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会社の支配に関する基本方針および 

当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続導入について 

 
当社は、平成19年(2007年)６月21日開催の当社第66期定時株主総会において「当社

株式に対する大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）導入の件」（有効期間を同株

主総会承認のときから2007年の事業年度にかかわる定時株主総会終結のときまでとす

る。）を承認し、買収防衛策を導入いたしましたが、その後の情勢変化等も勘案しつつ、

企業価値の向上、株主全体の利益の保護といった観点から、延長の是非も含めそのあ

り方について検討してまいりました。 

その検討の結果、平成20年(2008年)４月30日開催の当社取締役会において、当社取

締役全員の賛成により、会社法施行規則第127条に定める｢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｣を改めて決議するとともに、本年

(2008年)６月13日に開催を予定している総会（以下「本定時株主総会」といいます。）

において承認されることを条件として、現在の方針を一部修正・変更したうえで、｢当

社株券等の大規模買付行為への対応方針｣（以下｢本プラン｣といいます。）を継続して

導入することを決定いたしました。 

 本プランの有効期間は、本定時株主総会の承認が得られた場合には、本定時株主総

会終了後 3 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終結の

ときまでとなります。なお、有効期間満了前においても、当社の株主総会または取締

役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、当該決議をもって廃

止されるものとします。なお、本定時株主総会における株主の皆様のご承認を条件と

する本施策の導入を決定した当社取締役会には、当社監査役５名（うち社外監査役３

名）が全員出席し、いずれの監査役も、本プランの具体的運用が適正に行われること

を条件として、本プランに賛成する旨の意見を述べました。 

 また、平成 20年(2008年)3月 31日現在の大株主の状況等は別紙１のとおりであり、

株主は広く分布しております。本日現在、当社株券等の大規模買付行為に関する打診

および申入れ等は一切ございません。 
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当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策） 

 

Ⅰ.当社の財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針 

わが国の資本市場においては、株式を大規模に買い付け、その株式会社の財務およ

び事業の方針の決定を支配し、自らの利益を 優先にかつ 大にすることを目的とす

るものが見受けられます。このような目的を持つ大規模買付は企業価値を下げ、株主

共同の利益を損なうおそれがあるものと言えます。 

また、当社株式の大規模買付を行う者が、当社の財務および事業の内容を理解する

とともに、当社の企業価値の源泉を理解したうえで、これらを中長期的に確保し、向

上させられるのでなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益（以下「企業価

値・株主共同の利益」といいます。）は毀損されることになります。 

外部者である買収者からの大規模買付の提案を受けた際に、株主の皆様が 善の選

択をするためには、当社の企業価値を構成する有形無形の要素を適切に把握し、買収

者や買付についての情報を把握したうえで、買付が当社の企業価値・株主共同の利益

に及ぼす影響を判断する必要があるところ、かかる情報が明らかにされないまま大規

模買付が強行される場合には、当社の企業価値・株主共同の利益が毀損される可能性

があります。 

当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益を損ないあるいは有益となら

ない大規模買付を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として

不適切であり、このような者による大規模買付に対しては、必要かつ相当な対抗措置

を採ることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保する必要があると考えま

す。 

当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務および事

業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値・株主共同の利益

を継続的に確保・向上していくことを 大の目標として掲げ、かつその実現が可能な

者であるべきものと考えます。 

また当社は、企業価値・株主共同の利益を確保・向上することに対して障害となる

事象を排除し、回避し、防衛していくことも、財務および事業の方針の決定を支配す

る者のあるべき姿勢と考えます。 

大規模買付の提案を受けた際に、株主の皆様が 善の選択をするための情報を収集

し提供していくこと、および不適切な買収者による大規模買付に対して、本プランに

従い適切に対処していくことも株主共同の利益に資するものと考えます。 

以上に掲げた事項を実現するために、財務および事業の方針の決定を支配する者は、

当社の企業価値の源泉について十分理解し、常に企業価値向上のための施策を策定し

計画的に実施するとともに、企業価値を損なうリスクを減少させ、内部統制を効かせ
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た事業経営を継続して行っていくべきものと考えます。 

 

Ⅱ．当社の基本方針の実現に資する特別な取組み 

１．当社の企業価値の源泉 

当社は、カタログやインターネットサイトなどの媒体を活用し、お客様に商品や

サービスをご提供する通販ビジネスを生業として、企業価値・株主共同の利益を確

保し、向上させることを 優先の課題としております。かかる企業価値・株主共同

利益の向上は、お客様への提供価値を 大化することによって実現できるものであ

り、お客様への提供価値を高めるためには、お客様ニーズの探求、お客様との密接

な関係づくり、新しい商品・サービスの開発、ローコストオペレーション、安全か

つ適切なる情報の活用・管理等が欠かせません。これらの実現については、中長期

的な視点に立った大胆かつ迅速な事業戦略を実行しなければならず、また、企業価

値・株主共同の利益を創出するためには、ステークホルダーの利益をも考慮した安

定的かつ継続的な企業経営が不可欠と考えます。 

また、通販ビジネスの特性であるお客様情報の活用にあたっては、お客様の大切

な個人情報を安全かつ適切に管理する体制の構築が不可欠であるとともに、通販ビ

ジネスの運営にあたっては、掲載商品の企画・製造、カタログやＷｅｂサイトの制

作に始まり、新規会員の獲得やカタログの送付、お客様からのお問合せやご注文に

基づく商品手配や配送、代金の回収までといった一連のフローに関するシステム連

携が必須であり、これらを適切にオペレーションすることが通販ビジネスを行うう

えで、 も重要なノウハウであるといえます。従いまして、これらに関する十分な

理解なくしては、株主の皆様が将来実現することのできる株主価値を適正に判断す

ることはできません。 

２．企業価値向上のための取組み 

当社は、２００７年４月から２０１０年３月までの３ヵ年を計画期間とする「企

業価値向上に向けた中期的な取組み」（以下「中期経営計画」といいます。）を策定

していますが、その骨子は次のとおりです。この中期経営計画を達成することは、

当社が実行可能な企業価値の 大化にほかなりません（詳しくは後掲の別紙２「企

業価値向上に向けた中期的な取組み」をご参照ください。）。 
(1) 中期経営計画の基本方針 

中期経営計画のテーマは「破壊と創造」です。2007 年度のテーマは「破壊」で、

これを旗印に徹底したリストラクチャリングを行った結果、売上利益ともに当初

の予想を上回る業績を上げることができました。2 年目の 2008 年度は「成長への

地固め」をテーマに、通信販売事業の支柱となるコンピュータシステムや物流施

設などの基盤を整備・高度化し、付加価値を 大化するための施策を実施してま

いります。2009 年度は創り上げた基盤や従業員の持つ能力をフルに活用し、着実
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に成長できる強靭で躍動感のある企業に変革してまいります。 
(2) 中期経営計画の重点方針 

当社は、上記の基本方針をさらに次のとおり具体化しています。 
① 当社は、お客様、株主様、取引先様等、ステークホルダーの皆様や社会から

「ありがとうといわれる企業」を目指してまいります。 
② 事業構造の見直しの端緒として、コストの削減と業務プロセスの再構築等の改

革を行ってまいります。 
③ 当社は、引き続きインターネットを中心とした通販市場の拡大や成長を大き

なビジネスチャンスと捉え、従来の季刊カタログによる通信販売とあわせ、

ネット型販売の更なる充実と強化を図ってまいります。 
④ 当社は、当社の保有する通販ノウハウや物流施設等を活用した出荷代行やリス

トビジネス等、通販ソリューション事業の更なる拡大を図ってまいります。 
⑤ 当社は、当社の子会社を含めた企業集団として、コーポレート・ガバナンスの

実効性をより高める経営体制の実現に向け、健全なる企業活動を推進するた

めの内部統制システムを構築し、企業としての社会的使命を果たすべく不断

の取り組みを行ってまいります。 
⑥ 当社は、環境保全活動に積極的に取り組むことにより、商品・カタログ・物流

等の各分野において、地球環境負荷の低減に努めてまいります。 
 (3) 事業別の重点方針 

 当社には、グループを含め、主たる事業として通信販売事業、ソリューション

事業、金融事業の３事業がありますが、それぞれの事業は上記の方針をもとに、

事業効率を高め、お客様に愛される事業を展開してまいります。 
(4) 株主への利益還元方針 

当社は、業績連動型の配当を基本とし、連結配当性向３０％を目処として配当

していく方針です。 
 

Ⅲ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支

配されることを防止するための取組み 

１．本プラン導入の目的 

本プランは、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的とし

て、上記Ⅰに記載した基本方針に沿って導入されるものです。 

本プランは、当社が、当社の企業価値、ひいては株主の皆様の共同の利益を確保

するため、特定株主グループ（注１）の議決権割合（注２）を２０％以上とすること

を目的とする当社株券等（注３）の買付行為、または結果として特定株主グループ

の議決権割合が２０％以上となる当社株券等の買付行為（いずれについても、あら

かじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付け等の具体的
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な買付方法の如何を問いません。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」とい

い、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。）に対し、適切な対

応を行うことを目的としております。 

当社取締役会は、基本方針に定めるとおり、当社の企業価値・株主共同の利益に資さ

ない大規模買付を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不

適切であると考えています。そして、こうした不適切な者による大規模買付を抑止する

ためには、当社株式に対する大規模買付が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様に

代替案を提案したり、あるいは株主の皆様が大規模買付に応じるべきか否かを判断する

ために必要な情報や時間を確保することや株主の皆様のために交渉を行うことなどを

可能とする枠組みが必要不可欠であると判断しました。 

当社は当社株式の大規模買付であっても、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・

向上に資するものであれば、これを否定するものではありませんが、当社の支配権の移

転を伴う買収提案についての判断は、 終的には当社の株主全体の意思に基づいて行わ

れるべきであると考えます。そして、その買収提案の 終判断のためには、株主の皆様

に対して、大規模買付の目的や内容・買付後のビジョン等についての情報が提供され、

またその検討に十分な時間を提供されることが大変重要であると考えます。加えて当社

取締役会としての評価や意見を株主の皆様にご提供することも 終判断にとって極め

て有効なものと考えます。 

したがいまして、当社は、大規模買付行為が一定のルールに従って行われることが当

社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上につながると考え、大規模買付提案がなさ

れた場合における情報提供等に関する一定のルール（以下「大規模買付ルール」といい

ます。）を定めるとともに、上記Ⅰ記載の基本方針に照らして不適切な者によって大規

模買付行為がなされた場合に、それらの者によって当社の財務およ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り組みとして、対抗措置の発動等を定めた本プラ

ンを導入することといたしました。 

（注1） 特定株主グループとは、 

① 当社の株券等（金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。）

の保有者（同法第27条の23第3項に規定する保有者をいい、同条第3項に基づき保有者

に含まれるものを含みます。以下同じとします。）およびその共同保有者（同法第27

条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされ

る者を含みます。以下同じとします。）または、 

② 当社の株券等（同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。）の買付け等（同

法第27条の2第1項に規定する買付け等をいい、競売売買の方法によるか否かを問わず

金融商品市場において行われるものを含みます。）を行う者およびその特別関係者（同

法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。）を意味します。 

（注2） 議決権割合とは、 

① 特定株主グルｰプが、注1の①記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合（同法第
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27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保

有者の共同保有者の保有株券等の数（同項に規定する保有株券等の数をいいます。以

下同じとします。）も加算するものとします。）または、 

② 特定株主グルｰプが、注1の②記載の場合は、当該買付者およびその特別関係者の株

券等保有割合（同法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。）の合計

をいいます。各株券等保有割合の算出に当たっては、総議決権（同法第27条の2第8

項に規定するものをいいます。）および発行済株式の総数（同法第27条の23第4項に

規定するものをいいます。）は、有価証券報告書、四半期報告書および自己株券買付

状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。 

（注3） 株券等とは、金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等または同法第27条

の2第1項に規定する株券等のいずれかに該当するものを意味します。 

 

２．本プランの概要 

大規模買付ルールは、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、大規模買付行為に先立ち、大規模買付者に対して大規模買付行為に

関する必要かつ十分な情報提供を求めるとともに、当社取締役会がこれらの大規模

買付行為に関する情報を検討し、あるいは大規模買付者との協議を行い、代替案等

の検討をするために必要な時間の確保を要請するものです。 

 大規模買付者は、大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報提供を行い、かつ

当社取締役会による合理的な協議・検討のための期間が確保された場合には、当該

期間経過後、当社取締役会または株主意思確認総会（後記３．本プランの内容（２）

④において定義します。以下同じとします。）において対抗措置（以下において定

義します。）の発動に関する決議がなされた後に大規模買付行為を開始することが

できます。 

 これに対し、当社取締役会は、大規模買付者が大規模買付ルールで定められた手

続きに違反し、または大規模買付者による大規模買付行為が当社の企業価値・株主

共同の利益を著しく毀損させるおそれがあると認めた場合には、新株予約権の無償

割当て等、会社法その他の法令および当社定款によって定められる相当な対抗措置

（以下「対抗措置」といいます。）の発動を講じることができるものとします。 

 本プランに従った対抗措置の発動の判断については、取締役会の恣意的判断を排

するため、独立性の高い社外有識者等から構成される独立委員会（後記３(2)③に定

義します。）の客観的な判断を経るとともに、株主の皆様への情報開示を通じて透

明性を確保することとしています。 

また、当社取締役会が必要と認めた場合、または独立委員会が対抗措置の発動に

関して株主の意思を確認するべき旨の意見を付した場合には、対抗措置の発動にあ

たり、当社取締役会決議に基づき株主意思確認総会を開催して株主の皆様の意思を
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確認することがあります。 

 

３．本プランの内容 

（1）大規模買付ルールにおける手続き 

① 意向表明書の提出 

 当社は、当社取締役会が別途承認した場合を除き、大規模買付者に対して、大

規模買付行為を開始するに先立ち、大規模買付者の名称、住所または本店所在地、

代表者の氏名、国内連絡先、設立準拠法（外国法人の場合）および大規模買付行

為の概要を明示し、かつ以下の事項に関する誓約文言等を記載した意向表明書（以

下「意向表明書」といいます。）を、当社の定める書式により日本語で作成のう

え提出していただきます。 

(a) 意向表明書が大規模買付ルールに基づく意向表明書として提出されるもの

であること 

(b) 大規模買付者は、大規模買付ルールを遵守し、当社取締役会による検討期

間（後記３.本プランの内容（1）④において定義します。）が終了するま

での間、大規模買付行為を停止すること 

(c) 独立委員会の勧告を踏まえ、当社取締役会において対抗措置の発動が決議

された場合、大規模買付者は大規模買付行為に関する提案の撤回を真摯に

検討すること 

(d) 当社が必要と判断する場合に、後記３.本プランの内容（1）④に定める大

規模買付者による提案の概要等の開示に先立ち、大規模買付者から意向表

明書が提出された事実その他大規模買付行為に関する情報につき当社が適

切な情報開示を行うことに同意していること 

(e) 大規模買付者は、株式取引市場において混乱が生ずることを回避するため、

当社取締役会が後記３.本プランの内容（1）④に定める大規模買付者によ

る提案の概要等の開示を行う時点、またはこれに先だち当社が大規模買付

行為に関する情報開示を行う時点のいずれか早い時点までの間、大規模買

付行為に関する一切の情報を秘密として保持すること（ただし、法令等で

開示を義務付けられたものを除く。） 

② 必要情報リストの交付 

 当社は、大規模買付者に対し、株主の皆様の判断および当社取締役会としての

意見形成のために必要かつ十分な情報（以下「大規模買付情報」といいます。）

を日本語で作成された書面により提供していただくことを求めます。当社取締役

会は、大規模買付者に対し、意向表明書受領後１０営業日以内に、大規模買付者

から当初提供していただく大規模買付情報のリストを、その回答の期限を定めて

交付します。大規模買付情報の一般的項目については、以下のとおりです。 
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(a) 大規模買付者の概要（沿革、主要業務、役員構成、主要株主、グループ組

織図、直近３ヵ年の有価証券報告書またはこれに相当する書面、連結財務

諸表を含む。） 

(b) 大規模買付行為の目的および具体的内容 

(c) 大規模買付者の株券等保有割合および保有株券等の数 

(d) 大規模買付行為における当社株券等の取得価格の算定根拠、取得資金の裏

付けならびに資金調達の具体的内容および条件 

(e) 大規模買付者が当社の経営権を取得した場合における経営方針、経営計画、

事業計画、財務政策、資本政策、配当政策、経営権取得後３ヵ年の経営・

財務諸表の目標数値および算出根拠ならびに役員候補者およびその略歴 

(f) 大規模買付者と当社の主要取引先との間の従前の取引関係および競合関係 

(g) 大規模買付行為実行後における、大規模買付者のグループ内における当社

の役割 

(h) 当社の従業員、主要取引先、消費者、地域社会その他当社の利害関係者と

の関係において、大規模買付行為実行後に予定する変更の内容 

(i) 現金以外の対価をもって大規模買付行為を行う場合における対価の価額に

関する情報 

(j) 代表者による、大規模買付者が提供する大規模買付情報を記載した書面の

記載内容が重要な点において真実かつ正確であり、重要な事実につき誤解

を生じせしめる記載または記載の欠落を含まない旨の宣誓 

（k）その他、当社取締役会が合理的に必要と判断する情報 

③ 大規模買付者に対する追加情報等の請求および大規模買付者との協議 

 大規模買付者から意向表明書の提出および大規模買付情報の提供を受けた場合、

当社取締役会は、速やかに意向表明書および大規模買付情報を独立委員会に提供

するとともに、その内容を精査し、提出された意向表明書または大規模買付情報

が不十分であると判断した場合には、独立委員会の勧告を考慮したうえで、大規

模買付者に対して、適宜期限を定めて意向表明書に記載された誓約文言の追加も

しくは修正または追加情報の提供を求めることができるものとします。 

 また、当社取締役会は、必要かつ有益と判断する場合、大規模買付者との間で、

大規模買付行為に関する提案の条件について協議することができるものとします。

当社取締役会は、大規模買付者により追加または修正された意向表明書の誓約文

言および大規模買付者から提供を受けた追加情報ならびに大規模買付者との協議

の状況および結果を、独立委員会に対して速やかに提供します。 

 なお、大規模買付者から意向表明書を受領した場合はかかる事実を速やかに開

示するとともに、大規模買付者が提出した意向表明書および提供した大規模買付

情報は、株主の皆様の判断に必要かつ適切と認められる範囲において、必要かつ
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適切と認められる時点で開示いたします。 

④ 大規模買付行為に関する情報の開示、検討および協議等 

 当社取締役会は、独立委員会の勧告を踏まえ、大規模買付者からの意向表明書

の提出および大規模買付情報の提供が完了したと判断したときは、大規模買付者

に対してその旨を通知するとともに、当社取締役会が相当と判断する時点におい

て大規模買付者による提案の概要、以下に定める検討期間の開始日および終了予

定日、その他当社の取締役会が相当と認める事項を株主の皆様に適切に開示しま

す。 

 当社取締役会は、上記開示日を開始日とし、大規模買付行為が当社株券等のす

べてを対象として現金（日本円）のみを対価として行う公開買付けである場合に

は開始日から６０日間、大規模買付行為がこれ以外の態様で行われる場合には開

始日から９０日間を検討期間（以下「検討期間」といいます。）として、当社の

企業価値および株主共同の利益の確保・向上という観点から、大規模買付者から

提供を受けた大規模買付情報の内容を十分に検討し、大規模買付者の提案に対す

る当社取締役会としての意見を慎重に取りまとめるものとします。 

 また、当社取締役会は、必要に応じて大規模買付者との間で大規模買付行為に

関する条件改善について交渉および協議を行うとともに、当社取締役会として、

独立委員会および株主の皆様に対し、当社の事業および経営の方針等についての

代替案を提示いたします。 

 なお、当社取締役会は、上記の検討および協議等にあたり、当社の費用で独立

した第三者（弁護士、公認会計士、税理士、ファイナンシャルアドバイザー、そ

の他の専門家を含み、以下「アドバイザー等」と総称します。）の助言を求める

ことができるものとします。 

 当社取締役会は、検討期間内に大規模買付行為に対する意見を取りまとめるに

至らない場合には、独立委員会が合理的と認める期間内（ 大３０日）にわたり

検討期間を延長することができるものとします。ただし、検討期間の延長を決議

した場合には、速やかに具体的な延長期間および当該延長の理由を開示するもの

とします。 

（2）大規模買付行為がなされた場合の対応方針 

① 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守する場合 

 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守する場合には、当社取締役会が、意向

表明書および大規模買付情報の内容を検討・評価した結果、当該大規模買付行為

に対し反対の意見を有するに至った場合であっても、当該大規模買付行為につき

反対意見を表明し、代替案を提示することにとどめ、原則として対抗措置の発動

を決議しないものとします。 

 ただし、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合であっても、当該大
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規模買付行為が会社に回復し難い損害をもたらす等、当社の企業価値・株主共同

の利益が著しく毀損され、その結果大規模買付行為に対する対抗措置を採ること

が相当であると当社取締役会が判断した場合には、当社取締役会は、取締役の善

管注意義務に鑑み、対抗措置の発動を決議することができるものとします。なお、

上記の検討および判断にあたっては、アドバイザー等の助言等を参考にしたうえ

で、独立委員会の勧告を 大限に尊重いたします。 

 具体的には、以下のいずれかの類型に該当すると判断された場合には、当該大

規模買付行為は当社の企業価値・株主共同の利益が著しく毀損される大規模買付

行為に該当すると考えております。 

(a) 真に当社の経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上

げて高値で当社の株券等を当社関係者に引き取らせる目的で当社の株券

等の大規模買付行為を行っていると判断される場合（いわゆるグリーンメ

ーラー） 

(b) 当社の経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウ

ハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を大規模買付者やそのグループ

会社等に移譲させる目的（いわゆる焦土化が目的）で、当社の株券等の大

規模買付行為を行っていると判断される場合 

(c) 当社の経営を支配した後に、当社の資産を大規模買付者やそのグループ会

社等の債務の担保や弁済原資として流用する予定で当社の株券等の大規

模買付行為を行っていると判断される場合 

(d) 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不動産、

有価証券など高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的

な高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を

狙って当社の株券等の高値売り抜けをする目的で当社株券等の大規模買

付行為を行っていると判断される場合 

(e) 大規模買付行為における当社の株券等の買付方法が、いわゆる強圧的二段

階買収（ 初の買付ですべての当社株券等の買付を勧誘することなく、二

段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け

等の株式買付を行うこと）などにより、株主の皆様の判断の機会または自

由を制約し、事実上、株主の皆様に当社の株券等の売却を強要するおそれ

があると判断される場合（ただし、部分的公開買付けであることをもって

当然にこれに該当するものではありません。） 

(f)大規模買付行為における株券等の買付条件（買付対価の価額、種類、内容、

時期、買付方法の適法性、実現可能性、買付後における当社従業員、顧客、

取引先その他のステークホルダーの処遇方針を含む。）が当社の本源的価

値に鑑み著しく不十分または不適当な買付であると判断される場合 
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(g)大規模買付者による支配権取得により、当社の株主の皆様はもとより顧客、

取引先、従業員その他のステークホルダーの利益を含む当社の企業価値・

株主共同の利益を著しく毀損するおそれがある、または当社の企業価値・

株主共同の利益の確保および向上を妨げるおそれがあると合理的な根拠

をもって判断される場合 

当社取締役会は、上記決議を行った場合には、当該決議の概要その他当社取締

役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行います。 

② 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合 

 大規模買付者が意向表明書を当社取締役会に提出せず、または大規模買付ルー

ルに定める十分な情報提供を行うことなく大規模買付行為を行った場合、大規模

買付者が当社取締役会の検討期間が経過する前に大規模買付行為を行った場合、

その他大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合で、当社取締役会

が大規模買付ルールを遵守するよう書面で要請したにもかかわらず、速やかに違

反状態が是正されないときには、当社取締役会は、当社の企業価値・株主共同の

利益を守るために、対抗措置の発動を決議できるものとします。大規模買付者が

大規模買付ルールを遵守したか否かの認定および対抗措置の発動の適否・内容に

ついては、アドバイザー等の助言等を参考にしたうえで、独立委員会の勧告を

大限に尊重いたします。なお、対抗措置として無償割当てにより新株予約権を発

行する場合の概要は別紙３に記載のとおりです。 

 当社取締役会は、上記決議を行った場合には、当該決議の概要その他当社取締

役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行います。 

③ 独立委員会の設置等 

 当社取締役会は、本プランを適切に運用し、(a)大規模買付者が大規模買付ルー

ルを遵守したか否か、あるいは(b)大規模買付ルールが遵守された場合であっても、

当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上のために必要な対抗措置の発動ま

たは不発動の是非等の判断にあたって、その透明性、客観性、公正性および合理

性を担保し、当社取締役会による恣意的な判断がなされることを防止するための

機関として、独立委員会（以下「独立委員会」といいます。）を設置します。 

独立委員会の委員は３名以上とし、公正かつ中立な判断を可能とするため、当

社の業務執行を行う経営陣から独立している社外監査役、社外有識者または外部

専門家等の中から選任します。独立委員会の概要については、別紙４をご参照く

ださい。また、設置当初における独立委員会の各委員の氏名および略歴は別紙５

をご参照ください。 

 当社取締役会は、大規模買付者から受領した情報およびその分析結果ならびに

当社取締役会が作成する代替案等を独立委員会に提出します。独立委員会は、当

社取締役会の諮問に基づき、これらの情報および自ら必要と認めて入手した情報
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等を検討し、対抗措置の発動の是非等について、当社取締役会に勧告を行います。 

④ 取締役会の決議と株主意思確認総会の開催 

当社取締役会は、独立委員会の勧告を 大限尊重して対抗措置の発動・不発動等

に関する会社法上の機関としての決議を行うものとします。 

ただし、当社取締役会は、(a)大規模買付者による大規模買付行為の内容、時間

的猶予、株主総会実務等の諸般の事情を考慮の上、当社取締役の善管注意義務等

に照らして、株主総会(以下「株主意思確認総会｣といいます。その定足数等は会

社法および当社の定款の定めに基づく株主総会に準じるものとし、詳細は当社取

締役において定めるものとします。)を開催することが必要であると判断する場合、

または(b)独立委員会が対抗措置の発動に関して株主の意思を確認するべき旨の

意見を付した場合には、独立委員会に対する諮問手続に加えて、株主意思確認総

会を招集し、対抗措置の発動の是非に関する株主の皆様の意思を確認することが

できるものとし、株主意思確認総会が開催された場合、当社取締役会は、当該株

主意思確認総会において決議された内容に従うものとします。 

また、株主意思確認総会の開催が決定された場合、大規模買付者は、株主意思

確認総会において対抗措置の発動にかかわる議案が否決されるまでの間、大規模

買付行為を開始してはならないものとします。 

なお、当社取締役会は、株主意思確認総会を招集する旨の決議を行った場合に

は、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やか

に情報開示を行います。 

⑤ 対抗措置発動の中止等 

 当社取締役会が対抗措置の発動に関する決議を行った後に、大規模買付者が大

規模買付行為の撤回または変更を行った場合等、当社取締役会において対抗措置

の発動が適切でないと判断する場合には、独立委員会の勧告およびアドバイザー

等の意見を踏まえたうえで、対抗措置発動の中止または変更（対抗措置として新

株予約権の無償割当ての実行を決議した場合の当該無償割当ての中止、新株予約

権の無償割当ての実行後における当該新株予約権の無償取得を含みます。）を行

うことができるものとします。 

 例えば、対抗措置として新株予約権の無償割当てを行う場合、権利の割当てを

受けるべき株主が確定した後に、大規模買付者が大規模買付行為の撤回または変

更を行う等、対抗措置の発動が適切でないと取締役会が判断したときには、当該

新株予約権の効力発生日までの間は、独立委員会の勧告を受けたうえで、新株予

約権無償割当てを中止することとし、また、新株予約権無償割当ての実行後にお

いては、当社が無償で新株予約権を取得する方法により、対抗措置発動の中止を

行うことができるものとします。このような対抗措置発動の中止または変更を行

う場合は、当社取締役会または独立委員会が必要と認める事項とともに速やかに
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情報開示を行います。 

（3）株主の皆様および投資家の皆様に与える影響 

① 大規模買付ルールの導入が株主および投資家の皆様に及ぼす影響 

 大規模買付ルールは、大規模買付者が大規模買付行為を行うにあたって従うべ

きルールを定めたものにとどまり、導入時点において新株予約権その他の株券等

を発行するものではありませんので、株主および投資家の皆様の権利、利益に影

響を及ぼすものではありません。 

 大規模買付ルールは、当社の株主をして、必要かつ十分な情報をもって大規模

買付行為について適切な判断をすることを可能ならしめるものであり、当社の企

業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するものと考えます。 

 なお、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守するか否かにより、大規模買付

行為に対する当社の対応が異なることがありますので、株主および投資家の皆様

におかれましては、大規模買付者の動向にご注意ください。 

② 対抗措置の発動が株主および投資家の皆様に与える影響 

 対抗措置を発動した場合、保有する株式１株当たりの価値が希釈化するなど、

大規模買付者の法的権利または経済的利益に損失が生じる可能性がありますが、

それ以外の株主の皆様の法的権利または経済的利益に格別の損失が生じることは、

想定しておりません。当社取締役会が対抗措置の発動を決議した場合は、法令お

よび当社が上場する金融商品取引所の上場規則等にしたがって、適時に適切な開

示をいたします。 

 もっとも、対抗措置として株主の皆様に対する新株予約権の無償割当てが行わ

れた場合、割当の基準日（以下「基準日」といいます。）において名義書換未了

の株主の皆様に関しては、他の株主の皆様が新株予約権の無償割当てを受け、当

該新株予約権を行使した場合、あるいは当社が新株予約権の取得と引換えに当社

株式を受領した場合には、保有する株式１株当たりの価値の希釈化が生じるなど、

結果的にその法的権利または経済的利益に損失が生じる可能性があります。 

 また、新株予約権の行使に際しては、株主の皆様には、当社株式を取得するた

めに、所定の期間内に一定の金額の払込みを行っていただく必要があり、かかる

手続きを行わない場合は、当該株主の皆様の１株当たりの株主価値が希釈化する

ことになります。ただし、当社が新株予約権を取得し、これと引き換えに当社株

式を交付することができる旨の取得条項が定められた場合において、当社が取得

の手続きを取った場合は、取得の対象となる新株予約権を保有する株主の皆様は、

金銭を払い込むことなく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、大規模買付者および特別関係者等に該当しな

いこと等を誓約する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。）。 
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 当社取締役会は、前記３.本プランの内容（2）⑤に従い、対抗措置の発動の中

止または変更として、新株予約権の無償割当ての中止または新株予約権の無償割

当ての実行後における当該新株予約権の無償取得を行うことがありますが、この

場合、新たな株式の交付は行われず、当社株式１株当たりの株式価値の希釈化は

生じないこととなります。しかしながら、当社が大規模買付者に対して対抗措置

を発動し、新株予約権と引き換えに当社株式が交付されることを前提として変動

した取引価格にて株式の売買を行った投資家の皆様は、株価の変動により経済的

な損失が生じる可能性があります。 

（4）対抗措置の発動に伴って株主の皆様に必要となる手続き 

 対抗措置として株主の皆様に対する新株予約権の無償割当てが行われた場合は、

基準日における株主の皆様は引受けの申込みを要することなく新株予約権の割当

てを受け、また当社が取得条項を付した新株予約権の取得の手続きを採る場合に

は、新株予約権の行使価格相当の金銭を払い込むことなく、当社による新株予約

権の取得の対価として当社株式の交付を受けることになるため、当該新株予約権

に関する申込みや払込み等の手続きは必要ありません。 

 また、当社取締役会が決定し、公告する基準日における 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、その所有株式数に応じ

て新株予約権が割当てられますので、名義書換未了の株主の皆様には、当該基準

日までに名義書換を完了していただく必要があります。なお、割当て方法、名義

書換の方法、行使の方法、払込みの方法および当社による取得の方法等の詳細に

つきましては、対抗措置発動にかかる当社取締役会決議後、株主の皆様に対し、

相当な方法でお知らせいたします。 

（5）本プランの有効期間、廃止および変更等 

 本プランの有効期間は、本定時株主総会におけるご承認の時から本定時株主総

会後３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終結の

時までとし、以降、本プランの継続（一部修正したうえでの継続を含みます。）

については３年ごとに定時株主総会の承認を経ることとします。 

 ただし、有効期間の満了前であっても、(a)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(b)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

ンおよび本プランに基づく独立委員会の委員への委任は、その時点で廃止・撤回

されるものとします。 

 また、当社取締役会は、今後の法令の改正、司法判断の動向、当社が上場する

金融商品取引所その他の公的機関等の見解を踏まえ、本プランの変更が望ましい

ものと判断したときは、本プランの有効期間中であっても、本定時株主総会によ

る決議の趣旨に反しない場合（本プランに関する法令、当社が上場する金融商品
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取引所の上場規則等の新設または改廃が行われ、かかる新設または改廃を反映す

ることが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うことが適切

である場合、または当社株主に不利益を与えない場合等を含みます。）、独立委

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。 

 当社取締役会は、本プランの廃止または変更等がなされた場合には、当該廃止

または変更等の事実および変更の場合における変更内容その他の事項について、

すみやかに情報開示を行います。 

Ⅳ.本プランが基本方針に沿い、当社の企業価値および株主共同の利益に合致し、当社

の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことの説明 

１．買収防衛策に関する指針の要件を充足していること 

 本プランは、経済産業省および法務省が平成17年５月27日に公表した「企業価

値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」に定め

る三原則（①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主

意思の原則、③必要性・相当性確保の原則）を充足しています。 

２．企業価値および株主共同の利益の確保・向上を目的としていること 

 本プランは、株主の皆様をして大規模買付行為に応じるか否かについての適切

な判断を可能ならしめ、かつ当社の企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵

害を防止するために、大規模買付者が従うべきルール、ならびに当社が発動しう

る対抗措置の要件および内容を予め設定するものであり、当社の企業価値・株主

共同の利益の確保・向上を目的とするものです。 

 また、大規模買付ルールの内容ならびに対抗措置の内容および発動要件は、当

社グループの企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資する大規模買付行為ま

でも不当に制限するものではないと考えております。 

３．継続的な情報開示 

 本プランは、当社取締役会により、関係法令の整備、他社の動向等を踏まえ、

当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、本プランについて随

時見直しを行うこととしており、本プランにつき内容の修正、変更または廃止等

を行った場合には、これらについて、速やかに株主の皆様に情報開示を行います。 

また、本プランにおいては、意向表明書および大規模買付情報の受領、検討期

間の開始日、株主意思確認総会の開催の決定ならびに対抗措置の発動の是非に関

する決議の結果等について、適切に情報開示を行うこととしております。 

４．株主意思の反映 

 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にご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が承認されない場合、

本プランは導入されません。 
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 また、本プランには３年ごとに株主の皆様のご意思を確認させていただくとす

るいわゆるサンセット条項が付されており、かつ、その有効期間の満了前であっ

ても、当社株主総会または当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議が

行われた場合には、本プランは当該時点で廃止されるものとしますので、株主の

皆様のご意思に従い廃止することが可能となっております。 

 また、前記Ⅲ３．本プランの内容(2)④記載のとおり、対抗措置の発動にあたり、

株主意思確認総会を開催する場合には、対抗措置の発動の是非についても、株主

の皆様のご意思が反映されるものとなっております。 

５．取締役会の判断の客観性・合理性が確保されていること 

 本プランにおいては、対抗措置の発動の要件として、客観的かつ明確な要件を

定めており、発動の要件に該当するか否かの判断にあたり当社取締役会の恣意的

判断の介入する余地をできる限り排除しております。 

 また、本プランにおいては、対抗措置発動の手続きを定め、当社取締役会の恣

意的判断を排除しております。 

 さらに、本プランにおいては、客観的に適切な判断を行うための諮問機関とし

て独立委員会を設置することとしております。当社取締役会は、対抗措置の発動

等の決定に先立ち、独立委員会の勧告を得る必要があり、また当社取締役会はか

かる独立委員会の勧告を 大限尊重しなければならないとされているため、これ

により、当社取締役会による恣意的判断が排除されることになります。 

 また、その判断の概要については、株主の皆様に情報開示を行うこととされて

おり、本プランにおいては、当社取締役会が対抗措置の発動を決議するにあたり、

その判断の客観性・合理性を担保するための透明な運営が行われる仕組みが確保

されているものと考えます。 

６．デッドハンド型・スローハンド型の買収防衛策ではないこと 

前記皿３．本プランの内容（5）において記載のとおり、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により廃止することができるも

のとされており、大規模買付者が、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。したがっ

て、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（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買収防衛策）ではありません。また、当社の取

締役の任期は１年となっており、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買収防衛策）ではありません。 

以 上 
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（別紙１） 

【当社の大株主の状況】              （平成２０年３月３１日現在） 

氏名または名称 所有株式数(株)
発行済株式数に対する 

出資比率(%) 

丸紅株式会社 2,841,600 10.2

株式会社静岡銀行 1,261,917 4.5

信和会 1,229,841 4.4

武藤隆是 1,095,800 3.9

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 961,700 3.5

伊藤忠商事株式会社 715,000 2.6

日本生命保険相互会社 679,029 2.4

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 612,100 2.2

株式会社損害保険ジャパン 528,000 1.9
シービーエヌワイデイエフエイインターナショナルキ
ャップバリューポートフォリオ 493,500 1.8

(注)１．出資比率は、自己株式（753千株）を控除して計算しております。また、小数点第２位を四捨

五入しております。 

２．信和会は、当社取引先持株会であります。 

３．当社役員等の出資比率は、約７％となっております。 

【所有者別状況】                  （平成２０年３月３１日現在） 

所有者区分 株式数（株） 比率（％） 単元株主数（人） 比率（％） 

政府・地方公共団体 0 0.0 0 0.0 

 銀  行 2,061,917 7.2 4 0.1 

金 信託銀行 2,641,149 9.2 20 0.3 

融 生命保険会社 1,283,861 4.5 7 0.1 

機 損害保険会社 660,203 2.3 2 0.0 

関 その他金融機関 0 0.0 0 0.0 

 小 計 6,647,130 23.3 33 0.5 

金融商品取引業者 302,370 1.1 20 0.3 

その他の法人 9,513,866 33.3 343 5.5 

（うち証券保管振替機構） 100 0.0 1 0.0 

外国法人等 1,398,299 4.9 42 0.7 

（うち個人） 0 0.0 0 0.0 

個人・その他 9,955,547 34.9 5,826 93.0 

自己名義株式 753,438 2.6 1 0.0 

合 計 28,570,650 100.0 6,265 100.0 

(注)各比率は、小数点第2位以下を四捨五入して表示しております。           以 上 
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（別紙２） 
企業価値向上に向けた中期的な取組み 

 
当社は、2007 年４月から 2010 年３月までの３ヵ年を計画期間とする「中期経営計

画」を以下のとおり策定いたしました。 
 
１．中期経営計画の基本方針 

2007 年度(平成 19 年度)からは、これまでの中期経営計画を基盤として「破壊と

創造」を基本方針とする新たな中期経営計画を策定し、お客様や株主様、取引先様

等、社会の皆様から「ありがとう」といわれ、感謝される企業を目指してまいりま

す。 
 

２．中期経営計画の重点方針 
当社は、以下に掲げる新たな「中期経営計画」の重点方針の達成が、当社の企業

価値、ひいては株主の皆様の共同価値を確保することに資するとの認識のもと、全

社一丸となってその達成に向けて取り組んでまいります。 
(１) 当社は、お客様、株主様、取引先様等、ステークホルダーの皆様や社会から「あ

りがとうといわれる企業」を目指してまいります。そのために安定的な利益の確

保や収益の拡大が必須と認識し、あらゆる事業構造の見直しを積極的に推進して

まいります。 
(２) 事業構造の見直しの端緒として、コストの削減と業務プロセスの再構築等の改革

を行ってまいります。コスト削減の対象は、人・モノ・金といった経営資源全般

にわたり、これまで着手していなかった分野についても見直しを図ってまいりま

す。また、カタログ制作や商品企画の業務においても、システムの再構築を含め

た抜本的な業務プロセスの改革に取り組んでまいります。 
(３) 当社は、引き続きインターネットを中心とした通販市場の拡大や成長を大きなビ

ジネスチャンスと捉え、従来の季刊カタログによる通信販売とあわせ、ネット型

販売の更なる充実と強化を図ってまいります。カタログ、インターネットそれぞ

れのブランド力を高め、商品力や顧客対応力を強化し、カタログや自社ショッピ

ングサイトの充実、外部ショッピングサイトへの積極的な出店等によって、お客

様満足の向上に取り組んでまいります。 
(４) 当社は、当社の保有する通販ノウハウや物流施設等を活用した出荷代行やリスト

ビジネス等、通販ソリューション事業の更なる拡大を図ってまいります。また、

当社の強みである通販ワンストップサービスの充実に向け、新たな商品メニュー

の開発を行うとともに、業務改革による生産性の向上に取り組むなど、安定的な

利益を創出できるビジネスモデルの確立を目指してまいります。 
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(５) 当社は、コーポレート・ガバナンスの実効性をより高める経営体制の実現に向け、

健全なる企業活動を推進するための内部統制システムを構築し、企業としての社

会的使命を果たすべく不断の取り組みを行ってまいります。また、通信販売事業

の特性であります個人情報の活用については、高度なセキュリティ対策等の実施

をはじめ、安全かつ適切な管理体制の構築に、引き続き努めてまいります。 
(６）当社は、環境保全活動に積極的に取り組むことにより、商品・カタログ・物流等 

の各分野において、地球環境負荷の低減に努めるとともに、社員の環境意識の向

上、また、植林支援活動、近隣地域の自治体のボランティア活動も引き続き支援

してまいります。 
 
３．事業別の重点方針 
(１) 通信販売事業 

 事業のコスト構造を抜本的に見直し、経営効率の改善を図ります。また、商品

企画力や顧客対応力を強化するするとともに、インターネットの更なる活用によ

り、販売力を高めてまいります。 
生協市場においては、生協組合員の皆様への更なるサービス向上に努め、一人

でも多くの組合員様の支持を獲得できるよう努めます。 
(２) ソリューション事業 

成長著しい通販市場に向けて、当社の保有する通販ノウハウ・インフラを 大

限活用した新たなビジネスモデルの構築を図り、従来の情報処理事業にとどまら

ず、総合的なマーケティング支援事業への転換を図ります。 
(３) 金融事業 

割賦債権買取業において業法を遵守し、審査システムの改善を図るなかで加盟

店管理を徹底するとともに、新規加盟店の開拓および既存加盟店の育成により、

取扱高の拡大を図ってまいります。また、融資業を撤退する一方で、さまざまな

事業の可能性を調査検討してまいります。 
 

４．株主への利益還元方針 
当社は、業績連動型の配当を基本とし、連結配当性向３０％を目処として配当し

ていく方針です。 
以 上 
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（別紙３） 

新株予約権無償割当ての概要  

 

１．新株予約権の割当て方法（新株予約権無償割当て） 

 会社法第278条および第279条の規定による新株予約権の無償割当てに関する当

社取締役会決議（以下「新株予約権割当て決議」という。）において定める割当

ての基準日における 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

株主に対し、その保有株式（ただし、同時点において当社の有する当社株式を除

く。）１株につき１個の割合で、新株予約権を無償で割り当てる。 

２．発行する新株予約権の総数 

 新株予約権の発行総数は、新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が

別途定める数とする。なお、当社取締役会は、複数回にわたり新株予約権の割当

てを行うことができる。 

３．新株予約権無償割当ての効力発生日 

 新株予約権無償割当ての効力発生日は、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とする。 

４．新株予約権の目的となる株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の種類は、当社普通株式とする。 

５．新株予約権の目的となる株式の総数 

（1）新株予約権１個あたりの新株予約権の目的となる株式の数（以下「対象株式

数」という。）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

定める数とする。 

（2）新株予約権の目的となる株式の総数は、当社定款に規定される発行可能株式

総数から新株予約権無償割当て決議時点における発行済株式の総数（ただし、

同時点において当社の有する当社株式の数を除く。）を控除した数を上限と

する。 

６．新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額 

 各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、払込みをなすべき額

は、新株予約権無償割当て決議において当社取締役が別途定める１円以上の額と

する。 

７．権利行使期間 

 新株予約権の行使期間については、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期間とする。 

８．新株予約権の譲渡 

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。 

９．行使条件 
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 特定株主グループ（議決権割合が２０％以上のものに限る。以下同じ。）に属

する者または特定株主グループに属する者になろうとする者（ただし、当社の株

券等を取得または保有することが当社の企業価値・株主共同の利益に反しないと

当社取締役会が認めた者を除く。以下「特定株主等」と総称する。）ではないこ

と等を行使の条件として定める。詳細については、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ものとする。 

10．取得条項 

（1）当社は、大規模買付者による大規模買付ルールの違反その他の一定の事由が

生じることまたは当社取締役会が別途定める日が到来することのいずれかを

条件として、当社取締役会の決議に従い、新株予約権の全部または特定株主

等以外の株主（以下「一般株主」という。）が所有する新株予約権のみを取

得することができる旨の取得条項を付すことができるものとする。詳細につ

いては、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もの

とする。 

（2）前項における取得の対価は、原則として、一般株主が所有する新株予約権の

取得については、当該新株予約権１個につき対象株式数と同数の当社普通株

式とする。 

11．無償取得 

 当社取締役会が、対抗措置の発動を維持することが相当でないと判断した場合、

その他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場合には、

当社は新株予約権の全部を無償にて取得することができる。 

以 上 
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（別紙４） 

独立委員会の概要 

 

１．設置       独立委員会は当社取締役会の決議により設置されるものとする。 

２.構成員数     独立委員会の構成員数は、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当社社外監査役、社外有識者、外部専

門家等の中から当社取締役会が選任した委員により構成される

こととする。 

３.任期        独立委員会の委員の任期は、選任の時から３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。ただし、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はない。 

４．決議要件     原則として、委員の全員が出席し、その過半数をもって行う。

ただし、委員に事故その他やむを得ない事由があるときは、委

員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行う。 

５.第三者の助言   適切な判断を確保するため、審議・決議に際して、必要かつ十

分な情報収集に努めるものとし、当社の費用で、当社経営者か

ら独立した第三者（弁護士、公認会計士、税理士、ファイナン

シャルアドバイザー、その他の専門家）から助言を受けること

ができる。 

６.審議・決議事項  独立委員会は、以下の各号について審議・決議し、当該内容を

理由とともに当社取締役会に対して勧告するものとする。独立

委員会は対抗措置の発動・不発動に関して、必要あると判断し

たときは、株主の意思を確認するべき旨の意見を付すことがで

きる。当社取締役会は、独立委員会の勧告を 大限尊重して、

対抗措置の発動または不発動等に関する会社法上の機関として

の決議を行う。 

（1）大規模買付ルールの対象となる大規模買付行為の存否 

（2）大規模買付者が当社取締役会に提供すべき情報の範囲 

（3）大規模買付者の大規模買付行為の内容の精査・検討 

（4）大規模買付者による大規模買付行為に対する当社取締役

会の代替案の比較検討 

（5）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否か 

（6）対抗措置発動の要否および内容（新株予約権無償割当て

を含む） 
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（7）対抗措置発動の停止または変更・廃止 

（8）本プランの維持・修正または変更・廃止 

（9）その他大規模買付ルール、対抗措置、大規模買付行為に

関連し、当社取締役会が判断すべき事項について、取締

役会が独立委員会にその意見を諮問することを決定した

事項 

７.取締役会への勧告  各委員は、上記６.の勧告を行うにあたっては、専ら当社の企

業価値・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、自己また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ものとする。 

以 上 
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（別紙５） 

独立委員会委員略歴 

 

 独立委員会の委員は、前年度に引き続き以下の３名を予定しております。当社は、

いずれの委員とも利害関係はありません。 

 
間島 進吾（まじま しんご） 

昭和４６年 ３月 中央大学大学院商学研究科商学専攻修士課程終了 

昭和４８年１１月 間島進吾公認会計士事務所設立 

昭和５０年 ９月 ＫＰＭＧ ＬＬＰ（旧 PEAT MARWICK MITCHELL&CO） 

ニューヨーク事務所 入社 

平成 ９年 ７月 同社日本関連事業部 米国北東部統括パートナー 

平成１６年１２月 同社顧問就任 

平成１７年 ９月 同社顧問退任 

平成１８年 ４月 中央大学商学部教授（現任） 

平成１９年 ５月 株式会社アデランス社外取締役（現任） 

 

 

永峰 潤 （ながみね じゅん） 

昭和５６年 ３月 東京大学文学部卒業 

昭和５６年 ４月 等松・青木監査法人（現監査法人トーマツ）入所 

昭和６１年 ６月 米国ペンシルバニア大学ウォートンスクール卒業（ＭＢＡ）

昭和６２年 ７月 バンカーストラスト銀行（現ドイツ銀行）企業金融部 

平成 元年 ８月 永峰公認会計士事務所代表（現任） 

 

 

田淵 智久（たぶち ともひさ） 

昭和５５年 ３月 東京大学法学部卒業 

昭和５９年 ４月 弁護士登録（東京弁護士会所属） 

昭和５９年 ４月 須崎・中村法律事務所入所 

平成 元年 ４月 田淵法律事務所開設 

平成 ３年 ４月 森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所 

平成１９年 ４月 末吉綜合法律事務所開設、同事務所弁護士（現任） 

 
なお、各委員は平成19年6月21日に就任しています。（現任） 
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★独立委員会 

◆取締役会 

★独立委員会 

●株主意思確認総会 

 

 

 

買付ルールについての判断手続き 

発動勧告 

買付ルールに反

する買付等と認め

た場合 

買付ルールに反す

る買付等と認めなか

った場合 

＜ご参考＞ 

取締役会に対し、必要情報や

追加情報の提出要求 
「独立委員会」へ諮問 

独立委員会の勧告を 

大限尊重 

大規模買付行為に関する対抗策（買収防衛策）の発動等に関するフロー図 

大規模買付者の出現（意向表明書の提出） 

大規模買付者が取締役会に対し書面により 

「大規模買付情報」を提出 

◆取締役会 （「大規模買付情報」の検討） 

※ 取締役会における検討期間（大規模買付情報の確認が完了した日から 
原則 60 日間または 90 日間）（注１） 

企業価値・株主共同の

利益を毀損するおそれが
ないと認めた場合または

対抗措置を採ることが相

当でないと判断した場合 

企業価値・株主共同の
利益を毀損するおそれが

あると認めた場合で対抗

措置を採ることが相当で
あると判断したとき 

発動勧告 
発動勧告を留保して株

主意思確認総会の招集
を勧告する場合もある

不発動勧告 

◆取締役会 

独立委員会の勧告を 

大限尊重 

不発動決議 株主意思確認総会 

招集決議 
発動決議 

対抗措置発動不承認 対抗措置発動承認

買付ルールに反

しないとする認

定通知 

発動決議 

対抗措置発動 対抗措置発動 対抗措置不発動 

（注）１．株主総会を開催する場合などにおいて、取締役会の検討期間を延長することについて 

やむを得ない事情があるときには、90 日間または 120 日間以内となることがあります。 

２．本プランの詳細につきましては、本文をご覧ください。 

（別紙６）

認定通知の受領 




