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平成 25 年 5 月 21 日 
 
各   位 
 

会 社 名  日本コロムビア株式会社 
代表者名 代 表 取 締 役 社 長  
 兼最高執行責任者 原  康晴  

 （コード番号 6791 東証第一部） 
問合せ先 財務本部副本部長 鈴木千佳代 
T E L 03-6895-9870 

 
会社の支配に関する基本方針及び 

当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）に関するお知らせ 
 
当社は、本日開催の当社取締役会において、当社の財務及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「基本方針」といいます。）を決定し、さらに、かかる基本方針

に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するた

めの取組みの一つとして、当社株券等（下記Ⅲ 2.（3）①で定義されます。以下同じとしま

す。）の大量買付行為（下記Ⅲ 2.（3）①で定義されます。以下同じとします。）への対応策

（以下「本プラン」といいます。）の具体的内容を、社外取締役 3 名を含む取締役の全員一致に

より決定いたしましたので、お知らせいたします。当社は、我が国最初のレコード会社として、

日本の音楽の歴史を築いてまいりましたが、本プランの導入は、下記Ⅱ 1.に記載の当社の企業

価値の源泉である素晴らしい音楽を世界中にお届けするという使命の実現を妨げ、また、100 年

にわたって蓄積してきた豊富な楽曲資産を著しく毀損し、会社の利益ひいては株主共同の利益を

害するおそれのある大量買付行為を防止することを主要な目的とするものであります。 
本プランは、平成 25 年 6 月 21 日開催予定の当社第 162 期定時株主総会（以下「本株主総

会」といいます。）において、買収防衛策導入等の決定機関に関する事項及び新株予約権無償割

当てに関する事項の決定機関に関する事項についての定款変更を経た上で、本株主総会における

株主の皆様のご承認を条件に同日より発効することとし、その有効期限は平成 28 年 6 月開催予

定の当社定時株主総会終結の時までとします。 
なお、本プランの具体的内容を決定いたしました取締役会には、社外監査役 2 名を含む当社監

査役全員が出席し、いずれも本プランの具体的運用が適正に行われることを条件として、本プラ

ンに賛成する旨の意見を述べております。 
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Ⅰ 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 
 
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としては、当社の企業価値の源泉及び

当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、中長期的な当社の企業価値及び会

社の利益ひいては株主共同の利益の確保、向上に資する者が望ましいと考えております。 
上場会社である当社の株券等は、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当

社株券等に対する大量買付行為又はこれに類似する行為があった場合においても、これに応じる

か否かは最終的には株主の皆様の自由な意思により判断されるべきであると考えます。 
しかしながら、わが国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣との協議や合意等のプ

ロセスを経ることなく、一方的に大量買付行為又はこれに類似する行為を強行する動きが散見さ

れ、こうした大量買付行為の中には、対象会社の企業価値の向上及び会社の利益ひいては株主共

同の利益に資さないものもあります。また、下記Ⅱ 2.に記載のとおり、当社は、才能あるアー

ティストの素晴らしい音楽を、時代の流れに合ったカタチで世界中のリスナーにお届けするとい

う使命を実現することによってこそ、当社グループの企業価値、株主共同の利益を向上させるこ

とができると考えており、かかる使命の実現に向けては 100 年にわたって蓄積した膨大な楽曲資

産及びその活用が必要不可欠と認識しております。このような豊富な楽曲資産価値を著しく毀損

し、当社の使命の実現を著しく困難なものにするおそれのある大量買付行為を防止することが、

企業価値の向上及び会社の利益ひいては株主共同の利益を確保する観点から求められておりま

す。 
当社といたしましては、企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を毀損するおそれの

ある不適切な大量買付行為又はこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決

定を支配する者として不適切であると考えており、万一このような者が現れた場合には、当社と

して必要かつ相当な対抗措置をとることが、当社の中長期的な企業価値の向上及び会社の利益ひ

いては株主共同の利益を実現するために必要であると考えております。 
 
 
Ⅱ 当社の企業価値の源泉及び基本方針の実現に資する特別な取組み 

 
当社は、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることによって、

株主、投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、今般決定いたしました上

記Ⅰの基本方針の実現に資する特別な取組みとして、以下の施策を実施しております。 
この取組みは、下記 1.に記載の当社の企業価値の源泉を十分に理解した上で策定されており、

当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に向上させるべく十分に検討された

ものであります。従って、上記Ⅰの基本方針に沿うものであり、当社株主の共同の利益を損なう

ものではなく、また、当社役員の地位の維持を目的とするものでもありません。 
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1.当社の企業価値の源泉 
 
明治 43 年（1910 年）の創立以来、100 年以上におよぶ歴史を持つ当社は、いくつもの技術革

新を経験し、その変化にいち早く対応してまいりました。日本初の国産蓄音機製造、日本初の国

産 SP プレスレコード発売、日本初の LP レコード発売、世界に先駆けた CD の発売、レコード

会社初のサービスである携帯 3 キャリア対応の「モバイルコロムビア」など、新しい技術が生ま

れる度に、リーダーシップを発揮してまいりました。才能あるアーティストの素晴らしい音楽

を、時代の流れに合ったカタチで世界中のリスナーにお届けすることが「コロムビア」の使命と

考えております。 
上記のような当社の使命のもと、音楽の伝達手段や形態が、SP レコードから始まり、LP レコ

ード、CD、そして現在ではインターネット配信などへ多様化していくなかで、当社はアーティ

ストとリスナーの間に立ち、時代のスピードと感覚に合わせ、皆様に愛される音楽をお届けして

まいりました。100 年にわたって蓄積した演歌・歌謡曲、ジャズ・クラシックをはじめとし、ア

ニメ、幼児教育、邦楽、J-POP といった多岐にわたるジャンルの膨大な「音源」を武器に、リ

スナーが本当に求めているものを、時代にあったカタチで創造し、提供していく力こそが、当社

の企業価値の源泉となっています。当社の時代にあった音楽を創造していく力は、主に以下のよ

うな事項によって支えられています。 
 
・100 年にわたって蓄積した膨大な楽曲資産等のコンテンツ 
・演歌・歌謡曲、ジャズ・クラシック、アニメ、幼児教育、邦楽、J-POP などのジャンル

で実績を残してきた老舗レコード会社としてのブランド力 
・長い歴史の中で培われた作家やプロデューサー、アーティストとの良好な関係 
・多くの変遷を経てきた音楽の提供に関するノウハウ 
・新たな音楽の提供方法にチャレンジし、具現化していく人材と企業文化 
・長年の信頼関係により構築してきた全国マスメディアとの良好な協力関係 

 
2.企業価値の向上に資する取組み 

 
当社は、才能あるアーティストの素晴らしい音楽を、時代の流れに合ったカタチで世界中のリ

スナーにお届けするという使命を実現することにより、当社グループの企業価値、株主共同の利

益を向上させることができると考え、各種取組みを進めております。 
 
（1）販売力の体制強化 

 
マーケティングのプロ集団として長年培ってきたノウハウを活用し、音楽周辺ビジネスを

含めた新規商材の開発・展開に積極的に取り組みながら、ひとつの会社として事業成長を目

指す中で、新たな営業のあり方を模索・構築していくという方針のもと、営業部門独立のた

めコロムビア・マーケティング株式会社を設立しました。この結果、よりスピーディな意思
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決定のもと、市場のニーズに合った商品の販売を展開できる体制を整えました。 
また、音楽配信を手掛けるデジタルビジネス部門を制作部門である A&R 本部内に移管い

たしました。欧米で先行している月額定額制配信サービスなども近い将来日本において普及

が予想されます。そのようなサービス展開にコンテンツを提供していくために重要となるの

が、コンテンツにかかる権利であると認識しております。これらの権利をコントロールでき

る制作陣に近い位置にデジタルビジネス部門を移管することで、スピード感をもって条件等

を含めた意思決定を行うことのできる体制といたしました。 
 

（2）顧客（リスナー）層の拡大 
 

平成 25 年 1 月にはカラオケ愛好家・カラオケ教室関係者をターゲットとしたコロムビア

歌謡アカデミー事業の運営を開始いたしました。これは、音楽文化・カラオケ文化のさらな

る普及・向上を目指す事業であり、歌謡界の発展に寄与する事が期待されます。また、クラ

シック・ジャズにおけるアーティストのライブ演奏の場を広げるコンサート・クリエイティ

ブ事業を新たにスタートしております。 
また、当社の強みとして幼児教育分野での音楽作品を多数制作してまいりましたが、これ

を活かして、全国各地の小学校・幼稚園・保育園の先生方を対象にダンス実技講習会「コロ

ムビア・キッズダンス講習会」の開催も積極的に進めております。 
さらに、グループ間の事業シナジー実現に向けた取組みとして、音楽・映像作品の企画、

制作、プロデュース、ファンクラブ運営、ライブ・イベント等の制作や管理を行う株式会社

フューチャーレコーズを平成 23 年 9 月に設立しました。同社からは、既に複数のアーティ

ストがデビューしております。 
これらの取組みにより、当社がこれまで長い歴史の中で培ってきたブランド力や作家、ア

ーティスト等との良好な関係を活かしつつ、より多くの方々に音楽を親しみ、楽しんでいた

だけることで、当社の事業の顧客となりうるリスナー層の拡大を目指しております。 
 

（3）音楽流通の多様化に向けた対応 
 

普及が進むスマートフォン向けの新サービスとして、平成 24 年 7 月に開始した「スマー

トパック」は、人気アーティストのヒット曲、ジャンルごとの人気企画、季節・時節などの

テーマ別作品などをプチ･ベスト的にコンパイルし、ワンコイン感覚で配信するサービスで

す。当社が誇る豊富なジャンルから様々なラインアップを網羅しており、思わずまとめ買い

したくなる、気軽に買える定番アイテムを目指しております。 
また、平成 24 年 10 月には、当社の公式モバイル音楽配信サイトである「モバイルコロ

ムビア」をスマートフォンに対応させ、従来のフィーチャーフォンサイトの豊富なコンテン

ツはそのままに、当社が保有する約 13 万曲の中から厳選した着信音や音楽ダウンロードサ

ービスの提供を開始しました。平成 24 年 12 月には、このモバイルコロムビアを用いたキ

ッズコンテンツ専用サイト「コロムビア キッズランド」を開設し、子どもたちに向けた良
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質な音楽、映像の魅力、製作者の意図や想いをよりダイレクトに伝えられるようにしまし

た。今後は、知育や感受性を高め、かつ親子で楽しめるコンテンツ配信を始める予定です。 
以上のほか、タブレット端末向け幼児知育教材への音楽提供といった新たな取り組みも着

実に進めております。 
 
（4）360°戦略の推進 

 
現在、当社は「リスナーが本当に求めているものを提供するには何ができるか」という本

質に立ち返り、自社でアーティストを発掘・育成し、楽曲制作等の音楽活動だけにとどまら

ず、アーティスト活動の全てに積極関与していくという自己完結型のビジネスモデルである

「360°戦略」を推進しております。当該戦略は、全ての面で当事者になることで、新たに

見えてくることがあるという信念のもと、CD のセールスだけでなく、配信、ライブ・イベ

ントの開催やグッズの開発・販売などを展開しております。 
 

3.コーポレートガバナンスの整備 
 
当社の取締役会のメンバー6 名のうち半数の 3 名が社外取締役で構成されており、法令で定め

られた事項及び経営上の重要事項を審議、決議するとともに、取締役の職務を監督しておりま

す。 
また、経営監視機能として監査役会制度を採用しており、監査役 3 名のうち 2 名が社外監査役

で構成され、適法性及び適正性の観点から、会計監査人並びに内部監査室と連携をとりながら、

当社及びグループ会社の業務執行を監査しております。 
さらに当社は、執行役員制度を導入することにより、管轄する事業や日常業務のより機動的な

執行を図るとともに、最高執行責任者、最高財務責任者及び執行役員による業務執行会議を定期

的に開催し、迅速な意思決定ができる体制となっております。 
今後とも当社は、株主の皆様をはじめ全てのステークホルダーにとって価値ある企業であり続

けるために、継続的にコンプライアンスを徹底し、コーポレートガバナンスの維持、構築に努め

てまいります。 
 
 
Ⅲ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及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.企業価値の向上及び会社の利益ひいては株主共同の利益の実現 
 

（1）企業価値の向上及び会社の利益ひいては株主共同の利益の実現に反する株券等の大量買付

行為の存在 
 

株券等の大量買付行為は、たとえそれが対象である会社の取締役会の賛同を得ないもので
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あっても、当該会社の資産の効率的な運用につながり、企業価値の向上及び会社の利益ひい

ては株主共同の利益の実現をもたらすものであれば、何ら否定されるべきものではないと考

えます。 
しかしながら、わが国の資本市場においては、株主の皆様に十分な検討時間を与えず、ま

た対象となる会社の経営陣との十分な協議や合意等のプロセスを経ることなく、突如として

株券等の大量買付行為を強行するといった動きが見られます。 
このような大量買付行為の中には真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、専

ら当該会社の株価を上昇させて当該株券等を高値で会社関係者等に引き取らせる目的で行う

もの等、企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく損なうことが明白な、い

わゆる「濫用的買収」が存在する可能性があることは否定できません。 
また、当社は、前述のとおり、100 年にわたって蓄積した膨大な楽曲資産を活用し、才能

あるアーティストの素晴らしい音楽を、時代の流れに合ったカタチで世界中のリスナーにお

届けするという使命を実現することによってこそ、当社グループの企業価値、株主共同の利

益を向上させることができると考えております。当社株券等の大量買付者（下記 2.（3）①

で定義されます。以下同じとします。）がこれらのことを十分理解し、中長期的に当社の使

命の実現に向けた取組みを行うのでなければ、当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主

共同の利益は毀損されると考えております。 
 

（2）本プラン導入の必要性 
 

当社の株券等は譲渡自由が原則であり、株式市場を通じて多数の投資家の皆様に自由に取

引いただいております。従って、当社株券等の大量買付行為に関する提案に応じるか否か

は、最終的には株主の皆様の判断に委ねられるべきものであります。 
当社としては、上記 1.（1）のような状況下で大量買付行為が行われた場合、当該大量買

付行為が当社の企業価値の向上及び会社の利益ひいては株主共同の利益に資するものである

か否か、株主の皆様が適切に判断し、提案に応じるか否かを決定していただくためには、大

量買付者及び当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供され、検討のための十分な

期間が確保されることが不可欠であると考えます。また、当社は、当社の企業価値及び会社

の利益ひいては株主共同の利益の確保又は向上の観点から大量買付行為の条件・方法を変

更・改善させる必要があると判断する場合には、大量買付行為の条件・方法について、大量

買付者と交渉するとともに、代替案の提案等を行う必要もあると考えておりますので、その

ために必要な時間も十分に確保されるべきであります。 
当社は、このような考え方に立ち、以下のとおり本プランを設定いたしました。本プラン

においては、大量買付者に対し、本プランの遵守を求めるとともに、大量買付者が本プラン

を遵守しない場合、並びに大量買付行為が当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同

の利益を毀損すると判断される場合の対抗措置を定めています。 
なお、当社の平成 25 年 3 月末日現在の株主の状況及び大株主の状況は、別添（ご参考）

のとおりであり、株式会社フェイス（以下「フェイス」といいます。）による当社株式の保
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有比率は 30％を超えていることから、比較的安定的な大株主が存しています。しかしなが

ら、当社の株券等は株式市場を通じて多数の投資家の皆様に自由に取引いただいており、フ

ェイス以外の株主による当社株式の保有比率は大きなものではなく、個人その他による所有

株式数の保有比率は発行済株式総数の 50％近いことから、高い流動性を有するものです。

また、将来、フェイス側の事情によりフェイスが当社の株券等を売却し、あるいは、資本市

場における資金調達が実施された場合にはフェイスによる当社株式の保有比率が低下し、当

社の株券等の流動性が高まる可能性も否定できません。そのような事態が生ずれば、当社の

企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を毀損する大量買付行為が行われるおそれ

も否定できないことから、当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を確保、

向上するためには現時点で本プランを設定することが必要であると判断いたしました。 
現時点において、当社が大量買付行為に関する提案を受けている事実はありません。 
 

2.本プランの内容 
 
（1）本プランの概要 
 

本プランは、大量買付者が大量買付行為を行うにあたり、所定の手続に従うことを要請す

るとともに、かかる手続に従わない大量買付行為がなされる場合や、かかる手続に従った場

合であっても当該大量買付行為が当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を

毀損するものであると判断される場合には、かかる大量買付行為に対する対抗措置として、

原則、新株予約権を株主の皆様に無償で割り当てるものです。また、会社法その他の法律及

び当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には当

該その他の対抗措置が用いられることもあります。 
本プランに従って割り当てられる新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）に

は、Ａ.特定株式保有者（下記 2.（3）①で定義されます。以下同じとします。）及びその関

係者による行使を禁止する行使条件や、Ｂ.当社が本新株予約権の取得と引換えに特定株式

保有者及びその関係者以外の株主の皆様に当社株式を交付する取得条項等を付すことが予定

されております。 
本新株予約権の無償割当てが実施された場合、かかる行使条件や取得条項により、当該特

定株式保有者及びその関係者の有する議決権の当社の総議決権に占める割合は、大幅に希薄

化される可能性があります。 
 

（2）本プランの導入手続 － 本株主総会における承認 
 

本プランの導入は、株主の皆様の意思を反映するため、本株主総会における決議により、

以下の点についてご承認いただくことを条件とします。 
 
①当社定款第 18 条に、 

「当会社は、株主総会の決議によって、当会社株式の大量買付行為に関する対応策（以

下「本対応策」という。）の導入、継続、変更又は廃止の決定を行うことができる。当会
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社は、本対応策に基づく対抗措置として、取締役会の決議によるほか、株主総会の決議又

は株主総会の決議による委任に基づく取締役会の決議により、新株予約権者のうち一定の

者に対する差別的行使条件及び取得条項を付した新株予約権の無償割当て又は会社法その

他の法律及び本定款上認められるその他の措置を行うことができる。」旨の規定を新設す

ることをご承認いただきます。 
 
②上記による変更後の当社定款第 18 条の規定に基づき、本プランの導入についてご承認い

ただきます。 
 

（3）本プランの発動に係る手続 
 
①対象となる大量買付行為 
 

本プランの対象となる行為は、当社株券等の一定数以上の買付けその他の取得 1の結

果、 
ⅰ.当社の株券等2の保有者3が保有4する当社の株券等に係る株券等保有割合5の合計 
ⅱ.当社の株券等6の公開買付者7が所有8し又は所有することとなる当社の株券等及び当

該公開買付者の特別関係者 9が所有し又は所有することとなる当社の株券等に係る株

券等所有割合10の合計 
ⅲ.当社の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ⅲ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11に該当することとなるような合意その他の行為、又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若しくはそれらの者が共同ないし

                             
1 買付けその他の有償の譲受け及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。なお、取得請求権付株式に係る取得請求権の行使又は取得条項付株式の取得事由の発生により当

社の株券等を取得する場合は含まれません。 
2 金融商品取引法第 27条の 23第 1項に規定する株券等をいいます。以下別段の定めがない限り同じとします。 
3 金融商品取引法第 27 条の 23 第 1 項に規定する保有者をいい、同条第 3 項に基づき保有者とみなされる者を含

むものとします。以下同じとします。 
4 金融商品取引法第 27条の 23第 4項に規定する保有をいいます。以下同じとします。 
5 金融商品取引法第 27条の 23第 4項に規定する株券等保有割合をいいます。以下同じとします。 

6 金融商品取引法第 27条の 2第 1項に規定する株券等をいいます。以下ⅱにおいて同じとします。 

7 金融商品取引法第 27条の 3第 2項に規定する公開買付者をいいます。以下同じとします。 

8 金融商品取引法第 27条の 2第 1項に規定する所有をいいます。以下同じとします。 

9 金融商品取引法第 27条の 2第 7項に規定する特別関係者をいいます。ただし、同項第 1 号に掲げる者について

は、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第 3 条第 2 項で定める者を除きます。

以下同じとします。 
10 金融商品取引法第 27条の 2第 8項に規定する株券等所有割合をいいます。以下同じとします。 

11 金融商品取引法第 27 条の 23 第 5 項に規定する共同保有者をいい、同条第 6 項に基づき共同保有者とみなされ

る者を含みます。以下同じとします。 
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協調して行動する関係12を樹立する行為13を行っている場合において、当該特定の株

主が保有する当社の株券等に係る株券等保有割合14の合計 
 

のいずれかが 20％以上となる者（以下「特定株式保有者」といいます。）による当

社株券等の買付けその他の有償の譲受け又はその提案とします（なお、既に上記ⅰな

いしⅲのいずれかが 20％以上である者がさらに当社株券等の買付けその他の取得を

行う場合もこれに含まれます。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。このような買付け等を以下「大量買付行為」といい、大量買付行為を行い又

は行おうとする者を以下「大量買付者」といいます。）。 
 
②本プランの公表及び大量買付者に対する情報提供の要求 

 
当社は、本プランについて株式会社東京証券取引所の定める諸規則に基づき適時開示を

行うとともに、当社のホームページ（http://columbia.jp/company/）に本プランを掲載い

たします。 
大量買付者には、当社取締役会が別段の定めをした場合を除き、大量買付行為の実行に

先立ち、当社取締役会に対して、大量買付行為の内容の検討に必要な以下の各号に定める

情報（以下「本必要情報」といいます。）を日本語で記載した、本プランに定める手続を

遵守する旨の法的拘束力のある誓約文言を含む買付提案書を提出していただきます。な

お、買付提案書には、商業登記簿謄本、定款の写しその他の大量買付者の存在を証明する

書類を添付していただきます。 
当社取締役会は、上記買付提案書を受領した場合、速やかにこれを独立委員会に提供す

るものとします。大量買付者から提供していただいた情報では、当該大量買付行為の内容

及び態様等に照らして、株主の皆様のご判断及び当社取締役会の評価・検討等のために不

十分であると当社取締役会が合理的に判断する場合には、当社取締役会が別途請求する追

加の情報を日本語で記載された書面により大量買付者から提供していただきます（ただ

し、当社取締役会は、大量買付者の属性、大量買付者が提案する大量買付行為の内容、本

必要情報の内容及び性質等に鑑み、株主の皆様が買収の是非を適切に判断するために必要

                             
12 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若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の株券等に関する実質的な利害関係

等の形成や、当該特定の株主及び当該他の株主が当社に対して直接又は間接に及ぼす影響等を基礎に判定する

ものとします。 
13 ⅲ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、ⅲ所定の行為がなされた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。 
14 当該特定の株主が保有する当社の株券等に係る株券等保有割合は、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若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と判定さ

れた当該他の株主を当該特定の株主の共同保有者とみなして当該他の株主の保有する当社の株券等を加算した

当社の株券等の数を基礎として求められるものとします。 
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な水準を超える追加情報提供の要求を行わないこととします。）。かかる追加情報提供の

要求は、上記買付提案書受領後又はその後の追加情報受領後 10 営業日以内に、適宜回答

期限を定めた上で行うこととします。 
 

ⅰ.大量買付者及びそのグループ（共同保有者、特別関係者、大量買付者が実質的に支配し若

しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係を樹立している者及び（ファンドの

場合は）組合員その他の構成員を含みます。）の詳細（具体的名称、資本構成、業務内

容、財務内容、及び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等を含みま

す。） 
ⅱ.大量買付者及びそのグループが現に保有する当社の株券等の数、並びに買付提案書提出日

前 60 日間における大量買付者の当社の株券等の取引状況 
ⅲ.大量買付行為の目的（支配権取得若しくは経営参加、純投資若しくは政策投資、大量買付

行為の後における当社の株券等の第三者への譲渡等、又は重要提案行為等（金融商品取引

法第 27 条の 26 第 1 項、同法施行令第 14 条の 8 の 2 第 1 項、及び株券等の大量保有の状

況の開示に関する内閣府令第 16 条に規定する重要提案行為等を意味します。）を行うこ

とその他の目的がある場合には、その旨及び概要を含みます。なお、目的が複数ある場合

にはその全てを記載していただきます。）、方法及び内容（大量買付行為により取得を予

定する当社の株券等の種類及び数、大量買付行為の対価の額及び種類、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並びに大量買付行為の実行の可

能性等を含みます。） 
ⅳ.大量買付行為の価格の算定根拠（算定の前提となる事実及び仮定、算定方法、算定に用い

た数値情報並びに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

の額及びその算定根拠等を含みます。） 
ⅴ.大量買付行為の資金の裏付け（資金の提供者（実質的な提供者を含みます。）の具体的名

称、調達方法、関連する取引の内容等を含みます。） 
ⅵ.大量買付行為の後の当社グループの経営方針、経営者候補（当社及び当社グループの事業

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。）、事業計画、財務計画、資本

政策、配当政策及び資産活用策（ただし、大量買付者による買収提案が、少数株主が残存

しない 100％の現金買収の場合、本号の情報の提供については概略のみで足りることとし

ます。） 
ⅶ.大量買付行為の後の当社グループの従業員、取引先、顧客その他の当社グループに係る利

害関係者の処遇方針 
ⅷ.大量買付行為のために投下した資本の回収方針 
ⅸ.大量買付行為の後に当社の株券等を取得する予定がある場合又は当社の株券等の上場廃止

を企図している場合には、その理由及び内容 
ⅹ.大量買付行為に際して第三者との間で当社の株券等に関する取得、譲渡及び権利行使につ

いて意思連絡が存在する場合には、その目的及び内容並びに当該第三者の概要 
ⅺ.その他当社取締役会が合理的に必要と判断する情報 
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なお、大量買付者が出現したことを当社取締役会が認識した場合はその事実を、また、

買付提案書又は追加情報を受領した場合はその受領の事実を、速やかに株主の皆様に開示

いたします。大量買付行為があった事実及び大量買付者から当社取締役会に提供された情

報等については、株主の皆様の判断に必要であると当社取締役会が判断する時点で、その

全部又は一部につき株主の皆様に情報開示を行います。 
 
③独立委員会の設置 
 

本プランに定めるルールに従って一連の手続が遂行されたか否か、並びに、本プランに

定めるルールが遵守された場合に当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益

を確保し又は向上させるために必要かつ相当と考えられる一定の対抗措置を講じるか否か

については、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、その判断の合理性及び公正性を

担保するために、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ま

す。独立委員会は、3 名以上 5 名以下の委員により構成され、委員は、当社社外取締役、

当社社外監査役、又は社外の有識者のいずれかに該当する者の中から当社取締役会が選任

するものとします。社外の有識者は、実績ある会社経営者、投資銀行業務若しくは当社の

業務領域に精通する者、弁護士、公認会計士若しくは会社法等を主たる研究対象とする研

究者又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ものとします。本

プラン導入時の独立委員会の委員には、堀裕氏、本多清氏及び菅谷貴子氏の合計 3 名が就

任いたします。なお、各委員の略歴は、別紙 1「独立委員会委員の氏名及び略歴」に記載

のとおりであり、独立委員会規則の概要は、別紙 2「独立委員会規則の概要」に記載のと

おりです。また、独立委員会の判断の概要については、適宜株主の皆様に情報開示を行い

ます。 
 

④大量買付行為の内容の検討・大量買付者との交渉・代替案の検討 
 
ⅰ.独立委員会への諮問 

当社取締役会は、大量買付者から提出された買付提案書に記載される本必要情報につ

き、株主の皆様が買収の是非を適切に判断するために必要な水準を満たすものであると判

断した場合（大量買付者による情報提供が不十分であるとして当社取締役会が追加的に提

出を求めた本必要情報が提出された結果、当社取締役会が買付提案書と併せて本必要情報

として十分な情報を受領したと判断した場合を含みます。）、当該大量買付者による大量

買付行為に対する対抗措置の発動の是非その他当社の企業価値ひいては株主共同の利益の

確保及び向上に関する事項について、独立委員会に対して諮問します。ただし、当社取締

役会が相当と判断したときは、買付提案書の提出を受けるより前に、独立委員会に対し諮

問することができるものとします。なお、当社取締役会は、独立委員会への諮問を決定し

た場合には、その旨を速やかに株主の皆様に情報開示を行います。 
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ⅱ.当社取締役会に対する情報提供の要求 
独立委員会は、買付提案書及び独立委員会が追加的に提出を求めた本必要情報（もしあ

れば）が大量買付者から提出された結果、十分な情報を受領したと判断した場合、当社の

企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から、本必要情報の内容と当社取締役

会の経営方針・事業計画、当社取締役会による企業評価等との比較検討を行うために、当

社取締役会に対しても、適宜回答期限を定めた上（原則として 30 日を上限としま

す。）、大量買付者の大量買付行為の内容に対する意見（留保する旨の意見を含むものと

します。以下同じとします。）及びその根拠資料、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を提供するよう要求することができます。 
ⅲ.独立委員会による検討等 

独立委員会は、大量買付者及び（当社取締役会に対して上記ⅱに記載のとおり情報の提

供を要求した場合には）当社取締役会からの情報等（追加的に提供を要求したものを含み

ます。）を受領したと合理的に認めた時点から原則として最長 60 日が経過するまでの

間、大量買付行為の内容の検討、大量買付者と当社取締役会の経営方針・事業計画等に関

する情報収集・比較検討、及び当社取締役会の提示する代替案の検討等を行います（以下

かかる独立委員会による情報収集及び検討等に要する期間を「独立委員会検討期間」とい

います。なお、やむを得ない事情がある場合、独立委員会は、必要な範囲内で独立委員会

検討期間を最大 30 日間（当初の独立委員会検討期間の満了日の翌日から起算します。）

延長することができるものとします。）。また、独立委員会は、当社の企業価値・株主共

同の利益の確保・向上という観点から当該大量買付行為の内容を改善させるために必要で

あれば、直接又は間接に、当該大量買付者と協議・交渉等を行い、又は当社取締役会の提

示する代替案の株主の皆様に対する提示等を行うものとします。なお、当社取締役会は、

独立委員会が大量買付者及び（当社取締役会に対して上記ⅱに記載のとおり情報の提供を

要求した場合には）当社取締役会からの情報等（追加的に提供を要求したものを含みま

す。）を受領したと合理的に認めた場合には、独立委員会検討期間が開始したことにつき

速やかに株主の皆様に情報開示を行うとともに、独立委員会検討期間が延長された場合に

はその旨、延長に係る期間及び延長の理由を速やかに株主の皆様に開示するものとしま

す。 
大量買付者は、独立委員会が、直接又は間接に、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。 
 

⑤対抗措置の発動の手続 
 

独立委員会は、上記④の手続きに基づき、必要に応じて当社から独立した地位にある投

資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士等（当社が費用

を負担することとします。）の助言を得た上で、当社取締役会に対して対抗措置の発動の

是非について勧告を行います。当社取締役会は、独立委員会による勧告を受けた場合に

は、その内容を速やかに株主の皆様に開示するとともに、当該勧告を最大限尊重して、対
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抗措置を発動するか否かの判断をするものといたします。 
また、当社取締役会は、独立委員会が対抗措置の発動について勧告を行い、発動の決議

について株主総会の開催を要請する場合には、下記⑦に従い株主総会を開催し、当該株主

総会の決議に従うものとします。 
なお、当社取締役会が株主総会決議を経ることなく対抗措置を発動するに際しては、社

外監査役全員を含む当社監査役全員の賛成を得た上で、社外取締役を含む当社取締役全員

の一致により発動の決議をすることといたします。当社取締役会は、当該決議を行った場

合、当該決議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、速やかに株主の

皆様に情報開示を行います。 
当社取締役会は、独立委員会に対する上記諮問のほか、大量買付者の提供する本必要情

報に基づき、必要に応じて当社から独立した地位にある投資銀行、証券会社、フィナンシ

ャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士等の助言を得ながら、当該大量買付者及び当該

大量買付行為の具体的内容並びに当該大量買付行為が当社の企業価値及び会社の利益ひい

ては株主共同の利益に与える影響等を評価・検討等した上で、対抗措置の発動の是非を判

断するものとします。 
 

⑥対抗措置の発動の条件 
 
ⅰ.大量買付者が本プランに定める手続に従わずに大量買付行為を行い又は行おうとする場合 

当社取締役会は、大量買付者が本プランに定める手続を遵守しなかった場合、大量買付

行為の具体的な条件・方法等の如何を問わず、当該大量買付行為が当社の企業価値及び会

社の利益ひいては株主共同の利益を著しく害するものであるとみなし、独立委員会による

勧告を最大限尊重した上で、当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を確

保し又は向上させるために必要かつ相当な対抗措置を講じるものとします。 
上記の場合において、独立委員会は、大量買付者が本プランに定める手続に従わずに大

量買付行為を行い又は行おうとしていることを確認した場合、原則として可及的速やかに

対抗措置の発動を勧告するものとします。ただし、当社取締役会が、大量買付行為の内容

及び態様等から見て、当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益が著しく害

される危険が切迫しており、独立委員会の勧告を得る時間的余裕がないと判断したときに

は、当社取締役会限りの判断で対抗措置を発動することができるものとします。 
ⅱ.大量買付者が本プランに定める手続に従って大量買付行為を行い又は行おうとする場合 

大量買付者が本プランに定める手続に従って大量買付行為を行い又は行おうとする場合

には、当社取締役会が仮に当該大量買付行為に反対であり、反対意見の表明、代替案の提

示、株主の皆様への説明等を行う場合であっても、原則として、当該大量買付行為に対す

る対抗措置は講じません。大量買付者の提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当

該大量買付行為に関する本必要情報及びそれに対する当社取締役会の意見、代替案等をご

考慮の上、ご判断いただくこととなります。 
ただし、大量買付者が本プランに定める手続に従って大量買付行為を行い又は行おうと
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する場合であっても、当社取締役会が、大量買付者の大量買付行為の内容を検討し、大量

買付者との協議、交渉等を行った結果、当該大量買付者の買付提案に基づく大量買付行為

が、当社の企業価値を毀損し、会社の利益ひいては株主共同の利益を害するものであると

認めた場合には、当社取締役会は、独立委員会による勧告を最大限尊重した上で、また、

必要に応じて株主総会の承認を得た上で、必要かつ相当な対抗措置を講じることがありま

す。具体的には、以下に掲げるいずれかの類型に該当すると判断される場合には、原則と

して、当該買付提案に基づく大量買付行為は当社の企業価値を毀損し、会社の利益ひいて

は株主共同の利益を害するものに該当するものと考えます。 
a.真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で株

式を会社関係者に引き取らせる目的で当社の株券等の買付けを行っている場合（いわゆ

るグリーンメイラーである場合） 
b.会社経営を一時的に支配して当社又は当社グループ会社の事業経営上必要な知的財産

権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を当該買収者やそのグループ会社等

に移譲させるなど、いわゆる焦土化経営を行う目的で当社の株券等の買付けを行ってい

る場合 
c.会社経営を支配した後に、当社又は当社グループ会社の資産を当該買収者やそのグル

ープ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する予定で当社の株券等の買付けを行っ

ている場合 
d.会社経営を一時的に支配して当社又は当社グループ会社の事業に当面関係していない

不動産、有価証券など高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高

配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って高値で売り抜

ける目的で当社の株券等の買付けを行っている場合 
e.当社の株券等の買付条件が、当社の企業価値に照らして著しく不十分又は不適切な買

付けである場合 
f.最初の買付けで全株券等の買付けの申込みを勧誘することなく、二段階目の買付条件

を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付けを行う等、株主に株券等の売却

を事実上強要するおそれがある買収である場合 
g.大量買付者が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企業価値

との比較において、当該大量買付者が支配権を取得しない場合の当社の企業価値に比

べ、著しく劣後する場合 
h.大量買付者がいわゆる反社会的組織又はその組織が支配・関与する個人・団体である

場合等、公序良俗の観点から当社の支配株主として著しく不適切である場合 
i.前各号のほか、以下のいずれも満たす買付けである場合 
（ア）当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を毀損するおそれがある

ことが客観的かつ合理的に推認される場合 
（イ）当該時点で対抗措置を発動しない場合には、当社の企業価値及び会社の利益ひい

ては株主共同の利益の毀損を回避することができないか又はそのおそれがある場合 
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⑦当社取締役会又は株主総会による対抗措置の実施・不実施に関する決定 
 

当社取締役会は、上記⑥ⅰ又はⅱのいずれの場合も、独立委員会の勧告を最大限尊重し

た上で、対抗措置の実施又は不実施に関する決定を行います（ただし、大量保有者が本プ

ランに定める手続に従わずに大量買付行為を行い又は行おうとする場合における一定の場

合を除きます。）。 
また、当社取締役会は、上記⑥ⅱの場合において独立委員会が対抗措置の発動について

勧告を行い、発動の決議について株主総会の開催を要請する場合には、当社株主総会を開

催することがあります。 
当該株主総会の開催に際しては、当社取締役会は、大量買付者が提供した必要情報、必

要情報に対する当社取締役会の意見、当社取締役会の代替案その他当社取締役会が適切と

判断する事項を記載した書面を、株主の皆様に対し、株主総会招集ご通知とともに送付

し、適時・適切にその旨を開示いたします。 
株主総会において対抗措置の発動又は不発動について決議された場合、当社取締役会

は、当該株主総会の決議に従うものとします。当該株主総会が対抗措置を発動することを

否決する決議をした場合には、当社取締役会は対抗措置を発動いたしません。当社取締役

会は、対抗措置の実施又は不実施の決定を行った場合、直ちに当該決定の概要そのほか当

社取締役会が適切と認める事項を大量買付者に通知し、株主の皆様に対する情報開示を行

います。大量買付者は、当社取締役会が対抗措置の発動の是非について決議を行うまで

（当社取締役会が対抗措置の発動の是非について株主の皆様の意思を問う株主総会を招集

した場合には、株主総会が対抗措置の発動の是非について決議を行うまで）は大量買付行

為を行うことができないものとします。 
 

⑧当社取締役会による再検討 
 

当社取締役会は、一旦対抗措置を実施すべきか否かについて決定した後であっても、大

量買付者が大量買付行為に係る条件を変更した場合や大量買付行為を中止した場合等、当

該決定の前提となった事実関係等に変動が生じた場合には、改めて独立委員会に諮問した

上で再度審議を行い、独立委員会の勧告を最大限尊重して、対抗措置の実施又は中止に関

する決定を行うことができます。 
当社取締役会は、かかる決定を行った場合、直ちに当該決定の概要その他当社取締役会

が適切と認める事項を大量買付者に通知し、株主の皆様に対する情報開示を行います。 
 

（4）対抗措置の概要 
 
当社取締役会は、本プランにおける対抗措置として、原則、別紙 3「新株予約権の要項」

に従った本新株予約権の無償割当てを行います。本新株予約権は、本新株予約権の無償割当

てを決議する当社取締役会において定める一定の日（以下「割当期日」といいます。）にお
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ける、最終の株主名簿に記載又は記録された株主（ただし、当社を除きます。）に対し、そ

の保有株式 1 株につき新株予約権 1 個以上で当社取締役会が定める数の割合で割り当てられ

ます。 
本新株予約権 1 個の行使に際して出資される財産（金銭とします。）の価額（行使価額）

は 1 円であり、本新株予約権 1 個の行使により、本新株予約権に係る新株予約権者（以下

「本新株予約権者」といいます。）に対して当社普通株式 1 株が交付されます。ただし、特

定株式保有者及びその関係者は、本新株予約権を行使することができないものとします。 
また、当社は、本新株予約権の行使による場合のほか、本新株予約権に付された取得条項

に基づき、一定の条件の下で特定株式保有者及びその関係者以外の本新株予約権者から、当

社普通株式と引換えに本新株予約権を取得することができます。なお、当社は一定の条件の

下で本新株予約権全部を無償で取得することも可能です。 
さらに、本新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認が必要です。上記

（1）に記載のとおり、本新株予約権の無償割当てのほか、会社法その他の法令及び当社の

定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には当該その他

の対抗措置が用いられることがあります。 
当社取締役会は、本プランにおける対抗措置を実施した場合、当社取締役会が適切と認め

る事項について、適時に株主の皆様に対する情報開示を行います。 
 

（5）本プランの有効期間、廃止及び変更 
 

本プランは、平成 25 年 6 月 21 日開催予定の本株主総会において、買収防衛策導入等の

決定機関に関する事項及び新株予約権無償割当てに関する事項の決定機関に関する事項につ

いての定款変更を経た上で、本株主総会における株主の皆様のご承認を条件に同日より発効

することとし、その有効期限は平成 28 年 6 月開催予定の当社定時株主総会終結の時までと

します。ただし、本プランは、有効期間の満了前であっても、①当社の株主総会において本

プランを廃止する旨の決議が行われた場合又は②当社取締役会において本プランを廃止する

旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止されるものとします。 
また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本株主総会の決議による委任

の範囲内において、必要に応じて独立委員会の意見を得た上で、本プランの技術的な修正又

は変更を行う場合があります。 
なお、本プランは平成 25 年 5 月 21 日現在施行されている法令の規定を前提としており

ますので、同日以後、法令の新設又は改廃等により本プランの規定に修正を加える必要が生

じた場合には、当該法令の趣旨に従い、かつ、本プランの基本的考え方に反しない範囲で、

適宜本プランの文言を読み替えることとします。 
本プランが廃止、修正又は変更された場合には、当該廃止、修正又は変更の事実その他当

社取締役会が適切と認める事項について、速やかに公表いたします。 
また、平成 28 年 6 月開催予定定時株主総会の終結の時以降における本プランの内容につ

きましては、必要な見直しを行った上で、本プランの継続、又は新たな内容のプランの導入
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等に関して株主の皆様のご意思を確認させていただく予定です。 
 

3.株主及び投資家の皆様への影響 

 
（1）本プランの導入時に株主及び投資家の皆様に与える影響 
 

本プランの導入時点においては、対抗措置自体は行われませんので、株主及び投資家の皆

様の法的権利又は経済的利益に直接具体的な影響が生じることはありません。 
 

（2）本新株予約権の無償割当ての実施により株主及び投資家の皆様に与える影響 
 

本新株予約権は、割当期日における株主の皆様に対し、その保有する株式 1 株につき 1 個

以上で当社取締役会が定める数の割合により無償で割り当てられますので、その行使を前提

とする限り、株主の皆様が保有する株式全体の価値に関して希薄化は生じません。 
もっとも、株主の皆様が、本新株予約権の行使期間中に本新株予約権の行使を行わない場

合には、他の株主の皆様による本新株予約権の行使により、その保有する株式の価値が希薄

化することになります。ただし、当社は、当社取締役会の決定により、下記（4）②に記載

の手続により、本新株予約権の要項に従い行使が禁じられていない株主の皆様から本新株予

約権を取得し、それと引換えに当社普通株式を交付することがあります。当社がかかる取得

の手続を行った場合、本新株予約権の要項に従い行使が禁じられていない株主の皆様は、本

新株予約権の行使及び行使価額相当の金銭の払込みをせずに、当社株式を受領することとな

り、その保有する株式 1 株あたりの価値の希薄化は生じますが、保有する株式全体の価値の

希薄化は生じません。 
なお、本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後において、当社が、本新

株予約権の無償割当てを中止し又は無償割当てされた本新株予約権を無償で取得する場合に

は、1 株あたりの株式の価値の希薄化は生じませんので、1 株あたりの株式の価値の希薄化

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。 
 

（3）本新株予約権の無償割当ての実施後における本新株予約権の行使又は取得に際して株主及

び投資家の皆様に与える影響 
 
本新株予約権の行使又は取得に関しては差別的条件が付されることが予定されているた

め、当該行使又は取得に際して、特定株式保有者の法的権利又は経済的利益に希薄化が生じ

ることが想定されますが、この場合であっても、特定株式保有者以外の株主及び投資家の皆

様の有する当社の株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えるこ

とは想定しておりません。もっとも、本新株予約権自体の譲渡は制限されているため、割当

期日以降、本新株予約権の行使又は本新株予約権の当社による取得の結果、株主の皆様に株

式が交付される場合には、株主の皆様の振替口座に当社株式の記録が行われるまでの期間、

株主の皆様が保有する当社株式の価値のうち本新株予約権に帰属する部分については、譲渡
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による投下資本の回収はその限りで制約を受ける可能性がある点にご留意ください。 
 

（4）本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続等 
 

①本新株予約権の行使の手続 
 

当社は、割当期日における最終の株主名簿に記載又は記録された株主の皆様に対し、原

則として、本新株予約権の行使請求書（行使に係る本新株予約権の内容及び数、本新株予

約権を行使する日、当社株式の記録を行うための振替口座等の必要事項並びに株主ご自身

が本新株予約権の行使条件を充足すること等についての表明保証条項、補償条項その他の

誓約文言を含む当社所定の書式によるものとします。）その他本新株予約権の行使に必要

な書類を送付いたします。本新株予約権の無償割当て後、株主の皆様が行使期間中にこれ

らの必要書類を提出した上、本新株予約権 1 個あたり 1 円を払込取扱場所に払い込むこと

により、1 個の本新株予約権につき 1 株（対象株式数の調整があった場合には、調整後の

株数）の当社普通株式が交付されることになります。なお、社債、株式等の振替に関する

法律の規定により、本新株予約権の行使の結果として交付される当社普通株式について

は、特別口座に記録することができませんので、株主の皆様が本新株予約権を行使する際

には、証券口座等の振替口座を開設していただく必要がある点にご注意ください。 
 
②当社による本新株予約権の取得の手続 
 

当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法定の手続に従

って取締役会の決議を行い、かつ、新株予約権者の皆様に対する公告を実施した上で、本

新株予約権を取得します。取得条項が複数ある場合には本新株予約権の取得に係る取締役

会の決議は該当する取得条項毎に行われますが、通常複数回にわたって本新株予約権を取

得する旨の決定を行うことはありません。 
また、本新株予約権の取得と引換えに当社普通株式を株主の皆様に交付することとした

場合には、速やかにこれを交付いたします。なお、この場合、かかる株主の皆様には、別

途、ご自身が特定株式保有者又はその関係者でないこと等についての表明保証条項、補償

条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式による書面をご提出いただくことがありま

す。 
上記のほか、割当て方法、行使の方法及び当社による本新株予約権の取得の方法の詳細

につきましては、本新株予約権の無償割当ての実施が決定された後、株主の皆様に対して

公表又は通知いたしますので、当該内容をご確認ください。 
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Ⅳ 本プランの合理性（本プランが基本方針に沿い、当社株主の共同の利益を損なうものではな

く、当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと及びその理由） 
 
本プランは、以下の理由により、上記Ⅰの基本方針に沿うものであり、当社株主の共同の利益

を損なうものではなく、また当社役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えておりま

す。 
 

1.買収防衛策に関する指針の要件等を完全に充足していること 
 

本プランは、経済産業省及び法務省が平成 17 年 5 月 27 日に発表した「企業価値・株主共同

の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（「企業価値・株主共

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

を完全に充足しており、また、株式会社東京証券取引所の定める買収防衛策の導入に係る諸規則

の趣旨に合致したものです。なお、本プランは、平成 20 年 6 月 30 日に公表された、経済産業

省の企業価値研究会の報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容も勘

案しております。 
 

2.企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益の確保又は向上を目的として導入されている

こと 
 
本プランは、上記Ⅲに記載のとおり、当社株券等に対する大量買付行為がなされた際に、当該

大量買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、また当社取締役会が株主の皆様のため

に代替案を提示し、大量買付者と交渉を行うこと等を可能とするために必要な情報や時間を確保

することにより、当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を確保又は向上するこ

とを目的として導入されるものです。 
 
3.株主意思を重視するものであること 
 
本プランは、導入にあたり株主の皆様の意思を適切に反映させる機会を確保するため、本株主

総会において株主の皆様の承認をいただくことを条件として導入されます。上記Ⅲ 2.（2）に記

載のとおり、本株主総会において買収防衛策導入等の決定機関に関する事項及び新株予約権無償

割当てに関する事項の決定機関に関する事項についての定款変更案及び本プランを承認する議案

をお諮りし、かかる議案のいずれかが承認されない場合、本プランは導入されません。さらに、

本プランの有効期間の満了前であっても、株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行わ

れた場合には、本プランはその時点で廃止されることとなり、その意味で、本プランの導入だけ

でなく存続についても、株主の皆様のご意向が反映されることとなっております。 
また、本プランは、本プランに基づく対抗措置の実施又は不実施の判断を株主の皆様が取締役

会に委ねる前提として、当該対抗措置の発動条件を個別の場合に応じて具体的に設定し、株主の

皆様に示すものです。従って、当該発動条件に従った対抗措置の実施は、株主の皆様のご意向が
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反映されたものとなります。 
 
4.独立性の高い社外者の判断の重視 

 
当社は、上記Ⅲ 2.（3）③に記載のとおり、本プランの導入にあたり、当社取締役会の判断の

合理性及び公正性を担保するために、取締役会から独立した機関として、独立委員会を設置しま

す。独立委員は、厳格な基準の下で選任され（別紙 2「独立委員会規則の概要」をご参照下さ

い。）、また、独立委員を解任するには当社取締役会において出席取締役の 3 分の 2 以上の賛成

によらなければならないため、当社取締役会の恣意的な判断を遮断する高度な独立性、公平性が

確保されております。 
このように、当社取締役会が独立委員会の勧告を最大限尊重した上で決定を行うことにより、

当社取締役会が恣意的に本プランに基づく対抗措置の発動を行うことを防ぐとともに、同委員会

の判断の概要については、適宜株主の皆様に情報開示を行うこととされており、当社の企業価値

及び会社の利益ひいては株主共同の利益に適うように本プランの運営が行われる仕組みが確保さ

れております。 
 

5.合理的な客観的要件の設定 
 
本プランは、上記Ⅲ 2.（3）に記載のとおり、あらかじめ定められた合理的な客観的要件が充

足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止す

るための仕組みを確保しております。 
 

6.第三者専門家の意見の取得 
 
本プランは、上記Ⅲ 2.（3）③及びⅢ 2.（3）⑤に記載のとおり、大量買付者が出現した場

合、取締役会及び独立委員会が、当社の費用で、当社から独立した地位にある投資銀行、証券会

社、フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士等の助言を得ることができることとさ

れています。これにより、取締役会及び独立委員会による判断の公正性及び合理性がより強く担

保される仕組みが確保されています。 
 
7.デッドハンド型及びスローハンド型買収防衛策ではないこと 

 
本プランは、上記Ⅲ 2.（5）に記載のとおり、当社の株主総会で選任された取締役で構成され

る取締役会の決議によりいつでも廃止できることとされており、取締役会の構成員の過半数を交

代させてもなお発動を阻止できない、いわゆるデッドハンド型買収防衛策ではありません。ま

た、当社取締役の任期は 1 年であり、取締役の期差任期制は採用されていないため、本対応策

は、取締役の交替を一度に行うことができず、買収防衛策の発動を阻止することが困難なスロー

ハンド型買収防衛策にも該当しません。 
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（別紙1） 
独立委員会委員の氏名及び略歴 

 
本プラン導入当初の独立委員会の委員は、以下の 3 名です。 
 
堀 裕（ほり ゆたか） 

 
 
昭和 54 年 4 月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 
昭和 55 年 4 月 堀裕法律事務所（現堀総合法律事務所）開設 代表弁護士（現任） 
平成 11 年 6 月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科講師 
平成 12 年 3 月 日本ローエイシア友好協会常務理事（現任） 
平成 12 年 4 月 みずほコーポレートアドバイザリー株式会社監査役（現任） 
平成 14 年 1 月 シェル ガス＆パワー ジャパン株式会社 
  （現シェル ジャパン株式会社）監査役（現任） 
平成 15 年 3 月 シェル ケミカルズ ジャパン株式会社監査役（現任） 
平成 16 年 4 月 国立大学法人千葉大学理事・副学長（法務・対外財務担当） 
  ・経営協議会委員（現任） 
平成 17 年 4 月 国立大学法人千葉大学法科大学院客員教授（現任） 
平成 17 年 4 月 みずほマネジメントアドバイザリー株式会社監査役（現任） 
平成 18 年 10 月 サハリン LNG サービス株式会社監査役（現任） 
平成 20 年 3 月 公益財団法人 国連大学協力会監事（現任） 
平成 20 年 12 月 ブルネイ･エナジー･サービス株式会社監査役（現任） 
平成 22 年 4 月 内閣府・公益認定等委員会委員（現任） 
平成 22 年 10 月 日本年金機構 役員制裁審査委員会委員（現任） 
 
堀裕氏は株式会社フェイスのアドバイザリーボードのメンバーとして、有識者の立場から同

社の経営に対して助言を行っておりますが、同社の業務執行や意思を決定する立場にはないこ

とから、当社からの独立性に欠けるものではありません。 
同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 
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本多 清（ほんだ きよし） 
 
 
昭和 40 年 4 月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 
平成 3 年 7 月 同行大阪支店長 
平成 5 年 6 月 同行取締役大阪支店長兼大阪営業第一部長 
平成 6 年 5 月 同行取締役 
平成 6 年 6 月 株式会社タカラ（現株式会社タカラトミー）取締役副社長 
平成 12 年 6 月 日本カーリット株式会社常勤監査役 
平成 18 年 7 月 千秋商事株式会社（現ヒューリック株式会社）監査役 
平成 19 年 11 月 同社顧問 
平成 20 年 6 月 株式会社ウェブマネー常勤監査役 
平成 22 年 6 月 当社監査役（現任） 
平成 23 年 6 月 株式会社ウェブマネー監査役 
 
本多清氏は会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役です。同氏は、平成 20 年 6 月、当時

株式会社フェイスの連結子会社であった株式会社ウェブマネーの常勤監査役（平成 23 年 6 月

に監査役へ異動）に就任し、平成 23 年 10 月に退任しております。また、株式会社フェイス

は、平成 23 年 7 月に同社が保有する株式会社ウェブマネーの全株式を売却しており、現在は

株式会社フェイスと株式会社ウェブマネーとの間に資本関係はございません。同氏は当社の社

外監査役として独立性を有する立場にあることから、当社からの独立性に欠けるものではな

く、少数株主の利益を害する可能性はないものと考えられます。 
同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 
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菅谷 貴子（すがや たかこ） 
 
 
平成 14 年 10 月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 
  山田秀雄法律事務所（現山田・尾﨑法律事務所）加入（現任） 
平成 16 年 9 月 慶應義塾大学大学院法務研究科非常勤嘱託職員  
平成 18 年 6 月 株式会社キーウォーカー監査役（現任） 
  公益社団法人全国民営職業紹介事業協会理事（現任） 
平成 18 年 12 月 桐蔭横浜大学大学院法務研究科客員教授  
平成 19 年 4 月 特例財団法人楠田育英会理事 
平成 19 年 6 月 株式会社フェイス監査役（現任） 
平成 19 年 8 月 メディアスティック株式会社監査役 
平成 22 年 3 月 特例財団法人楠田育英会常務理事（現任）  
平成 22 年 4 月 桐蔭横浜大学大学院法務研究科准教授（現任）  
平成 22 年 6 月 当社監査役（現任） 
 
菅谷貴子氏は会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役です。同氏は、株式会社フェイスの

監査役を兼任するものでありますが、同社との関係でも社外監査役として独立性を有する立場

にあることから、当社からの独立性に欠けるものではなく、少数株主の利益を害する可能性は

ないものと考えられます。 
当社は、株式会社東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。 
同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 
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（別紙2） 
独立委員会規則の概要 

 
1.当社は、当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策、以下「本プラン」という。）の

導入に伴い、独立委員会を設置する。独立委員会は、取締役会の諮問により、本プランに基づ

く対抗措置の実施又は不実施に関する勧告を行い、取締役会の判断の公正性及び中立性の確保

に資することを目的とする。 
 
2.（1）独立委員会の委員は、3名以上5名以下とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立してい

る、①当社社外取締役、②当社社外監査役、又は③社外の有識者のいずれかに該当する者の

中から、当社取締役会が選任する。社外の有識者は、実績ある会社経営者、投資銀行業務若

しくは当社の業務領域に精通する者、弁護士、公認会計士若しくは会社法等を主たる研究対

象とする研究者又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。 
（2）委員の選任及び解任は、取締役会の決議により行う。ただし、委員の解任を決議する場

合、出席取締役の3分の2以上の賛成によるものとする。 
（3）委員の任期は、選任の時から本プランの有効期間満了の時までとする。 

 
3.独立委員会は、以下の各号に記載される事項について、取締役会の諮問を受けて、審議・決議

し、その決議の内容を、その理由を付して取締役会に勧告する。取締役会は、独立委員会の勧

告を最大限尊重しなければならない。 
（1）大量買付者が本プランに定める手続を遵守しているか否か 
（2）買付提案の内容が当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を毀損するか

否かの決定並びに対抗措置の実施又は不実施 
（3）対抗措置の発動に伴う株主総会開催の要否 
（4）対抗措置の中止 
（5）（1）ないし（4）のほか、本プランにおいて独立委員会が権限を与えられた事項 
（6）本プランに関して取締役会が独立委員会に諮問した事項 
（7）取締役会において、別途独立委員会が行うことができるものと定めた事項 

 
4.独立委員会の決議は、委員の全員が出席し、出席委員の過半数をもって行う。 
 
5.独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アド

バイザー、弁護士、公認会計士その他の専門家を含む。）の助言を得ることができる。 
 
6.独立委員の互選により選定された独立委員会議長は、独立委員会を招集する。 
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7.取締役会は、独立委員会が審議を行うにあたって必要であると認める場合には、取締役1名を独

立委員会に出席させ、必要な事項に関する説明を行う機会を与えるよう独立委員会に求めるこ

とができる。 
 
8.独立委員会は、取締役会の要請に応じ、勧告を行う理由及びその根拠を説明しなければならな

い。 
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（別紙3） 
新株予約権の要項 

 
1.割当対象株主 

本要項記載の新株予約権の無償割当てを決議する当社取締役会（以下「本新株予約権無償割

当て決議」という。）において定める一定の日（以下「割当期日」という。）における最終の

株主名簿に記載又は記録された株主（ただし、当社を除く。）に対し、その保有株式1株につき

新株予約権1個以上で当社取締役会が定める数の割合で、新株予約権を割り当てる。 
 

2.発行する新株予約権の総数 
割当期日の最終の当社普通株式の発行済株式総数（当社の保有する当社普通株式の数を控除

する。）と同数以上で当社取締役会が定める数とする。 
 

3.新株予約権の無償割当ての効力発生日 
本新株予約権無償割当て決議において定める日とする。 
 

4.新株予約権の目的である株式の種類及び数 
（1）新株予約権の目的である株式の種類 

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。 
（2）新株予約権の目的である株式の数 

新株予約権1個の目的である株式の数（以下「対象株式数」という。）は1株とする。ただ

し、第5項により、対象株式数が調整される場合には、新株予約権の目的である株式の総数

は調整後対象株式数に応じて調整される。 
 

5.新株予約権の目的である株式の数の調整 
（1）当社が、割当期日後、当社株式の分割若しくは併合又は合併若しくは会社分割等を行う場

合、それらの条件等を勘案し、適宜対象株式数の調整を行うものとする。 
（2）対象株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめその旨及びその事由、調整前の対象

株式数、調整後の対象株式数及びその適用の日その他必要な事項を各新株予約権者に書面に

より通知又は定款に定める方法により公告する。ただし、適用の日の前日までに前記の通知

又は公告を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。 
 

6.新株予約権の払込金額 
無償とする。 
 

7.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
新株予約権1個の行使に際して出資される財産（金銭とする。）の価額（以下「行使価額」

という。）は、1円とする。 
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8.新株予約権の行使期間 

割当期日から120日以内で、本新株予約権無償割当て決議において定める期間とする。ただ

し、第10項に基づき当社が新株予約権を取得する場合には、当社が当該取得を通知又は公告し

た日から当該取得日までの期間、新株予約権を行使することはできない。行使期間の最終日が

銀行営業日でない場合にはその翌銀行営業日を最終日とする。 
 

9.新株予約権の行使条件 
（1）本要項において、次の語句は、別段の定めのない限り以下に定める意味を有するものとす

る。 
①「特定株式保有者」とは、当社の株券等の取得（買付けその他の有償の譲受け及び金融商

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む。）の結果、 
ⅰ.当社の株券等の保有者が保有する当社の株券等に係る株券等保有割合の合計 
ⅱ.当社の株券等の当該公開買付者が所有し又は所有することとなる当社の株券等及び当該

公開買付者の特別関係者が所有し又は所有することとなる当社の株券等に係る株券等所有

割合の合計 
ⅲ.当社の株券等の特定の株主が、当社の他の株主（複数である場合を含む。以下本ⅲ.にお

いて同じ。）との間で当該他の株主が当該特定の株主の共同保有者に該当することとなる

ような合意その他の行為、又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

実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係を樹立する行為を

行っていると当社取締役会が判断した場合において、当該特定の株主が保有する当社の株

券等に係る株券等保有割合（当該特定の株主との間に、一方が他方を実質的に支配し若し

くは共同ないし協調して行動する関係を樹立している者を当該特定の株主の共同保有者と

みなして当該他の株主の保有する当社の株券等を加算した当社の株券等の数を基礎として

求められるものとする。）の合計 
のいずれかが、20％以上となる者をいう。 

②上記①ⅰ.において「株券等」とは、金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等を

いう。以下別段の定めがない限り同じ。上記①ⅱ.において「株券等」とは、金融商品取引

法第27条の2第1項に規定する株券等をいう。 
③「保有者」とは、金融商品取引法第27条の23第1項に規定する保有者をいい、同条第3項に

基づき保有者とみなされる者を含む。 
④「保有」とは、金融商品取引法第27条の23第4項に規定する保有をいう。 
⑤「株券等保有割合」とは、金融商品取引法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合を

いう。 
⑥「公開買付者」とは、金融商品取引法第27条の3第2項に規定する公開買付者をいう。 
⑦「所有」とは、金融商品取引法第27条の2第1項に規定する所有をいう。 
⑧「特別関係者」とは、金融商品取引法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいう。ただ

し、同項第1号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に



28 

 

関する内閣府令第3条第2項で定める者を除く。 
⑨「株券等所有割合」とは、金融商品取引法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をい

う。 
⑩「共同保有者」とは、金融商品取引法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同

条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。 
（2）以下に定める者は新株予約権を行使することができない。 

特定株式保有者、その共同保有者、若しくはその特別関係者又は特定株式保有者との間に

その一方が他方を実質的に支配する関係を樹立し、若しくは特定株式保有者と共同ないし協

調して行動する者と当社取締役会が判断した者（ただし、その者が当社の株券等を取得又は

保有することが当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を害しないと当社取

締役会が認めた者は、これに該当しないこととする。） 
（3）上記（2）の規定に従い、新株予約権者が新株予約権を行使することができない場合であ

っても、当社は、当該新株予約権者に対して、損害賠償責任その他の一切の責任を負わない

ものとする。 
（4）各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

 
10.当社による新株予約権の取得 

（1）当社は、新株予約権の無償割当ての効力発生日（ただし、当社取締役会がこれに代わる日

を定めたときは当該日）の翌日以降、本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が

定める期間中いつでも、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する

場合には、当社取締役会が定める日をもって、無償で新株予約権全部を取得することができ

る。 
（2）当社は、第8項の新株予約権の行使期間が終了する時までの間で当社取締役会が定める日

において、新株予約権1個につき対象株式数の当社普通株式と引換えに、第10項に従い新株

予約権を行使することができる者の新株予約権を取得することができる。 
 

11.新株予約権の行使又は当社による新株予約権の取得により新たに当社株式を取得した場合の

当該株主の株主総会における議決権行使 
当社が定める基準日後に、新株予約権の行使又は当社による新株予約権の取得によって、新

たに当社株式を取得した場合の当該株主は、株主総会において議決権を行使できるものとす

る。 
 

12.新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡により取得するには当社取締役会の承認を要するものとする。 
 

13.合併、会社分割、株式交換又は株式移転の場合における新株予約権の交付及びその条件 
本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が決定する。 
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14.新株予約権証券の不発行 
新株予約権証券は、発行しない。 

 
15.新株予約権の行使請求及び払込みの方法 

新株予約権を行使しようとするときは、所定の行使請求書（行使に係る新株予約権の内容及

び数、新株予約権を行使する日、当社株式の記録を行うための振替口座（特別口座を除く。）等

の必要事項並びに株主自身が新株予約権の行使条件を充足すること等についての表明保証条

項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式によるものとする。）に必要事項を記載し

てこれに記名捺印した上、必要に応じて別に定める新株予約権の行使に要する書類並びに会社

法、金融商品取引法及びその関連法規（日本証券業協会及び本邦金融商品取引所の定める規則

等を含む。）上その時々において要求されるその他の書類（以下「添付書類」という。）を第8
項に定める期間中に払込取扱場所に提出し、かつ、当該行使に係る新株予約権の行使価額全額

に相当する金銭を払込取扱場所に払い込むことにより行われるものとする。 
 

16.新株予約権行使の効力発生時期等 
新株予約権の行使の効力は、第15項の行使請求書及び添付書類が行使請求受付場所に到達し、

かつ行使に係る新株予約権の行使価額全額に相当する金銭が指定口座に入金された時に生じる

ものとする。 
 

17.法令の改正等 
新株予約権の無償割当て後、法令の制定、改正又は廃止により、本要項の条項に修正を加え

る必要が生じた場合においては、当該制定、改正又は廃止の趣旨及び文言を勘案の上、本要項

の条項を合理的に読み替えるものとする。 
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（ご参考） 
Ⅰ 平成 25 年 3 月末時点の当社株主の状況 
 

区 分 株式の状況（1 単元の株式数 1,000 株） 
単元未満 

株式の状況 

（株） 
 

政府及び

地方公共

団体 

金融機関 
金融商品

取引業者 

その他の

法人 

外国法人等 
個人 

その他 
計 

個人以外 個人 

株主数 

（人） 
― 21 40 126 45 12 13,242 13,486 ― 

所有株式数 

（単元） 
― 20,771 11,779 97,880 5,569 67 125,922 261,988 446,651 

所有株式数

の割合

（％） 

― 7.93 4.50 37.36 2.13 0.03 48.05 100.00 ― 

（注 1）自己株式 240,314 株は「個人その他」に 240 単元及び「単元未満株式の状況」に 314
株を含めて記載している。なお、自己株式の実保有高 240,314 株は、株主名簿記載上の

株式数と同一である。 
（注 2）その他の法人には株式会社フェイスが含まれており、同社の保有株式数 81,888 千株に

は、A 種優先株式 76,924 千株が含まれている。 
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Ⅱ 平成 25 年 3 月末時点の当社大株主（上位 10 名） 
 

株主名 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総

数に対する所

有株式数の割

合（％） 

株式会社フェイス 81,888 31.20 

株式会社第一興商 12,453 4.75 

日本証券金融株式会社 4,776 1.82 

三井住友信託銀行株式会社 2,500 0.95 

松井証券株式会社 1,972 0.75 

JPMCB NA ITS LOMDON CLIENTS AC MORGAN 
STANLEY AND CO INTERNATIONAL LIMITED 

1,939 0.74 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口 6） 1,734 0.66 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口 3） 1,631 0.62 

楽天証券株式会社 1,565 0.60 

富国生命保険相互会社 1,550 0.59 

 
（注）株式会社フェイスの所有株式数 81,888 千株には、A 種優先株式 76,924 千株が含まれてい

る。なお、当該 A 種優先株式の普通株式への転換期限は、平成 25 年 10 月 2 日である

が、普通株式へ転換された場合、同社の所有株式数は 89,710 千株（発行済株式総数に対

する所有株式数の割合 33.19％）となる。 
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Ⅲ 大量買付行為開始時のフローチャート 
 
 
 

 

大量買付者の出現 

取締役会 

 

独立委員会 

買付提案書受領 

情報が不十分 

追加情報提供の

要求 

十分な情報

を受領 

取締役会に対する 

情報提供の要求 

（原則 30日以内） 

 

独立委員会 

検討期間  

（60日+延長 30日） 

 買付等の内容の検討 

 買付者と取締役会の

経営方針等に関する

情報収集・検討 

 取締役会の提示する

代替案の検討等 

対抗措置 

不発動の決議 

（総会なし） 

 

対抗措置発動の決議 

株主総会 

対抗措置不発動 対抗措置発動（新株予約権無償割当等） 

総会開催 

否決 可決 

対抗措置発動の是非 

株主総会開催の是非 
勧告 

 独立委員会への情報提供 

 情報収集 

 代替案の検討 

 大量買付者との協議・交渉 

 外部専門家からの助言の取

得 

買付提案書、本必要情報の提出を要請 

十分な情報

を受領 

諮問 

情報

提供

要請 

対抗措置発動の是非の検討 

株主総会開催の検討 

対抗措置発動の決議 

（総会なし） 

 

 

独立委員会 

対抗措置発動の決議 

取締役会 

対抗措置発動の勧告 

本プランの手続きを

遵守しない場合 

本プランの手続きを

遵守する場合 

時間的な余裕

が無い場合 

 

勧告 


