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｢当社株式にかかる買収提案への対応方針｣(買収防衛策)の改定について 

 

 
 当社は、本日平成 19 年 2 月 28 日開催の当社取締役会において、当社の企業価値及び株主の皆様共

同の利益を確保し、向上させることを目的として、平成 17 年 5 月 18 日付けで公表致しました｢当社

株式にかかる買収提案への対応方針｣（以下｢17 年プラン｣といいます）について、その実質を維持し

つつ、これを会社法の制定等その後の状況も踏まえ、株主意思を更に重視する形で部分的に改定 （以

下｢本改定｣といい、本改定後の対応方針を｢本プラン｣といいます）することを決定致しましたので、

以下のとおり、お知らせ致します。 

 

 

 本改定につきましては、社外監査役を含む全ての監査役が、本プランの具体的運用が適正に行わ

れることを条件に、同意しております。また、本改定につきましては、本日開催の企業価値評価特別

委員会（以下｢特別委員会｣といいます） においても、現任委員の全員一致で承認されております。 

  なお、17 年プランでは導入時に第三者割当ての方式により新株予約権が発行されておりますが、本

プランは、導入時において新株予約権等の発行を伴うものではありません。17 年プランの下で発行さ

れた上記新株予約権については、本日付け｢新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ｣において別

途公表致しましたとおり、日興プリンシパル・インベストメンツ株式会社から有償で取得し消却致し

ます。 

 本改定は、本日以後効力を生ずるものとし、17 年プランは実質的に本プランに継承されます。但し、

本年 6 月に開催予定の当社定時株主総会1において本プランにつき株主の皆様のご承認が得られない

場合には、本プランは株主総会終了時点で将来に向けてその効力を失うことと致します。 

                                                        
1  万一、当該定時株主総会前に、本プランにもとづいて臨時株主総会が開催された場合には、当該臨時株主総会にお

いて、まず本プラン導入の是非につき株主の皆様にお諮りし、承認いただけた場合に限り、本プランにもとづく対

応措置発動の是非を株主の皆様にお諮りすることと致します。 
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 当社と致しましては、現時点において、本プラン所定の手続が開始される状況にあるとは認識して

おりません。また、平成 18 年 9 月 30 日現在における当社の大株主の状況は、別添資料１の｢大株主

の状況｣と題するご参考資料のとおりです。 

 

 以下では、別段の記載のない限り、17 年プランで定義された語句は 17 年プランにおいて定義され

たとおりの意味を有するものとし、主として 17 年プランからの変更点を中心に記載することと致し

ます。また、会社法、証券取引法並びにそれらに関する規則、政令、内閣府令及び省令等（以下、総

称して｢法令等｣といいます）に改正（法令名の変更や旧法令等を継承する新法令等の制定を含みます）

があり、これらが施行された場合には、本プランにおいて引用する法令等の各条項は、当社取締役会

が別途定める場合を除き、当該改正後のこれらの法令等の各条項又はこれらを実質的に継承する法令

等の各条項に、それぞれ読み替えられるものと致します。 

 

 

 

 

1. 本改定の目的及び必要性 

 

(1) 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との関係 

 

 平成 17 年 5 月 18 日付けの 17 年プランの公表の際にも述べておりますとおり、当社は、上

場企業として市場経済の発展に寄与すべき責務を負うと同時に、有限希少の電波を預かる放

送事業者として、高い公共的使命を与えられている企業であります。その企業としての性格

は、放送法の定めるところに従い当社が制定した｢ＴＢＳ放送基準｣の前文に、｢ＴＢＳは、放

送の社会的責任と公共的使命を認識し、メディアの特性を十分に活用して、文化の普及と向

上に努め、平和で民主的な世界、より良い社会環境、地球環境の実現と、公共の福祉に貢献

することを使命とする。ＴＢＳは、電波が国民のものであるという原則にもとづき、基本的

人権と世論を尊び、公正な立場を守り、自律を確保することによって、表現の自由を貫き、

広告、宣伝の社会的効用を高め、国民の期待と信頼にこたえる｣と掲げているとおりであり、

とりわけ災害・緊急時等には、わが国の基幹メディアとして、一瞬の遅滞も許されることな

く社会のライフラインの機能を果たすべき重大な役割を与えられております。 

 また、地上デジタル放送の本格化や多メディア時代を迎えて、放送事業は、番組製作・企

画開発力とその質の一層の向上を問われております。 

 これらの社会的使命、社会的役割を実現し、放送事業としての競争力の鍵である番組制作・

企画開発力とその質を絶えず向上させていく上で、従業員や関係職員等当社及び当社の子会

社が有する人材が重要な経営資源として位置づけられるのは勿論のこと、業務委託先や取引

先その他当社の番組やコンテンツを支える人々との長期の信頼関係も、経営資源として極め

て重要な役割を果たしており、これらは当社の企業価値の源泉を構成するものにほかなりま

せん。 
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 したがいまして、当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益を 大化していくためには、

中長期的な観点から、このような当社の企業価値を生み出す源泉を育て、強化していくこと

が も重要であって、当社の財務及び事業の方針は、このような認識を基礎として決定され

る必要があります。 

 以上のような観点から、当社と致しましては、本日、｢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の整備について｣において別途公表致しましたとおり、

取締役会決議をもって、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）を整理して確認したところでありますが、当社では、

その下で、17 年プランを、会社法及び会社法施行規則に従い、会社法施行規則第 127 条第 2

号ロ所定の｢基本方針に照らして不適切な者によって当該株式会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｣として新たに位置付け直した上で、会社法

施行後の法的環境や制度の変化等を踏まえ、株主意思を更に重視する形で部分的に改定する

ことに至ったものです。 

 

(2) プラン改定の必要性 

 

 上述のとおり、基本方針の整理・確認に関する決議は、会社法施行規則第 127 条の施行を契

機に今般新たになされたものではありますが、その内容自体は、17 年プラン導入時から一貫

して当社が掲げているものを同条の規定に即して改めて整理・確認したものであり、基本方

針に係る考え方に変化はございません。 

 しかしながら、17 年プランにもとづき日興プリンシパル・インベストメンツ株式会社に対し

て発行された新株予約権の行使期間が本年 6 月 30 日をもって満了することや、17 年プラン導

入後の法的環境の変化、とりわけ会社法の施行や証券取引法の全面改正（金融商品取引法への

改組）に照らして、当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益の 大化を達成するためには、

17 年プランの実質を維持しつつ、株主意思を更に重視する形で 17 年プランを整備することが

適切であると判断し、今回の部分改定に至りました。なお、かかる環境の変化を踏まえた対

応方針の見直しの可能性については、17 年プラン自体及びこれに関するご説明において既に

公表しているところです。 

 当社と致しましては、本改定それ自体につきましても、本プランにもとづく対応措置の発

動と同様に、株主総会を通じた株主の皆様の意思の確認手続を経ることと致しましたので、

本プランは、買収提案への対応策として、17 年プランの実質を維持しつつ、より高い透明性

及び合理性を有しているものと考えております。  

なお、当社は、楽天株式会社（以下｢楽天｣といいます）との間で、平成 17 年 11 月 30 日に

「『放送とインターネットの連携』を実現するために真摯に協議・検討を開始するものとし、

そのための『業務提携委員会』を発足させる｣ことなどを内容とする覚書を締結した上で、現

在に至るまで友好的に業務提携交渉を行ってまいりました。当社と致しましては、今後も楽

天との業務提携の交渉を継続してまいる所存であり、本改定はかかる当社の基本姿勢に何ら

影響を及ぼすものではありません。 



 4

2. 本プランの内容 

 

 本プランの内容は以下のとおりでありますが、会社法を始めとする企業法制、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｣(以下｢政府指針｣といいます)、並びに東京証券取引所が平成 18 年 3 月 7日に発表

した｢買収防衛策の導入に係る上場制度の整備等に伴う株券上場審査基準等の一部改正について｣

及び同取引所の諸規則等に則り、株主の権利内容やその行使、当社株式の市場への影響等について

十分な検討を重ねて整備したものです。当社と致しましては、その運用にあたっても慎重に配慮し

てまいります。 

 

 

(1) 本プランの概要 

 

(a) 本改定に関する株主意思の確認 

 本改定については、本日開催の当社取締役会において全員一致で承認され、また、17 年プ

ランで設置された特別委員会の現任委員の全員一致による承認を得ております。なお、社外

監査役を含む当社の全監査役も本プランの具体的運用が適正に行われることを条件に、本改定

に同意しております。本プランは本日以後効力を生ずることと致しますが、本年 6 月に予定さ

れております当社の定時株主総会において、出席した議決権を行使することができる株主の

議決権の過半数による承認が得られない場合には、本プランは当該株主総会の終了時をもっ

て将来に向けて効力を失います2。 

 

(b) 本プランの発動に係る手続の設定 

本プランは、買収者グループ（下記(2)(a)に定義されます）が現れた際に買収者グループに

事前の情報提供を求め、株主の皆様が適切な判断をするために十分な情報と時間を確保した上

で、当社経営陣が代替案等を提示し、交渉等を行うことにより、当社の企業価値及び株主の皆

様共同の利益の 大化の観点から買収者グループの買収提案を検討した上で、必要な場合にお

いて株主の皆様の意思を仰ぐための手続を定めております（下記｢(2) 本プランの発動に係る

手続｣をご参照下さい）。 

 

(c) 取得条項付新株予約権無償割当ての利用 

(i) 本プランにおいて定められた手続に従うことなく当社株券等の大規模買付行為等（下記

(2)(a)に定義されます）が行われた場合には、当社は、原則として、特別委員会の勧告にも

とづき、買収者グループによる権利行使は認められないとの行使条件の付された取得条項

付新株予約権（その主な内容につきましては、別紙１｢本新株予約権の無償割当ての概要｣を

ご参照下さい。以下｢本新株予約権｣といいます）を、当社取締役会が定める割当基準日にお

                                                        
2  上記脚注 1 もご参照下さい。 
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ける全ての当社の株主（当社自身を除く）に対して、新株予約権の無償割当ての方法によっ

て割り当てます。また、 

(ii) 対応措置の発動につき株主総会が承認した場合においても、同様にかかる本新株予約権を

当社の株主に対して割り当てます。 

 

本プランの発動時における上記本新株予約権の無償割当ては、下記(2)(d)乃至(f)の手順に従

って行います。なお、具体的な状況により、法令及び当社定款で認められたその他の対応措置

を用いることが適切と認められた場合には、当社は、特別委員会の勧告にもとづき、（必要な

場合には、株主総会の承認を経て、）その他の対応措置を必要かつ相当の範囲で講じることも

あります。 

 本新株予約権には、当該本新株予約権の取得の対価として、買収者グループ以外の株主に

ついては、当社議決権付普通株式を、買収者グループには、一定の行使条件の付された新株予

約権（但し、一定の条件の下に現金化等され得る）を、それぞれ交付するという内容の取得条

項を付することがあります。これにより、対応措置の相当性の観点から適切と考えられる場

合には、買収者グループの経済的利益の毀損をできる限り防止すると共に、当社の企業価値及

び株主の皆様共同の利益の 大化が図られるものと考えております。 

     当社は、今後上記本新株予約権の無償割当てを利用することとなる場合に備え、本日、発行

登録書を提出し、新株予約権の発行登録を行います。 

 

(d) 特別委員会の存続 

 17 年プランにもとづき設置された当社取締役会の諮問機関としての特別委員会は存続させ、

買収者グループの認定、本プランに従った対応措置の発動又は不発動等の判断、対応措置発動

の場合における留意事項や内容等に関して客観的な検討を行って、取締役会に対して勧告を行

うと共に、株主の皆様へは、必要な情報を開示して透明性を確保することとしております。す

なわち、下記(2)の対応が必要な局面において、特別委員会が招集されることとなります。 

 

(e) 監査役による手続過程の監督 

 当社は、17 年プランの導入以来、その運用の過程においては、当社監査役が、取締役会や

特別委員会に対して監督機能を果たすべきことと致しておりますが、本プランにおいても同様

と致します。 

 

 

 

(2) 本プランの発動に係る手続 

 

 本プランの具体的内容は以下のとおりです。なお、本プランに関する手続の流れにつきまし

ては、別紙２にその概要を図の形でまとめておりますので、併せてご参照下さい。 

 



 6

(a) 本プランの手続の対象となる行為 

 当社は、以下の①乃至③のいずれかに該当する行為 （以下｢大規模買付行為等｣といいます） 

が行われた場合を本プランの適用対象とし、これらの行為を行う方針を有する者（当該方針を

有するものと当社取締役会が特別委員会の勧告にもとづき合理的に判断した者を含み、当社取

締役会が予め承認をした場合を除きます） が現れた場合に、本プランに定めた手続を開始す

るものと致します。 

 大規模買付行為等に対する対応措置の内容は、下記(d)のとおりですが、本プランは、上記の

方針を有する者が現れた場合に当然にかかる対応措置を発動するものではなく、当該者に対し

てかかる対応措置を発動するか否かは、あくまで下記(b)、(c)及び(e)乃至(g)の手続に従って決

せられることとなります。 

 

① 当社が発行者である株券等3についての、買付け等の後における公開買付者グループ（注

1）の株券等所有割合の合計4が 20％以上となることを目的とする公開買付け5 

② 当社が発行者である株券等6についての、大規模買付者グループ（注 2）の、買付け等の

後における株券等保有割合7が 20％以上となるような買付け等 

③ 当社が発行者である株券等についての公開買付け又は買付け等の実施にかかわらず、大

規模買付者グループと、当該大規模買付者グループとの当社の株券等に係る株券等保有

割合の合計が 20％以上となるような当社の他の株主との間で、当該他の株主が当該大規

模買付者グループに属するいずれかの者の共同保有者8に該当するに至るような合意その

他の行為、又は当該大規模買付者グループの中核を成す当社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9を樹立する行為（注 3） 

 

 

 

                                                        
3  証券取引法第 27 条の 2 第 1 項に規定する株券等をいいます。 
4  証券取引法第 27 条の 2 第 8 項に規定する株券等所有割合につき、公開買付者及び特別関係者以外の公開買付者グル

ープに属する者を同項に規定する特別関係者とみなして算出される割合をいいます。以下本書において別段の定め

がない限り同じと致します。 
5  証券取引法第 27 条の 2 第 6 項に規定する公開買付けをいいます。以下本書において別段の定めがない限り同じと致

します。 
6  証券取引法第 27 条の 23 第 1 項に規定する株券等をいいます。以下本書において別段の定めがない限り同じと致し

ます。 
7  証券取引法第 27 の 23 第 4 項に規定する株券等保有割合につき、株券等の保有者及び共同保有者以外の大規模買付

者グループに属する者を同項に規定する共同保有者とみなして算出した割合をいいます。以下本書において別段の

定めがない限り同じと致します。 
8  証券取引法第 27 条の 23 第 5 項に定義される共同保有者をいいます。以下本書において同じと致します。 
9  このような関係が樹立されたか否かの判定は、新たな出資関係、取引ないし契約関係、役員兼任関係及び資金提供

関係等の形成や、当該大規模買付者グループの中核を成す当社の株主及び当該他の株主が当社に対して直接間接に

及ぼす影響等を基礎に行うものと致します。 
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（注 1） 

 ｢公開買付者グループ｣とは、公開買付者自身と、その特別関係者10、これらの者との

間にフィナンシャル・アドバイザリー契約を締結している投資銀行、証券会社その他の

金融機関その他公開買付者又は特別関係者と実質的利害を共通にしている者、公開買付

代理人、及びこれらの者が実質的に支配し又はこれらの者と共同ないし協調して行動す

る者として当社取締役会が特別委員会の勧告にもとづき合理的に認めた者を合わせたグ

ループをいいます。 

 

（注 2） 

 ｢大規模買付者グループ｣とは、当社が発行者である株券等の保有者11及びその共同保

有者12、これらの者との間にフィナンシャル・アドバイザリー契約を締結している投資銀

行、証券会社その他の金融機関その他当該保有者又は共同保有者と実質的利害を共通に

している者、並びにこれらの者が実質的に支配し又はこれらの者と共同ないし協調して

行動する者として当社取締役会が特別委員会の勧告にもとづき合理的に認めた者を合わ

せたグループをいいます。 

 

（注 3） 

 上記③所定の行為がなされたか否かの判定は、当社取締役会が特別委員会の勧告にも

とづき合理的に行うものと致します。また、当社取締役会は、当該③の要件に該当する

か否かの判定に必要と判断される範囲において、当社の株主に対して、下記(b)記載の情

報に準じた情報を提供していただくよう要請することがございますのでご承知おき下さ

い。 

 

 以下、公開買付者グループ及び大規模買付者グループと、上記③において定める｢他の株主｣

とを併せて、｢買収者グループ｣といいます。 

 

(b) 買収者グループに対する情報提供の要求等 

 大規模買付行為等を行う買収者グループは、当社取締役会が別途認めた場合を除いて、当

該大規模買付行為等の開始又は実行に先立ち、当社に対して、下記の各号に定める情報（以下

｢本必要情報｣といいます）とそれらに加えて、取締役会検討期間（下記(c)に定義されます）及

び当該期間における検討の結果下記(f)に従い当社取締役会が株主総会の招集を決議した場合

                                                        
10  証券取引法第 27 条の 2 第 7 項に規定する特別関係者をいいます（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含み

ます）。 
11  証券取引法第 27 条の 23 第 1 項に規定する保有者をいい、同条第 3 項により保有者とみなされる者を含みます（当

社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます）。以下本書において同じと致します。 
12  証券取引法第 27 条の 23 第 5 項に規定する共同保有者をいい、同条第 6 項により共同保有者とみなされる者を含み

ます（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます）。以下本書において同じと致します。 
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にはそのときからさらに 21 日間の待機期間13（以下｢待機期間｣といいます）において当社株券

等の買付け等を行わないこと、及び本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を記載

した書面（以下本必要情報と併せて｢買付意向説明書｣といいます）を提出していただきます。 

 特別委員会は、提出された情報が本必要情報として不十分であると判断した場合には、同

グループに対し、適宜回答期限（原則として 60 日と致します）を定めた上、追加的に情報を

提供するよう求めることがあります。 

 買付意向説明書の提出を当社取締役会が求めた場合、又は買付意向説明書が提出された場

合には、当社は、その旨及び当社取締役会が適切と判断する事項について、関係法令等及び

証券取引所規則に従って適時適切に開示致します。 

 
① 買収者グループの概要（具体的名称、主要な株主又は出資者、出資割合、財務内容並びに

役員の氏名及び略歴を含みます。なお、買収者グループがファンド又はその出資に係る事

業体である場合は、その主要な組合員、出資者（直接・間接を問いません）その他の構成

員並びに業務執行組合員及び投資に関する助言を継続的に行っている者に関する上記の

情報を含みます） 

② 大規模買付行為等の目的、方法及び内容（大規模買付行為等における対価の種類及び価額、

大規模買付行為等の時期、関連する取引の仕組み、大規模買付行為等の方法の適法性、大

規模買付行為等及び関連する取引の実現可能性、大規模買付行為等の完了後に当社株券等

が上場廃止となる見込みがある場合にはその旨及びその理由を含みます。なお、大規模買

付行為等の方法の適法性については弁護士による意見書を併せて提出していただきます） 

③ 大規模買付行為等を行うに際しての第三者との間における意思連絡（当社に対して重要提

案行為等（証券取引法第 27 条の 26 第 1 項に規定される重要提案行為等をいいます）を行

うことに関する意思連絡を含みます。以下同じ）の有無並びに意思連絡が存する場合には

その相手方名及びその概要、並びに当該意思連絡の具体的な態様及び内容 

④ 大規模買付行為等に係る買付けの対価の算定根拠及びその算定経緯（算定の前提となる事

実・仮定、算定方法、算定に用いた数値情報並びに大規模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又は内容(そのうち少数株主に対して分配される

シナジーの額又は内容を含みます)及びその算定根拠を含みます） 

⑤ 大規模買付行為等に係る買付けのための資金の裏付け（当該資金の提供者（実質的提供者 

（直接・間接を問いません）を含みます）の具体的名称、その概要、調達方法、資金提供

が実行されるための条件（担保提供の状況及びその予定の有無を含みます）、資金提供後

の誓約事項の有無及び内容並びに関連する具体的取引の内容を含みます） 

⑥ 大規模買付行為等の完了後に意図されている当社及び当社グループの経営方針、事業計画、

財務計画、資金計画、投資計画、資本政策、配当政策及び番組編成方針等（大規模買付行

為等の完了後における当社資産の売却、担保提供その他の処分に関する計画を含みます）

                                                        
13  株主の皆様の意思を確認する必要から、特別委員会の同意の下に、臨時株主総会を開催するための招集通知発送作

業の事務負担やその他の物理的事情等を勘案して、合理的な範囲内でこの待機期間を延長することがあります。以

下本書において別段の記載がない限り同じと致します。 
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その他大規模買付行為等の完了後における当社及び当社グループの役員、従業員、取引先、

顧客、業務提携先その他の当社に係る利害関係者の処遇方針 
⑦ 反社会的勢力ないしテロ関連組織との関連性の有無（直接・間接を問いません）及びこれ

らに対する対処方針 
⑧ 当社の放送局としての公共的使命に対する考え方（放送法第 1 条、第 3 条、第 3 条の 2 等

に定める事項に関する考え方を含みます） 
⑨ その他当社取締役会又は特別委員会が合理的に必要と判断する情報 

 

 

(c) 取締役会及び特別委員会による検討等 

 当社取締役会及び特別委員会は、買収者グループが開示した大規模買付行為等の内容に応

じた下記①又は②の期間（買付意向説明書及び本必要情報の提供が完了したと当社取締役会又

は特別委員会が判断した旨を当社が関係法令等及び証券取引所の規則に従って開示した日か

ら起算されるものと致します）を、当社取締役会による評価、検討、意見形成、代替案立案及

び買収者グループとの交渉のための期間（以下｢取締役会評価期間｣といいます）として設定致

します。 

 なお、かかる取締役会評価期間は、当社における事業内容の評価・検討の困難さや、意見

形成、代替案立案等の難易度などを勘案して設定されたものです。 

 
① 対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社の全ての株券等の買付けが行われ

る場合：60 日間（初日不算入） 

② 上記①を除く大規模買付行為が行われる場合：90 日間（初日不算入） 

 

 当社取締役会は、取締役会評価期間内において、買収者グループから提供された本必要情

報にもとづき、当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益の 大化の観点から、買収者グル

ープの大規模買付行為等に関する提案等の評価、検討、意見形成、代替案立案及び買収者グ

ループとの交渉を行うものと致します。 

 その際、当社取締役会は、必要に応じて、当社取締役会から独立した第三者的立場にある

専門家（フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士等）の助言を得るものと致し

ます。 

 また、特別委員会も上記と並行して買収者グループからの提案等の評価及び検討等を行い

ますが、特別委員会がかかる評価及び検討等を行うに当たっては、必要に応じて、当社取締

役会から独立した第三者的立場にある専門家（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ものと致します。なお、かかる費用は当社が負担す

るものと致します。 

 特別委員会が取締役会評価期間内に下記(d)記載の勧告を行うに至らないこと等の理由によ

り、当社取締役会が取締役会評価期間内に対応措置の発動若しくは不発動の決議又は株主総

会の招集の決議に至らないことにつき、やむを得ない事情がある場合において、当社取締役
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会は、特別委員会の勧告にもとづき、必要な範囲内で取締役会評価期間を 大 30 日間（初日

不算入）延長することができるものと致します（なお、更なる期間の延長を行う場合におい

ても同様と致します）。 

 当社取締役会が取締役会評価期間の延長を決議した場合、当該決議された具体的期間及び

その具体的期間が必要とされる理由を関係法令等及び証券取引所規則に従って適時適切に開

示致します。 

 また、特別委員会は、買収者グループが本プランに定められた手続に従うことなく大規模

買付行為等を開始したものと認める場合には、引き続き本必要情報の提出を求めて同グルー

プと協議・交渉等を行うべき特段の事情がある場合を除き、当社取締役会に対して、本新株

予約権の無償割当て等の下記(d)で定める所要の対応措置を発動することを勧告できるものと

致します。この場合、当社取締役会は、取締役としての善管注意義務に明らかに反する特段

の事情がない限り、特別委員会の上記勧告を 大限尊重の上、本新株予約権の無償割当て等

の下記(d)で定める所要の対応措置を発動することと致します。 

 
(d) 対応措置の具体的内容 

 当社が本プランにもとづき発動する大規模買付行為等に対する対応措置は、原則として、

本新株予約権の無償割当てによるものと致します。但し、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応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

対応措置が用いられることもあるものと致します。 

 大規模買付行為等に対する対応措置として本新株予約権の無償割当てをする場合の概要

は、別紙１に記載のとおりですが、実際に本新株予約権の無償割当てをする場合には、 

(i) 例外事由該当者（別紙１の 6.において定義されます）による権利行使は認められないとの

条件や、 

(ii) 新株予約権者が例外事由該当者に当たるか否かにより異なる対価で当社がその本新株予

約権を取得できる旨を定めた取得条項（例外事由該当者以外の新株予約権者が保有する本

新株予約権については、これを当社がその普通株式と引換えに取得する一方、例外事由該

当者に該当する新株予約権者が保有する本新株予約権については、当社が適当と認める場

合には、これを本新株予約権に代わる新たな新株予約権その他の財産と引換えに取得する

ことができる旨を定めた条項）、又は  

(iii) 当社が本新株予約権の一部を取得することとするときに、例外事由該当者以外の新株予約

権者が所有する本新株予約権のみを取得することができる旨を定めた取得条項 

など、大規模買付行為等に対する対応措置としての効果を勘案した行使期間、行使条件、取得

条項等を設けることがあり得ます。 

  

なお、 別紙１においても記載致しましたとおり、本新株予約権の無償割当ての割当基準日

は、上記(a)柱書所定の事由又は本プランの手続に従わずに大規模買付行為等が開始された日

以後の日となりますので、いわゆる平時において本新株予約権の無償割当てが実施されるこ

とはありません。また、当社取締役会が割当基準日を定めるに当たっては、原則として上記
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株主総会の会日の後の日とすることとし、関係機関と協議の上、株主の皆様に不測の損害が及

ばないよう配慮して、これを決定することと致します。 

 

(e) 対応措置の不発動の勧告 

 特別委員会は、買収者グループによる大規模買付行為等ないしその提案内容の検討と、同

グループとの協議・交渉等の結果、同委員会の現任委員の全員一致によって、当社ガイドラ

イン（その内容につきましては、別添資料２として｢ガイドライン・骨子｣（平成 17 年プラン

に関する平成 17 年 5 月 18 日付発表文の別紙Ⅱ－２に同じ）を添付いたしましたのでご参照下

さい） に照らし、買収者グループが総体として濫用的買収者に該当しないと判断した場合に

は、取締役会検討期間の終了の有無を問わず、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償

割当て等の対応措置を発動すべきでない旨の勧告を行います。 

 但し、特別委員会は、一旦対応措置の不発動の勧告をした後も、当該勧告の判断の前提と

なった事実関係等に変動が生じた場合には、当該勧告を撤回して、再度異なる勧告をするこ

とができます。 

 本新株予約権の無償割当てその他の対応措置について、特別委員会から不発動の勧告がな

された場合には、当社取締役会は、取締役としての善管注意義務に明らかに反する特段の事

情がない限り、当該勧告に従って、本新株予約権の無償割当てその他の対応措置を発動しな

い旨の決議を行うものと致します。 

 

(f) 株主総会の開催 

 特別委員会は、買収者グループによる大規模買付行為等ないしその提案の内容の検討、同

グループとの協議・交渉等の結果、同委員会がその現任委員の全員一致により上記(e)の勧告

を行うべき旨の判断に至らなかった場合には、本新株予約権の無償割当ての実施及びその取

得条項の発動その他の対応措置の発動につき株主総会に諮るべきである旨を当社取締役会に

勧告するものと致します。その場合、当社取締役会は、本新株予約権の無償割当てを行うこと

及びその取得条項の発動その他の対応措置の発動についての承認を議案とする株主総会の招

集手続を速やかに実施するものと致します。 

 その際、当社取締役会は、本必要情報の概要、買付意向説明書に関する当社取締役会の意

見及び特別委員会の勧告等の内容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

かに関係法令等及び証券取引所規則に従って適時適切に開示致します。 

 なお、株主総会開催の前提として、当社取締役会は、買収者グループから十分な情報を受

領後速やかに、当該株主総会において議決権を行使できる株主を確定するための基準日（以下

｢承認総会議決権基準日｣といいます）を定め、当該基準日の 2 週間前までに公告を行うものと

致します。当該株主総会において議決権を行使することのできる株主は、承認総会議決権基準

日における 終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主と致します。 

 当該株主総会の決議は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数に

よって決するものと致します。当該株主総会の結果は、その決議後速やかに開示するものと致

します。 
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(g) 取締役会の決議 

 当社取締役会は、取締役としての善管注意義務に明らかに反する特段の事情がない限り特

別委員会の勧告（上記(c)にもとづく対応措置発動の勧告又は上記(e)にもとづく対応措置不発動

の勧告）を 大限尊重し、又は上記株主総会の決議に従って、本新株予約権の無償割当て及び

その取得条項の発動その他の対応措置の発動又は不発動に関する会社法上の機関としての決

議を本プラン所定の手続に従って遅滞なく行うものと致します。 

 当社取締役会は、上記決議を行った場合には、上記決議の概要とその他当社取締役会が適

切と判断する事項について、関係法令等及び証券取引所規則に従って適時適切に開示致しま

す。 

なお、買収者グループは、当社取締役会が本プラン所定の手続に従って（すなわち、特別

委員会の上記(e)にもとづく対応措置不発動の勧告にもとづき、又は上記(f)にもとづく株主総

会における対応措置発動の決議が得られなかったことを受けて）本新株予約権の無償割当てそ

の他の対応措置を発動しない旨の決議を行った後でなければ、大規模買付行為等を実行して

はならないものとさせて頂きます。 

 

 

(3) 本プランの有効期間、廃止及び変更 

 

 本プランは、平成 22 年 4 月以降 初に開催される定時株主総会において本プランを廃止す

る旨の決議がなされない限り、更に 3 年間自動的に更新されるものとし、その後も同様と致し

ます。但し、有効期間内であっても当社取締役会若しくは当社株主総会において本プランを

廃止する旨の決議がなされた場合又は特別委員会が全員一致で本プランを廃止する旨決議し

た場合には、本プランはその時点で廃止されるものと致します。 

 また、当社取締役会は、有効期間の満了前であっても、特別委員会の現任委員の過半数か

つ外部有識者委員の過半数の同意による承認を得た上で、本プランを株主総会の承認の範囲

内で修正し又は変更する場合があります。 
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3. 本プランの合理性 

 

(1) 政府指針、証券取引所の諸規則に則っていること 

 

 本プランは、政府指針の定める三原則を充足しております。また、本改定にあたっては、東

京証券取引所が平成 18 年 3 月 7 日発表した｢買収防衛策の導入に係る上場制度の整備等に伴う

株券上場審査基準等の一部改正について｣及びこれに伴って改正された同取引所の諸規則に則

っております。 

 

(2) 株主の皆様の意思を直接確認する手続であること 

 

 本プランは、買収者グループが本プランに定められた手続きに従うことなく大規模買付行

為等を開始した状況下で特別委員会が本新株予約権の無償割当てその他の対応措置の発動を

勧告する場合、及び特別委員会がかかる対応措置の不発動の勧告をする場合を除き、買収者グ

ループによる大規模買付行為等に対する本新株予約権の無償割当て等の対応措置発動の是非

について株主総会を開催することによって、株主の皆様の意思を直接確認することを内容と

しております。 

 

(3) 本プランが 1 回の株主総会決議を通じて廃止可能であること 

 

 当社取締役の任期は 1 年であり、1 回の株主総会における通常決議における取締役の選解任

を通じた取締役会の決議又は株主総会における本プラン廃止の通常決議を通じて、取締役会

決議により本プランを廃止することが可能です。この点においても株主の皆様の意思が反映

されることとなっております。 

 

(4) 特別委員会の判断の重視 

 

 本プランでは、本新株予約権の無償割当てその他の対応措置の発動又は不発動等について、

当社の業務執行を行わず独立性を有している社外役員及び外部有識者から構成される特別委

員会が勧告を行うこととされております。 

 そして、本新株予約権の無償割当てその他の対応措置について、特別委員会から不発動の勧

告がなされた場合には、当社取締役会は、取締役としての善管注意義務に明らかに反する特

段の事情がない限り、当該勧告に従って、本新株予約権の無償割当てその他の対応措置を発

動しない旨の決議を行うものとされております。 
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4. 株主の皆様等への影響 

 

(1) 本改定時に株主及び投資家の皆様に与える影響 

 

 本プランの改定時点においては、本新株予約権の発行等は行われませんので、株主や投資家

の皆様の権利に影響が生じることはありません。 

 

(2) 取締役会検討期間中に株主及び投資家の皆様に与える影響 

 

 取締役会検討期間における事前対応において、当社が買収者グループから提供を受け、ま

た自ら収集した資料等及びこれらにもとづく当社の意見ないし判断については、必要かつ適

切な範囲で株主及び投資家の皆様に適宜開示致します。さらに、当社による代替案がある場

合には、これを提示することと致します。当社は、事前対応を、株主及び投資家の皆様のご

判断のために必要となる重要な情報開示の機会ととらえております。 

 

(3) 本新株予約権の無償割当てに伴い株主及び投資家の皆様に与える影響 

 

 本プランにおいて想定されている対応措置の仕組み上、本新株予約権の無償割当て時におい

ては、当社の株主の皆様が保有する当社株式 1 株当たりの価値の希釈化は生じますが、保有す

る当社株式全体の価値の希釈化は生じないことから、株主及び投資家の皆様の法的権利及び経

済的利益に対して直接的具体的な影響を与えることは想定しておりません。 

 但し、例外事由該当者については、対応措置が発動された場合、結果的に、法的権利及び経

済的利益に何らかの影響が生じる可能性があります。 

 当社と致しましては、本プランにもとづき対応措置を発動するに際しては、関係法令等及び

関係する証券取引所の規則に従って適時適切に開示を行うとともに、株主及び投資家の皆様に

不測の損害又は不利益が生じないよう十分に配慮し、適切に対処致します。 

 また、対応措置としての本新株予約権の無償割当ての決議及び本新株予約権の無償割当てに

かかる権利落ち後においては、株主及び投資家の皆様に不測の損害又は不利益が生じないよ

う、本新株予約権の無償割当ての中止、又は無償割当てされた本新株予約権の無償取得は行わ

ないものとします。 

 本新株予約権の無償割当ての手続や、無償割当てがなされた本新株予約権の行使及びその取

得について、株主の皆様に関わる手続は、次のとおりです。 

 

(a) 本新株予約権の無償割当ての手続及び名義書換手続 

 当社取締役会において、本新株予約権の無償割当ての決議を行った場合には、当社取締役

会は、当該決議において無償割当ての基準日等を定め公表致します。本新株予約権の無償割

当てにより、無償割当ての基準日時点における当社の 終の株主名簿又は実質株主名簿に記

載又は記録された株主の皆様（以下｢割当対象株主｣といいます）に対して、その有する当社株
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式 1 株につき 1 個の本新株予約権が無償にて割り当てられます。 

 したがいまして、株主の皆様におかれては、当社が上記の公表に際してご案内する内容に

従い、無償割当ての基準日までに名義書換手続をしていただく必要があります（証券保管振替

機構に対する預託を行っている株券については、名義書換手続は不要です）。 

なお、割当対象株主の皆様は、当然に本新株予約権に係る新株予約権者となるため、申込

みの手続等は不要です。 

 

(b) 本新株予約権の行使手続 

当社は、本新株予約権の無償割当てを実施する場合、割当対象株主の皆様に対し、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等の必

要事項並びに株主の皆様ご自身が本新株予約権の行使条件を充足する者であること等につい

ての表明保証事項、補償条項その他の誓約文言を含む当社指定の書式によるものと致します）

と新株予約権の権利行使に必要な書類その他を送付致します。 

株主の皆様におかれましては、本新株予約権の行使期間内に、これらの必要書類をご提出

の上、原則として本新株予約権 1 個あたり 1 円を下限として当社取締役会が本新株予約権の無

償割当ての決議において定める行使価額に相当する金銭を払込取扱場所に払い込んでいただ

くことにより、1 個の本新株予約権につき 1 株以内の当社が別途定める数の当社株式が発行さ

れることになります。 

 

(c) 当社による本新株予約権の取得手続 

 割当てられた本新株予約権に取得条項を付した場合、当社は、法定の手続に従い、当該取

得事由の発生をもって、本新株予約権を取得することがあります。この場合には、株主の皆

様は、本新株予約権の行使手続をとっていただくことなく、1 個の本新株予約権につき原則と

して1株以内の当社が別途定める数の当社株式の交付を受けることになります。なお、この場

合、かかる株主の皆様には、別途ご自身が本新株予約権の行使条件を充足する者であること

等についての表明保証事項、補償条項その他の誓約文言を含む当社指定の書式による誓約書

をご提出いただく場合があります。 

 

 

 

5. その他 

 

 当社は、本プランにかかる手続の過程において適時適切に開示を行ってまいりますが、株主の

皆様におかれましては、当社株式に関する買収提案等が行われた場合は、その動向把握に努めら

れますようお願い申し上げます。 

 

 

以 上 
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 別紙１ 

 

 
本新株予約権の無償割当ての概要 

 

（注）：用語の定義は、いずれも本プランの本文の定義するところによる。 

 

1. 割当対象株主 

取締役会で定める基準日（本文 2．(2)(a)柱書所定の事由発生後の日とされる）における 終の株主

名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、その所有株式（但し、当社の有する当社普通

株式を除く）1 株につき 1 個の割合で新株予約権の無償割当てをする。 

 

2. 新株予約権の目的である株式の種類及び数 

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の行使により交付される当社普

通株式は 1 株以内で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 

取締役会において別途定める。 

 

4 株主に割り当てる新株予約権の総数 

割り当てる本新株予約権の総数は、無償割当基準日における 終の発行済株式総数（但し当社の有す

る普通株式の数を除く）を上限として取締役会の定める数とする。 

 

5. 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される財産

の当社普通株式 1 株当たりの価額は金 1 円以上とする。 

 

6. 新株予約権の行使条件 

新株予約権の行使条件は取締役会において定めるものとする（なお、買収者グループに属する者であ

って取締役会が所定の手続に従って定めた者（以下｢例外事由該当者｣という）による権利行使は認めら

れないとの行使条件を付すこともあり得る）。 

 

7. 当社による新株予約権の取得 

(1)  当社は、取締役会において定める一定の事由が生じること又は一定の日が到来することのいずれ

かを条件として、新株予約権の全部又は例外事由該当者以外の新株予約権者が所有する新株予約権

についてのみを取得することができる旨の取得条項を取締役会決議により付すことがあり得る。 

(2)  前項の取得条項を付す場合には、例外事由該当者以外の新株予約権者が所有する新株予約権を取

得するときは、これと引換えに、当該新株予約権者に対して当該新株予約権 1 個につき１株以内で
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取締役会が予め定める数の当社普通株式を交付するものとする。他方、例外事由該当者に当たる新

株予約権者が所有する新株予約権を取得するときは、これと引換えに、当該新株予約権者に対して

当該新株予約権 1 個につき当該新株予約権に代わる新たな新株予約権又はその他の財産を交付する

ものとすることがあり得る。 

 

(3)  上記(1)の取得条項にもとづく新株予約権の取得により、例外事由該当者に当たらない外国人等

（放送法第 52 条の 8 第 1 項柱書に規定する外国人等をいう）が当会社の総議決権の 20％以上を保

有することとなる場合には、当該外国人等に取得の対価として付与される当社普通株式のうち、当

社の総議決権の 20％以上に相当するものについては、株式に代えて上記新株予約権 1 個につき当該

新株予約権に代わる新たな新株予約権又はその他の財産を、それぞれの外国人等の持株割合に按分

比例して交付するものとする。 

 

8. 新株予約権の行使期間等 

新株予約権の行使期間その他必要な事項については、取締役会において別途定め公表するものとす

る。 

 

9. 新株予約権証券の不発行 

本新株予約権に係る新株予約権証券は発行しないものとする。但し、新株予約権者から請求があった

場合は、この限りでない。 
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別紙２ 

 
本対応方針の手続に関する流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原則として                               原則として    

 

 

 

       発動否決                 発動承認 

 

 

 

 

※ 原則として取得条項付新株予約権の無償割当て 

 

◎  この図は、本プランに対するご理解の一助としてお使いいただくことのみを目的として作成され

ております。本プランの詳細については本文をご参照下さい。 

買収者グループの出現 

買付意向説明書(本必要情報を含む)の提出 

本方針を無視した大規模買付行為実行 

・当社取締役会による評価、検討、代替案立案 

・特別委員会による評価、検討 

取締役会評価期間(原則 60 日又は 90 日) 

特別委員会による 
不発動の勧告 

株主総会の開催 

対応措置の不発動 

【取締役会で不発動を決議】 

対応措置の発動 ※ 

【取締役会で発動を決議】 

特別委員会による 
発動の勧告 

待機期間(21 日)

期間不遵守 

期
間
不
遵
守 

 

買付意向説明書の不提出 

特別委員会が不発動の 
勧告に至らない 
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別添資料１ 

 
大株主の状況(平成 18 年 9 月 30 日現在) 

 

1 みずほ信託銀行株式会社有価証券管理信託楽天口 17,258,804 株 9.07% 

2 楽天メディア・インベストメント株式会社 16,715,700 株 8.78% 

3 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 10,053,700 株 5.28% 

4 
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信

託口・株式会社電通口) 
9,310,500 株 4.89% 

5 日本生命保険相互会社 7,821,735 株 4.11% 

6 株式会社三井住友銀行 5,745,267 株 3.02% 

7 株式会社毎日放送 5,362,000 株 2.81% 

8 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 5,358,800 株 2.81% 

9 三井物産株式会社 4,288,000 株 2.25% 

10 株式会社ビックカメラ 3,810,000 株 2.00% 
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別添資料２ 

（平成 17 年プランに関する平成 17 年 5 月 18 日付発表文の別紙Ⅱ－２） 

 

 
ガイドライン・骨子 

 

1. 事前対応 

 当社に対する買収者又は買収提案者（以下｢買収提案者｣と総称する）が出現した場合、当社取締

役会は、必要に応じその者が濫用的買収者に該当するか否か、適切な代替案は何かにつき検討およ

び判断を行うものとする。当社取締役会は、買収提案者に対し、かかる検討および判断に際して必

要となる資料および情報の提供ならびに検討期間の付与を要請するものとする。 

 

2. 濫用的買収者か否かの検討 

(1)  当社取締役会は、事前対応、各プラン発動の是非等の検討の過程で買収提案者が下記 3．に

定める濫用的買収者に該当するか否か、および代替案を検討するに際しては、①買収提案者の

属性、②買収提案者が提案する事業計画・経営方針の内容、③買収提案者による株式取得の目

的および想定する株式取得方法、④対価の算定根拠および買付資金の裏付け、⑤買収提案者に

対する資金の供与者の属性、⑥従前の交渉状況、⑦当該買収又は買収提案者が提案する事業計

画等が当社および当社株式に与える影響、⑧買収提案者の有する放送局としての公共性につい

ての考え方（放送法第 1 条、第 3 条、第 3 条の 2 等に定める事項に関する考え方を含むが、こ

れらに限られない）、⑨従業員の処遇等を含む各観点から検討を行うものとする。 

(2)  当社取締役会が、上記検討を行うに際しては、特別委員会への諮問および同委員会からの勧

告を経なければならない。当社代表取締役は、事前対応の開始を決定した場合および検討開始

事由が発生した場合は、特別委員会を招集し必要事項を諮問に付さなければならない。 

 

3. 濫用的買収者 

 当社は、当社企業価値を毀損又は減殺する買収行為を行う者であって、原則として次の各類型に

該当しうる買収提案者を、濫用的買収者と位置付け、これらに対し本ガイドラインの定めるところ

に従い必要かつ相当の範囲での対応策を講じることとする。 

 

① 真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、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株式の買収を行っている場合（いわゆるグリーンメイラー）ないし当

社株式の取得目的が主として短期の利鞘の稼得にある場合。 

② 当社の会社経営への参加の目的が、主として当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウお

よびコンテンツ等の権益、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を当該買収提案者又はそのグル

ープ会社等に移譲させることにある場合。 

③ 会社経営を支配した後に、当社の資産を当該買収提案者又は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、当社の株式の取得を行っている場合。 
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④ 当社の会社経営への参加の目的が、主として当社の保有する放送設備の全部又は一部の譲渡、

賃貸、担保供与その他の処分にある場合。 

⑤ 当社の会社経営への参加の目的が、主として、会社経営を一時的に支配して、当社の事業に当

面関係していない不動産、有価証券等の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株式の

高価売り抜けをする点にある場合。 

⑥ 当社の会社経営への参加の目的が、主として、当社の報道内容に影響を与えること、その他報

道機関である当社のブランドを利用して世論等に影響を与えること等にある場合など、当該買

収提案者が当社の経営に参加することが、当社の放送事業者としての公共的使命に照らし不適

切であると判断される場合。 

⑦ その他当社の企業価値の維持・向上を妨げるおそれのある者又は放送事業者としての公正性な

いし中立性確保の観点から問題があると疑われる者による買収である場合。 

 

4． 適時開示 

 当社取締役会は、事前対応の開始、検討開始事由の充足および各プラン発動の有無等について、

適時かつ適切に開示を行うものとする。また、当社株式にかかる買収提案への対応方針および対応

策につき、新会社法の整備・施行、東京証券取引所の諸規則等の改正、およびこの方面での社会的

なコンセンサスやルールの動向により、所要の変更・見直しを行った場合は、その旨および内容に

つき、適時かつ適切に開示を行うものとする。 

 

以 上 

 

 


