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大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の導入に関するお知らせ 

 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保し、向上させること

を目的として、当社株券等の保有割合を20％以上とすることを目的とした当社株券等の買付行為、又は結

果として株券等の保有割合が20％以上となるような当社株券等の買付行為（あらかじめ当社取締役会が同

意したものを除き、市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法を問わない。以下、このような買付行為

を「大規模買付行為」(注１)といい、大規模買付行為を行う者及び行おうとする者を「大規模買付者」と

いう。）への対応方針の導入に関する議案を、平成20年6月27日開催予定の第10回定時株主総会に付議

することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

注１：本対応方針における「大規模買付行為」とは、以下の①又は②に該当する買付等をいうものとす

る。 

① 当社が発行者である株券等（金融商品取引法第27条の23第1項に定義される株券等をいい、

以下別段の定めがない限り同じとする。）について、保有者（金融商品取引法第 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。）の株券等保有割合（金融商品取引法第 27

条の23第4項に定義される株券保有割合をいい、以下同じとする。）が20％以上となる買付

その他一切の取得。 

② 当社が発行者である株券等（金融商品取引法第27条の2第1項に定義される株券等をいう。）

について、公開買付け（金融商品取引法第27条の2第6項に定義される公開買付けをいい、

以下同じとする。）に係る株券等の株券等所有割合（金融商品取引法第27条の2第8項に定

義される株券等所有割合をいい、以下同じとする。）及びその特別関係者（金融商品取引法第

27条の2第7項に定義される特別関係者をいい、当社取締役会がこれに該当すると認める者

を含み、以下同じとする。）の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け。 

  

なお、上記対応方針の導入を決定した当社取締役会には、社外監査役２名を含む当社監査役３名全員が

出席し、本対応方針の具体的運用が適正に行われることを条件として、本対応方針に同意する旨の意見を

述べております。 
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 また、現時点において、特定の第三者から当社への買収や買付行為を行う旨の通知及び提案は受けてお

りません。 

 

記 

 

１． 本対応方針導入の目的と基本的な考え方 

 （１）当社及び当社グループの企業価値について 

     当社グループは、当社、連結子会社19社、及び持分法適用関連会社１社の計21社で構成され、

パーソナルコンピューターの製造・販売事業を起点として、パソコン関連事業、メディア事業の

２つのセグメントに分類される事業を展開する企業グループであります。 

① パソコン関連事業 

  主力事業であるパソコン関連事業においては、パソコンの使用環境及び使用用途が多様化す

る現代において、お客様のパソコンに対するニーズの違いを、お客様とともに考える技術者集

団でありたい、お客様から「私の、わが社のメーカー」と呼ばれるメーカーになることを標榜

し、全社員による目標・価値観の共有、社員のプロフェッショナリズムの育成、幹部社員のマ

ネジメント能力の育成に取り組んでまいりました。 

  また、パソコンパーツメーカーとの連携・協力の下、新技術が盛り込まれた 新のパーツを

搭載したパソコン及びパソコン周辺機器を開発し、開発した商品をユーザビリティに優れたＢ

ＴＯ（受注生産）方式により、お客様のニーズにきめ細かく応えていくことで、お客様の信頼

を獲得し、企業価値を高めてまいりました。 

② メディア事業 

  当社グループは、総合ＩＴ企業グループを標榜し、ＩＴ書籍の出版事業、コミュニケーショ

ンポータルサイト事業など、周辺事業領域を営む会社との積極的な資本・業務提携等により、

当社グループの事業領域の拡大による企業価値の向上を図ってまいりました。 

  当社の事業拡大の過程は、相手先企業の持つ事業の強み、特色を生かせる環境を提供し、自

律的な成長を促すことで、その会社が本来有している価値を顕在化させるという、中長期的な

視点に立った企業価値向上の取り組みであります。 

 

当社の企業価値は、株主様、お客様、お取引先様、従業員、及び事業パートナーといったス

テークホルダーとの間で築きあげてきた良好な信頼関係から成り立っており、中長期的視点に立

ったステークホルダーとの信頼関係こそが、当社の企業価値を支える基盤であるといえます。 

 

 （２）本対応方針導入の必要性 

     当社は、上述のとおり、中長期的な視点に立って企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に

取り組んでおります。しかしながら、 近、我が国の資本市場においては、対象となる会社の経

営陣との十分な協議や合意等を経ることなく、株主の皆様への十分な情報の開示もなされないま

ま、突如として大規模買付行為を行う動きが起きており、このような敵対的な大規模買付行為の

中には、その目的等から判断して、当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく毀損する恐れの

あるものや、大規模買付行為を株主の皆様に強要する恐れのあるものが含まれる可能性がありま

す。もちろん、このような大規模買付行為が行われた際に、当社株券等を売却するかどうかの判

断は、当社株券等を保有する株主の皆様にご判断いただくことであり、一概に大規模買付行為を

否定するものではありませんが、このような大規模買付行為が突如として行われた場合に、株主
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の皆様に大規模買付者が提示する買収提案が妥当であるか否かを適切にご判断いただくためには、

株主の皆様に対して、大規模買付者から判断に必要な情報が十分に提供されること、並びに、当

社の経営を担い、当社の事業の特性を理解している当社取締役会の大規模買付行為に対する意見

等が、十分かつ適切に株主の皆様に提供されることが極めて重要であると当社取締役会は考えて

おります。 

     なお、当社及び当社子会社の役員及びその関係者（以下、「当社役員等」という。）が保有する

当社株式の保有比率の合計は、平成 20 年３月 31 日現在で約 38%となっておりますが、当社の創

業者であり、当社の取締役会長である髙島勇二がその大半である約 32%を保有しており、今後も

当社の安定株主として継続保有する意向ですが、偶発的、突発的な事故や健康上の問題等から不

測の事態が発生し、その結果として相続、譲渡、処分等がなされた場合には、当社の株主構成に

大きな変化が生じることが予想されます。 

     また、当社は、当社グループの成長戦略として、従来より積極的にＭ＆Ａを活用してまいりま

したが、今後におきましても、当社グループの成長及び企業価値の向上に資すると判断した案件

が発生した場合には、随時Ｍ＆Ａを実施し、その買収原資を金融機関からの借入の他、第三者割

当等により資本市場から調達する可能性があります。その場合においては、発行済株式数の増加

に伴い、結果として当社役員等が保有する当社株式の保有比率が低下することとなり、当社の企

業価値及び株主共同の利益を恣意的に毀損するような大規模買付行為が発生するおそれが増大す

ると考えられます。 

     このような考えから、当社取締役会は、大規模買付行為が行われた際に、株主の皆様が、当該

大規模買付行為に応じるか否かの判断をするに必要かつ十分な情報、選択肢、時間を確保するた

めには、当社株式等の大規模買付行為に関するルール（以下、「大規模買付ルール」という。）を

設定し、大規模買付者に対して大規模買付ルールの遵守を求め、大規模買付者が大規模買付ルー

ルを守らない場合、あるいは大規模買付ルールを遵守した場合であっても、当社の企業価値及び

株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、当社の企業価値及び株主共同の利益を守

ることを目的として、下記４に記載する対抗措置を講じるものであります。 

 

２． 大規模買付ルールの内容 

（１）意向表明書 

大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社取締役会宛に、大規模買付

者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先、及び提案する大規模買付行為の概要

並びに大規模買付ルールに従う旨の誓約を明示した書面（以下「意向表明書」という。）を提出

していただきます。 
 

（２）十分な情報の提供 
当社取締役会は、上記意向表明書を受領後７営業日以内に、大規模買付者に対して、当社の株

主の皆様が大規模買付行為について適切な判断をするため、並びに当社取締役会及び後述する独

立委員会の適切な評価・検討のために必要かつ十分な大規模買付行為に関する情報（以下「大規

模買付情報」という。）の提供を求める必要情報のリストを交付します。 
大規模買付者は、大規模買付情報のリストの受領後速やかに大規模買付情報を当社取締役会に対

し提出していただくこととし、当社取締役会は大規模買付情報を受領後、速やかに独立委員会に

提出いたします。 
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（３）大規模買付情報の内容 
大規模買付情報の具体的な項目は、大規模買付行為の内容によって異なりますが、主な項目は

以下のとおりです。 
① 大規模買付者及びそのグループの概要（大規模買付者の沿革、役員構成、事業内容、資本構

成、主要株主、直近３年間の財務諸表、当社及び当社グループ会社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む。） 
② 大規模買付行為の目的及び具体的内容 
③ 大規模買付者及びそのグループの当社株券等の保有数及び議決権保有割合 
④ 大規模買付行為における当社株券等の取得対価の算定根拠、取得資金の裏付け（資金調達の

具体的内容及び条件を含む。） 
⑤ 大規模買付行為の完了後の当社経営方針、事業計画、資本政策、配当政策、労務政策並びに

資産活用策 
⑥ 大規模買付行為の完了後における当社及び当社グループ会社の従業員、取引先、顧客並びに

その他のステークホルダーに対する対応方針 
なお、当社取締役会が、ご提出いただいた大規模買付情報の内容に不明な点があり、又はより

詳細な説明が必要であると判断した事項については、適時、追加で情報の提供を求める場合があ

ります。また、当社取締役会は、大規模買付行為の提案があった事実、大規模買付行為の概要及

び当社取締役会に提供された大規模買付情報について、その事実を速やかに公表するとともに、

当社株主の皆様の判断のために必要であると認められる内容を、当社取締役会が適切と判断する

時期に開示いたします。 
 

（４）当社取締役会の評価期間 
当社取締役会は、大規模買付者が当社取締役会に対し大規模買付情報の提供を完了した日から

60 日間（対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合）又は 90

日間（その他の大規模買付行為の場合）を当社取締役会による大規模買付行為の評価、検討、大

規模買付者との条件に関する交渉、大規模買付行為に対する意見形成、代替案の立案等のための

期間（以下「取締役会評価期間」という。）として確保されるべきものと考えております。従っ

て、大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後に開始されるものとし、取締役会評価期間中、

当社取締役会は必要に応じ外部専門家等の助言を受けながら、提供された大規模買付情報を十分

に評価及び検討し、大規模買付行為に対する当社取締役会としての意見をとりまとめ、これを開

示します。 
 

３．独立委員会 

   当社取締役会は、大規模買付ルールの適正な運用及び取締役会による恣意的な判断を防止するため

の機関として、独立委員会を設置します。 

   独立委員会は、公正で中立的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

いる当社社外取締役、当社社外監査役、又は弁護士・公認会計士・学識経験者・実績ある会社経営者

等社外有識者の中から選任された委員３名以上で構成されます。 

当社取締役会は、大規模買付者から提出された大規模買付情報及び大規模買付情報に対する当社取

締役会の評価・意見等を独立委員会に提出し、独立委員会は、大規模買付情報、取締役会の評価・意

見等、及び外部専門家の意見を参考に検討を行い、適時取締役会に勧告を行います。独立委員会の主

な権能及び活動内容は以下のとおりとします。 
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① 独立委員会は、大規模買付者が提供した大規模買付情報に不足があるとき、又は提供された情報

につき補足の情報が必要であると判断したときは、直接又は当社取締役会を通じ大規模買付者に

対し、合理的に必要と考える情報の提供を求めることができるものとします。 

  ② 独立委員会は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しているか否かについて検討した結果を

取締役会に勧告します。大規模買付ルールを遵守していない旨の勧告を行う場合は、併せて後述

の大規模買付対抗措置の発動の是非について取締役会に勧告します。 

  ③ 独立委員会は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守していると判断した場合に、大規模買付

行為が大規模買付対抗措置の発動要件を具備しているか否かについて検討し、その結果を取締役

会に勧告します。大規模買付行為が大規模買付対抗措置の発動要件を具備している旨の勧告を行

う場合には、併せて大規模買付対抗措置の発動の是非について取締役会に勧告します。また、独

立委員会は、大規模買付行為が大規模買付対抗措置の発動要件を具備していないと判断した場合

には、取締役会に対し、その旨の勧告と大規模買付対抗措置を発動すべきでない旨の勧告を行い

ます。 

  ④ その他、当社取締役会が独立委員会に諮問した事項及び独立委員会が取締役会に勧告すべきと判

断した事項について、勧告を行います。 

 

なお、独立委員会が当社取締役会への勧告を行うにあたっては、当社の費用により第三者である外

部専門家の助言を得ることができるものとします。大規模買付対抗措置の発動又は不発動は、 終的

には当社取締役会の決定事項となりますが、当社取締役会の決定に際しては独立委員会による勧告を

大限尊重し、かつ必ず独立委員会の勧告手続きを経なければならないものとすることにより、独立

委員会が取締役会の判断の公正さを確保する手段として機能するよう位置付けております。 

 

４．大規模買付対抗措置 

（１）大規模買付対抗措置の内容 

大規模買付者が大規模買付ルールに定める手続に従うことなく大規模買付行為を行った場合等、

後述の大規模買付対抗措置の発動の要件をみたす場合は、当社取締役会は、独立委員会の勧告を

大限尊重し、新株予約権の無償割当等、会社法その他の法令及び当社定款によって認められる

相当な大規模買付対抗措置を決議することができるものとします。具体的な大規模買付対抗措置

の一つとして株主に対する無償割当の方法によって発行される新株予約権の概要は、別紙１に定

めるとおりとします。この新株予約権には、一定割合以上の議決権保有割合の特定株主グループ

に属さないことなどの行使条件及び当社が特定株主グループ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を付する場合があります。 

 

（２）大規模買付対抗措置の発動の要件 

当社取締役会が、具体的な大規模買付対抗措置の発動を決議することができるのは、次の各号

に定める要件を具備する場合に限るものとします。 

① 大規模買付者が意向表明書を当社取締役会に提出せず、又はその他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、大規模買付者が取締役会の

評価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に、当社取締役会は、大規模買付対抗措置の発動を決議すること

ができるものとします。 

② 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合は、当社取締役会が、意向表明書及び大規
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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つき反対意見を表明し、又

は当社グループの経営方針等について当社取締役会としての代替的提案を提示することはあ

っても、原則として大規模買付対抗措置の発動を決議しないものとします。 

但し、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、大規模買付行為が当

社グループの企業価値又は株主共同の利益を著しく毀損すると独立委員会が判断し、大規模

買付対抗措置を発動すべきとの勧告がなされた場合は、原則として、当社取締役会は相当な

大規模買付対抗措置の発動を決議するものとします。なお、独立委員会が上記判断のもと、

大規模買付対抗措置を発動すべきとの勧告を行った場合でも、大規模買付対抗措置を発動す

ることが相当でないと当社取締役会が判断した場合は、大規模買付対抗措置の発動を決議し

ない可能性があります。具体的には、次の各号のいずれかの類型に該当する場合には、当社

グループの企業価値又は株主共同の利益を著しく毀損する大規模買付行為に該当するものと

考えます。 

ⅰ．当該大規模買付行為又は経営権取得の目的が、真に会社経営に参加する意思がないにもか

かわらず、株価をつり上げて高値で株券等を会社関係者に引き取らせることにある場合（い

わゆるグリーンメーラーの場合） 

ⅱ．当該大規模買付行為又は経営権取得の目的が、主として、当社グループの事業経営上必要

な不動産、動産、知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先、顧客等その他の当

社グループの資産を当該大規模買付行為に係る特定株主グループ（大規模買付者を含む。）

に移譲させること（いわゆる焦土化経営）にある場合 

ⅲ．当該大規模買付行為又は経営権取得の目的が、主として、当社グループの資産の全部又は

重要な一部を当該大規模買付行為に係る特定株主グループ（大規模買付者を含む。）の債務

の担保や弁済原資として流用することにある場合 

ⅳ．当該大規模買付行為又は経営権取得の目的が、主として、会社経営を一時的に支配して、

当社グループの所有する不動産、有価証券等の高額資産等を売却等処分させ、その処分利

益をもって一時的な高配当をさせるか、又は一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙

って株券等の高価売り抜けをすることにある場合 

ⅴ． 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不利に設定した

り、二段階目の買付条件を明確にしないで、公開買付を行うなど、当社株主の皆様に当社

株式の売却を事実上強要するおそれのある買付行為である場合 

ⅵ．大規模買付者による経営権取得及び経営権の取得後における当社の顧客、従業員その他の

利害関係者の処遇方針等により、当社の株主はもとより、顧客、取引先、従業員その他の

利害関係者の利益を含む当社の企業価値を著しく毀損する恐れがある又は当社の企業価値

の維持及び向上を妨げる重大な恐れがあると客観的、合理的な根拠をもって判断される場

合 

ⅶ．大規模買付行為における買付の条件（対価の価額・種類、買付の時期、買付方法の適法性、

買付実行の実現可能性、買付後における当社従業員、取引先、顧客その他利害関係者の処

遇方針等を含む。）が当社の企業価値の本質に鑑み、著しく不十分又は不適当な買付である

場合 

 

（３）大規模買付対抗措置の発動手続 

当社取締役会は、具体的な大規模買付対抗措置の発動を決議するにあたっては、独立委員会の

意見、勧告を 大限尊重し、以下の手順により大規模買付対抗措置の発動の是非について決議を

 6



行うものとします。 

① 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合 

当社取締役会は、原則として、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しておらず、大規模

買付対抗措置を発動すべき旨の独立委員会による勧告がなされた場合に、大規模買付対抗措

置の発動を決議することができるものとします。但し、大規模買付者が大規模買付ルールを

遵守していないことが客観的に明白であり、独立委員会による勧告が行われた後に大規模買

付対抗措置を発動することとすると当社又は当社株主に著しい不利益が生じる場合には、当

社取締役会は、独立委員会の勧告がなくても、大規模買付対抗措置の発動を決議することが

できるものとします。 

② 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合 

当社取締役会は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合は、原則として、大規模 

買付対抗措置の発動を決議しないものとします。但し、独立委員会により、大規模買付行為 

が上記４（２）②ⅰからⅶの要件を具備し、大規模買付対抗措置を発動すべき旨の勧告がな 

された場合、当社取締役会は、大規模買付対抗措置の発動を決議することができるものとし 

ます。 

また、当社取締役は、必要に応じ、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 

について交渉及び協議を行い、当社取締役会として、株主の皆様に対し、当社グループの経 

営方針等についての代替的提案を提示することもあります。 

 但し、当社取締役会は、必要に応じて大規模買付者と協議・交渉を行い、大規模買付対抗措 

置としての新株予約権の無償割当を決議した後であっても、大規模買付者から大規模買付行

為の撤回等、大規模買付対抗措置の発動の判断の基礎となった事項に重要な変更が生じた場

合には、新株予約権の無償割当の中止、又は新株予約権を無償にて取得（無償割当の効力発

生後の場合）する旨の決議を行うことができるものとします。 

なお、大規模買付行為の開始から、対抗措置発動の有無の決定に至るまでのフローチャートは、

別紙５記載のとおりであります。 

 

５．大規模買付ルールの有効期間等 

   大規模買付ルールの有効期間は、本定時株主総会終結の時から、平成21年6月開催予定の第11回

定時株主総会終結の時までとし、以降、大規模買付ルールを継続するか否かについては、毎年定時株

主総会に付議し、出席株主の皆様の議決権の過半数のご賛同をもって継続するものとします。 

当社取締役会は、大規模買付ルールの有効期間満了前であっても、企業価値及び株主共同の利益の

確保・向上の観点から、大規模買付ルールの趣旨に反しない範囲かつ独立委員会の承認を得た上で、

大規模買付ルールの修正又は見直しを行うことができるものとし、また当社の株主総会又は取締役会

において大規模買付ルールを廃止する旨の決議が行われた場合には、大規模買付ルールは廃止される

ものとします。 

   なお、当社取締役会は、会社法、金融商品取引法、その他法令若しくは証券取引所規則の変更又は

これらの解釈、運用の変更があった場合に、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、大規模買付ルールを修正又は変更する場合があります。 

 

６．大規模買付ルールの合理性 

   大規模買付ルールは、４（２）のとおり、大規模買付対抗措置発動の要件を明確に定めており、当

社取締役会による恣意的な発動を排除する仕組みとなっております。 
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７．株主の皆様への影響等 

（１）大規模買付ルールの導入が株主の皆様に与える影響等 

    大規模買付ルールの導入時には、新株予約権の発行は行われませんので、大規模買付ルール導入

による株主の皆様の法的権利及び経済的利益に直接的な影響を与えることはありません。 

大規模買付ルールは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な

情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の大規模買付行為に対する評価・意見の提供を

受けるとともに、株主の皆様が当社取締役会の代替案の提示を受ける機会を保障することを目的と

しております。これにより、株主の皆様は、十分な情報のもとで、大規模買付行為に応じるか否か

について適切な判断をすることが可能となり、当社株主全体の利益の保護につながるものと考えて

おります。従いまして、大規模買付ルールの導入は、株主の皆様が適切な投資判断を行うための前

提となるものであり、株主の皆様の利益に資するものであると考えております。 

 

（２）大規模買付対抗措置の発動が株主の皆様に与える影響等 

当社取締役会は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合、あるいは大規模買付ルー

ルを遵守した場合であっても、当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうと判断される場

合には、当社の企業価値及び株主共同の利益を守ることを目的として、大規模買付対抗措置を発動

します。但し、その場合であっても、当社株主の皆様（大規模買付ルールを遵守しなかった大規模

買付者を除く。）が、法的権利及び経済的利益面において特別な損害を被るような事態が生じること

は想定しておりません。当社取締役会が具体的対抗措置をとることを決定した場合は、法令及び証

券取引所規則に従って適時適切な開示を行います。 

大規模買付対抗措置の発動が株主の皆様に与える具体的な影響は以下のとおりです。 

   ① 大規模買付対抗措置として実際に新株予約権を割当て、新株予約権が行使された場合 

対抗措置として新株予約権の割当てを行った場合には、株主の皆様には、新株予約権を取得

するために所定の期間内にお申し込みをしていただく、又は新株予約権の行使により株式を取

得するために、一定の金額の払い込みをしていただく必要がある場合があります。株主の皆様

が、新株予約権を行使していただき当社株式を取得していただくことにより、保有比率の低下

や財産的な損失は生じません。但し、当社取締役会が新株予約権を当社株式と引き換えに取得

することができると定めた場合には、当社が手続をとれば、当社取締役会が取得の対象として

決定した新株予約権を保有する株主の皆様は、行使価格相当の金額を払い込むことなく、当社

による当該新株予約権の取得の対価として、当社株式を取得することになります。この場合に、

結果として一株当たりの株式の価値の希釈化は生じないことから、一株当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。かかる手続きの詳細につきましては、実際に新株予約権を発行する

ことになった際に、法令に基づき別途お知らせ致します。但し、名義書換未了の当社株主の皆

様に関しましては、新株予約権を取得するため、別途当社取締役会が決定し公告する新株予約

権の割当期日までに、名義書換を完了していただく必要があります。 

なお、大規模買付ルールに違反した大規模買付者については、対抗措置が講じられた場合に

は、結果的に、その法的権利又は経済的利益面において不利益が発生する可能性があります。

大規模買付ルールの公表は、大規模買付者が大規模買付ルールに違反することがないよう予め

注意喚起するものであります。 
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② 大規模買付対抗措置の発動を中止した場合等 

対抗措置の発動後、当社取締役会の決定により、新株予約権の割当中止、新株予約権の発行

の中止、発行した新株予約権の無償取得を行う場合、又は新株予約権の発行の差し止めが決定

された場合には、一株当たりの株式の価値の希釈化は生じませんが、上記のような場合に、一

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

の変動により相応の損害を被る可能性があります。 

 

以上 
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（別紙１） 

 

新株予約権無償割当の概要 

 

１. 新株予約権付与の対象となる株主及びその発行条件 

当社取締役会において別途定める割当期日における 終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録

された株主に対し、その所有株式（但し、当社の保有する当社普通株式を除く。）１株につき１個の割

合で新株予約権を割り当てる。 

 

２. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的となる株式の総数は当社

取締役会が基準日として定める日における当社の発行可能株式総数から当社普通株式の発行済株式

（当社の所有する当社普通株式を除く。）の総数を減じた株式数を上限とする。新株予約権１個当たり

の目的となる株式の数は当社取締役会が別途定める数とする。但し、当社が株式分割又は株式併合を

行う場合は、所要の調整を行うものとする。 

 

３.発行する新株予約権の総数 

発行する新株予約権の総数は、当社取締役会が定める数とする。 

 

４. 新株予約権の発行価額 

新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しないものとする。 

 

５. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１円以上で当社取締役会が定める額とする。 

 

６. 新株予約権の譲渡制限 

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 

 

７. 新株予約権の行使条件 

①特定大量保有者（注1）、②特定大量保有者の共同保有者、③特定大量買付者（注2）、④特定大量買

付者の特別関係者、もしくは⑤これらの①ないし④の者から新株予約権を当社取締役会の承認を得る

ことなく譲受けもしくは承継した者、又は⑥これら①ないし⑤に該当する者の関連者（注 3）（以下、

①ないし⑥に該当するものを「非適格者」という。）は、新株予約権を行使することができないものと

する。その他新株予約権の行使条件の詳細については、当社取締役会において別途定めるものとする。 

 

８. 取得条項 

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事が適

切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別途定める日において、全ての新株予約

権を無償で取得することができるものとする。当社は、当社取締役会が別に定める日において、非適

格者以外の者が有する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新株

予約権の全てを取得し、これと引換に、新株予約権１個につきその対象となる株式数の当社株式を交

付することができるものとする。その他取得条項の詳細については、当社取締役会において別途定め
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るものとする。 

 

９.新株予約権証券 

新株予約権に係る新株予約権証券は、発行しないものとする。 

 

10. 新株予約権の行使期間等 

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

 

以上 

 

注１：「特定大量保有者」とは、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％以上である者、又は、これに該当することとなると当社取締役会が認める者をいいます。但

し、その者が当社の株券等を取得・保有することが当社の企業価値ひいて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、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

める者は、これに該当しないこととする。 

注２：「特定大量買付者」とは、公開買付けによって当社が発行者である株券等（金融商品取引法第27 条

の2第1項に規定する株券等をいい、以下同じ。）の買付け等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（これに準ずる者として金融商品取引法施行令第7条第1項に定

めるものを含む。）に係る株券等の株券等所有割合がその者の特別関係者の株券等の所有割合と合計

して 20％以上となる者、又はこれに該当することとなると当社取締役会が認めるものをいいます。

但し、その者が当社の株券等を取得・保有することが当社の企業価値ひいて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

める者は、これに該当しないこととする。 

注３：ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしくはその者と共同の支

配下にある者（当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含む。）、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ものをいう。なお、「支配」とは、他の会社等の「財務及び事務

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）をいいます。 
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（別紙２） 

 

独立委員会規則の概要 

 

１．委員構成 

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

は弁護士・公認会計士・学識経験者・実績ある会社経営者等社外有識者の中から、当社取締役会が選

任する委員３名以上で構成されます。 

 

２．任 期 

独立委員会委員の任期は、本定時株主総会終結後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

の限りではない。 

 

３． 独立委員会の権限 

 （１）独立委員会は、以下の各号に掲げる事項について検討・評価のうえ、委員会としての決定を行い、

その決定の内容及びその理由を当社取締役会に勧告する。 

①大規模買付者が提供する情報の十分性について 

②大規模買付者による大規模買付ルール遵守の有無及び大規模買付対抗措置の発動の是非につ

いて 

③大規模買付対抗措置の発動要件具備の有無及び大規模買付対抗措置の発動の是非について 

④その他当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が委員会に諮問した事項及び委員

会が当社取締役会に勧告すべきと考える事項について 

（２）独立委員会は、以下の各号に記載される事項を行う。 

①大規模買付者及び当社取締役会から提供された情報・資料等の内容の検討・評価 

②当社取締役会に対する代替案の提出の要求及び代替案の検討・評価 

③前各号に定めるほか、当社取締役会が、委員会が行う事ができると定めた事項 

（３）独立委員会は、以下の各号に記載される事項につき当社取締役会に勧告する前提として取締役会

に指示することができる。 

①大規模買付者から提供された情報が大規模買付情報として不十分であると判断した場合の大規

模買付者に対する追加的な情報提供の要求 

②大規模買付行為の提案があった事実及び大規模買付者から提供された情報の公表 

③大規模買付者から提供された情報が大規模買付情報として十分であると認めた場合の公表 

④大規模買付行為に関する条件の改善における大規模買付者との交渉 

 

４. 独立委員会の決議 

独立委員会の決議は、原則として独立委員会委員の全員が出席し、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時は、独立委員の３分の２以上が出席し、その過半数をもってこれを

行うことができる。 

 

５. その他 

（１）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、従業員その他委員会が必要
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と認める者の出席を要求し、独立委員会が必要と考える事項に関する説明を求めることができる。 

（２）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、弁護士、公

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

（３）独立委員会は、大規模買付行為がなされた場合の他、独立委員が必要と認める場合には、いつで

も委員会を招集することができる。 

（４）独立委員会は、事故等により独立委員に欠員が生じた時、又は独立委員の増員が必要であると判

断した場合には、当社取締役会に対して、独立委員の選任を要請することができる。 

 

以上 
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（別紙３） 

 

独立委員会委員候補者の氏名と略歴 

 

１． 有村 佳人（ありむら よしと）氏 

生年月日：昭和39年２月11日生 

略 歴 ：平成９年４月  弁護士登録 

     平成11年７月 有村総合法律事務所設立 

     平成19年６月 当社社外取締役（現任） 

※ 同氏と当社の間には、特別な利害関係はありません。 

 

２． 麻生 裕之（あそう ひろゆき）氏 

生年月日：昭和39年８月18日生 

略 歴 ：昭和63年４月  ㈱リクルート入社 

     平成12年１月  麻生税理士事務所開業（現任） 

     平成13年６月  ㈱ビーマップ取締役 

     平成14年６月  当社社外監査役（現任） 

     平成19年３月  ユミルリンク㈱監査役（現任） 

     平成19年10月  ㈱フォーサイト21監査役（現任） 

※ 同氏と当社の間には、特別な利害関係はありません。 

 

３． 保田 和磨（やすだ かずま）氏 

  生年月日：昭和21年９月11日生 

略 歴 ：昭和44年４月  コスモ証券㈱入社 

     平成８年６月   同社取締役 

     平成10年４月  コスモ・インフォメーション・センター㈱常務取締役 

     平成11年４月  富士通エフ・エス・オー㈱取締役 

     平成11年９月  モルガンスタンレー証券会社（現モルガンスタンレー証券㈱）エグゼ

クティブ・ディレクター 

     平成13年12月  プルデンシャル・ファイナンシャル・アドバイザーズ証券㈱（現キャ

ピタル・パートナーズ証券㈱）本店営業部長 

     平成15年７月  富士警備保障㈱理事 

     平成17年４月  同社常駐警備事業本部長兼執行役員 

     平成19年６月  当社社外監査役（現任） 

※ 同氏と当社の間には、特別な利害関係はありません。 

 

以上 
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（別紙４） 

 

当社株式の状況（平成20年3月31日現在） 

 

１． 発行可能株式総数：1,513,716株 

２． 発行済株式総数 ：492,386.92株 

３． 大株主の状況 

順位 株主名 所有株式数（株）
発行済株式総数に対する所

有株式数の割合(%) 

１ 髙島 勇二 159,404 32.37

２ 日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） 31,042 6.30

３ 日興シティ信託銀行㈱（投信口） 24,153 4.90

４ 
ﾋﾞｰｴﾇﾋﾟｰ ﾊﾟﾘﾊﾞ ｾｷｭﾘﾃｨｰｽﾞ ｻｰﾋﾞｽ ﾛﾝﾄﾞﾝ/ 

ｼﾞｬｽﾃﾞｯｸ/ﾕｰｹｰ ﾚｼﾞｨﾃﾞﾝﾂ 
18,600 3.77

５ 
ｻﾞ ﾁｴｰｽ 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 
14,098 2.86

６ 
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱ 

（信託口） 
9,122 1.85

７ 牧谷 秀昭 6,427.88 1.30

８ 野村信託銀行㈱（投信口） 6,300 1.27

９ ㈱フレックス 5,976 1.21

10 ｽﾃｰﾄ ｽﾄﾘｰﾄ ﾊﾞﾝｸ ｱﾝﾄﾞ ﾄﾗｽﾄ ｶﾝﾊﾟﾆｰ 5,700 1.15

※上記の他、当社は自己株式5,999.44 株（発行済株式総数に対する割合1.22％）を保有しておりま

す。 

 

以上 
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（別紙５）

意向表明書の受領

必要情報リストの交付

提供 必要情報の受領
（大規模買付情報）

諮問 取締役会評価期間
（60日又は90日）

勧告

対抗措置の不発動の判断

対抗措置不発動
（新株予約権無償割当て不実施）

※本フローチャートは、大規模買付ルールの概要をご理解いただくための参考資料として作成したものであり、詳細につきましては、
　 本文をご参照ください。

独立委員会

 (意向表明書受領後７営業日以内）

・大規模買付情報の評価・検討
・取締役会意見形成

対抗措置の発動
（新株予約権無償割当て実施）

・代替案の作成
・大規模買付者との条件交渉

大規模買付者

取締役会

大規模買付ルールを遵守しない場合

大規模買付ルール

　対抗措置の発動の判断
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