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平成 19 年 5 月 31 日 
 
各 位 
 
      東京都千代田区三番町五番地 19 
      ぴ あ 株 式 会 社 
      代表取締役社長 矢内 廣 
      （コード番号：4337） 

      問い合わせ先：コーポレート本部 
      担当取締役 吉澤 保幸 
      TEL 03-3265-9605 

 
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の導入について 

 
 当社は、企業価値向上委員会の勧告に従い、平成 19 年 5 月 31 日開催の取締役会におい

て、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当

社株式の大量取得行為に関する対応策（以下「本プラン」といいます。）を導入することを

決定いたしましたので、次のとおり、お知らせいたします。 
 
1. 本プラン導入の目的 
（１）当社の企業価値の源泉について 
  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、次項（２）でみる
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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。 
 

（２）当社の企業価値、株主共同の利益の向上に向けた取組みについて 
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。 
（３）本プラン導入の必要性について 

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。 
もとより、当社は、株式の大量買付であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に

資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。しかしながら、株式

の大量買付の中には、その目的等から見て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もの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、対象

会社の取締役会や株主が株式の大量買付等の行為について検討し、あるいは対象会社の

取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、買収者の提示

した条件よりもさらに有利な条件を株主にもたらしたりするために、対象会社による買

収者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないも

のも少なくありません。 
そして上記（２）で述べたように、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。 
平成 19 年 3 月 31 日現在、当社の株主構成は現経営陣による安定的な状況となってお

り（別紙１当社大株主の状況参照）、当社役員およびその関係者（以下「当社役員等」と

いいます。）が発行済株式の 50.9％を保有しております。しかしながら、当社役員等の発
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行済株式に対する保有割合（以下「持株比率」といいます。）は、上場直後である平成 14
年 3 月 31 日現在の 62.8％から、この 5 年間で、約 12％低下しており、さらには平成 16
年７月に発行した 2009 年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債のうち、現在残存して

いる新株予約権の行使が行われた場合の潜在的株式も反映した持株比率は、48.1％まで低

下する状況にあります。また、当社グループの中核であるチケット事業の基盤を成す今

後恒常的に発生するシステム投資や中長期的な事業領域の拡大に結びづく新規成長事業

への投資等に伴う資金調達の手段として、または自己資本の充実のため資本市場におけ

る資金調達もひとつの選択肢として考えられ、これを実施する場合には当社役員等の持

株比率がさらに低下する可能性もあります。その他、今後他社と業務資本提携を行う等

の事由で株主構成が変化する可能性も否定はできませんし、役員の異動等によって持株

比率が低下する可能性もあり、また、当社は上場会社であることから、大株主である役

員等が各々の事情に基づき株式の譲渡その他の処分をすることによって、現在の安定的

な株主構成を維持できない事態も起こり得るものと考えております。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、

下記 2.以下にその詳細を記載する本プランの導入が必要であると判断しました。 
なお当社では、本日現在、当社株式の大量買付けにかかる提案等を受けておりません

ので、申し添えます。 
 
2. 本プランの内容 
 (1) 本プランの概要 
  (a) 本プランの導入手続 
    本プランは、当社取締役会の決議により導入しておりますが、株主の皆様の意思

を反映するため、本プランの基本的な部分をその内容とする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。）に

ついて、平成 19 年 3 月期に関する定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいま

す。にお諮りするものとします（その詳細については下記(2)ご参照）。 
(b) 本プランの発動に係る手続の設定 
    本プランは、まず、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、当社株式に対する買付等（下記(3)(a)に定義されます。以下同じとしま

す。）が行われる場合に、買付等を行う者又は買付等を提案する者（以下「買付者等」

と総称します。）に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求め、当社が、当
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該買付等についての情報収集・検討等を行う期間を確保した上で、株主の皆様に当

社経営陣の計画や代替案等を提示し、買付者等との交渉等を行っていくための手続

を定めています（下記(3)ご参照）。 
  (c) 新株予約権の無償割当てと独立委員会 
    買付者等が本プランにおいて定められた手続に従うことなく買付等を行う等、買

付者等による買付等が当社の企業価値・株主共同の利益を害するおそれがあると認

められる場合（その詳細については下記(4)ご参照）には、当社は、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及び当社が当該買付者等以外の者から当

社株式と引換えに新株予約権を取得する旨の取得条項が付された新株予約権（その

詳細は下記(5)にて記載されます。以下「本新株予約権」といいます。）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（会社法第 277 条以下に規定さ

れます。）により割り当てます。 
    なお、本新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得等の判断については、

当社取締役会の恣意的判断を排するため、独立委員会規則（その概要については別

紙 2 ご参照）に従い、(i)当社社外取締役、(ii)当社社外監査役又は(iii)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）で、当社経営陣から独立した者のみから構成される独立委

員会の判断を経るとともに、株主の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性

を確保することとしています。なお、本プランの導入当初における独立委員会の委

員には、現企業価値向上委員会のメンバーである佐久間昇二氏、平野英治氏、江原

伸好氏及び宮原守男氏の 4 氏にご就任いただきます（各委員の氏名及び略歴につい

ては別紙 4 ご参照）。 
(d) 本新株予約権の行使及び当社による本新株予約権の取得 
   仮に、本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされた場合で、買付者等

以外の株主の皆様により本新株予約権が行使された場合、又は当社による本新株予

約権の取得と引換えに、買付者等以外の株主の皆様に対して当社株式が交付された

場合には、当該買付者等の有する当社株式の議決権割合は、 大 3 分の 1 まで希釈

化される可能性があります。 
 (2) 本プランの導入手続 

 本プランは、当社取締役会の決議により導入しておりますが、株主の皆様の意思を

反映するため、本定時株主総会において、定款変更の議案をお諮りして、当社株主総

会の決議により当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の基本方針を

定めることができるとする規定の新設を含む内容の定款変更案につきご承認いただい

た上で、かかる変更後の定款規定に基づき、本プランの骨子等をその内容とする当社

株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の基本方針の決定の議案を本定時
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株主総会にお諮りいたします（かかる定款変更の目的、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」を、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防

衛策）の基本方針の具体的内容については本日付「定款一部変更及び当社株式の大量

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」を、それぞれご参照）。 
(3) 本プランの発動に係る手続 
  (a) 対象となる買付等 
    本プランにおいては、本新株予約権は、以下①若しくは②に該当する買付又はこ

れに類似する行為（以下「買付等」と総称します。）がなされたときに、本プランに

定められる手続に従い無償割当てがなされることとなります。 
   ① 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 
   ② 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 
 (b) 買付者等に対する情報提供の要求 
   買付等を行い、又は提案する買付者等は、当社取締役会が別途認めた場合を除き、

買付等の実行に先立ち、当社に対して、以下の各号に定める、買付等の内容の検討

に必要な情報（以下「本必要情報」といいます。）及び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」と総称します。）を、当社の定める書式により提出していただきます。 
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

に提供するものとします。独立委員会は、これを受けて、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、自ら又は当社取締役会を通じて本必要情報を追加的に提出する

よう求めることがあります。この場合、買付者等においては、当該期限までに、本

必要情報を追加的に提供していただきます。 
  ① 買付者等及びそのグループ（共同保有者8、特別関係者及び（ファンドの場合は）

                                                  
1 証券取引法第 27 条の 23 第 1 項に定義されます。以下別段の定めがない限り同じとします。 
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みます。 
3 証券取引法第 27 条の 23 第 4 項に定義されます。以下同じとします。 
4 証券取引法第 27 条の 2 第 1 項に定義されます。以下②において同じとします。 
5 証券取引法第 27 条の 2 第 6 項に定義されます。以下同じとします。 
6 証券取引法 27 条の 2 第 8 項に定義されます。以下同じとします。 
7 証券取引法 27 条の 2 第 7 項に定義される特別関係者（当社取締役がこれに該当すると認めた者を含みま

す。）をいいます。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 項で定める者を除きます。以下同じとします。 
8 証券取引法第 27 条の 23 第 5 項に規定され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

されると当社取締役会が認めた者を含みます。以下同じとします。 
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各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、財務内

容等を含みます。） 
  ② 買付等の目的、方法及び内容（買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、関

連する取引の仕組み、買付等の方法の適法性、買付等の実行の可能性等を含み

ます。） 
  ③ 買付等の価額の算定根拠（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買付等に係る一連の取引により生じることが予想されるシ

ナジーの内容、そのうち少数株主に対して分配されるシナジーの内容を含みま

す。） 
  ④ 買付等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名

称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。） 
  ⑤ 買付等の後の当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策 

⑥ 買付等の後における当社の顧客・ユーザー、従業員、取引先その他当社に係る利

害関係者の処遇方針 
⑦ 当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策 

  ⑧ その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報 
なお、独立委員会は、買付者等が本プランに定められた手続に従うことなく買付

等を開始したものと認められる場合には、引き続き買付説明書及び本必要情報の提

出を求めて買付者等と協議・交渉等を行うべき特段の事情がある場合を除き、原則

として、下記(d)①にて記載のとおり、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償

割当てを実施することを勧告します。 
 (c) 買付等の内容の検討・買付者等との交渉・代替案の提示 
  ① 当社取締役会に対する情報提供の要求 
    独立委員会は、買付者等から買付説明書及び独立委員会から追加提出を求めら

れた本必要情報（もしあれば）が提出された場合、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

立委員会が定める合理的な期間内（但し、原則として 60 日間を超えないものとし

ます。）に買付者等の買付等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。）、その根拠資料及び代替案（もしあれば）その他独

立委員会が適宜必要と認める情報・資料等を速やかに提示するよう要求すること

があります。 
  ② 独立委員会による検討作業 
    買付者等及び（当社取締役会に対して上記①のとおり情報・資料等の提示を要

求した場合には）当社取締役会から情報・資料等（追加的に要求したものを含み
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ます。）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、下記(d)③にて記載するところに従い、独立

委員会は当該期間の延長・再延長をその決議をもって行うことができるものとし

ます。以下「検討期間」といいます。）を設定します。 
    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・比較検討等を行います。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します。 
    買付者等は、独立委員会が、検討期間において、自ら又は当社取締役会等を通

じて、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。なお、買付者等は、検討期間が終了す

るまでは、上記(a)①又は②に該当する買付等を開始することはできないものとし

ます。 
    独立委員会の判断が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するように

なされることを確保するために、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

他の専門家を含みます。）の助言を得ることができるものとします。 
  ③ 株主に対する情報開示 
    独立委員会は、自ら又は当社取締役会等をして、買付説明書の概要及び本必要

情報の概要その他の情報のうち独立委員会が適切であると判断する事項について、

独立委員会が適切と判断する時点で情報開示を行うことができるものとします。 
 (d) 独立委員会における判断方法 

独立委員会は、買付者等が出現した場合において、以下の手続に従い、当社取締

役会に対する勧告を行うものとします。なお、独立委員会が当社取締役会に対して

下記①ないし③に定める勧告又は決議をした場合その他独立委員会が適切と考える

場合には、独立委員会は、当該勧告又は決議の事実とその概要その他独立委員会が

適切と判断する事項（下記③に従い検討期間を延長・再延長する旨の決議を行った

場合には延長・再延長の期間及び延長・再延長の理由の概要を含みます。）について、

速やかに情報開示を行うことができるものとします。 
   ① 独立委員会が本プランの発動を勧告する場合 
     独立委員会は、買付者等が上記(b)及び(c)にて記載する手続を遵守しなかった場

合、又は買付者等の買付等の内容の検討、買付者等との協議・交渉の結果、買付
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者等による買付等が下記(4)に定める要件のいずれかに該当すると判断した場合に

は、検討期間の開始又は終了の有無を問わず、当社取締役会に対して、本新株予

約権の無償割当てを実施することを勧告します。但し、独立委員会は、一旦本新

株予約権の無償割当ての実施の勧告をした後も、以下のいずれかの事由に該当す

ると判断した場合には、本新株予約権の無償割当ての効力発生日までは本新株予

約権の無償割当ての中止、本新株予約権の無償割当ての効力発生日後本新株予約

権の行使期間の初日の前日までは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対して勧告することができるものとします。 
    (i) 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 
    (ii) 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

付等が下記(4)に定める要件のいずれにも該当しない場合 
   ② 独立委員会が本プランの不発動を勧告する場合 

独立委員会は、買付者等の買付等の内容の検討、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(4)に定める要件のいずれにも該当しないと判断

した場合、又は当社取締役会が独立委員会の要求にかかわらず、上記(c)①に規定

する意見及び独立委員会が要求する情報・資料等を所定期間内に開示しなかった

場合には、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

権の無償割当てを実施しないことを勧告します。但し、独立委員会は、一旦本新

株予約権の無償割当ての不実施を勧告した後でも、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、買付者等による買付等が下記(4)に定める要件のいず

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ものとします。 
   ③ 独立委員会が検討期間の延長を行う場合 

独立委員会が、当初の検討期間終了時までに、本新株予約権の無償割当ての実

施又は不実施の勧告を行うに至らない場合には、独立委員会は、当該買付者等の

買付内容の検討、当該買付者等との協議・交渉、代替案の検討等に必要とされる

範囲内で、検討期間を延長する旨の決議を行います（なお、当該期間延長後、更

なる期間の延長を行う場合においても同様の手続によるものとします。）。 
上記延長の決議により検討期間が延長された場合、独立委員会は、引き続き、

情報収集、検討等を行うものとし、延長期間内に本新株予約権の無償割当ての実

施又は不実施の勧告等を行うよう 大限努めるものとします。 
(e) 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
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としての決議（本新株予約権の無償割当ての中止を含みます。）を行うものとします。 
    当社取締役会は、上記取締役会決議を行った場合には、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、情報開示を行います。 
 
(4) 本新株予約権の無償割当ての要件 

   当社は、買付者等による買付等が下記のいずれかに該当する場合、上記(3)(e)にて記

載される当社取締役会の決議により、本新株予約権の無償割当てを実施することを予

定しております。なお、上記(3)(d)にて記載のとおり、下記の要件に該当するかどうか

については、必ず独立委員会の判断を経ることになります。 
  (a) 上記(3)(b)に定める情報提供及び検討期間の確保その他本プランに定める手続を

遵守しない買付等である場合 
 (b) 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 株式等を買い占め、その株式等につき当社に対して高値で買取りを要求する行

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 
 (c) 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います。）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 
 (d) 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 
 (e) 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 
 (f) 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みます。）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 
 (g) 買付者等による買付等後の経営方針又は事業計画の内容が不十分又は不適当であ
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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のある場合 
 (h) 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 
(i) 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 

(5) 本新株予約権の無償割当ての概要 
   本プランに基づき実施する本新株予約権の無償割当ての概要は、以下のとおりです

（本新株予約権の詳細については、別紙 3 ご参照）。 
  (a) 本新株予約権の数 
    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」といいます。）において別途定める割当期日（以下「割当期日」

といいます。）における当社の 終の発行済株式総数（但し、同時点において当社の

有する当社株式の数を控除します。）の 2 倍に相当する数を上限として、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数とします。 
(b) 割当対象株主 
    割当期日における当社の 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ます。 
  (c) 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します。 
  (d) 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 個当

たりの目的である株式の数（以下「対象株式数」といいます。）は別途調整がない限

り 1 株とします。 
  (e) 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 株当たりの価額は、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します。 
  (f) 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します。但し、
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下記(i)項②に基づき当社による本新株予約権の取得がなされる場合、当該取得に係る

本新株予約権についての行使期間は、当該取得日の前営業日までとします。また、

行使期間の 終日が行使に際して払い込まれる金銭の払込みの取扱場所の休業日に

あたるときは、その翌営業日を 終日とします。 
  (g) 本新株予約権の行使条件 

   (i)特定大量保有者9、(ii)特定大量保有者の共同保有者、(iii)特定大量買付者10、(iv)
特定大量買付者の特別関係者、(v)上記(i)ないし(iv)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り受け若しくは承継した者、又は(vi)上記(i)な
いし(v)に該当する者の関連者11（以下上記(i)ないし(vi)に該当する者を「特定買付者

等」と総称します。）は、原則として本新株予約権を行使することができません。ま

た、外国の適用法令上、本新株予約権の行使にあたり所定の手続が必要とされる非

居住者も、原則として本新株予約権を行使することができません（但し、非居住者

のうち当該外国の適用法令上適用除外規定が利用できる等の一定の者は行使するこ

とができるほか、非居住者の本新株予約権も下記(i)項にて記載のとおり、当社による

当社株式を対価とする取得の対象となります。詳細は、別紙 3 ご参照）。 
 (h) 本新株予約権の譲渡 
   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します。 
 (i) 当社による本新株予約権の取得 
  ① 当社は、本新株予約権の行使期間の初日の前日までの間いつでも、当社が本新

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認める場合には、当社

取締役会が別に定める日において、全ての本新株予約権を無償で取得すること

ができるものとします。 
  ② 当社は、当社取締役会が別に定める日において、特定買付者等以外の者が有す

る本新株予約権のうち当社取締役会が定める当該日の前営業日までに未行使の

本新株予約権の全てを取得し、これと引換えに、本新株予約権 1 個につき対象

株式数の当社株式を交付することができます。当社はかかる本新株予約権の取

得を複数回行うことができます。 
   なお、上記に用いられる用語の定義及び詳細については、別紙 3 をご参照ください。 

                                                  
9 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います。 
10 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 項に定義されます。以下、

本(iii)において同じとします。）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証券取引法施行令第 7 条第 1 項に定める場合を含みます。）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

いいます。 
11 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

にある者をいいます。「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 項に定義されます。）をいいます。 
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(6) 本プランの有効期間、廃止及び変更 
   本プランの有効期間は、本定時株主総会の終結の時までとし、本定時株主総会にお

いて本基本方針が承認され、本定時株主総会終了後の当社取締役会において本プラン

の継続が決議された場合には、その有効期間は本基本方針の有効期間に合わせて延長

されるものとします（なお、本基本方針の有効期間は、本定時株主総会終了後 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

ことを予定しています。）。但し、かかる有効期間の満了前であっても、当社の株主総

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、本プランは

当該決議に従いその時点で変更又は廃止されるものとします。また、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により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ものとします。 
   なお、当社取締役会は、会社法、証券取引法その他の法令若しくは証券取引所規則

の変更又はこれらの解釈・運用の変更、又は税制、裁判例等の変更により合理的に必

要と認められる範囲で、独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、又は変更

する場合があります。 
   当社は、本プランが廃止又は変更された場合には、当該廃止又は変更の事実及び（変

更の場合には）変更内容その他当社取締役会又独立委員会が適切と認める事項につい

て、情報開示を速やかに行います。 
 
3. 本プランの高度な合理性 
 (1) 買収防衛策に関する指針の要件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・株主意思の原則及び必要性・

相当性の原則）を完全に充足しています。 
 (2) 企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること 
   本プランは、上記 1.にて記載したとおり、当社株式に対する買付等がなされた際に、

当該買付等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代替

案を提示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等と

交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益

を確保し、向上させるという目的をもっ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、上記 2.(2)にて記載したとおり、その基本方針について、本定時株主総

会において株主の皆様にお諮りいたします。本定時株主総会においてその基本方針に

つき株主の皆様のご承認が得られ、当該定時株主総会後の当社取締役会において本プ
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ランの継続が決議された場合には、本プランの有効期間は当該基本方針の有効期間に

合わせて延長される予定ですが、その延長される有効期間は 2 年間とし、いわゆるサ

ンセット条項を付す予定です。また、当社取締役の任期は 2 年となっていますので、

たとえ本プランの有効期間中であっても、取締役の選任を通じて株主の皆様のご意向

を示していただくことが可能です。さらに、上記 2.(6)にて記載したとおり、本プラン

の有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本基本方針を廃止する旨の

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になり、その意味で、

本プランの消長には、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。 
(4) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 

   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、(i)当社社外取締役、

(ii)当社社外監査役、又は(iii)社外の有識者のいずれかに該当する委員 3 名以上により構

成されます（上記 2.(1)(c)にて記載したとおり、本プランの導入当初における独立委員

会の委員には、佐久間氏、平野氏、江原氏及び宮原氏の 4 名にご就任いただきます。）。 
   また、独立委員会の判断の概要については株主の皆様に情報開示をすることとされ

ており、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

われる仕組みが確保されています。 
 (5) 合理的な客観的発動要件の設定 
   本プランは、上記 2.(3)(d)及び 2.(4)にて記載したとおり、予め定められた合理的な客

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仕組みを確保しているものといえます。 
 (6) 第三者専門家の意見の取得 
   上記 2.(3)(c)にて記載したとおり、買付者等が出現すると、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）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、独立委員会による判断の公正さ・客観性がより強く担保される仕組みとなっ

ています。 
(7) デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと 

   上記 2.(6)にて記載したとおり、本プランは、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により廃止することができるものとされており、当社の株券等を

大量に買い付けた者が、当社株主総会で取締役を指名し、かかる取締役で構成される

取締役会により、本プランを廃止することが可能です。 
   従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役の構成員の過半数を交替

させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社は期差

任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策（取締役会の構

成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する
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買収防衛策）でもありません。 
4. 株主の皆様への影響 
 (1) 本プランの導入時に株主の皆様に与える影響 
   本プランの導入時点においては、本新株予約権の無償割当て自体は行われませんの

で、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 

  (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、本新株予約権無償割当て決議を行った場合には、当社は、

当該決議において割当期日を定め、これを公告いたします。この場合、割当期日に

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の皆様（以下「割

当対象株主」といいます。）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 個を上限として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

割合で、本新株予約権が無償にて割り当てられます。従って、株主の皆様において

は、割当期日に間に合うよう、速やかに株式の名義書換手続を行っていただく必要

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。）割当対象株主の皆様は、本新株予約権の無償割当ての効力発生

日において、当然に本新株予約権に係る新株予約権者となるため、申込の手続等は

不要です。 
    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。 
(b) 本新株予約権の行使の手続 

  当社は、割当対象株主の皆様に対し、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権利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、株主の皆様においては、本新株予約権の行使期間内に、これらの必要

書類を提出した上、本新株予約権 1 個当たり 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むことに

より、1 個の本新株予約権につき、原則として 1 株の当社株式が発行されることにな
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ります。 
(c) 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

続に従い、当社取締役会が別に定める日において、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、これと引換えに当社株式をかかる株主の皆様に交付す

ることがあります。この場合、かかる株主の皆様は、行使価額相当の金銭を払い込

むことなく、当社による当該本新株予約権の取得の対価として、1 個の本新株予約権

につき原則として 1 株の当社株式を受領することになります。なお、この場合、か

かる株主の皆様には、別途、ご自身が特定買付者等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誓約書をご提出い

ただくことがあります。 
  上記のほか、本新株予約権の割当て方法、行使の方法及び当社による取得の方法

の詳細につきましては、本新株予約権無償割当て決議が行われた後、株主の皆様に

対して公表又は通知いたしますので、当該内容をご確認下さい。 
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別紙 1 
 

当社大株主の状況（平成 19 年 3 月 31 日現在） 
 
 
 

 株主名 所有株式数 議決権比率 
株 ％

1 矢内 廣                    2,744,600 27.74 

2 斎藤 廣一                   649,000 6.56 

3 林 和男                    624,000 6.31 

4 株式会社サークル・ワイ*            450,000 4.55 

5 株式会社ピー・エス* 420,000 4.25 

6 凸版印刷株式会社 297,309 3.00 

7 ぴあ従業員持株会                154,980 1.57 

8 丸紅株式会社                  150,000 1.52 

9 株式会社電通  148,618 1.50 

10 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ        129,200 1.31 

 
注１ *株式会社サークル･ワイ及び株式会社ピー･エスは、代表取締役社長矢内廣が出資する会

社です。 

注 2  1～3 の株主分も含め、当社役員の所有株式数合計の議決権比率は、42.26％です。 

以上 
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別紙 2 
 

独立委員会規則の概要 
 
1. 独立委員会は当社取締役会の決議により設置される。 
2. 独立委員会の委員は、3 名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、

(i)当社社外取締役、(ii)当社社外監査役又は(iii)社外の有識者の中から、当社取締役会が選

任する。但し、社外の有識者は、実績ある会社経営者、官庁出身者、投資銀行業務に精

通する者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験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。 
3. 独立委員会委員の任期は、選任の時から 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、当社取締役会の決議により別段の定

めをした場合はこの限りでない。また、社外取締役又は社外監査役であった独立委員会委

員が、取締役又は監査役でなくなった場合（但し、再任された場合を除く。）には、独立委

員会委員としての任期も同時に終了するものとする。なお、上記にかかわらず、本プラン

導入当初の独立委員会委員の任期は、本定時株主総会の終結の時までとする。 
4. 本プラン導入当初の独立委員会委員は、企業価値向上委員会委員が就任する。 
5. 独立委員会は、買付等が行われ、又は提案された場合並びに取締役会が必要と認めた場 

合に、取締役会の諮問に基づき以下の各号に記載される事項について決定し、その決定の

内容を、その理由を付して当社取締役会に対して勧告する。当社取締役会は、この独立委

員会の勧告を 大限尊重して、新株予約権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を行う。なお、独立委員会の各委員及び当社各取締役は、こうした

決定にあたっては、専ら当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するか否かの観点か

らこれを行うことを要し、自己又は当社の経営陣の個人的利益を図ることを目的としては

ならない。 
① 本プランの対象となる買付等への該当性 
② 本新株予約権無償割当ての実施若しくは不実施 
③ 本新株予約権の無償割当ての中止 
④ 本新株予約権の無償取得 
⑤ 本プランの廃止又は変更 
⑥ その他当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が独立委員会に諮問し

た事項 
6. 上記に定めるところに加え、独立委員会は、以下の各号に記載される事項を行うことが 

できる。 
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① 買付者等及び当社取締役会が独立委員会に提供すべき情報及びその回答期限の決定 
② 買付者等の買付等の内容の精査・検討 
③ 買付者等との交渉・協議 
④ 取締役会に対する代替案の提出の要求・代替案の検討 
⑤ 独立委員会検討期間の延長 
⑥ その他本プランにおいて独立委員会が行うことができると定められた事項 
⑦ 当社取締役会が別途独立委員会が行うことができるものと定めた事項 

7. 独立委員会は、買付者等に対し、買付説明書及び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本必要情報を、追加的に提出するよう求める。また、

独立委員会は、買付者等から買付説明書及び独立委員会から追加提出を求められた情報が

提出された場合、当社取締役会に対しても、所定の合理的な期間内に、買付者等の買付等

の内容に対する意見及びその根拠資料、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・資料等を提示するよう要求することができる。 
8. 独立委員会は、必要があれば、直接又は当社取締役会等を通して間接に、買付者等と協 

議・交渉を行うことができる。 
9. 独立委員会は、必要な情報収集を行うため、当社の取締役、監査役、従業員その他独立 

委員会が必要と認める者の出席を要求し、独立委員会が求める事項に関する説明を求める

ことができる。 
10. 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。）の助言を得ること等がで

きる。 
11. 各独立委員会委員は、買付等がなされた場合その他いつでも独立委員会を招集するこ 

とができる。 
12. 独立委員会の決議は、原則として、独立委員会委員のうち 3 分の 2 以上が出席し、そ 

の過半数をもってこれを行う。但し、やむを得ない事由があるときは、独立委員会委員の

過半数が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行うことができる。 
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別紙 3 
 

新株予約権無償割当ての要項 
 

1. 新株予約権無償割当てに関する事項の決定 
(1) 新株予約権の内容及び数 

株主に割り当てる新株予約権（以下個別に又は総称して「新株予約権」という。）の

内容は下記 2.にて記載されるところに基づくものとし、新株予約権の数は、当社取

締役会が新株予約権の無償割当て決議（以下「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 終の発

行済株式総数（但し、同時点において当社の有する当社株式の数を控除する。）の 2
倍に相当する数を上限として、当社取締役会が新株予約権無償割当て決議において

別途定める数とする。 
(2) 割当対象株主 

割当期日における当社の 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、その保有する株式 1 株につき新株予約権 2 個を上限として当

社取締役会が新株予約権無償割当て決議において別途定める割合で、新株予約権を

割り当てる。 
(3) 新株予約権の無償割当ての効力発生日 

当社取締役会が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。 
2. 新株予約権の内容 

(1) 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は普通株式とし、新株予約権 1 個当たりの目的

である株式の数（以下「対象株式数」という。）は、1 株とする。但し、当社が株

式の分割又は株式の併合を行う場合、対象株式数は次の算式により調整されるもの

とし、調整の結果生ずる 1 株未満の端数は切り捨てるものとし、現金による調整は

行わない。 
   調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率 
2) 調整後対象株式数は、株式の分割の場合はその基準日の翌日以降、株式の併合の場

合はその効力発生日の翌日以降、これを適用する。 
3) 上記 1)に定めるほか、株式無償割当て、合併、会社分割等当社の発行済株式数（但

し、当社の有する当社株式の数を除く。）の変更又は変更の可能性を生ずる行為を

行う場合で、対象株式数の調整を必要とするときには、株式無償割当て、合併、会

社分割その他の行為の条件等を勘案の上、対象株式数につき合理的な調整を行うも

のとする。 
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(2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
 1) 新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、行使価額（下

記 2）に定義される。）に対象株式数を乗じた価額とする。 
 2) 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 株当たりの価額（以下「行

使価額」という。）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。「時価」とは、新株予約権無償割当ての取締役会決議の前日

から遡って 90 日間（終値のない日を除く。）の東京証券取引所における当社普通

株式の普通取引の終値（気配表示を含む。）の平均値とし、1 円未満の端数は切り

上げるものとする。 
(3) 新株予約権の行使期間 

新株予約権の無償割当ての効力発生日又は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。但し、下記(7)項
2)の規定に基づき当社による新株予約権の取得がなされる場合、当該取得に係る新

株予約権についての行使期間は、当該取得日の前営業日までとする。また、行使期

間の 終日が行使に際して払い込まれる金銭の払込みの取扱場所の休業日にあたる

ときは、その翌営業日を 終日とする。 
(4) 新株予約権の行使の条件 

1) (i)特定大量保有者、(ii)特定大量保有者の共同保有者、(iii)特定大量買付者、(iv)特
定大量買付者の特別関係者、(v)上記(i)ないし(iv)に該当する者から新株予約権を当

社取締役会の承認を受けることなく譲り受け若しくは承継した者、又は(vi)上記(i)
ないし(v)に該当する者の関連者（以下上記(i)ないし(vi)に該当する者を「特定買付

者等」と総称する。）は、新株予約権を行使することができない。 
   なお、上記に用いられる用語は次のとおり定義される。 
 ① 「特定大量保有者」とは、当社が発行者である株券等（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。）の保有者（同法第 27
条の 23 第 3 項に基づく保有者に含まれる者を含む。）で、当該株券等に係る株

券等保有割合（同法第 27 条の 23 第 4 項に定義される。）が 20％以上となると

当社取締役会が認めた者をいう。 
 ② 「共同保有者」とは、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、同条第 6 項に基づく共同保有者とみなされると当社取締役会が認めた

者を含む。 
 ③ 「特定大量買付者」とは、公開買付け（証券取引法第 27 条の 2 第 6 項に定義さ

れる。）によって当社が発行者である株券等（同法第 27 条の 2 第 1 項に定義さ
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れる。以下本③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③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（同法第 27 条の 2 第 8 項

に定義される。以下同じ。）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。 
 ④ 「特別関係者」とは、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。 
 ⑤ 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として当社取締役会が認めた者、又はその者

と協調して行動する者として当社取締役会が認めた者をいう。「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。 
2) 上記 1)にかかわらず、下記①ないし④の各号に該当する者は、特定大量保有者又は

特定大量買付者に該当しないものとする。 
① 当社、当社の子会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 8

条第 3 項に定義される。）又は当社の関連会社（同規則第 8 条第 5 項に定義され

る。） 
② 当社を支配する意図がなく特定大量保有者に該当することになった者である旨

当社取締役会が認めた者であって、かつ、特定大量保有者に該当することにな

った後 10 日間（但し、当社取締役会はかかる期間を延長することができる。）

以内にその保有する当社の株券等を処分等することにより特定大量保有者に該

当しなくなった者 
③ 当社による自己株式の取得その他の理由により、自己の意思によることなく、

特定大量保有者に該当することになった者である旨当社取締役会が認めた者

（但し、その後、自己の意思により当社の株券等を新たに取得した場合を除く。） 
④ その者が当社の株券等を取得し保有することが当社の企業価値又は株主共同の

利益に反しないと当社取締役会が認めた者（特定買付者等に該当すると当社取締

役会が認めた者についても、当社の企業価値又は株主共同の利益に反しないと当

社取締役会は別途認めることができ、また、一定の条件の下に当社の企業価値又

は株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた場合には、当該条件が満た

されている場合に限る。） 
3) 適用ある外国の法令上、当該法令の管轄地域に所在する者に新株予約権を行使させ
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るに際し、(i)所定の手続の履行若しくは(ii)所定の条件（一定期間の行使禁止、所定

の書類の提出等を含む。）の充足、又は(iii)その双方（以下「準拠法行使手続・条件」

と総称する。）が必要とされる場合には、当該管轄地域に所在する者は、当該準拠

法行使手続・条件が全て履行又は充足されたと当社取締役会が認めた場合に限り新

株予約権を行使することができ、これが充足されたと当社取締役会が認めない場合

には新株予約権を行使することができない。なお、当該管轄地域に所在する者に新

株予約権を行使させるに際し当社が履行又は充足することが必要とされる準拠法

行使手続・条件については、当社取締役会としてこれを履行又は充足する義務を負

わない。また、当該管轄地域に所在する者に新株予約権の行使をさせることが当該

管轄地域の法令上認められない場合には、当該管轄地域に所在する者は、新株予約

権を行使することができない。 
4) 上記 3)にかかわらず、米国に所在する者は、当社に対し、(i)自らが米国 1933 年証

券法ルール501(a)に定義する適格投資家（accredited investor）であることを表明、

保証し、かつ(ii)その保有する新株予約権の行使の結果取得する当社普通株式の転

売は東京証券取引所における普通取引（但し、事前の取決めに基づかず、かつ事前

の勧誘を行わないものとする。）によってのみこれを行うことを誓約した場合に限

り、当該新株予約権を行使することができる。当社は、かかる場合に限り、当該米

国に所在する者が当該新株予約権を行使するために当社が履行又は充足すること

が必要とされる米国 1933年証券法レギュレーション D及び米国州法に係る準拠法

行使手続・条件を履行又は充足するものとする。なお、米国における法令の変更等

の理由により、米国に所在する者が上記(i)及び(ii)を充足しても米国証券法上適法に

新株予約権の行使を認めることができないと当社取締役会が認める場合には、米国

に所在する者は、新株予約権を行使することができない。 
5) 新株予約権を有する者は、当社に対し、自らが特定買付者等に該当せず、かつ、特

定買付者等に該当する者のために行使しようとしている者ではないこと、及び新株

予約権の行使条件を充足していること等の表明・保証条項、補償条項その他当社が

定める事項を誓約する書面並びに法令等により必要とされる書面を提出した場合

に限り、新株予約権を行使することができるものとする。 
6) 新株予約権を有する者が本(4)項の規定により、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、当該新株予約権を有する者に対して、損害賠償責任そ

の他の責任を一切負わないものとする。 
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備

金 
新株予約権の行使により当社株式を発行する場合における増加する資本金及び資本

準備金の額は、当社取締役会が新株予約権無償割当て決議において別途定める額と
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する。 
(6) 新株予約権の譲渡制限 
 1) 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。 
 2) 新株予約権を譲渡しようとする者が日本国外に所在する者であって、上記(4)3)及

び 4)の規定により新株予約権を行使することができない者（特定買付者等を除

く。）であるときは、当社取締役会は、以下の事由等を勘案して上記 1)の承認をす

るか否かを決定する。 
① 当該管轄地域に所在する者による新株予約権の全部又は一部の譲渡による取得

に関し、譲渡人及び譲受人が作成し署名又は記名捺印した差入書（下記②ない

し④に関する表明・保証条項、補償条項及び違約金条項を含む。）が提出されて

いるか否か 
② 譲渡人及び譲受人が特定買付者等に該当しないことが明らかか否か 
③ 譲受人が当該管轄地域に所在しない者であり、かつ、当該管轄地域に所在する者

のために譲受しようとしている者でないことが明らかか否か 
④ 譲受人が特定買付者等のために譲受しようとしている者でないことが明らかか

否か 
(7) 当社による新株予約権の取得 
 1) 当社は、新株予約権の行使期間の初日の前日までの間いつでも、当社が新株予約権

を取得することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が

別に定める日において、全ての新株予約権を無償で取得することができる。 
 2) 当社は、当社取締役会が別に定める日において、特定買付者等以外の者が有する新

株予約権のうち、当社取締役会の定める当該日の前営業日までに未行使の新株予

約権の全てを取得し、これと引換えに、新株予約権 1 個につき対象株式数の当社

株式を交付することができる。当社はかかる本新株予約権の取得を複数回行うこ

とができる。 
(8) 合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換及

び株式移転の場合の新株予約権の交付及びその条件 
当社取締役会が新株予約権無償割当て決議において別途決定する。 

(9) 新株予約権証券の発行 
新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。 

(10) 法令の改正等による修正 
上記で引用する法令の規定は、平成 19 年 5 月 31 日現在施行されている規定を前提

としているものであり、同日以後、法令の新設又は改廃により、上記各項に定める

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、上記各項に定める条項ないし用語の意
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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。 
 

以 上 
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別紙４ 
 

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 4 名です。 
 

佐久間

さ く ま

 曻 二

しょうじ

 
 
1956 (昭 31) 年 4 月  松下電器産業株式会社に入社 
1983 (昭 58) 年 2 月  同社 取締役・経営企画室長 
1985 (昭 60) 年 2 月  同社 常務取締役 
1986 (昭 61) 年 2 月  同社 専務取締役 
1987 (昭 62) 年  2 月  同社 取締役副社長 
1992 (平 4)  年  3 月  同社 参与 
1993 (平 5)  年  6 月  株式会社 WOWOW 代表取締役社長 
2001 (平 13) 年  6 月  同社 代表取締役会長 
2002 (平 14) 年 11 月  同社 代表取締役会長（兼）社長 
2003 (平 15）年  6 月  同社 代表取締役会長 
2006 (平 18) 年  6 月  同社 取締役相談役 

 

平

ひら

 野
の

 英

えい

 治
じ

 
 
1973 (昭 48) 年 4 月  日本銀行入行 
1995 (平 7) 年  5 月  同行 岡山支店長 
1997 (平 9) 年 11 月  同行 審議役（国会・政策広報担当） 
1998 (平 10) 年  4 月  同行 調査統計局参事 
1999 (平 11) 年  5 月  同行 国際局長 
2002 (平 14) 年  6 月  同行 理事 
2006 (平 18) 年  6 月  同行退職 
2006 (平 18) 年  6 月  トヨタファイナンシャルサービス株式会社 

エグゼクティブバイスプレジデント 
2006 (平 18) 年  7 月  株式会社ホテルオークラ顧問 
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江

え

 原
はら

 伸

のぶ

 好
よし

 
 
1978 (昭 53) 年 9 月  モルガン・ギャランティ・トラスト・カンパニー入社 
1980 (昭 55) 年 10 月  ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー入社 

投資銀行部門配属 
1988 (昭 63) 年 10 月  同社 パートナー就任 
1996 (平 8) 年 11 月  同社 パートナー退任、リミテッド・パートナー就任 
1998 (平 10) 年 10 月  ユニゾン・キャピタル株式会社設立 

代表取締役パートナー就任 
 
 

宮

みや

 原
はら

 守

もり

 男
お

 
 
1954 (昭 29) 年 4 月  弁護士登録 
1974 (昭 49) 年 4 月  高裁判所司法研修所刑事弁護教官（昭和 52 年 3 月まで） 
1987 (昭 62) 年 9 月  学校法人平和学園理事長（平成 13 年 9 月退任） 
1989 (平 元) 年 10 月  株式会社教文館代表取締役会長（現職） 
1990 (平 2) 年  5 月  財団法人国際交通安全学会理事（現職） 
1993 (平 5) 年  9 月  学校法人明治学院理事・評議員（平成 17 年 5 月退任） 
1999 (平 11) 年 10 月  科学技術庁の原子力損害調査研究会会長代理として 

東海村 JCO の臨界事故の損害基準策定 
2000 (平 12) 年  4 月  学校法人山梨英和学院理事長（平成 15 年 6 月退任） 
2002 (平 14) 年  3 月  学校法人東京女子大学理事・評議員（平成 17 年 12 月退任） 
2002 (平 14) 年  5 月  社会福祉法人愛隣会理事（現職） 
2003 (平 15) 年  6 月  ぴあ株式会社監査役（現職） 
 宮原守男氏は、「会社法」第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 
 
 
 
 

以  上 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


