○７American Standard Companies Inc.279
○○○○○７Hilton Hotels Corporation280

○７CSX Corporation281
○○○７Dover Corporation282

○○○○○○○７Rockwell Automation, Inc.283
○○７SunGard Data Systems Inc.284

○○○○○７Lincoln National Corporation285
○○○７North Fork Bancorporation, Inc.286

○○○○７DTE Energy Company287
○○○７ITT Industries, Inc288

○○○○７McKesson Corporation289
○○○○７Sovereign Bancorp, Inc.290

○○○○○○７PeopleSoft, Inc.291

○○○○○７
The May Department Stores 
Company

292

○７Micron Technology, Inc.293
○○○○７Constellation Energy Group, Inc.294
○○○７The AES Corporation295

○○○○７Cintas Corporation296
○○○７Cinergy Corp.297

○○７Mattel, Inc.298

企 業 名 ＧＦＥＤＣＢＡ
時価総額

（１０億ドル）
順位

出所：野村證券資料より経済産業省作成

④時価総額５０億ドル以上（その２）

27

注：日本企業のドルベースの時価総額は、１ドル１０５円で計算した。

＜米国企業＞ ＜日本企業＞

住友電気工業（７）、電通（７）

味の素（７）

ファーストリテイリング（７）

商船三井（７）

伊藤忠商事（７）、アドバンテスト（７）、凸版印刷（７）、コマツ（７）
大阪ガス（６）、コニカミノルタ（６）

アイシン精機（６）

ダイキン工業（６）、東レ（６）

ヤマト運輸（６）、中国電力（６）、旭化成（６）

三菱化学（６）

大正製薬（６）

オリエンタルランド（６）
日本郵船（６）、住生活グループ（６）、松下電工（６）



○○５The Sherwin-Williams Compan330
○○○５SAFECO Corporation331

○○○○○○５V. F. Corporatio332
○○○○○５Avery Dennison Corporatio333
○○○○５National Semiconductor Corporatio334

○○○○５Zions Bancorporation335
○○○５Chiron Corporation336

○○５Autodesk, Inc.337
○５Nordstrom, Inc.338

○○○○○○５AmeriSourceBergen Corporation339
○○○○５C.R. Bard, Inc340

○○○○○５Reynolds American Inc.341
○○○○５The New York Times Company342

○○○５Sunoco, Inc.343
○５El Paso Corporation344

○○○○○５Torchmark Corporation345
○○○○○○５NiSource Inc.346

○○５Advanced Micro Devices, Inc.347
○○○○○５Huntington Bancshares Incorporated348

○○○○○５Newell Rubbermaid Inc.349
○○○○○○５Knight-Ridder, Inc.350

○○５W.W. Grainger, Inc.351
○○○○５Leggett & Platt, Incorporated352
○○○○５First Horizon National Corporation353

○○○６KeySpan Corporation322
○○６Aon Corporation323

○○○○○○６MeadWestvaco Corporation324
○○○○６Dollar General Corporation325

○○○６
Qwest Communications International 
Inc

326

○○○○○６Centex Corporation327
○○○○○５Avaya Inc.328

○○○○５MGIC Investment Corporation329

企 業 名 ＧＦＥＤＣＢＡ
時価総額

（１０億ドル）
順位

出所：野村證券資料より経済産業省作成

④時価総額５０億ドル以上（その３）

28

注：日本企業のドルベースの時価総額は、１ドル１０５円で計算した。

＜米国企業＞ ＜日本企業＞

クボタ（６）、静岡銀行（６）、三洋電機（６）、王子製紙（６）

三井トラストホールディングス（６）、住友金属（６）

大和ハウス（５）、オムロン（５）
塩野義製薬（５）、小野薬品工業（５）
日本航空（５）

大東建託（５）、クレディセゾン（５）、第一製薬（５）

資生堂（５）

アサヒビール（５）、千葉銀行（５）

近畿日本鉄道（５）、フジテレビ（５）、住友不動産（５）

NOK（５）、日本通運（５）
テルモ（５）、東急電鉄（５）

全日本空輸（５）



○○○○３Pinnacle West Capital Corporation391
○○３Sealed Air Corporation392

○○○○○３UNUMProvident Corporation393
○○○３Alberto-Culver Company394
○○○○○３SUPERVALU Inc.395

○○○○○４United States Steel Corporatio385
○○○３BMC Software, Inc.386

○３Comverse Technology, Inc.387
○○○○○３Ashland Inc.388

○○３Citizens Communications Company389
○○○３Citrix Systems, Inc.390

○○○○○４NCR Corporation354
○○○○○○４IMS Health Incorporated355

○○○○４JDS Uniphase Corporation356
○○○○○４Vulcan Materials Company357

○４
The Interpublic Group of Companies, 
Inc.

358

○○○４Office Depot, Inc.359
○○○４Solectron Corporation360

○○４Tenet Healthcare Corporation361
○○○○○○４Hospira, Inc.362

○○４Jabil Circuit, Inc.363
○○４Waters Corporation364
○○○４Express Scripts, Inc.365

○○○○○４Delphi Corporation366
○○４Health Management Associates, Inc.367

○○４RadioShack Corporation368
○○○○○４Siebel Systems, Inc.369

○○４Family Dollar Stores, Inc.370
○４Robert Half International Inc.371

○○○○○４CenturyTel, Inc372
○○○４Mylan Laboratories Inc.373

○○○○４E*TRADE Financial Corporation374
○○○○○４Brunswick Corporation375

○○４AutoNation, Inc.376
○○○○○○４Providian Financial Corporation377

○○○○○４Thermo Electron Corporation378
○○４Jones Apparel Group, Inc.379

○○○○○○４Liz Claiborne, Inc.380
○○○○○○４Ball Corporation381

○○４McCormick & Company, Incorporated382
○○○４Tiffany & Co.383

○○○○○○４Scientific-Atlanta, Inc384

企 業 名 ＧＦＥＤＣＢＡ
時価総額

（１０億ドル）
順位

出所：野村證券資料より経済産業省作成

⑤時価総額３０億ドル以上（その１）
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注：日本企業のドルベースの時価総額は、１ドル１０５円で計算した。

＜米国企業＞ ＜日本企業＞

日本製紙（４）

日本興亜損害保険（４）

オリンパス（４）

丸井（４）、中国電力（４）

ＪＳＲ（４）

船井電機（４）

ヤマハ発動機（４）

神戸製鋼所（４）

鹿島（４）
新日鉱ホールディングス（４）

丸紅（４）

北海道電力（４）、大林組（４）、豊田通商（４）

小田急電鉄（４）、ヒロセ電機（４）

常陽銀行（３）、カネカ（３）、富士重工業（３）

三井化学（３）
野村総研（３）、川崎汽船（３）

日本テレビ（３）、帝人（３）

北陸電力（３）



○○○○○３Temple-Inland Inc.418

○○○○３
Apartment Investment and 
Management Company

419

○○○○○３Equifax Inc.420
○○○３Symbol Technologies, Inc.421

○○３Monster Worldwide, Inc.422

○○３
American Power Conversion 
Corporation

423

○○○○○３SABRE Holdings Corporation424
○○○○３CenterPoint Energy, Inc.425
○○○○○３Teradyne, Inc.426

○○○○○３Bausch & Lomb Incorporated427
○○○○３Pall Corporation428

○○○○３Ryder System, Inc.429
○○○○３Hasbro, Inc.430

○○○３Circuit City Stores, Inc.431

○３Toys "R" Us, Inc.396
○○○３Sanmina-SCI Corporation397

○○○○○３Mercury Interactive Corporation398
○○３Sigma-Aldrich Corporation399

○○○○３Fluor Corporation400

○○○３
Applera Corporation - Applied 
Biosystems

401

○○○○○３Darden Restaurants, Inc.402
○○○○○３Tellabs, Inc.403

○○○○○○３KB Home404
○○○○○３Wendy''s International, Inc.405
○○○○○３Whirlpool Corporation406

○３Novellus Systems, Inc.407
○○○○○３The Stanley Works408

○３
International Flavors & Fragrances 
Inc.

409

○○○○○３Janus Capital Group Inc.410
○○○○○３Fisher Scientific International Inc.411

○○○○３Goodrich Corporation412
○○○○○○３Eastman Chemical Company413

○○３Dow Jones & Company, Inc.414
○○○○○○３Unisys Corporation415

○○○３Pactiv Corporation416
○○○○３Engelhard Corporation417

○○○○○４NCR Corporation354

企 業 名 ＧＦＥＤＣＢＡ
時価総額

（１０億ドル）
順位

出所：野村證券資料より経済産業省作成

⑤時価総額３０億ドル以上（その２）
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注：日本企業のドルベースの時価総額は、１ドル１０５円で計算した。

＜米国企業＞ ＜日本企業＞

マツダ（３）

日本電気硝子（３）、大成建設（３）

積水化学工業（３）、ニコン（３）、福岡銀行（３）、清水建設（３）

八十二銀行（３）

東洋製罐（３）、京王電鉄（３）

阪急電鉄（３）
ＴＯＴＯ（３）

カシオ計算機（３）、パイオニア（３）、マブチモーター（３）
横河電機（３）

ＣＳＫ（３）

ヤマダ電機（３）、東武鉄道（３）、日清食品（３）

あいおい損害保険（３）、京浜急行電鉄（３）

ヤマハ（３）

ＴＢＳ（３）、日本ハム（３）



○○○○○１ADC Telecommunications, Inc465
○○○○○１Worthington Industries, Inc.466
○○○○○○１Crane Co.467

○○１PMC-Sierra, Inc.468

○○○○○１
The Goodyear Tire & Rubber 
Company

469

○○○○○○１Allegheny Technologies Incorporated470
○○○○○１Snap-On Incorporated471

○○○○○１Dillard''s, Inc.472
○○○１Nicor Inc.473
○○○１Nicor Inc.473
○○１Peoples Energy Corporation474

○○○○○１Hercules Incorporated475

○○○２Cummins Inc.432
○○○２Federated Investors, Inc.433

○○○２Humana Inc.434
○○２Brown-Forman Corporation435
○○○○○２Molex Incorporated436

○○○○○２TECO Energy, Inc.437
○○○○○２Rowan Companies, Inc.438

○○○○２King Pharmaceuticals, Inc.439
○○○２QLogic Corporation440

○○○○２Watson Pharmaceuticals, Inc.441
○○○○２Manor Care, Inc.442

○○○○２Bemis Company, Inc.443
○○○○○２Louisiana-Pacific Corporation444

○○２Novell, Inc.445
○○○２Allied Waste Industries, Inc.446

○○○○○○２Boise Cascade Corporation447
○○○○○○２Meredith Corporation448
○○２Adolph Coors Company449

○○○２Tektronix, Inc.450
○○○○○○２Convergys Corporation451

○○○２Allegheny Energy, Inc.452
○○○２PerkinElmer, Inc.453
○○○○２NVIDIA Corporation454

○○○○２The Millipore Corporation455
○２Reebok International Ltd.456
○○○２Dana Corporation457
○○２Andrew Corporation458
○○○２Compuware Corporation459

○○○○２Navistar International Corporation460
○○１Deluxe Corporation461

○○○○○○１Gateway, Inc.462
○○１Dynegy Inc.463

○○○１LSI Logic Corporation464

企 業 名 ＧＦＥＤＣＢＡ
時価総額

（１０億ドル）
順位

出所：野村證券資料より経済産業省作成

⑥時価総額１０億ドル以上（その１）
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注：日本企業のドルベースの時価総額は、１ドル１０５円で計算した。

＜米国企業＞ ＜日本企業＞

広島銀行（２）
西日本シティー銀行（２）
レオパレス２１（２）
名古屋鉄道（２）
スタンレー電気（２）
昭和電工（２）
三菱自動車（２）
高島屋（２）
いすゞ自動車（２）
群馬銀行（２）
東ソー（２）
京都銀行（２）
伊勢丹（２）
札幌北洋ホールディングス（２）
日本精工（２）
豊田合成（２）
中国銀行（２）
ブラザー工業（２）
三越（２）
新光証券（２）
七十七銀行（２）
沖電気工業（２）
三菱マテリアル（２）
伊予銀行（２）
川崎重工業（２）
アルプス電気（２）
太平洋セメント（２）
ダイヤモンドリース（２）
大丸（２）
スズケン（２）
スルガ銀行（２）
山口銀行（２）
日新製鋼（２）
ユニー（２）
山崎製パン（１）
富士電機ホールディングス（１）
ニッセイ同和損害保険（１）
百十四銀行（１）
三協精機（１）
メディセオホールディングス（１）
大日本インキ化学工業（１）
コスモ石油（１）
西濃運輸（１）
住友重機械工業（１）
石川島播磨重工業（１）
明治乳業（１）
オリエントコーポレーション（１）



○○○１CMS Energy Corporation476
○○○○○○１Cooper Tire & Rubber Company477

○○○１CIENA Corporation478
○１Big Lots, Inc.479

○○○○○１Maytag Corporation480
○○○○○１Parametric Technology Corporation481
○○１Great Lakes Chemical Corporation482

○○１Applied Micro Circuits Corporation483
○○○○○１Calpine Corporation484

企 業 名 ＧＦＥＤＣＢＡ
時価総額

（１０億ドル）
順位

出所：野村證券資料より経済産業省作成

⑥時価総額１０億ドル以上（その２）
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注：日本企業のドルベースの時価総額は、１ドル１０５円で計算した。

＜米国企業＞ ＜日本企業＞

住商リース（１）
住友林業（１）
北國銀行（１）
冨士海上火災保険（１）
西友（１）
十六銀行（１）
阿波銀行（１）
肥後銀行（１）
大垣共立銀行（１）
百五銀行（１）
荏原（１）
東急不動産（１）
三井造船（１）
滋賀銀行（１）
第四銀行（１）
宇部興産（１）
戸田建設（１）
山陰合同銀行（１）
南都銀行（１）
鹿児島銀行（１）
四国銀行（１）
武蔵野銀行（１）
大王製紙（１）
トーメン（１）
名古屋銀行（１）
山梨中央銀行（１）
池田銀行（１）
福井銀行（１）



○○○○０．８Visteon Corporation485
○○○○○○０．５Power-One, Inc.486

○○○０．４Delta Air Lines, Inc487
○○○０．４Winn-Dixie Stores, Inc.488

企 業 名 ＧＦＥＤＣＢＡ
時価総額

（１０億ドル）
順位

出所：野村證券資料より経済産業省作成

⑥時価総額１０億ドル以下
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注：日本企業のドルベースの時価総額は、１ドル１０５円で計算した。

＜米国企業＞ ＜日本企業＞

京葉銀行（０．９）
日本信販（０．９）
双日ホールディングス（０．９）
岩手銀行（０．９）
西松建設（０．９）
長谷工コーポレーション（０．８）
阪和興業（０．８）
ダイエー（０．８）
愛知銀行（０．８）
東京都民銀行（０．８）
前田建設（０．８）
山形銀行（０．８）
東京リース（０．８）
東方銀行（０．８）
中京銀行（０．７）
紀陽銀行（０．７）
秋田銀行（０．７）
ジャックス（０．７）
十八銀行（０．７）
青森銀行（０．７）
みちのく銀行（０．７）
第三銀行（０．７）
大分銀行（０．７）
雪印乳業（０．６）
ＵＦＪセントラルファイナンス（０．６）
佐賀銀行（０．６）
栃木銀行（０．６）
兼松（０．６）
マルハグループ本社（０．６）
カネボウ（０．５）
宮崎銀行（０．５）
東和銀行（０．５）
九州親和ホールディングス（０．５）
琉球銀行（０．４）
東日本銀行（０．４）
愛媛銀行（０．４）



（２）どういう工夫が企業価値を高めるのか
～ 機関投資家の議決権行使の基準 ～

○基準は「防衛策が株価の長期向上をもたらすかどうか

欧米の機関投資家のうち、議決権行使ガイドラインを公表している１０機関を分析した結果、全ての機関投資家
が長期的な株主価値を重視しており、短期的株価のみを重視している機関投資家はない。具体的な議決権行使
ガイドラインは以下のとおり。

ハーミーズの議決権行使ガイドライン
「敵対的買収状況においては、既存の経営陣や役員会がその企業の株主にとっての長期的利益を実現しうると確信できることを
前提として、既存の経営陣を通常支持します。

ＡＦＬ－ＣＩＯ
・ライツプランの評価をする際には、長期的企業価値の向上に資するか否かを考慮すべき
・長期的な株主価値の向上を目的とする買収提案に対しては好意的に対応すべき

ALI（アメリカ法律協会）の勧告
アメリカ法律協会は、米国の過去の判例を分析し、その統一的な考え方について勧告等を行うため、多数の著名な裁判官、弁護

士、法学者約２，０００名からなる団体であり、当該勧告は裁判でも参考にされなど、司法判断の過程でも重視されるものである。当
該協会がまとめた「コーポレート・ガバナンスの原理：分析と勧告」第6.02条において、敵対的買収局面における取締役の行為につ
いては、 「株主の長期的利益を著しく害することにならない限り、会社が適法な関係を有する（株主以外の）諸利益を考慮すること
ができる」と明確に規定されている。

（参考）厚生年金基金連合会
・「企業の目的は、長期間にわたり株主利益の最大化を図ることにある。なお、株主利益の最大化は、従業員、取引先、地域社会な
どのステークホルダーの利益と矛盾するものではなく、これらのステークホルダーとの良好な協力関係の確立により達成できるもの
である。」（コーポレートガバナンス原則より抜粋）
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（参考）（参考） 防衛策導入に関する欧米機関投資家の評価防衛策導入に関する欧米機関投資家の評価

【日本に投資する運用機関の防衛策に対する
平均的な考え方】

○日本企業に対して投資を行っている運用機関
のうち、運用額が上位の機関（米国２０機関、
英国２０機関）を対象にアンケートを実施。

・防衛策の導入に対する態度。

(米国系機関) （英国系機関）

賛成 ： ０％ ６％

条件付賛成： １００％ ６１％

絶対反対 ： ０％ ３３％

・条件付賛成とした機関のうち、

①導入に際して株主総会の決議が必要とし

た機関。

米国系で１５機関、英国系で６機関。

②期間を明確に定めることを条件とした機関

米国系で６機関、英国系で３機関。

③消却が可能であることを条件とした機関

米国系で４機関、英国系で２機関。

④その他

英国系で４機関

・株主価値の希薄化も考慮に入れて個

別判断

・全ての案件の状況なども考慮し個別判

断。など

○投資家の反応は「条件付賛成」、「原則反対」、「絶対反対」に分かれている。
○防衛策の中でも、合理的なライツプランは投資家から評価され、株主価値への効果も実証されている。

【議決権行使ガイドラインにおける防衛策へのスタンスの傾向】

絶対反対

条件付賛成

＜機関投資家・運用機関の主な考え方＞

（出所：㈱ＩＲ ＪＡＰＡＮ、米国１９機関、英国１８機関が回答）

＜その他＞
○グリーンメールへの応諾については、明確に反対を表明している機関が存在。
○公正価格条項については、株主は平等として賛成する機関と良好な買収すら抑制す

る可能性があるとして反対する機関が存在。
○株主の権限を制限することを目的とする会社所在地の変更には反対する機関が存在。

（出所：公表されている１０機関の議決権行使ガイドラインより経済産業省にて作成）

原則反対

期差任期制 ： ○ライツプランなど他の防衛策との併用で自由市場における大きな障

害となるため反対。
○年１回の取締役選任こそが取締役のパフォーマンスを向上させる。
○長期的企業価値を向上させる取引を阻害する。

複数議決権 ： ○株主の権利を希薄化する可能性があるため原則反対。

○長期的な株主価値の向上を目的とするものであれば賛成。
白地株式 ： ○株主の権利を希薄化し、取締役が配当、議決権などに関する株主の

権利を決めることになるので原則反対。
○株主の賛成がある場合や、目的が株主の利益や企業価値の向上の

ためであり、内容が複数議決権でなければ賛成。
特別多数条項：○少数株主が拒否権を持つことで、株主の権利が制限させるため原

則反対。
○絶対的な支配株主がいる場合、少数株主の保護を目的とする場合

であれば賛成。
○全取締役が反対している株主提案については認める。

ゴールデンパラシュート：
（賛成の条件） ○給与の２～３年分であれば賛成。

○株主総会で承認を受けた場合は賛成。
ライツプラン ：
（賛成の条件）

≪行使条件≫ ○２０％以下の株式所有でトリガー条項が発動するフリップ・イン条
項を含むライツプランでなければ賛成。

≪株主承認等≫ ○株主総会の承認を得るならば賛成。
○３年(またはそれ以下）毎に見直すサンセット条項があれば賛成。

○最低でも３年毎に社外取締役による構成される委員会で見直し
を行うライツプランについてはケースバイケースで支持。

≪消却条件≫ ○議決権行使ガイドラインにて一律に消却条件を定める機関投資
家はない
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【ユノカル基準】

●会社の経営や効率性に対する脅威の類型
①構造上の強圧性

・二段階買収が典型。買収者の過去の履歴なども考慮要因。
②不適正な買収条件および株主の誤信

・現金または現金以外の対価による全株式に対する買付が典型。長期的企業価値向上の方策への脅威、他の利害関係者
の利益への影響の程度などが考慮要因。

③株主の機会損失
・株主が会社側の買収者より優れた代替案を選択する機会が失われる脅威。

●生じた脅威に対する手段の相当性
①株主選択の制限の程度 ⇒ 委任状合戦の可能性を確保することは重要。これまで制限すると違法。

（例）現職取締役を解任してもなお、防衛策を消却できないような条件付のもの（いわゆるデッドハンド・ポイズンピル）
買収局面での取締役決議に基づく取締役の大幅増員（→日本では不可）

②利益相反問題を克服するに足る入念なプロセス
・検討に要した時間や情報開示の程度など
・独立社外取締役の関与の度合い
・外部アドバイザーの分析・助言の有無

（３）買収者と経営者の間で何が争いになるのか（誰にとって敵対的か） ～米国の判例基準～

○米国では、20年の歴史を通じて、敵対的買収の局面において、防衛策を維持した（あるいは防衛策を講じた）取締役の

行為が、忠実義務違反か否かの実質的な判断基準が確立。
○ＮＹ証券取引所に上場している企業の半数近くが設立されているデラウエア州では、１９８５年以降、敵対的買収に関す
る約１４０の裁判（うち約４０が最高裁判決）を経て、実質的判断基準（ユノカル基準と呼ばれる）が確立。

○同基準のもとでは、①買収者が株式を所有することで、会社の政策や効率性に対し「脅威」が存在すると信じるにあたっ
て合理的な根拠を有していたこと、②採られた対抗措置が、生じた脅威との関係において合理的であったことを取締役会
が立証してはじめて、取締役会の行為が尊重されることになる。

（注１）脅威がないとみなされる例外状態（レブロン基準）
取締役が会社売却・支配権移動を企画した場合は脅威はないとみなされる。その場合、取締役は防衛策を講じてはならず、売却価格の最大化を図
らなければならないとされる（レブロン基準）

（注２）長期的株価をベースとした会社価値の捕らえ方
会社への脅威といった場合、会社の株式時価、会社の長期的株価、他の利害関係者の利益も含めた全体的な会社価値の３つの考え方があるが、
このうち、長期的な株価をベースにステークホルダーの利害も考慮されるというのが基本的な見方（株式時価のみが決め手になるのは、注１のよう
に会社が競売状態にある場合のみ）
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（参考）米国における防衛策を巡る司法判断の歴史

経営判断原則

経営者の行為が会社の
利益のために適切に行
われたと推定し、経営者
の判断内容の審査を原
則として行わない。

多くの場合経営者による
防衛策は裁判所によっ
て厳密に審査されずに
比較的容易に承認。

敵対的買収時に経営者が
導入した防衛策が適法か
どうかの判断基準を示した
判決

本判決以降、防衛策を司
法判断する場合には、経
営判断原則の適用の前に
本判決で示された判断基
準（ユノカル基準）を適用

ユノカル基準
（ユノカル判決）

１９８８年

議決権の実効性を妨害す
ることを主要な目的とする
防衛策に関する判決

１９８６年

会社が競売状態になった
場合の取締役の義務に
関する判決

レブロン基準
（レブロン判決）

○以下の判例などに適用
１９８９ タイム判決
１９８９ マクミラン判決
１９８９ バーカン判決
１９９４ パラマウント判決

○以下の判例などに適用
１９９４ ユニトリン判決
１９９５ ムーア判決

（連邦法判決）

○以下の判例などに適用
１９８５ モラーン判決
１９８７ ニューモント判決
１９８９ タイム判決

○以下の判例などに適用
２００３ オムニケア判決
２００３ ＭＭコス判決

※ユノカル基準を用いた判例を重ねる中で、要
件である「脅威」と「相当性」についての補正
が図られた。

【主要判例におけるユノカル基準、レブロン基準の補正について】

【ユノカル基準】
①「脅威」の存在について

○モラーン判決（１９８５年） ＜防衛策：フリップオーバー型ライツプラン＞
・将来起こりうる敵対的買収を脅威と認定

○タイム判決（１９８７年）＜防衛策：自動的株式交換契約、ノーショップ条項他）
・株主が無知もしくは誤りから、合併により将来発生する新たな企業価値を認識せず、不当な買収提案に応じ
てしまうことを脅威と認定。

○ユニトリン判決（１９９４年）＜防衛策：ライツプラン、自社株買い他＞
・取締役による同社の長期的な見通しについて、株主が理解せずもしくは誤って、不当な買収提案に応じてしま
うことを脅威と認定

○ムーア判決（１９９５年）＜防衛策：ライツプラン他＞

・取締役が過去に行った施策が成果を上げつつあることを、株主が理解せずまたは誤って不当な買収提案に
応じてしまうことを脅威と認定．

②生じた脅威に対する「手段の相当性」
○ユニトリン判決（同上）

・取締役による対抗措置が苛酷なもの（強制的、あるいは排除的なもの）でなく、かつ合理性の範囲内であれば
相当である旨判示。
・公開買付による支配権取得の可能性が排除されたとしても、委任状合戦の可能性が残っていれば排他的と
は言えない旨判示。

【レブロン基準】
○タイム判決（同左）

・敵対的買収への取締役会の対応が単なる防
衛的なものにとどまり会社の継続的存在を放
棄した訳ではない場合においては、レブロン基
準は適用されない。

○マクミラン判決（１９８９年）
＜防衛策：ロックアップ条項、ノーショップ条項＞

・競売状態における取締役の義務は、積極的
な買付合戦、ＭＢＯまたはリストラクチャリング
のいずれであるかを問わず発生する。

○バーカン判決（１９８９年） ＜防衛策：ＭＢＯ＞
・複数の買収者間で現実競売が形成された
かった場合でも、根本的な「支配権の変動」を
招くあらゆる取引にはレブロン基準が適用され
る。

ブラシウス基準
（ブラシウス判決）

１９８５年以前 １９８５年

８０年代後半
（主にＴＯＢの脅威と手段の相当性が争点）

９０年代
（主に委任状合戦の可否が争点）

近年
（ＴＯＢ、委任状合戦が争点）
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（参考）米国の判例から見る敵対的買収の類型

【事業会社による敵対的買収】

＜ユノカル判決：１９８５年＞ ブーン・ピケンズ（グリーンメーラー）
ＶＳ ユノカル社（石油）

○ブーンピケンズ（石油会社：メサ社長）によるユノカル社（石油会社）に対する
敵対的買収事例。

○買収者はユノカル以前に複数の石油会社に対してグリーンメールを実施。
ユノカル社に対しては二段階買収を提案。
（段階目についてはジャンク債を対価）

○経営者は、買収者が株式の過半数を買い占めた場合、株式の２９％を買収
者提案よ りも高額で買収すること、石油とガスの埋蔵量の４５％の所有権を
株主に配分することを提案。（買収者は除く）

［判決：防衛策を容認］
・買収者をグリーンメーラーと推認。買収者の提案は強圧的で価格が不十分。
対抗措置が合理的であったと容認。

＜ニューモント判決：１９８７年＞ ブーン・ピケンズ（グリーンメーラー）
ＶＳ ニューモント社（鉱山）

○ブーンピケンズ（投資会社：アイバンホーパートナーズ社長）によるニューモント
社（鉱山会社）に対する敵対的買収事例。

○買収者は、ユノカル判決においてグリーンメーラーとして推認。
ＴＯＢによる過半数買付の後、部門の大半を売却・再編することを計画。

○経営者は、特別配当を実施し、その配当を用いて大株主がニューモント社の株
式を買付することで対抗。

［判決：防衛策を容認］
・買収者をグリーンメーラーと推認し、買収者の提案は強圧的で価格が不十分。
対抗措置により株主が二段階買収に応じることを避けることが。

＜タイム判決：１９８９年＞ パラマウント（映画） ＶＳ タイム（出版）
○パラマウント社（映画会社）による、タイム社（出版会社）に対する敵対的買収事例。
○買収者は、世界規模で競争力を高めることを目的として全株式を対象とした現金による買収を提案。
○経営者は、買収者の提案前に別会社との合併に合意済。合併の防衛策として、契約の中に自動的

株式交換契約、ノーショップ条項などを導入。また、買収者が現れたことから、合併から公開買付に
変更。

［判決：防衛策を容認］
・取締役は慎重に練り上げられた会社の計画を短期的な株主利益のために放棄する義務を負わな

い。防衛策は合併後の新会社を買収することを妨げるものではない。

＜レブロン判決：１９８６年＞ ロナルド・ペレルマン（実業家）
ＶＳ レブロン社（化粧品）

○ロナルド・ペレルマン（食品会社：パントリーブライド社長）によるレブロン社（化
粧品会社）に対する敵対的買収事例。

○買収者は、大型の企業買収を複数手がけた実業家であり、他のＬＢＯ専門事
業家と異なり経営の細部への強いこだわりがある。本件も当初は友好的に提
案。ライツプランの消却を条件とする全株式対象の現金による買収を提案。

○レブロン社は経営多角化しており業績も株価も低迷。経営者は買収者に対す
る対抗措置として、ホワイトナイトに対し、クラウンジュエルロックアック条項、違
約金条項を含む契約を締結。

［判決：防衛策を否認］
・ひとたび会社を現金で売却することを決定した場合には、取締役は防衛策を

講じてはならず、短期的な価値の最大化を図らなければならない。

＜マクミラン判決：１９８９年＞ マックスウェル（出版） ＶＳ マクミラン（出版）
○英国の出版会社であるマックスウェル社による米国の出版会社であるマクミラン社に対する敵対

的買収事例。
○買収者（英国）は、ドル安と欧州の成熟化を背景に、米国の出版界への進出を熱望。

新聞・出版事業を紙・パルプの生産から編集、印刷までの垂直統合した経営の根幹と位置づけ、
全株式を対象とした現金による買収を提案。

○経営者は、ホワイトナイトとしたＭＢＯを対抗策として実施。提案は少数株主に対しては劣後債や
新会社の株式を対価とするものであった。また、経営者がホワイトナイトに対して、買収者の提案
価格などを告知するなど差別的な対応を図った。

［判決：防衛策を否認］
・利害関係を有する経営者がホワイトナイトに対してのみ重要な情報を与えたことは明らかな開示
義務違反。そのような状況で行われた取締役の決定は認められない。

＜パラマウント判決＞ ＱＶＣ（ケーブルテレビ） ＶＳ パラマウント（映画）
○ＱＶＣ社（ケーブルテレビ）による、パラマウント社（映画会社）に対する敵対的買収事例。
○買収者は、映像ソフトの製作から流通までの垂直統合を目指すとして、全株式の過半の取得を目

的とした二段階買収を実施。（二段階目は自社株式を対価。）
○経営者は、買収者による買収を懸念し、別会社と合併契約を締結。その中にはノーショップ条項や

違約金条項などを含んでいた。

［判決：防衛策を否認］
・防衛策が株主への最善価値の実現の妨げになるのは明らかだったにもかかわらず、見直しのた
めの努力をしなかったのは受任者義務違反。

＜ユニトリン判決：１９９４年＞ アメリカンゼネラル（金融） ＶＳ ユニトリン（保険）
○金融サービス全般を取り扱うアメリカンゼネラル社による、ユニトリン社（保険会社）に対する敵対

的買収事例。
○買収者は、潤沢なキャッシュフローを武器に買収による業務拡張を図っており、本 件においても 全

株式対象の現金による買収提案を行った。
○経営者は、ライツプラン及び付属定款の改正による株主提案権行使の事前通知制度を導入。

更に社外株式の約２０％を上限とする株主買い戻しを実施。

［判決：防衛策を容認］
・株主が会社の真の価値を知らずに不十分な提案に応じる可能性がある。
防衛策は苛酷なものでなく、合理性の範囲内にある。

○敵対的買収の局面においては、買収者と経営者の多様な組み合わせが存在。米国においては、判例が積み重ねられる
中で、現経営に劣後した経営提案を行う買収者から経営者が会社を守ることができるルールが形成された。

【それ以外の買収者による敵対的買収】
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３．日本で確立すべきこと３．日本で確立すべきこと
～企業価値向上のための交渉ルール～～企業価値向上のための交渉ルール～



■ 会社法上の制度整備

○ 新株予約権や種類株式等を活用した防衛策は、会社法上可能。

（注１）法務省「合併対価の柔軟化と企業買収防衛策について」自民党法務部会商法に関する小委員会提出

資料（2005.2.1）より抜粋

・企業買収の防衛策については、現行の商法の下でも、株主の利益を損なわない限り、種類株式や新株予約権等を用

いることにより、実務上様々な対策を工夫することが可能である。

・欧米で認められている企業買収防衛策は、日本法流にアレンジすれば、ほんどが日本でも実現できる。

・会社法においては、合併の承認決議の要件を定款で厳しくすることや、種類株式や新株予約権等の合理化を図る改正

（種類株式に関する定款自治の範囲の拡大等）を予定しており、なお一層様々な対策の工夫が可能となる。

（注２）以上を踏まえれば、平時に一般株主割り当て型のライツプラン（持株比率を行使条件とした新株予約権

の発行）を取締役会限りで導入することが可能。

○ 上記防衛策は、経営の重要事項であるため、会社法上などの開示ルール等を整備。

（注１）会社法上の開示ルール（法務省令）などの設計は今後検討予定。

（注２）防衛策とは、持株比率を行使条件とした新株予約権に限らず支配権に影響を与える可能性のある種類

株式など様々な防衛策を含む。

○取締役の解任制限を強化する法改正は、あえて行わない。

・ 取締役の任期の延長はしない。

・ 取締役の途中解任を制限する改正はしない。

（１）（１）〔〔法制度法制度〕〕日本においても欧米並の防衛策を導入することが可能か日本においても欧米並の防衛策を導入することが可能か
～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～
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○こうした措置は適法である。
・例①②③に関しては、こうした根拠規定（新株予約権の発行、株式分割の根拠規定など）は、何ら活用方
法を制限することなく規定されている。

・法務省の見解によれば、買収防衛策を念頭に新株予約権の行使条件を定めることはできるとされている。
・「近時の種類株式、新株予約権の改正等により、実務上様々な方策の工夫が可能であり、欧米において採用可能とされているさま

ざまな買収防衛策のうち、わが国において会社法制のあり方がその実現の妨げになっているものはほとんどないといってよいはず
である。」（相澤哲法務省民事局参事官「会社法制の現代化に関する展望」（商事法務No.1719（2005.01））

・「行使の条件としては、（中略）第三者からの買収防止のために、『Ａ，Ｂ，Ｃ以外の者が、発行済株式総数の○○％以上を取得した
場合に行使することができる』等の条件を設定することができる」（原田晃治法務省大臣官房審議官編「Ｑ＆Ａ株式制度の改善 会
社運営の電子化」（商事法務 ２００２年）

○しかし、株主に対する開示のルールの整備が必要である。 → 参考５参照

(参考1)  取締役会で決定できる株式制度などを活用した防衛策

例①新株予約権の活用（有利発行にならないライツプラン）
新株予約権については、平成１３年改正により規定が整備され、商法第２８０条の２０第１項において「会社は新株予約権を

発行することを得」と規定されており、条文上、発行に関し何ら制限はなされていない。
なお、会社法の現代化により、新株予約権を強制的に株式に転換することができるようになる予定。

（参考）平成１３年以前の新株予約権に関する規定
「会社は定款に定めのある場合に限り正当の理由あるときは取締役又は使用人に新株の引受権を与ふることを得」（商法第２８０条の１９）と規定さ

れており、付与対象者などが制限されていた。

例②普通株式に転換する新株予約権付社債の活用
新株予約権付き社債については、商法第３４１条の２第１項において「会社は新株予約権を付したる社債にして本

款に規定する特例の適用を受くるもの（以下新株予約権付社債と称す）を発行することを得」と規定されており、条文
上、発行に関し何ら制限はなされていない。

なお、会社法の現代化により、社債に付された新株予約権を強制的に株式に転換することができるようになる予定。

（２）防衛策導入の適法性に関する検討結果

（１）防衛策に関する規定
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例③敵対的公開買付開始後に行う株式分割
株式分割については、商法第２１８条第１項において「会社は取締役会の決議によって株式分割を為すことを得」と規定され

ており、条文上、分割に関し何ら制限はなされていない。



例①新株予約権の活用（第三者割当の有利発行型）
新株予約権については、商法第２８０条の２０第１項において付与対象者は制限されていない。ただし、株主以外の

第三者に対して特に有利な条件で発行する場合は、株主総会の特別決議が必要（商法第２８０条の２１第１項）となる。

例②種類株式の活用
○拒否権付き種類株式

会社は、利益の配当などについて内容の異なる数種の株式（種類株式）を発行することができる（商法第２２２条
第１項）。種類株式を発行する場合は、定款で株式の内容と数を定めることが必要とされ（商法第２２２条第２項）、
総会の特別決議が必要となる。種類株式については、定款により、株主総会または取締役会の決定事項につき、
ある種類の株主の議決を要することを定めることができる（商法第２２２条第９項）。

○種類株式転換の新株予約権の発行
新株予約権として発行できる株式は普通株式のみに制限されておらず、種類株式に転換できる新株予約権を発行

することができる（商法第２８０条の２０第１項）。なお、新たに種類株式を発行する場合は、定款で株式の数及び内
容を定める必要があり、株主総会の特別決議が必要となる。

○単元の異なる複数の種類株式の発行による複数議決権的株式の活用
複数議決権株式については、導入することは認められていないが、単元株式は種類株式ごとに定めなければなら

ないこととされており（商法第２２２条第２項）、例えば、複数の種類株式を発行し、それぞれの一単元の株式数を異
ならせることにより、事実上、複数議決権株式と同様の効果を得ることが可能となると考えられる。
新たに種類株式を発行する場合は、種類株式の内容及び数を定款で定める必要があり（商法第２２２条第２項）、ま
た、株式の単元数についても定款で定める必要があるため（商法第２２１条第１項）、総会の特別決議が必要となる。

（１）防衛策に関する規定

(参考２)  株主総会決議が必要な株式制度などを活用した防衛策（特定の第三者への種類株式を
発行する場合など）
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○こうした措置は適法である。
・例①②に関しては、こうした措置の会社法上の根拠規定（種類株式、単元制度などの根拠規定など）は何

ら活用方法を制限することなく整備されている。

・例①②に関しては、実際の活用例もある。

・例③に関しては、会社法現代化によって根拠規定が整備され、適法となる。

○しかし、株主等に対する開示ルールの整備が必要である。 → 参考５参照

例③種類株式などの設計の取締役会への授権
現在、種類株式の内容は定款で定める必要があるが（商法第２２２条第２項）、会社法の現代化により、法

務省令で定める一定の事項については、定款により取締役会に決定を授権することが可能となる予定であ
る。

ただし、授権すべき内容は定款で定める必要があるため、導入するためには総会の特別決議が必要とな
る予定である。

（２）防衛策導入の適法性に関する検討結果

（参考２） 株主総会決議が必要な株式制度などを活用した防衛策（特定の第三者への種類株式を

発行する場合など）

（１）防衛策に関する規定（前ページの続き）
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例②任期途中での解任に関する正当理由の付加
取締役の解任については、株主総会の決議によりいつでも解任することができ（商法第２５７条第１項）、解釈上、取締役の解

任を正当事由がある場合などに制限することはできないと解されている。

例①期差任期制
取締役の任期は、監査役設置会社は２年（商法第２５６条第１項）、委員会等設置会社は１年（商法特例法第２１条の６第項）

とされており、期差任期制を導入することは実質的にできない。

例③任期途中での解任に要する議決要件の加重
取締役は総会の特別決議により解任されるが（商法第２５７条第２項）、解釈上、定款により特別決議の決議要件を加重する

ことは可能であると解されている。なお、会社法の現代化により、定款により決議要件を加重することが可能である旨が明文化
される予定。

（１）防衛策に関する規定

（２）防衛策導入の適法性に関する検討結果

○日本の法制上、実効性のある期差任期制や、任期途中の解任を制限することは困難。
・例①に関しては、そもそも取締役の任期は、監査役設置会社の場合２年（最近はあえて任期を１年に短縮する企業も増えて

いる）、委員会等設置会社の場合１年であり、米国のように委任状合戦で取締役会の過半数を得るためには確実に２年を要
するように仕組むことはできない現状である。

・例②に関しては、日本の会社法上、米国のように任期途中の解任に正当事由を求めることはでないと解されている。

○取締役の解任は会社法現代化で現行の特別決議から普通決議に
・例③に関しては、株主総会の決議を経れば可能である。

○取締役解任制限はより合理性の高いライツプランが導入できる前提で現状維持
・例①②に関しては、米国においては、ライツプランと組み合わせると相当Ｍ＆Ａ抑止力が強化されるとされており、投資家の

評価は低く、Ｍ＆Ａの質的な向上という観点から見ても問題が多いと思われる。また、我が国では、米国と異なり、監査役設
置会社であっても取締役の任期を１年に設定して経営の規律を高めようとする動きもある。

・上記参考１，２のような対応でライツプランのような措置が行いうる環境になることと合わせて考えれば、こうした措置の解禁
は現状では不要と考えるがどうか。

(参考３) 取締役の解任制限
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（１）防衛策に関する規定

例②ゴールデン・パラシュート
取締役の報酬については、確定した報酬額や報酬の算定方法などは、定款又は株主総会の決議により定めることとされてい

る（商法第２６９条第１項）。また委員会等設置会社においては、報酬委員会が決定権限を有している（商法特例法第２１条の８
第３項）。退職慰労金についても在職中の職務執行の対価として支給される限り報酬の一部であり、定款又は総会決議（委員会
等設置会社の場合は報酬委員会の決定）が必要となる。

例③ホワイト・スクワイヤー（アメリカ版株式持合）
友好的な第三者に対して新株を発行することは可能である（商法第２８０条の２第１項）。ただし、株主以外の者に有利な条件

で発行する場合は、株主総会の特別決議が必要となる（商法第２８０条の２第２項）。友好的な第三者との間で、議決権行使拘
束契約を締結することは可能であるが、契約に違反して議決権が行使されても、その効力に影響がないと解されている。

例①クラウン・ジュエル（重要資産・営業の売却）
会社が重要な財産の処分等を行う場合には、取締役会の決議が必要とされる（商法第２６０条第２項）。また、営業譲渡を行う

場合は、株主総会の特別決議が必要となる（商法第２４５条第１項）。委員会等設置会社の場合は、重要な財産の処分等につい
ては、取締役会の決議により執行役に委任することができる（商法特例法第２１条の７第３項）。

(参考４) その他の防衛策
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例④ＥＳＯＰ（企業拠出による従業員持株会）
○商法上の課題

・ＥＳＯＰによる株式取得が自己株式取得とみなされるか。
・会社からの拠出が、特定株主の議決権行使に関して利益を供与したとはみなされないか。

○証券取引法上の課題
・ＥＳＯＰによる株式購入がインサイダー規制に該当しないか。

○労働法上の課題
・従業員が任意に売却しうるとすると、給与の現物支給の禁止に抵触しないか。

○税法上の課題
・会社からＥＳＯＰへの拠出資金が損金算入できるか。
・退職所得として課税されるか、給与課税されないか。

○こうした措置は、その妥当性は課題になりうるが、契約上の行為であり適法性には問題がない。
○例④のＥＳＯＰについては、日本では、商法上、労働法上、税制上の課題から導入が難しいと言われている。
これらの課題を今後精査し、必要な対応を検討すべきかと思われるがどうか。

（２）防衛策導入の適法性に関する検討結果



・営業報告書とは・・・
会社の状況に関する重要な事項を記載する書類。取締役は毎決算期ごとに作成し、監査役の監査を受けた上で、取締役会の承認を受けることが必要とさ
れる（商法第２８１条）。また、営業報告書は株主総会の招集通知とともに株主に交付し、株主総会において報告しなければならない（商第２８３条

・営業報告書に記載すべき事項（当該営業年度中に株主以外の者や特定の株主に特に有利な価格で発行する新株予約権（主としてス
トックオプションを想 定）の場合）（商法施行規則第１０３条第２項）

①割当てを受けた者の氏名又は名称、②その者が割当を受けた新株予約権の数、③目的となる株式の種類及び数、④発行価額、⑥行使の条件、⑦消却の

事由、⑧有利な条件の内容

（参考５） 開示の現状と営業報告書

○新株予約権や種類株式が敵対的買収の対抗策として発行されていることを明示することは、株主にとっても会社にとっても不可欠で
あり、会社法制に基づく開示制度を活用することが必要と考えられる。

○この点、現状をみると、発行時においては、新株予約権や種類株式の商品設計を開示する仕組みとして、公告、登記制度などが整備
されている。

○しかし、発行後の局面においては、営業報告書（開示義務、通知義務、報告義務あり）において、当該営業年度中に株主以外の者や
特定の株主に特に有利な価額で発行された新株予約権（主としてストックオプションを想定）に関する情報は開示されるが、それ以降、
営業報告書において株主に継続的かつ定期的に開示される事項は、現に発行している新株予約権の数、目的となる株式の種類及
び数、発行価額に限られている。また、種類株式に関しては、営業報告書への記載義務は規定されていない。

○そこで、敵対的買収への防衛策として発行する新株予約権、種類株式、あるいは敵対的買収局面における株式分割の可能性を示唆
する取締役会決議などに関しても重要な経営判断事項であるという観点から、営業報告書の記載事項の拡充を図ることが妥当と考
えるがどうか。また、開示すべき内容としてどのような事項が妥当か。

○なお、開示制度として、会社法上の営業報告書以外に、証券取引法上の有価証券報告書制度、証券取引所の開示ルールといった方
策も考え得るがどうか。
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・新株予約権
公告すべき事項（商法第２８０条の２３）

①発行される新株予約権の目的となる株式の種類・総数、②発行される新株予約権の総数、③新株予約権の発行価格及及び払込 期日、④各新株予約権の

権利行使価格、⑤行使期間、⑥行使条件、⑦消却事由・条件、⑧譲渡制限に関する規定、⑨発行価格等の算定理由、⑩募集の方法

登記すべき事項（商法第２８０条の３２第２項）
①新株予約権の数、②新株予約権の目的たる株式の種類及び数、③新株予約権の発行価格、 ④各新株予約権の権利行使価格、⑤行使期間、⑥行使条件、
⑦消却事由・条件

・種類株式
公告すべき事項（商法第２８０条の３の２）

①新株の種類、②新株の数、③発行価格、④払込期日、⑤募集の方法

登記すべき事項（商法第１８８条第２項）
①発行済株式の総数、②発行済株式の種類、③株式の数、④資本の額

○発行時の開示に関する規定

○営業報告書に記載すべき事項



（２）（２）〔〔基準基準〕〕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どのような基準で判断するべきか

～防衛策の合法性は企業価値向上策かどうかで判断～～防衛策の合法性は企業価値向上策かどうかで判断～

（参考） 株主平等原則について

○会社のために合理的な判断であれば、株主平等原則に反するという理由のみで、違法（無効）にはならないと考えるべ
きではないか。

○また、新株予約権が株式に転換していない状態においては、買収者も、他の株主と同様の地位にあり、また、行使条件
が（資料７）のように法的開示制度で明らかにされている状態になることから、新株予約権の設計そのものが株主平等
原則に問われる可能性は相当程度減じると思われるがどうか。

○当該行使条件の是非については、後述する実質的判断基準のあり方（取締役の忠実義務違反の要件）において、脅威
に対する「手段の相当性」の有無を判断する材料の一つとして考えるべきではないか。

【考え方】

○法務省の見解によれば、買収防衛策を目的とした行使条件の設定は可能とされている。
（原田晃治法務省大臣官房審議官「（平成１３年改正商法）Ｑ＆Ａ株式制度の改善 会社運営の電子化」（商事法務、
2002年）58頁）

○単に権利を行使しうる株主と行使しえない株主が生ずるとの一事をもって、ただちに株主平等の原則違反とするの
は、あまりにも株主平等の原則を厳格に理解しすぎるものと考える。株主平等の原則の根拠が法の理念である衡平
にある以上、その衡平の概念に合致する範囲内での不平等は、株主平等の原則においても当然許容されると解さ
れるからである。還元すれば、社会通念上、合理的限度をこえないかぎりでの差別待遇は許容されると解するべき
なのである。（落合誠一「株主平等の原則」会社法演習Ⅰ（有斐閣、１９８３）２１２頁）

○目的の合理性や手段としての相当性といったものを考えて柔軟に運用する・・・つまり、新株予約権の行使条件に
ついて差別的なことができるかという問題についても、合理的な防衛策にとどまるというのであれば、違法ではない、
適法であるという余地がある（江頭憲治郎ほか「（パネル・ディスカッション）日本型ポイズン・ピルの導入に関する法
的諸問題」『企業買収防衛戦略』（商事法務、2004年）242頁〔大杉発言〕）

○株式15%以上の保有者はだめという形を合理的と認めるかどうか。合理的な防衛策として行使する限りで有効と
か、結局、そうした属人的な定めの合理性にかかってくるのだろうと思う（同上244頁〔江頭発言〕）
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○会社のために合理的な判断であれば、資金調達目的がないという理由のみで、不公正発行（差し止めの対象）にはな
らないと考えるべきではないか。

○資金調達目的の有無は、後述する実質的判断基準のあり方（取締役の忠実義務違反の要件）において脅威に対する
「手段の相当性」の有無を判断する材料の一つとして考えるべきではないか。

○裁判例では、「資金調達の必要」があったことが認定されれば、調達方法の選択には原則として取締役会の判断
を尊重する傾向が強い。

（江頭憲治郎『株式会社・有限会社法〔第３版〕』（有斐閣、2004年）587頁）

○しかしながら、上記の裁判例は、新株の第三者割当による発行の方法で対抗する場合のルールであり、発行され
た新株予約権の維持をめぐって争いが生じたケースではそのまま当てはまらない。

（江頭憲治郎ほか「（パネル・ディスカッション）日本型ポイズン・ピルの導入に関する法的諸問題」『企業買収防衛戦
略』（商事法務、2004年）242頁〔江頭発言〕）

○また、新株予約権の発行には資金調達の必要性は要求されず、支配権争い局面における新株予約権の特定の
者への発行が不公正発行かどうかは具体的事例毎に判断する必要があると考えられる。

（神田秀樹『会社法〔第４版〕』（弘文堂、2003年）218頁）

○したがって、不公正発行か否かの判断にあたっては、資金調達目的の有無だけでなく、防衛策が保護しようとする
利益が何であるかなど、そうした行為をとりまく多様な要素を十分に取り込んで、複眼的かつ客観的に判断をすべ
き。

（徳本穰「敵対的企業買収の法理論」（九州大学出版会2000年）45頁、黒沼悦郎「公開会社における種類株式・新株
予約権の効用と問題点」（民商法雑誌126巻4･5号、2002年）426頁、松井秀征「敵対的企業買収に対する対抗策の
基礎」『企業買収防衛戦略』（商事法務、2004年）205頁）

【考え方】

（参考） 主要目的ルールについて
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（参考） 我が国におけるあるべき実質的判断基準の基本的考え方

【原則１】敵対的な買収による会社に対する脅威の存在
＝企業価値（長期的な株主価値）の向上の観点から見て妥当であること

【原則２】防衛策の内容面での合理性
＝株主の選択権を保証し、濫用防止の機能があること

【原則３】防衛策の意思決定の中立性
＝利益相反問題を克服するに十分な中立的なプロセスを経ていること

48

○敵対的買収に対する防衛策が、会社にとって合理的であると見なされるためには、会社に対する脅威の存在、それに対
する防衛策の内容の合理性、防衛策導入（維持）に関する意思決定の中立性の３つが要請される。

○原則１は脅威の存在、原則２は防衛策の内容面での合理性、原則３は意思決定の中立性を提示するものである。この３
つの原則は、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手続き面での中立性が要請される度合いは
異なり、また、措置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。

○こうした３つの原則に従って、敵対的買収に対する防衛策の合理性が確保されるのであれば、株主平等原則に反するこ
とや資金調達目的がないという理由のみで、一律に違法と考える必要はないのではないか。

【原則１】敵対的な買収による会社に対する脅威の存在
＝企業価値（長期的な株主価値）の向上の観点から見て妥当であること

（補１）脅威がないとみなされる例外状態
取締役が会社売却・支配権移動を企画した場合は脅威はないとみなされる。その場合、取締役は防衛策を講じてはならず、
売却価格の最大化を図らなければならないとされる（レブロン基準）

（補２）長期株価をベースにした会社価値の捕らえ方
会社への脅威といった場合、会社の時価総額、会社の長期的な株価、他の利害関係者の利益も含めた全体的な会社価値
の３つの考え方があるが、長期的な株価をベースにステークホルダーの利害も考慮されるというのが基本的な見方（時価の
みが決め手になるのは、補１のように会社が競売状態にある場合のみ）である。

（補３）脅威の類型：会社に対する買収の脅威としては、以下の類型が典型例である。
①構造上の強圧性：二段階買収が典型。買収者の過去の履歴なども考慮要因。
②不適正な買収条件および株主の誤信：現金または現金以外の対価による全株式に対する買付が典型。長期的企業価値向

上の方策への脅威、他の利害関係者の利益への影響の程度などが考慮要因。
③株主の機会損失：株主が会社側の買収者より優れた代替案を選択する機会が失われる脅威。



【原則２】防衛策の内容面での合理性
＝株主の選択権を保障し、濫用防止の機能があること

（補１）委任状合戦による取締役交替という機能を確保することが重要。消却可能であること（デッドハンドでない
こと）、期限が明示されており見直し条項があること、消却理由が明確なこと、取締役の解任決議を会社法上
の普通決議に従うこと、などは、相当性を証明する補強材料になる。

（補２）日本の場合、必ず年に１回、取締役の構成を株主に問いかける機会が保障されている。米国との違いは
ここが大きく、株主の活動しだいだが、防衛策濫用の抑止力は強いと評価できる。

（補３）買収の脅威や意思決定の中立性の度合いによって、この要請の度合いは異なる。

【原則３】防衛策の意思決定の中立性
＝利益相反問題を克服するに十分な中立的なプロセスを経ていること

（補１）財務情報に基づく検討、時間をかけた検討、外部アドバイザーの助言、独立性の高い社外取締役や社外
監査役の十分な関与、利害関係者への情報提供など、コーポレートガバナンス体制の充実が、この理念を
証明する重要要素となる。

（補３）買収の脅威や意思決定の中立性の度合いによって、この要請の度合いは異なる。

（参考） 我が国におけるあるべき実質的判断基準の基本的考え方（続き）
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（１） 買収の是非については、株主が最終的なレフリーであることが大前提。

（２） ただし、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あたって、株主総会の承

認を求めることは実態上難しい。

（３）したがって、有事における取締役会の防衛策維持（警告型の場合は防衛策導

入）という判断について、どのようにすれば合理性を確保できるのか（経営者の保

身ではなく企業価値向上のための対応であるということがいえるのか）が主要な

論点となる。

基本的な考え方基本的な考え方

（３）（３）〔〔工夫工夫〕〕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～
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○ 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。米国のライツプランの基本設計とも言える。

○ 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、期差制も途中解任制限も入れず、最長１年間の委任状合戦とする。

委任状合戦によって株主投票の機会を確保する委任状合戦によって株主投票の機会を確保する

・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。（次ページ参照）

・ＴＯＢも、委任状合戦と同様に大株主を中心に勧誘を行うプロセスがあることなどを前提とすれば、委任状合戦のコ
ストはＴＯＢのコストとの相対論において必ずしも高くなく、委任状合戦の出口を設けていれば、株主の選択権を確保
できる。

・米国でも委任状合戦の道を確保することが基本要件であるが、米国では、期差制を導入し最長２年間の交渉期間が
設けられている。

（注）米国では、上記に加え、期間投資家の意見を反映して、社外取締役の関与を強めたり（参考①の第三者チェック型）、
客観的な解除要件を設定したり（参考②のＴＯＢ出口型、ライツプラン導入企業の約３割）、独立社外取締役による３年
毎に評価を義務付けたり（参考③の株主承認型の類型、ライツプラン導入企業の約１割）することで合理性を高めてい
る。

・ 期差制を入れない日本の選択は、１年以内の委任状合戦による決着を可能とする点で、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といえる。 51
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（参考）委任状合戦において開示すべき情報（参考）委任状合戦において開示すべき情報

○ 米国では、20年の歴史を通じて、敵対的買収の局面において、防衛策を維持した（あるいは防衛策を講じた）取締役の行為が、忠
実義務違反か否かの実質的な判断基準が確立。

○ 同基準のもとでは、①買収者が株式を所有することで、会社の政策や効率性に対し「脅威」が存在すると信じるにあたって合理的
な根拠を有していたこと、②採られた対抗措置が、生じた脅威との関係において合理的であったことを取締役会が立証してはじめて、
取締役会の行為が尊重されることになる。

○ 上記の基準に基づいて買収者側、会社側からそれぞれ情報開示が行われることで、企業価値は高まり、株主はより高いプレミアム
を手にすることが確保されることになる。

【必要とされる情報開示事項】

●会社の経営や効率性に対する「脅威」があるか否か
≪開示すべき事項≫
①構造上の強圧性があるか否か

【買収者側】二段階買収かどうか、過去の買収実績など
②適正な買収条件か否か

【買収者側】買収目的、買収価格、買収対価、資金の裏付け、経営方針、利害関係者への影響など
【会社側】経営方針、企業価値（買収価格が本来の企業価値を反映していない理由など）

③株主の機会損失が生じるか否か
【買収者側】会社側の代替案の提示機会を奪っていないことなど

●生じた脅威に対する手段が相当か否か
≪開示すべき事項≫
①株主選択の制限の程度

【会社側】委任状合戦の可能性を確保しているか、消却条件・プロセスの明確さ、株主承認の有無
②利益相反問題を克服するに足る入念なプロセスを行ったか否か

【会社側】取締役会が検討に要した時間や情報開示の程度など／利益相反のない第三者の関与がどのくらいあったか／株主
承認を得ているか否かなど

（注１）脅威がないとみなされる例外状態（レブロン基準）
取締役が会社売却・支配権移動を企画した場合は脅威はないとみなされる。その場合、取締役は防衛策を講じてはならず、売却価格の最大化を図
らなければならないとされる（レブロン基準）

（注２）長期的株価をベースとした会社価値の捕らえ方
会社への脅威といった場合、会社の株式時価、会社の長期的株価、他の利害関係者の利益も含めた全体的な会社価値の３つの考え方があるが、
このうち、長期的な株価をベースにステークホルダーの利害も考慮されるというのが基本的な見方（株式時価のみが決め手になるのは、注１のよう
に会社が競売状態にある場合のみ）
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○ 米国企業の主流となっている対応。米国では、防衛策を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（取締役の経営判断が尊重される）とさ

れている。

○ 第三者は、経営陣からの独立性が高いほど、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。（次ページ参照）

【【防衛策の合理性をさらに高めるための工夫防衛策の合理性をさらに高めるための工夫①】①】 第三者チェック型第三者チェック型

（方策①）第三者チェック型
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、

株主の利害を体現する。

（方策①）第三者チェック型
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、

株主の利害を体現する。

（第三者の関与の例）

①社外取締役
○社外取締役の権能と責務

・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、監視委員会など）の助言に基づいて取締役会が判断する。

②社外監査役
○社外監査役の権能と責務

・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。

（例）監査役設置会社において、社外監査役の助言に基づいて取締役会が判断する。 53



（参考）日米の社外取締役（社外監査役）（参考）日米の社外取締役（社外監査役）

社外監査役社外取締役社外取締役（独立取締役）

【商法上における社外取締役の要件】（商
188）

• 現在及び過去において、会社又は子会社
の業務を行う取締役、執行役、支配人、従
業員ではないこと

（注１）親会社や連結子会社の関係者、親族、
取引先関係者（顧問弁護士等経営コンサ
ルタントを含む）は、社外取締役になれる。

（注２）過去に企業との雇用関係が全くない
ことを要件とする点では、米国よりも厳しい。

（注３）独自に社外取締役の要件を定めてい
る企業もある

○委員会等設置会社 ： 約４割

・取締役会の平均人数 １０．３人

うち、社外取締役 ４．５人

（注）法律上、最低２名の社外取締役が必要。

・社外取締役が過半数を占めている企業

２社（回答40社の15.4%）

○監査役設置会社（大会社） ： 約２割

・取締役会の平均人数 ９．８人

うち、社外取締役 ２．４人

・社外取締役が過半数を占めている

企業（大会社以外も含む）

１１８社（回答2003社の5.9%）

出所：（社）監査役協会アンケート調査（2004年７月実施）

日 本

【社外監査役の要件】（商特18）

• 就任前に、会社又は子会社の取締役や
支配人、その他従業員ではなかったこと

（H17.4末までは、就任前５年間、上記のような

関係でなければよい）

○委員会等設置会社 ： 約８割

・監査委員会の平均人数 ３．４人

うち、社外取締役 ２．７人

（注）監査委員会は、過半数が社外取締役で
構成されることが必要。

○監査役等設置会社（大会社） ：約６割

・監査役の平均人数 ３．７人

うち、社外監査役 ２．２人
（注）法律上、大会社における監査役会は、半
数以上が社外監査役で構成されることは必要
（H17.4末までは、１人以上であればよい）。

出所：（社）監査役協会アンケート調査(2004年7月実施）

中立性

（独立性）

社外取締
役（社外監
査役）の占
める割合

米 国

○大企業で 約８割

・取締役会の平均人数：１２人

うち、社内取締役 ２人

（ＣＥＯ、ＣＦＯであることが主）

うち、社外取締役 １０人

（うち、独立取締役が８～９人）

（注）ニューヨーク証券取引所、ナスダック上
場企業については、取締役の過半数が独立
取締役であることが必要。また、監査委員会
については、全員独立取締役であることが必
要となる。

【ニューヨーク証券取引所上場企業に求
められる独立取締役の要件】

• 現在及び過去３年間、会社との雇用関
係がないこと

• 現在及び過去３年間、本人又は家族が、
会社から１０万ドル以上の報酬を受け
取っていないこと

• 本人家族が会社の監査関係者ではな
いこと

• 会社の売上の２％又は１００万ドル以上
の大口取引先の従業員ではないこと
など

（注）この他、会社が当該取締役が独立
であると判断した理由 を示す必要が
ある。

出所：各種資料より経済産業省作成。
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（注）客観的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、当該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。米国では、約３割の企業がchewable条項を

設けている。

○ 解除条件が妥当な範囲でかつ条件が明確であればあるほど合理性は高まる。

（方策②）客観的解除要件設定型
防衛策の解除によりＴＯＢに移行する客観的かつ妥当な要件を設定し、ＴＯＢにより株主

意思を問う機会を確保する。

（方策②）客観的解除要件設定型
防衛策の解除によりＴＯＢに移行する客観的かつ妥当な要件を設定し、ＴＯＢにより株主

意思を問う機会を確保する。

【【防衛策の合理性をさらに高めるための工夫防衛策の合理性をさらに高めるための工夫②】②】 客観的解除要件設定型客観的解除要件設定型
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（客観的要件の例）

（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、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）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「噛みくだきやすいピ
ル（chewable pill)」

（例）一株当たりの純資産額のＸ倍の額（日本企業の平均は１．２倍）の買収価格である場合

など



・防衛策（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、
種類株式発行の授権を受ける、新株予約権発行の有利発行決議を受ける、などが考えられる。

・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。（３５ページ参照）

・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、株主総会の承認が得られれば様々な防衛策は可能とされている。

・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。

○ 防衛策導入に株主の承認を得ることで法的安定性が高まる。株主と経営者が対峙し、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。

○ 終了期間（たとえば、機関投資家の多くは３年以内のサンセット条項を支持している）を設け、株

主総会で定期的にチェックを行うことで合理性がより高まる。

○ 米国企業における防衛策は、工夫①の第三者チェック型が主流で、株主承認を採用している企

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。

（方策③）株主総会承認型
防衛策の是非・内容について、定期的に株主がチェックする。

（方策③）株主総会承認型
防衛策の是非・内容について、定期的に株主がチェックする。

【【防衛策の合理性をさらに高めるための工夫防衛策の合理性をさらに高めるための工夫③】③】 株主総会承認型株主総会承認型
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１．企業価値向上

２．グローバルスタンダード

３．内外無差別

４．規制排除

（４）企業価値研究会の４原則（４）企業価値研究会の４原則
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４．企業社会のインフラ４．企業社会のインフラ



○ ２つの変化

・ 増加から減少へ

・ 修正

○ 修正のトレンド

・ デッドハンド → 委任状合戦 ＋ 第三者チェック ＋ 客観的解除要件設定型 → 総会チェック

違法 判例法で確立 現在の主流 ３割がこれ 廃止企業の方針

○ 修正を可能とするメカニズム

～ 裁判所による監視

～ 機関投資家による監視

～ ９０年代末以降の社外制度の浸透、取締役の報酬改革（ストックオプション）

市場は経営判断原則と株主判断原則の調和を求めている。市場は経営判断原則と株主判断原則の調和を求めている。

４．企業社会のインフラ （１）米国のトレンド
～ 防衛策の進化（裁判所や機関投資家がもたらした企業価値防衛策のダイナミズム）～

４．企業社会のインフラ （１）米国のトレンド
～ 防衛策の進化（裁判所や機関投資家がもたらした企業価値防衛策のダイナミズム）～

企業社会のインフラ
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（２）では日本では？
～ 防衛策議論がもたらすであろう日本企業社会の変化 ～

（２）では日本では？
～ 防衛策議論がもたらすであろう日本企業社会の変化 ～

期待される日本の変化

（１） 株主重視の定着

（２） 社外活用論の本格化（より重い義務とより重い権限）

（３） 株価連動報酬の普及

（４） 株主還元政策の見直しや開示・ＩＲ活動の強化（内部留保戦

略などの正当性を巡る）による時価向上対策の本格化

（５） 機関投資家や外部アドバイザーの機能強化
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５．合理的な防衛策を実現するための具体的対応５．合理的な防衛策を実現するための具体的対応



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。

５．合理的な防衛策を実現するための具体的対応５．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）

指針に従った合理的な防衛策を導入すれば、経営者と敵対的買収者がじっくりと腰を据えて交渉することができるよ
うになり、企業価値や株主利益の向上が実現する。

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
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６．今後の予定６．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～

６．今後の予定６．今後の予定

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
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