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当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の基本方針について 

 
 当社は、平成 19 年 5 月 31 日開催の取締役会において、平成 19 年 6 月 23 日に開催され

る当社定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）において、当社株式の大量取

得行為に関する対応策（買収防衛策）の基本方針について株主総会の決議により決定する

ことができることを内容とする定款変更議案を付議し、当該定款変更議案が承認されるこ

とを条件として、下記の当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の基本方

針（以下「本基本方針」といいます。）の決定の議案を本定時株主総会に付議することを決

定いたしましたので、お知らせいたします。 
 なお、定款変更の目的、内容等については本日付「定款一部変更に関するお知らせ(追加)」
をご参照ください。 
 

記 
 
Ⅰ. 基本方針策定の目的 
 当社は、昭和 47 年の創業以来一貫して、業界の皆様とユーザーの皆様の間をつなぎ、レ

ジャー・エンタテインメントを楽しむための「情報」「サービス」を様々な形で提供するこ

とで、ひとりひとりの生き生きとした生活をサポートして参りました。 
当社は、情報誌「ぴあ」の創刊を“第一の創業”、「チケットぴあ」のスタートを“第二

の創業”、そして「感動のライフライン」を構築するために始動した東京証券取引所への上

場を“第三の創業”と位置付け、ぴあグループの新たなステージ展開を適宜図ってきてお

ります。 
特に、平成 15 年 10 月にインターネットをベースに携帯電話等も活用した「電子チケッ

トぴあ」事業戦略をスタートさせ、その広範な普及と新たなライフスタイルの創出に呼応

した様々なサービス展開による事業拡大に注力し、同事業は、現状 320 万人を超えるユー
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ザー会員を集めるなど順調な定着、拡大をみております。 
業績面では、上記の「電子チケットぴあ」への先行投資と既存事業のリストラクチャリ

ング等から、過去 2 期連続赤字となりましたが、昨年度平成 18 年度には連単 終損益の黒

字化を着実に実現し、黒字収益基調が確認されつつある状況下、後述いたしますように中

期的な成長と収益向上に向けての安定的経営基盤の確立を目指し、経営努力に邁進してお

ります。 
一方、この間こうした長年の経営努力の積み重ねと商品･サービスのイノベーションによ

ってレジャー・エンタテインメント業界での幅広いネットワークやサービスインフラを構

築し、業界及びユーザーに対して高い信頼を獲得したコーポレートブランドとしての「ぴ

あブランド」が形成されてきております。 
そして、こうした「ぴあブランド」の更なる強化を図るべく CSR の強化（昨年 5 月には

グループ企業横断的な CSR 委員会を設立）や若いチャレンジングな活動を様々な形で応援

する社会貢献（若い有望な映画監督の登竜門ともいえるぴあフィルムフェスティバル

（PFF）は、来年で 30 回を迎えます。）等にも積極的に取り組んでおります。 
このように，当社の企業価値の源泉は、①チケット流通とエンタテインメント情報メデ

ィアを車の両輪として、ユーザーとエンタテインメント業界双方にソリューションを提供

するというユニークなビジネスモデルの確立と不断の楽しさあふれる商品・サービス提供、

②エンタテインメント業界における広範囲な企業連携及び人的ネットワークの構築、③各

種レジャー・エンタテインメント情報をユーザーの目線で編集、企画、広告等を行うこと

ができるノウハウ等の蓄積、④企業理念（「ひとりひとりが生き生きと」）をベースとした

PIA IDENTITY（平成 10 年策定）に基づく経営革新努力、等の相乗効果による「ぴあブラ

ンド」の構築とこのようなブランドバリューの 大限の活用にあると認識しております。 
当社グループとしましては、このような「ぴあブランド」の更なる強化、進化を通じな

がら、ぴあの企業理念である「ひとりひとりが生き生きと」が広範に実現する豊かな社会

の発展に貢献して参りたいと考えております。 
 
この間、当社は当社グループの企業価値、株主共同の利益の向上に向けた各種取組みを進

めております。即ち、上場以来、ぴあファンの方々に当社株主になって頂くことを念頭に、

個人株主の形成に向けた様々な施策（株主優待の充実、株主アンケート等）に取組み、高

い個人株主比率を実現しております。 
また、昨年 8 月には、ぴあグループトータルの企業価値向上を総合的に検討していくた

めに、社外の有識者による企業価値向上委員会を設立し、様々な角度からの議論を積み重

ねて参りました。 
そうした中で、本年度（平成 20 年 3 月期）においては、創業 35 周年を迎えるに当たり、

当社グループの「新たな飛躍と変革」を目指し、中期的企業価値向上に資する 3 年後の連

結財務目標達成に向けて更なる経営努力を続けます。 
即ち、以下の事業展開によって、3 年後の平成 22 年 3 月期には、当社グループでの連
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結売上高 1,200 億円（平成 19 年 3 月期実績 1,000 億円）、ROE15％以上（平成 19 年 3
月期 4.6％）、配当 15 円復配（平成 19 年 3 月期無配）の連結財務目標の実現を目指しま

す。 
具体的には、 

① 既存のチケット事業では、業界内での圧倒的なポジションの獲得と 320 万人を超え着

実に増加している＠ぴあ会員等の方々への幅広いサービスの提供を図り、成長と収益

拡大を目指します。 
② 出版・情報サービス他事業においては、大きく変貌するメディアコンテンツ市場への

対応とともに、事業収益構造の更なる改革に注力いたします。 
③ 同時に、事業領域の拡大と深化を企図した新たな成長事業軸の構築を戦略的アライア

ンスも含め早期に実現して参ります。 
更にこうした事業展開と平仄を併せる形で内部統制システムの整備等を着実に進める

とともに財務基盤の強化も適宜図って参る所存です。 
 
以上のように、当社は、当社グループのコーポレートブランド、企業価値・株主共同

の利益を確保・向上させるための諸施策を推進していますが、近時、わが国の資本市場

においては、対象となる会社の経営陣の賛同を得ることなく、一方的に大量の株式の買

付を強行するといった動きが顕在化しつつあります。 
そして上述のように、中期的な企業価値の向上ひいては株主共同の利益の確保、向上

のための当面の優先課題である上述の 3 年後の連結財務目標達成という観点からも、当

社グループのブランドバリューの毀損等をもたらし、企業価値ひいては株主共同の利益

に反する大量買付けを抑止するための枠組みを構築していかなければならないと考えて

おります。 
こうした事情に鑑み、当社取締役会は、当社株式に対する不適切な買付により企業価

値・株主共同の利益が毀損されることを防止するためには、買付けに応じるべきか否か

を株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために

必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために買付者と交渉を行うこと等を可能

とすることで、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する買付行為を抑止するた

めの枠組みとして、本基本方針の決定を本株主総会にお諮りすることとしました。 
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Ⅱ．本基本方針の内容 
1. 本基本方針の概要 

当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、本基本方針

に基づいた具体的な対応策（以下「本プラン」という。）の導入を当社取締役会において

決議し、本プランの内容を、証券取引所における適時開示、当社事業報告等の法定開示

書類における開示、当社ホームページ等への掲載等により周知させることにより、当社

株式に対する買付を行う者が遵守すべき手続があること、及び、当社が、買付者等によ

る権利行使は認められないとの行使条件、当社が買付者等以外の者から株式と引換えに

新株予約権を取得するとの取得条項が付された新株予約権の無償割当てを実施すること

があり得ることを事前に警告することをもって、当社株式の大量取得行為に関する対応

策（買収防衛策）とする。 
 

2. 本プランの骨子 

(1) 本プランの概要 

当社は、下記(2)に定める買付等を行う者又は提案する者（以下「買付者等」という。）

に対し、下記(3)以下に定める手続に従って買付等を実施することを求め、当該買付等

についての情報及び検討のための時間を確保する。検討等にあたっては、当社取締役

会の恣意的判断を排するために、独立委員会（下記(6)で詳述）を設置する。また、下

記(5)(a)の各号のいずれかに該当する場合には、当該買付者等による権利行使は認め

られないとの行使条件、当社が当該買付者等以外の者から株式と引換えに新株予約権

を取得するとの取得条項等、下記(5)(c)に定める内容を有する新株予約権（以下「本

新株予約権」という。）を、その時点の全ての株主に対して新株予約権無償割当ての方

法により割り当てるものとする。 

(2) 対象となる買付等 

本プランは下記(a)又は(b)に該当する当社株券等の買付又はこれに類似する行為

（以下「買付等」という。）がなされる場合を適用対象とする。 

(a) 当社が発行者である株券等1について、保有者2の株券等保有割合3が 20%以上とな

る買付 

(b) 当社が発行者である株券等4について、公開買付け5に係る株券等の株券等所有割 

合6及びその特別関係者7の株券等所有割合の合計が 20%以上となる公開買付け 

                                                  
1 証券取引法第 27 条の 23 第 1 項に定義される。以下別段の定めがない限り同じ。 
2 証券取引法第 27 条の 23 第 3 項に基づき保有者に含まれる者を含む。 
3 証券取引法第 27 条の 23 第 4 項に定義される。以下同じ。 
4 証券取引法第 27 条の 2 第 1 項に定義される。以下②において同じ。 
5 証券取引法第 27 条の 2 第 6 項に定義される。以下同じ。 
6 証券取引法第 27 条の 2 第 8 項に定義される。以下同じ。 
7 証券取引法第 27 条の 2 第 7 項に定義される特別関係者（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含

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

に関する内閣府令第 3 条第 2 項で定める者を除く。以下同じ。 
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(3) 買付者等に対する情報提供の要求 

買付者等は、当社取締役会が別段の定めをした場合を除き、買付等の実行に先立ち、

当社取締役会に対して、買付者等の詳細、買付等の目的、方法及び内容、買付等の価

額の算定根拠、買付等の資金の裏付け、買付等の後の当社グループの経営方針その他

別途当社取締役会が本プランの導入に際して定める情報（以下「本必要情報」という。）

並びに当該買付者等が買付等に際して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「買付説明書」と総称する。）を当社の定める書式により提出

するものとする。 

当社取締役会は、買付説明書を受領した場合、買付説明書を受領した事実を法令及

び証券取引所規則に従い適時適切に開示すると共に、速やかにこれを独立委員会に提

出する。独立委員会は、当該買付説明書の記載内容が本必要情報として不十分である

と判断した場合には、買付者等に対し、適宜回答期限を定めた上、追加的に情報を提

供するよう求めることがある。この場合、買付者等においては、当該期限までに、か

かる情報を追加的に提供するものとする。 

独立委員会は、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、買付説

明書及び本必要情報等の情報の内容と当社取締役会の事業計画等との比較検討を行う

ために、当社取締役会に対しても、独立委員会が合理的と認める期間内（但し、原則

として 60 日間を超えないものとする。）に当該買付等の内容に対する意見、その根拠

資料、代替案その他独立委員会が適宜必要と認める情報・資料等の提示を求めること

ができる。 

(4) 買付等の内容の検討・買付者等との交渉 

上記(3)の提供が十分になされたと独立委員会が認めた場合、独立委員会は、原則と

して 長 60 日間の検討期間（但し、必要な範囲で延長・再延長ができるものとし、そ

の場合、延長・再延長の期間及び延長・再延長の理由の概要を開示するものとする。

以下「検討期間」という。）を設定する。買付者等は、検討期間が終了するまでは、買

付等を開始することはできないものとする。 

独立委員会は、検討期間内において買付者等及び当社取締役会から提供された情

報・資料等に基づき、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、買

付者等の買付等の内容の検討、当社取締役会による代替案の検討及び買付者等と当社

取締役会の事業計画等に関する情報収集・比較検討等を行う。また、独立委員会は、

必要があれば、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買

付等の内容を改善させるために、直接又は間接に、当該買付者等と協議・交渉を行う

ことができるものとする。 

独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、

公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む。）の助言を得ることがで

きるものとする。 
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(5) 新株予約権無償割当ての実施 

(a) 独立委員会による実施・不実施の勧告 

独立委員会は、次の各号に定めるいずれかの場合には、当社取締役会に対し、本

新株予約権の無償割当ての実施を勧告する。 

(i) 買付者等が上記(3)に定める情報提供、検討期間の確保その他本プランに定め

る手続を遵守しなった場合 

(ii) 買付者等及び当社取締役会から提供された情報・資料の評価・検討並びに買

付者等との協議・交渉の結果、買付者等による買付等が下記(A)ないし(H)のいず

れかに該当し、本新株予約権の無償割当てを実施することが相当であると認めら

れる場合 

(A) 下記に掲げる行為その他これに類似する行為により、当社の企業価値ひいて

は株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付等である場

合 

1) 株式等を買占め、その株式等につき当社に対して高値で買取を要求する行

為 

2) 当社の経営を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取得する等、

当社の犠牲の下に買付者等の利益を実現する経営を行うような行為 

3) 当社の資産を買付者等やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資とし

て流用する行為 

4) 当社の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高額資

産等を処分させ、その処分利益をもって、一時的な高配当をさせるか、一時

的高配当による株価の急上昇の機会を狙って高値で売り抜ける行為 

(B) 強圧的二段階買付（ 初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階

目の買付条件を株主に対して不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買

付け等の株式買付を行うことをいう。）等株主に株式の売却を事実上強要するお

それのある買付等である場合 

(C) 当社に、当該買付等に対する代替案を提示するために合理的に必要な期間を

与えることなく行われる買付等である場合 

(D) 当社株主に対して、本必要情報その他買付等の内容を判断するために合理的

に必要とされる情報を十分に提供することなく行われる買付等である場合 

(E) 買付等の条件（対価の価額・種類、買付等の時期、買付等の方法の適法性、

買付等の実行の可能性、買付等の後における当社の顧客・ユーザー、従業員、

取引先その他の当社に係る利害関係者の処遇方針等を含む。）が、当社の本源的

価値に鑑み、著しく不十分又は不適当な買付等である場合 

(F) 買付者等による買付等の後の経営方針又は事業計画等の内容が不十分又は

不適当であるため、「ぴあブランド」の維持又はサービスインフラ事業としての

公共的性格若しくは顧客・ユーザーの利益の確保に重大な支障をきたすおそれ
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のある買付等である場合 

(G) 当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠な当社の顧客・ユーザー、従業員、

取引先等との関係又は当社の「ぴあブランド」の価値を破壊し、当社の企業価

値ひいては株主共同の利益に反する重大なおそれをもたらす買付等である場合 

(H) 買付者等が公序良俗の観点から支配株主として不適切であると判断される

場合 

 

但し、独立委員会は、当該勧告後買付者等が買付等を撤回した場合その他買付等

が存しなくなった場合、又は上記勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生

じ、買付者等による買付等が上記(i)及び(ii)のいずれにも該当しないと独立委員会

が判断するに至った場合には、本新株予約権の無償割当ての中止又は割当て後の本

新株予約権の無償取得を含む別個の判断を行い、これを当社取締役会に勧告するこ

とができる。 

一方、独立委員会は買付者等による買付等が、上記(i)及び(ii)のいずれにも該当

しないと判断した場合、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当てを実施

しないことを勧告する。 

但し、独立委員会は、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、

買付者等による買付等が上記(i)及び(ii)のいずれかに該当すると判断するに至っ

た場合には、本新株予約権の無償割当ての実施を含む別個の判断を行い、これを当

社取締役会に勧告することができる。 

独立委員会は、①買付説明書の提出の事実とその概要、②提供された本必要情報

の概要、③検討期間延長等の決議とその理由の概要、④独立委員会による勧告の事

実とその概要について、当該事実の発生後速やかに、独立委員会が適切と認める事

項について、情報開示を行う。 

(b) 当社取締役会の決議 

当社取締役会は、独立委員会の上記勧告を受けて、これを 大限尊重して 終的

に速やかに本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施等に関する会社法上の機関

としての決議（本新株予約権の無償割当ての中止を含む。）を行うものとする。 

当社取締役会は、上記取締役会決議を行った場合速やかに、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、情報開示を行う。 

  (c) 新株予約権の無償割当ての主な内容 

本新株予約権の無償割当ての主な内容は以下のとおりとする。 

   (i) 本新株予約権の割当て対象となる株主 

当社取締役会が、本新株予約権の無償割当ての取締役会決議（以下「本新株予

約権無償割当て決議」という。）において別途定める割当期日（以下「割当期日」

という。）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

当社以外の株主に対し、その保有する当社株式１株につき本新株予約権 2 個を上
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限として当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める割合で、

本新株予約権を無償で割り当てる。 

   (ii) 本新株予約権の無償割当ての効力発生日 

      当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める日とする。 

   (iii) 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

本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、本新株予約権１

個あたりの目的である株式の数（以下「対象株式数」という。）は別途調整がな

い限り１株とする。 

   (iv) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行

使に際して出資される財産の当社株式１株あたりの価額は 1 円を下限とし当社

株式 1 株の時価の 2 分の 1 の金額を上限とする金額の範囲内で、当社取締役会

が本新株予約権無償割当て決議において別途定める価額とする。 

   (v) 本新株予約権の行使期間 

本新株予約権の無償割当ての効力発生日又は本新株予約権無償割当て決議にお

いて、当社取締役会が別途定める日を初日とし、1ヶ月間から 3ヶ月間までの範囲

で、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める期間とする。 

   (vi) 本新株予約権の行使条件 

      (A)特定大量保有者8、(B)特定大量保有者の共同保有者、(C)特定大量買付者9、  

(D)特定大量買付者の特別関係者、(E)上記(A)ないし(D)に該当する者から本新

株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲受け若しくは承継した者、     

(F)上記(A)ないし(E)記載の者の関連者10（以下「特定買付者等」と総称する。）

は、原則として本新株予約権を行使できない。 

    (Vii) 本新株予約権の譲渡制限 

       本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要する。 

    (Viii) 当社による本新株予約権の取得 

        当社は、いつでも特定買付者等以外の株主が保有する本新株予約権を取

得し、これと引換えに、本新株予約権１個につき対象株式数の当社普通株

式を交付することができる。その他当社が本新株予約権を取得できる場合

                                                  
8 当社が発行者である株券等の保有者で、当該株券等に係る株券等保有割合が 20%以上となると当社取締

役会が認めた者をいう。 
9 公開買付けによって当社が発行者である株券等（証券取引法第 27 条の 2 第 1 項に定義される。以下、本

脚注において同じ。）の買付け等（同法第 27 条の 2 第 1 項に定義される。以下、本脚注において同じ。）を

行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有（これに準ずるものとして同法施行

令第 7 条第 1 項に定める場合を含む。）に係る株券等の株券等所有割合がその者の特別関係者の株券等所有

割合と合計して 20%以上となると当社取締役会が認めた者をいう。 
10 ある者の関連者とは、実質的にその者を支配し、その者に支配され若しくはその者と共同の支配下にあ

る者をいう。「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」（会社法施行

規則第 3 条第 3 項に定義される。）をいう。 
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及びその条件については、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議に

おいて別途定めるところによるものとする。 

(6) 独立委員会 

当社は、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の導入に当たっ

ては、その発動・不発動等に関する当社取締役会の恣意的判断を排するため、独立

委員会を設置する。独立委員会は 3 名以上の委員により構成され、委員は、当社の

業務執行を行う経営陣から独立している、(A)当社社外取締役、(B)当社社外監査役

又は(C)社外の有識者（実績ある会社経営者、官庁出身者、投資銀行業務に精通して

いる者、弁護士、公認会計士及び学識経験者等）から選任され、公表されるものと

する。 

独立委員会の決議は、原則として、委員のうち 3 分の 2 以上が出席し、その過半

数をもってこれを行う。 

その他、独立委員会に関する事項については、別途当社取締役会において定める

ものとする。 

(7) その他 

上記(1)ないし(6)に定めるほか、本プランの詳細は、別途当社取締役会が本プラン

の導入を決定する決議において定めるものとする。また、上記(1)ないし(6)で引用す

る法令の規定は、法令の新設又は改廃により、上記(1)ないし(6)に定める条項ないし

用語の意義等に修正を加える必要が生じた場合には、当社取締役会において、当該新

設又は改廃の趣旨を考慮の上、上記(1)ないし(6)に定める条項ないし用語の意義等を

適宜合理的な範囲内で読み替えることができるものとする。 

 

3. 本基本方針の有効期間、廃止及び変更 

本基本方針の有効期間は、本株主総会終了後 2 年以内に終了する事業年度のうち 終

のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 

但し、かかる有効期間の満了前であっても、当社株主総会において本基本方針を変更

又は廃止する旨の決議が行われた場合には、本基本方針は当該決議に従いその時点で変

更又は廃止される。この場合、本プランは、速やかに、変更後の基本方針に従うよう変

更され、又は廃止されるものとする。 

 

4. 本基本方針の合理性 

(1) 買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること 

本基本方針は、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」の定める三原則を

全て充足しています。 

(2) 株主意思を重視するものであること 

本基本方針は、本総会において承認可決されることにより決定されます。また、上
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記 3.に記載したとおり、本基本方針は有効期間を約 2 年間とするいわゆるサンセット

条項が付されています。また、その有効期間の満了前であっても、当社株主総会にお

いて、本基本方針の変更又は廃止の決議がなされた場合には、本基本方針も当該決議

に従い変更又は廃止されることになります。以上の意味において、本基本方針の消長

及び内容は、当社株主総会の意思に基づくこととなっております。 

(3) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 

当社は、本基本方針の導入に当たり、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の

皆様のために本プランの発動等の運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関と

して独立委員会を設置します。 

独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、当社の社外監査役、

社外取締役又は社外の有識者から選任される委員 3名以上により構成されます。 

また、独立委員会の判断概要については必要に応じ株主の皆様に情報開示をするこ

ととし、当社の企業価値・株主共同の利益に資する範囲で本プランの透明な運営が行

われる仕組みを確保しています。 

(4) 合理的な客観的発動要件の設定 

本基本方針は、上記 2.(5)(a)にて記載したとおり、予め定められた合理的客観的発

動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います。 

 

5. 株主の皆様への影響 

(1) 本基本方針の導入時に株主の皆様に与える影響 

 本基本方針導入時においては、本新株予約権の無償割当て等自体を行わないため、

株主及び投資家の皆様の権利・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時に株主の皆様に与える影響 

 当社取締役会が本新株予約権の無償割当て決議において、別途定める割当て期日に

おける株主の皆様に対し、その保有する株式１株につき本新株予約権 2 個を上限とし

て当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める割合で、本新株予

約権が無償で割り当てられます。仮に、株主の皆様が、権利行使期間内に、所定の行

使価額等の金銭の払い込みその他本新株予約権に係る手続を経なければ、他の株主の

皆様による本新株予約権の行使により、その保有する当社株式が希釈化することにな

ります。但し、当社は、当社取締役会の決定により、特定買付者等以外の株主の皆様

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とった場合、特定買付者等以外の株主の皆様は、本新株予約

権の行使及び所定の行使価額相当の金銭の払込みをすることなく、当社株式を受領す

ることとなるため、保有する当社株式の希釈化は生じません。 

  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取得
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する場合には、一株あたりの株式の価値の希釈化は生じませんので、一株あたりの株

式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った投資家の皆様は、株価の変

動により相応の損害を被る可能性があります。 

 

以 上 
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