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平成 19 年６月 28 日 

各  位 

会 社 名 東京都港区芝浦四丁目 16 番 25 号 

 株式会社ＶＳＮ 

代 表 者 名 代表取締役社長 鈴 木 照 通

（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号 ２１３５）

問 合 せ 先 専務取締役 栗 橋 和 久

電 話 番 号 ０３-５４１９-８８８０（代表） 

 

 

U当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の承認に関するお知らせ 
 
 

当社は、平成19年５月15日開催の取締役会において、平成19年６月28日に開催の当社第４期定

時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）にて、株主の皆様より承認されることを条

件に、当社の企業価値の向上および株主の皆様の共同の利益の実現に反すると判断される当社株

式の大量買付行為への対応策（以下、「本プラン」といいます。詳細は下記のとおりです。）を導

入することを決定しておりましたが、本日開催の本定時株主総会において、本プランにかかる第

７号議案「当社株式の大量買付行為に関する対応策導入の件」が承認、可決され、株主の皆様よ

り本プランについてご承認を頂きましたので、お知らせいたします。 

なお、特別委員会委員である田中陸は、本定時株主総会をもって監査役に就任いたしましたの

で併せてご報告申し上げます。 
 

 
記 
 
 

1. 企業価値の向上および株主共同の利益の実現に反する買収に対する対応策導入の必要性 
 

（1） 当社における企業価値の向上および株主共同の利益の実現への取組み 
 
当社は、「ヒューマンキャピタルの創造と輩出を通じて、人と社会の歓びと可能性の 大

化を追求する」という経営理念のとおり、事業開始以来、人材の育成を通じて社員ひとり

ひとりの創造的価値を見いだし、人材を人財へと発展させ、永続的に輩出していくことが

産業界のみならず社会全体の発展に寄与すると信じるとともに、当社の人材サービスが時

代の変革にマッチした新たなるワーキングスタイルの構築に繋がると確信し、企業価値の

向上ひいては株主共同の利益の確保、向上に努めてまいりました。 

当社の企業価値の源泉は、多くの優秀なエンジニアとその成長を支援する体制にありま

す。よって、当社では、採用力、育成力、エンジニアサポート力、及び営業力という目に

見えない経営資源（知的資産）の強化を行ってまいりました。 
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エンジニア事業の価値創造の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

採用力については、ＶＳＮと言う企業を広くピーアールするだけでなく、採用に係る組

織の見直しや採用担当者の増強を図り、また、学校などの外部機関とのネットワークの強

化に取り組み、ＶＳＮのブランド力を作ってまいりました。 

育成力、サポート力については、平成11年に東京テクニカルセンターを開設し、業界屈

指のトレーニング設備に加え、即戦力を目指したカリキュラムと実機を用いた実践トレー

ニングにより、エンジニアの基礎スキルの形成をサポートする体制と、豊富なエンジニア

経験をもつサポートチームが、業務環境整備、スキルアップ、モチベーションマネージメ

ントなどについてのバックアップ、キャリアディベロプメントを行う体制を構築いたしま

した。 

営業力については、お客様の要望に応える 適な人材のマッチング力、社員の提案力を

強化し、顧客企業との信頼の構築に努めてまいりました。 

このような結果、人材サービス事業を開始し１０年足らずではありますが、お客様企業

や就業希望者を始めとした様々な方からの高い評価を受け、現在では、2,000名を超える社

員が優れた技術の習得を目指し、技術立国日本を支える様々な企業の技術部門で評価され、

活躍するまでに至っております。 
ＶＳＮグループは、当社が技術部門、特にＩＴ・情報システム、メカトロニクス・エレ

クトロニクス、バイオ・ケミカル分野への人材サービス事業を行うほか、子会社の株式会

社ＶＳＮマイストが製造部門への人材サービス事業を行っております。今後は、この人材

サービス事業を中核として、更にこの事業を補強・拡充するため、人材の育成、技術の発

展に係る事業を追求し、企業価値の向上に努めてゆく所存です。 

また、昨年１２月には、更なる企業価値の向上を目的に、企業の信頼性を高めるべくジ

ャスダック証券取引市場に上場する事により、多くの企業や就職希望者、大学等の教育関

係者の皆様にご認知、ご理解を得ることができたものと思われます。 

さらに、当社は、企業価値向上のためには、企業の社会的責任を全うし、広く社会から

の信頼を確保していくことが重要と考えております。そのため、コーポレート・ガバナン

スの強化のため、執行役員制度、社外取締役・社外監査役の登用など、経営の透明性、監

督機能の強化、監査機能の独立性・実効性を高めております。社長直属の内部監査室を設

置し、不正の起きない体制作りを進めております。また、お客様企業との信頼性確保のた

め、人材サービス業にとって重要な労働者派遣法を厳守する体制、プライバシーマークと

ＴＲＵＳＴｅの認定事業者となり個人情報保護体制を構築するなど、コンプライアンスの

徹底に取り組んでおります。 
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（2） 企業価値の向上および株主共同の利益の実現に反する買収の存在 

 
このように、当社は、企業価値の向上および株主共同の利益の実現に全力で取り組んで

おりますが、昨今の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。

株式の大量買付の中には、企業価値または株主の皆様の行動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があるもの、対象会社の取締役

会や株主が株式の大量取得行為に内容等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が対象

会社の適正な本源的価値を十分に反映しないもの、対象会社が買収者の提示した条件より

も有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、当社の企業価値およ

び株主共同の利益に資さないものも少なくありません。 
企業買収は、たとえそれが買収対象である企業の取締役会の賛同を得ない買収であって

も、当該企業の資産の効率的な運用につながり、企業価値の向上および株主共同の利益の

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、先に述べたように、買収のすべてが企業価値の向上や株主共同の利益の実現を

もたらすものではなく、買収後に買収対象である企業の資産を切り売りする企業解体的な

買収や短期売買利益取得目的の買収等、企業価値および株主共同の利益を著しく損なう買

収も現に存在しています。 
 

（3） 本プラン導入の必要性 
 
上記のとおり、当社グループは、中期経営計画におきましても、経営理念の更なる追求

により、役員・エンジニア・間接社員が強い信頼関係を築きながら、一丸となって企業価

値および株主共同の利益の 大化を追求していく所存であります。 
しかしながら、前述のとおり、近時においては、企業価値の向上等を実現しない不適切

な大量買付けをするといった動きが顕在化しつつあり、当社においても企業価値および株

主共同利益が毀損する事態が生じないとも限らない状況となっております。また、人材サ

ービス業界については、今後も成長が期待されるものの、人口減少時代への突入というか

つて経験のない環境の中、激しい競争や業界の再編も予想されます。そうした中で、当社

の企業価値および株主共同利益を守り、向上させていくには、当社の目指す、「会社と社員

が一体となり、人とその技術力を大切にし、広く社会に有効に活用してゆくこと」が必要

となり、ひいては日本がグローバル社会のなかで技術立国日本として成長し続けてゆく原

動力になるものと信じております。 

当社では、株式の大量買付等であっても、当社の企業価値および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。また、株式会社の支配権の

移転を伴う買収提案についての判断は、 終的には株主の皆様のご意思に基づいて行われ

るべきものと考えております。 
もっとも株式の大量買付等を行う者が、当社を取り巻く経営環境を正しく認識し、これ

ら当社グループのブランド価値および企業価値の源泉を理解した上で、これを中長期的に

確保し、向上させるものでなければ、企業価値および株主共同の利益が毀損される可能性

があります。 
こうした事情を鑑み、外部者である買収者からの大量取得の提案を受けた際には、大量
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買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断すること、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すること、株主の皆様のた

めに不当な買収に対する交渉を行うこと等を可能とすることで、当社グループの企業価値

および株主共同の利益に反する大量買付を抑止するための枠組みが必要不可欠であると判

断し、当社取締役会は本プランを導入することを決定いたしました。 
なお、現時点において当社は、特定の第三者から大量取得行為を行う旨の通告や提案を

受けているわけではありません。 
 

2. 本プランの内容 
 
（1） 本プランの概要 

 
本プランは、買付者または買付提案者（以下、「買付者等」といいます。）が当社株式

の一定数以上の買付けその他の有償の譲受けまたはその提案（以下、「買付け等」といい

ます。）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

ない買付け等がなされる場合や、かかる手続に従った場合であっても当該買付け等が当社

の企業価値および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、かかる買

付け等に対する対抗措置として新株予約権を株主の皆様に無償で割り当てるものです。 
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、①買付者等およびその関係者による行使を禁止する行使条件や、②当社が本新株予

約権の取得と引換えに買付者等およびその関係者以外の株主の皆様に当社株式を交付する

取得条項が付されております。 
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

買付者等の有する議決権の当社の総議決権に占める割合は、 大約50％まで希釈化される

可能性があります。 
なお、本プランに従って対抗措置を機動的に実施するため、新株予約権の発行登録を行

う可能性があります。 
 

（2） 本プランの導入手続 
 

① 定時株主総会における承認 
本プランの導入については、株主の皆様の意思を反映するため、本定時株主総会にお

いて出席株主（議決権行使書により議決権行使を行う株主を含みます。）の皆様の議決

権の過半数のご賛同を得られることを条件とします。 
 

② 特別委員会の設置 
本プランに基づき対抗措置を発動するか否かは、 終的には当社取締役会により決定

されますが、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、当社経営陣から独立した、企

業経営に関する専門家のみから構成される特別委員会を設置いたします。 
特別委員会は、買付者等に対し、買付け等に関する情報の提供を事前に求め、当該買

付け等についての情報収集およびその検討を行う期間を確保し、必要に応じて直接また

は間接に買付者等との協議、交渉等を行います。かかる検討に基づき、特別委員会は、

当社取締役会に対して対抗措置を発動すべきか否かについて勧告を行います。当社取締

役会は、特別委員会の勧告を 大限尊重したうえで、対抗措置の発動について決定しま
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す。 
なお、本プラン導入当初の特別委員会の委員は、別紙1記載のとおりとなっております。

また、特別委員会規則の概要につきましては、別紙2をご参照ください。 

 
（3） 本プランの発動に係る手続 
 

① 対象となる買付け等 
本プランの対象となる買付け等は、 

 
i. 当社の株券等 P

1
Pの保有者P

2
Pが保有P

3
Pする当社の株券等に係る株券等保有割合P

4
Pの合計 

ii. 当社の株券等 P

5
Pの公開買付者 P

6
Pが所有 P

7
Pしまたは所有することとなる当社の株券等およ

び当該公開買付者の特別関係者 P

8
Pが所有する当社の株券等に係る株券等所有割合 P

9
P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。）または特

定株式保有者に該当すると当社取締役会が判断する者による買付け等とします。 

 
1 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。 

3 証券取引法第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。 

4 証券取引法第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。 

5 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。以下ⅱにおいて同じとします。 

6 証券取引法第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。 

7 証券取引法第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。 

8 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。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。 

9 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をいいます。以下同じとします。 

 

② 本プランの公表および買付者等に対する情報提供の要求 
当社は、本プランを株式会社ジャスダック証券取引所において公表するとともに、当

社のホームページ（http://www.vsn.co.jp/）に本プランを掲載いたします。 
上記①に定める買付け等に該当する可能性のある買付け等を行う買付者等には、当社

取締役会が別段の定めをした場合を除き、買付け等の実行に先立ち、当社に対して、買

付け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。）

を記載した買付提案書を提出していただきます。 
特別委員会は、買付者等から提出された買付提案書を受領後10日以内に当該買付提案

書の記載内容が本必要情報として十分であるかを判断し、不十分であると判断した場合

には、買付者等に対し、適宜回答期限までに、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。 
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a. 買付者等およびそのグループ（共同保有者、特別関係者および（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、財務内容等

を含みます。） 
b. 買付け等の目的、方法および内容（買付け等の対価の額および種類、買付け等の時

期、関連する取引の仕組み、買付け等の方法の適法性ならびに買付け等の実行の蓋

然性等を含みます。） 
c. 買付け等の価格の算定根拠（算定の前提となる事実および仮定、算定方法、算定に

用いた数値情報ならびに買付け等に係る一連の取引により生じることが予想される

シナジーの額およびその算定根拠等を含みます。） 
d. 買付け等の資金の裏付け（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。） 
e. 買付け等の後の当社グループの経営方針、経営者候補（当社および当社グループの

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、配当政策および資産活用策 
f. 買付け等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 
g. その他特別委員会が合理的に必要と判断する情報 

 
なお、特別委員会は、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け等

を開始したものと認められる場合には、引き続き買付提案書および本必要情報の提出を

求めるべき特段の事情がある場合を除き、原則として、下記③に記載のとおり、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。 
 

③ 特別委員会の検討手続 
特別委員会は、買付者等から提出された買付提案書および特別委員会が追加提出を求

めた本必要情報が提出された場合、当社取締役会に対して、特別委員会が定める期間内

（原則として60日を上限とします。）に買付け等の内容に対する意見およびその根拠資

料、代替案その他特別委員会が必要と認める情報および資料を提示するよう要求するこ

とがあります。 
特別委員会は、買付者等から買付提案書および本必要情報を受領した後、原則として

当該買付者等による買付け等が対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社の

全株式の買付け等の場合には60日以内、その他の方法による場合は90日以内（以下、「特

別委員会検討期間」といいます。）に、買付け等の内容の検討、当社取締役会による代

替案の検討ならびに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および比較

検討等を行います。 
また、特別委員会は、必要があれば、直接または間接に当該買付者等と協議、交渉等

を行うことにより、買付提案の内容の正確な理解および必要に応じた修正の要求に努め、

中立かつ公平な観点から慎重に検討を行います。さらに、特別委員会は、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みます。）の助言を得ることができます。 
さらに上記の検討手続を経て、特別委員会は、買付者等の買付提案が本プランを遵守

しているか否か、遵守している場合に、当該買付者等の買付提案が濫用的買収P

1
Pに当たる

か否かについて審議および決議し、当社取締役会が本新株予約権の無償割当てを実施す

べきか否かを、当社取締役会に対して勧告します。 
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1 濫用的買収の類型は次のとおりです。 

i 高値買取要求を狙う買収 
ii 重要な資産・技術情報等を廉価に取得する等、会社の犠牲の下に買付者等の利益実現を狙う

買収 
iii 会社資産を債務の担保や弁済原資として流用する買収 
iv 会社の高額資産を処分させ、その処分利益で一時的高配当をさせるか、一時的高配当による

株価急上昇の機会を狙って高値の売り抜けを狙う買収 
v 強圧的二段階買収など、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがある買収 
vi 前各号の他、当社の企業価値および株主共同の利益が、前各号に該当する買収と実質的に同

程度に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であり、かつ当該時

点で対抗措置を発動しない場合には、企業価値および株主共同の利益の毀損を回避すること

ができないかまたはそのおそれがあると判断される買収 

 

なお、特別委員会は、当初の特別委員会検討期間終了時までに、上記の勧告を行うに

至らない場合には、買付け等の内容の検討ならびに買付者等との協議および交渉に必要

とされる合理的な範囲で、特別委員会検討期間を延長する旨の決議を行うことがありま

す。この場合、特別委員会は、特別委員会検討期間を延長するに至った理由、延長期間

その他特別委員会が適切と認める事項について、当該延長の決議後速やかに、情報開示

を行います。 
また、特別委員会は、買付者等から買付提案書が提出された事実および本必要情報そ

の他の情報のうち特別委員会が適切と判断する事項について、特別委員会が適切と判断

する時点で株主の皆様に対する情報開示を行います。 
 

④ 当社取締役会による本新株予約権の無償割当ての実施に関する決定 
当社取締役会は、上記③の特別委員会の勧告を 大限尊重したうえで、本新株予約権

の無償割当ての実施、本新株予約権の無償割当ての中止および本新株予約権の取得に関

する決定を行います。当社取締役会は、かかる決定を行った場合、速やかに当該決定の

概要その他当社取締役会が適切と認める事項について、情報開示を行います。 
 

⑤ 特別委員会による再検討 
特別委員会は、一旦本新株予約権の無償割当てを実施すべきか否かについて勧告した

後であっても、当該勧告の前提となった事実関係等に変動が生じた場合には、再度審議

および決議を行い、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当ての実施、本新株

予約権の無償割当ての中止および本新株予約権の取得に関する勧告を行うことができま

す。 
特別委員会により新たに勧告がなされた場合、当社取締役会は、 新の勧告を 大限

尊重したうえで、本新株予約権の無償割当ての実施、本新株予約権の無償割当ての中止

および本新株予約権の取得に関する決定を行います。 
当社取締役会は、かかる決定を行った場合、速やか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について、情報開示を行います。 
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（4） 本新株予約権の無償割当ての概要（詳細は別紙3 新株予約権の要項 をご参照ください。） 
 

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。）における、 終の株主名簿または実質株主名

簿に記載または記録された株主（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、本新株予約権者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、その共同保有者（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項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。）、もしくはその特

別関係者またはこれらの者が実質的に支配し、これらの者に実質的に支配されもしくはこ

れらの者が共同して支配し、これらの者と共同して行動する者と当社取締役会が判断した

者（以下、「特定株式保有者等」といいます。）は、本新株予約権を行使することができ

ないものとされています。 
また、本新株予約権には取得条項が付されており、当社は一定の条件の下で買付者等お

よび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。さらに、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

とができます。 
なお、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。 

 
（5） 本プランの有効期間、廃止、修正および変更 

 
本プランの有効期間は、平成22年3月期に関する定時株主総会の終結の時までとします。

ただし、本プランの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、または、②当社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、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、特別委員会の承認を得た上で、本プランを修正しまた

は変更する場合があります。 

本プランが廃止、修正または変更された場合には、当該廃止、修正または変更の事実そ

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。 
 

 
3. 本プランの合理性 

 
（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、経済産業省および法務省が平成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」の定める三原則を完全に充足

しており、また、株式会社ジャスダック証券取引所が平成18年3月31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」およ

びこれに伴って改正された同取引所の諸規則の趣旨に合致したものです。 
 
 



 9

（2） 企業価値の向上および株主共同の利益の実現を目的として導入されていること 
 
本プランは、上記2記載のとおり、当社株券等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、また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、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、当社の企業価値を向上させ、株主共同の利益を実現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、

本定時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いたします。

本定時株主総会において本プランの導入について出席株主（議決権行使書により議決権行

使を行う株主を含みます。）の皆様の議決権の過半数のご賛同を得られない場合、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。 
 

（4） 独立性の高い社外者の判断の重視 
 
当社は、本プランの導入にあたり、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、特別

委員会を設置します。 
特別委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立しており、当社と特別な利害関係

のない有識者に該当する委員3名以上により構成されます。各委員は当社との間で、善管注

意義務を負うこと等を定めた契約を締結します。実際に当社株券等に対して買付け等がな

された場合、特別委員会は特別委員会規則に従い、当該買付け等が当社の企業価値および

株主共同の利益を毀損するか否かを判断した上、当社取締役会による本新株予約権無償割

当ての実施・不実施等に関する勧告を行い、当社取締役会はかかる勧告を 大限尊重した

うえで本新株予約権無償割当ての実施または不実施等を決定します。 
このように、当社取締役会が特別委員会の勧告に基づいて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を発動することを防ぐとともに、特別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、当社の企業価値および株

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2（3）③および④に記載のとおり、予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。 
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（6） 第三者専門家の意見の取得 
 
本プランは、上記2（3）③に記載のとおり、買付者等が出現した場合、特別委員会が、

当社の費用で、独立した第三者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、特別委員会による判断の公正性およ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） デッドハンド型買収防衛策ではないこと 
 
上記2（5）に記載のとおり、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。 
 
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、

株主および投資家の皆様の権利または利益に直接的な影響が生じることはありません。 
 

（2） 本新株予約権無償割当て実施により株主および投資家の皆様に与える影響 
 
当社取締役会が本新株予約権無償割当決議において定める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個の割合で本新株予約権が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の価値に関して希釈化は生

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

希釈化することになります。そこで、当社は、当社取締役会の決定により、下記（3）③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

る取得の手続をとった場合、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およ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

することとなります。その場合、その保有する株式1株あたりの価値の希釈化は生じますが、

保有する株式全体の価値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また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釈化は生じませんので、1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。 
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（3） 本新株予約権無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続等 
 

① 名義書換の手続 
当社取締役会において、本新株予約権の無償割当てを実施することを決定した場合に

は、当社は、本新株予約権の割当期日を公告いたします。割当期日における 終の株主

名簿または実質株主名簿に記載または記録された株主の皆様に本新株予約権が割り当て

られますので、株主の皆様におかれては、割当期日までに速やかに保有する株式に係る

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。なお、割当期日における 終の株主

名簿または実質株主名簿に記載または記録された株主の皆様は、申込みの手続を経ずに

当然に本新株予約権者になります。 
 

② 本新株予約権の行使の手続 
当社は、割当期日における 終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録され

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

権の内容および数、本新株予約権を行使する日等の必要事項なら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うえ、本新株予約権1個当たり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）の当社普通株式が発行されることになります。 
 

③ 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、当社取締役会が定める日をもって、本新株予約権を取得します。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、名義書換方法、行使の方法およ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また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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（別紙1） 
特別委員会委員の氏名 

 
本プラン導入当初の特別委員会の委員は、以下の3名となります。 
 

中曽根 浩（なかそね・ひろし） （略歴） 
昭和 16 年生まれ  

昭 和 40年 ４ 月 大蔵省入省 

平 成 ４ 年 ６ 月 北陸財務局長 

平 成 ９ 年 ４ 月 株式会社わかしお銀行（現 株式会社三井住友銀行）顧問就任 

平 成 11年 ６ 月 同行 専務取締役就任 

平 成 15年 ３ 月 同行 顧問就任 

平 成 16年 ６ 月 株式会社タカラレーベン 監査役就任（現任） 

平 成 17年 ４ 月 当社 監査役就任（現任） 

平 成 17年 ５ 月 共済サービス株式会社 代表取締役社長就任（現任） 

 

田中 陸（たなか・あつし） （略歴） 

昭和16年生まれ  

昭 和 34年 ３ 月 警視庁 入庁 

昭 和 59年 ２ 月 外務省出向 ホノルル領事館 領事 

昭 和 63年 ２ 月 千住警察署長 

平 成 元 年 ２ 月 警視庁刑事部国際捜査課長 

平 成 ６ 年 ２ 月 警視正 蒲田警察署長 

平 成 10年 ２ 月 警視長 警察大学校 教官教養部長 

平 成 12年 ３ 月 警視監 警察大学校 教官教養部長 

平 成 12年 ４ 月 財団法人日本道路交通情報センター 業務部長 

平 成 15年 12月 株式会社東京スタジアム 監査役就任 

平 成 19年 ６ 月 当社 監査役就任（現任） 

 
廣瀬 勝一（ひろせ・しょういち） （略歴） 

昭和42年生まれ  

平 成 ７ 年 ４ 月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 

平 成 ９ 年 ７ 月 伊藤・廣瀬法律事務所開設 

平 成 18年 ４ 月 当社 財産管理委員会外部委員（注＊）（現任） 

（注）＊財産管理委員会とは法令、定款及び規程上、取締役会決議が必要とされる会社の重要

な財産の取得、処分等に係る事項について、取締役会に付議する前に議案の十分な審議・検討

を行うことを目的とした当社独自の委員会であります。財産管理委員会は代表取締役社長、専

務取締役２名、常勤監査役を主要メンバーとし、有識者として外部弁護士を加えた５名で構成

しております。社外から有識者を加えることにより、経営の意思決定における合法性、客観性、

健全性の確保を図っております。 
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（別紙2） 
 

特別委員会規則の概要 
 
第１条  当社は、当社株式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、特別委員会を設置する。特別委員会は、本プランに基づく本新株予約権の

無償割当ての実施または不実施に関する勧告を行い、取締役会の判断の公正性および中立

性の確保に資することを目的とする。 
第２条  特別委員会の委員は、3名以上とし、概要以下の条件を満たした者の中から選任する。

選任された委員は、就任にあたり原則として当社に対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する。 
① 現在または過去において当社、当社の子会社または関連会社（以下、併せて「当社

等」という。）の取締役（社外取締役は除く。以下同じ。）または監査役（社外監

査役は除く。以下同じ。）等となったことがない者 

② 現在または過去における当社等の取締役または監査役の一定範囲の親族でない者 
③ 当社等との間で一定程度以上の取引がある取引先でなく、当社等との間に特別の利

害関係のない者 
④ 企業経営に関する一定以上の経験者、専門家、有識者等（実績ある会社経営者、投

資銀行業務に精通する者、自社の業務領域に精通する者、弁護士、公認会計士、会

社法等を主たる研究対象とする研究者またはこれらに準ずる者） 
２ 委員の選任および解任は、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、平成19年3月期定時株主総会の終結の時（ただし、本プランの期間中に

選任された委員については、選任の時）から、平成22年3月期定時株主総会の終結の時

までとする。 
第３条  特別委員会は、原則として以下の各号に記載される事項について審議・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、特別委員会の勧告を

大限尊重しなければならない。 
① 買付提案の内容が濫用的買収に該当するか否かの決定および本新株予約権の無償

割当ての実施または不実施 
② 本新株予約権の無償割当ての中止および本新株予約権の取得 
③ ①および②のほか、買付提案の修正の要求、特別委員会検討期間の延長等、本プラ

ンにおいて特別委員会が権限を与えられた事項の決定 
④ 本プランに関して取締役会が判断すべき事項のうち、取締役会が特別委員会に諮問

した事項 
⑤ 取締役会が、別途特別委員会が行うことができるものと定めた事項 

第４条  特別委員会の決議は、原則として委員の全員が出席し、出席委員の過半数をもって行う。 
第５条  特別委員会は、審議および決議を行うにあたり、買付者等や買付提案の内容等の検討に

必要な情報（以下、「本必要情報」という。）を取得するよう努め、提供された情報が不
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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とともに、直

接または間接に当該買付者等と協議、交渉等を行うことにより、買付提案の内容の正確な

理解および必要に応じた修正の要求に努め、中立かつ公平な観点から慎重に検討を行う。 

２ 特別委員会は、取締役会に対して、買付者等の買付け等の内容に対する意見およびその

根拠資料、代替案その他特別委員会が必要と認める情報および資料を一定の期間（原則

として60日を上限とする。）内に提示するよう要求することができる。 

第６条  特別委員会は、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。 
第７条  各委員は、買付け等がなされた場合その他いつでも特別委員会を招集することができる。 
第８条  取締役会は、特別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名が特別委員会に出席し、必要な事項に関する説明を行う機会を与えるよう特別委員会

に求めることができる。 
第９条  特別委員会は、取締役会の要請に応じ、勧告を行う理由およびその根拠を説明しなけれ

ばならない。 
第１０条 特別委員会は、買付者等から買付提案書が提出された事実および本必要情報その他の情

報のうち特別委員会が適切と判断する事項について、特別委員会が適切と判断する時点で

株主への情報開示を行わなければならない。 
第１１条 特別委員会規則の改廃は、あらかじめ特別委員会の承認を得た上で、取締役会の決議に

より行う。 
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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において定める一定の日（以下、

「割当期日」という。）における 終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された

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 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。）と同数とする。 
 
3． 新株予約権の無償割当ての効力発生日 

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日とする。 
 
4． 新株予約権の目的である株式の種類および数 

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、新株予約権の割当期日後、当社株式の分割もしくは併合、合併または会社分割等

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、あらかじめその旨およびその事由、調整前の対

象株式数、調整後の対象株式数およびその適用の日その他必要な事項を各新株予約権者に

書面により通知また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

前記の通知また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。 
 
8． 新株予約権の行使期間 

新株予約権の割当期日から120日以内で、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また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
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はできない。行使期間の 終日が銀行営業日でない場合にはその翌銀行営業日を 終日とする。 
 
9． 新株予約権の行使の条件 

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。 

a. 「特定株式保有者」とは、 

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 当社の株券等の公開買付者が所有しまたは所有することとなる当社の株券等お

よび当該公開買付者の特別関係者が所有する当社の株券等に係る株券等所有割

合の合計 

のいずれかが、20％以上となる者をいう。 
b. Ⅰにおいて「株券等」とは、証券取引法第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。Ⅱにおいて「株券等」とは、証券取引法第27条の2

第1項に規定する株券等をいう。 

c. 「保有者」とは、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

基づき保有者とみなされる者を含む。 

d. 「保有」とは、証券取引法第27条の23第4項に規定する保有をいう。 

e. 「株券等保有割合」とは、証券取引法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合を

いう。 

f. 「公開買付者」とは、証券取引法第27条の3第2項に規定する公開買付者をいう。 

g. 「所有」とは、証券取引法第27条の2第1項に規定する所有をいう。 

h. 「特別関係者」とは、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

開示に関する内閣府令第3条第2項で定める者を除く。 

i. 「株券等所有割合」とは、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をい

う。 

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（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項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。）、もしくはその特別関係

者またはこれらの者が実質的に支配し、これらの者に実質的に支配されもしくはこれらの

者が共同して支配し、これらの者と共同して行動する者と当社取締役会が判断した者  

③ 適用ある法令上、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るに際し、所

定の手続の履行もしくは所定の条件（一定期間の行使禁止、所定の書類の提出等を含む。）

の充足またはその双方（以下、「現地法手続要件」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、当該現地法手続要件がすべて履行または充足されたと

当社が認めた場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当該管轄地域に

所在する者が新株予約権を行使するために当社が履行または充足することが必要とされ

る現地法手続要件については、当社はこれを履行または充足する義務は負わない。また、

当該管轄地域に所在する者が新株予約権を行使することが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ものとする。 
④ 上記③にかかわらず、米国に所在する者は、 

Ⅰ 当社に対し、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）であることを表明および保証し、 
かつ 
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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を株式会社ジャ

スダック証券取引所における普通取引（ただし、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、 
 新株予約権を行使することができるものとする。当社は、かかる場合に限り、当該米国に

所在する者が新株予約権を行使するために当社が履行また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および米国州法に係る手続または条件を履行また

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および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す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ものとする。 
⑤ 上記②ないし④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。 
⑥ 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、1ヶ月間から3ヶ月間までの範囲で新株予約権無償割

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、会社法第274条第1項および第2項に規定される当社取締役会の決定により、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9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．新株予約権の行使または当社による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、新株予約権の行使また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。 
なお、譲渡人が日本国外に所在する者であって、第9項の③および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承

認をするか否かを決定するものとする。 
① 当該管轄地域に所在する者による新株予約権の全部または一部の譲渡に関し譲渡人およ

び譲受人が作成し署名または記名捺印した確認書（下記②および③についての表明保証条

項、補償条項および違約金条項を含む。）が提出されていること 
② 譲受人が第9項の②に定める者に該当せず、第9項の②に定める者のために譲受しようとし

ている者ではないことが明らかであるか 
③ 譲受人が当該管轄地域に所在せず、当該管轄地域に所在する者のために譲受しようとして

いる者ではないことが明らかであるか 
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13．合併、会社分割、株式交換または株式移転の場合における新株予約権の交付およびその条件 
新株予約権の無償割当てに係る取締役会決議において当社取締役会が決定する。 

 
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．新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金および資本準備金 

新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合における増加する資本金は、行使価額の

全額とし、資本準備金は増加しないものとする。 
 
16．新株予約権の行使請求および払込の方法 

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およ

び数、新株予約権を行使する日等の必要事項なら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ならびに会社法、証券取引法およびその関連法規（日本証券業協会お

よび本邦証券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。 
 
17．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16項の行使請求書およ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。 
 
18．法令の改正等 

新株予約権の無償割当て後、法令の制定、改正または廃止により、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、改正または廃止の趣旨および文言を勘案の上、本

要項の条項を合理的に読み替えるものとする。 
 
 

以  上 
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（ご参考） 

 

Ⅰ 当社株式の状況（平成 19 年３月 31 日現在） 

 

1. 発行可能株式総数  21,330,500 株 

 

2. 発行済株式総数   5,886,650 株 （自己株式 475 株を除く） 

 

3. 株主数      1,133 名 

 

4. 大株主（上位 10 社） 

 

当社への出資の状況 

株主名 
持株数 

（千株） 
出資比率（％） 

関口 房朗 786 13.35 

株式会社ベンチャーセーフネット 779 13.23 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 774 13.14 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 472 8.01 

ＶＳＮ社員持株会 435 7.39 

日興シティ信託銀行株式会社（投信口） 277 4.71 

鈴木 照通 232 3.95 

ﾊﾞﾝｸ ｵﾌﾞ ﾆﾕｰﾖｰｸ ﾖｰﾛﾂﾊﾟ ﾘﾐﾃﾂﾄﾞ ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸﾞ 131800 227 3.86 

ﾊﾞﾝｸ ｵﾌﾞ ﾆﾕｰﾖｰｸ ｼﾞｰｼｰｴﾑ ｸﾗｲｱﾝﾄ ｱｶｳﾝﾂ ｲｰ ｱｲｴｽｼﾞｰ 223 3.78 

ｻﾞ ﾁｪｰｽ ﾏﾝﾊｯﾀﾝ ﾊﾞﾝｸ ｴﾇｴｲ ﾛﾝﾄﾞﾝ ｴｽ ｴﾙ ｵﾑﾆﾊﾞｽ ｱｶｳﾝﾄ 131 2.22 

注）表示単位未満は切り捨てて表示しております。 
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Ⅱ 大量買付行為開始時のフローチャート 

 

 

当社株式の大量買付行為開始時のフローチャート（事前警告型） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

買付者等による買付提案書の提出 

特別委員会による 

追加情報提供の要請 

特別委員会による 

必要情報受領の確認 

特別委員会の検討手続 

（濫用的買収に該当するか） 

・情報収集 

・買付者等への追加情報の提供要請

・買付者等との協議・交渉 

・専門家からの助言の取得 

特別委員会による取締役会への勧告 

濫用的買収に 

該当せず 
濫用的買収に 

該当 

特別委員会による取締役会への勧告

買付者等による

手続無視を確認 

対抗措置発動せず 

（株主の皆様によるご判断）

 

取締役会による対抗措置の発動 

（新株予約権の無償割当て） 

原則 60 日/90 日 

（手続が遵守された場合） （手続が遵守されない場合）

各手続を 

遵守しない

場合 

当社の株券等の保有割合が 20％以上となる買付け等について、 

当社が公表した買収防衛策に定められた手続の遵守を要請 

10 日 


