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平成21年１月７日 

 

各      位 

会 社 名 ： 田 崎 真 珠 株 式 会 社 

(コード ： 7968 東証・大証第一部) 

代表者名 ： 代表取締役社長 飯田 隆也 

問合せ先 ： 管理本部総務部長 

  兼 広報室長 
田村 暢邦 

(TEL ： 078－302－3321) 

 

委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更及び代表取締役・役員の異動、 

ストック・オプションとして新株予約権を発行する件（ストック・オプションの付与）、 

当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の非継続並びに 

第51期定時株主総会の開催日及び付議議案等の決定に関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催の当社取締役会において、委員会設置会社への移行及びこれに代表取締役・役員の

異動、ストック・オプションとしての新株予約権発行、当社株式の大規模買付行為への対応方針の非継

続に関する決定を行うとともに、第51期定時株主総会（以下、「本総会」といいます）の開催日及び

付議議案等を決定しましたので、下記の通り、お知らせいたします。 

 

記 
 

Ｉ．委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更及び代表取締役・役員の異動について 

 
  当社は、本日開催の取締役会において、本総会における定款変更を前提として、委員会設置会社へ

移行する方針を決定いたしました。 
また、本総会にて委員会設置会社への移行が決定された結果、代表取締役・業務担当取締役・監査

役制度の廃止、３委員会・代表執行役・執行役制度の新設となることを前提として、これに伴う代表

取締役及び役員の異動について、以下の通り内定いたしました。 
 

１．委員会設置会社移行の目的 

 
当社が委員会設置会社へ移行する目的は以下の通りです。 

 
① 経営監督機能の強化 

当社は、経営の執行と監督の分離を行い、取締役会及び指名、報酬、監査の３委員会におけ

る審議、報告を通じて、執行役の職務執行の監督を行なってまいります。 
② 経営の透明性の向上 

社外取締役を過半数とする指名、報酬および監査の３委員会を設置し、会社法に規定される

委員会の実効性を確保し、その機能を通じ、経営の透明性を一層高めてまいります。 
③ 経営の機動性の向上 

経営の執行と監督の分離のもと、業務執行の決定、実行を執行役に委ね、適法・適正な範囲

において、業務執行の迅速性を高めてまいります。 
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２．代表取締役及び役員の異動について 

 

当社は、本総会において、委員会設置会社移行をご承認いただくことを前提として 3 委員会委員、
代表執行役及び執行役の構成案を内定いたしました。 
まず、現取締役 7名のうち、田崎将大を除く 6名は、平成 20年 10月 23日の第三者割当増資実施
の払込期日をもって取締役に就任したものであり、当社はこれら 6名に、この度招聘した田島寿一の
計 7名の本総会における取締役選任を前提に、下記の通り、指名、報酬、及び監査委員を選定する予
定です。 
次に、当社は、平成 20年 11月 19日付「代表取締役の異動に関するお知らせ」にて、田島寿一の
招聘・代表取締役内定をお知らせしましたが、委員会設置会社移行に伴い、本総会及び本総会終了後

の取締役会における決定を前提に、田島を代表執行役社長に選任することを内定いたしました。 
また、当社は、平成 20年 12 月 8日付「特別利益・特別損失・営業外費用の計上、平成 20 年 10
月期業績予想の修正、経営再建の取り組み、及び新経営体制に関するお知らせ」において、能勢亘、

山田芳一、及び山中延郎の招聘・執行役員内定をお知らせしましたが、委員会設置会社移行に伴い、

本総会及び本総会終了後の取締役会における決定を前提として、３名を執行役に選任することを内定

いたしました。 
この他、当社は、本総会及び本総会終了後の取締役会における決定を前提として、下記の通り、執

行役選任を予定しております。 
更に、委員会設置会社への移行に伴う代表取締役・業務担当取締役・監査役制度の廃止により、現

代表取締役会長静永賢介、現代表取締役社長飯田隆也、取締役田崎将大、常勤監査役正木正弘、社外

監査役福本太郎及び池田大輔は、それぞれ役職を退任し、静永、飯田、田崎及び正木は、取締役・執

行役等に就任する予定です。 
   

新任代表執行役社長となります田島はグッチ、クリスチャンディオール、ＬＶＪグループ株式会社

フェンディジャパンカンパニー等にてブランド再構築に努め、能勢はエスカーダ、モンブラン・ジャ

パン、ブルガリジャパン等にてリテールを、山田はゼニアジャパン、ＬＶＭＨケンゾージャパン、ゴ

ディバジャパン等にてマーケティング・マーチャンダイジングを、山中はクリスチャンディオール等

にてリテールを、それぞれ長年に亘り担当してまいりました。 

  当社は、1954年の創業以来、55年に亘る真珠養殖・加工・販売及びダイヤモンド他宝飾品の加工・
販売を通じて蓄積してまいりましたノウハウに、高級ブランドビジネスに豊富な経験を有する田島ら

4 名の参加を得て、ブランド価値刷新・向上を強力に推進し、業績の回復、企業価値の増大に向けて
邁進してまいります。 
 

３．代表取締役・代表執行役の異動 

(１)異動の内容 

新役職名 氏  名 現役職名 

取締役を兼務する     

代表執行役社長（ＣＥＯ） 
田島 寿一 顧問 

取締役 静永 賢介 代表取締役会長 

取締役を兼務する     

専務執行役（ＣＦＯ） 

 

飯田 隆也 

 

代表取締役社長 
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(２)新任代表執行役の氏名及び略歴等 

 

氏名(よみがな)  田島 寿一 (たじま としかず) 

出 身 地  東京都 

最 終 学 歴  青山学院大学 文学部卒業 

生 年 月 日  昭和28年４月22日 

略 歴  昭和53年４月 ジャーディンマセソン＆カンパニー（ジャパン）リミ

テッド入社 

  平成２年３月 株式会社グッチジャパン入社 営業本部長 

  平成９年４月 クリスチャンディオール株式会社入社 取締役営業本

部長 

  平成10年４月 クリスチャンディオール株式会社 代表取締役社長 

  平成16年10月 ＬＶＪグループ株式会社 フェンディジャパンカンパ

ニー プレジデント＆ＣＥＯ 

  平成21年１月 当社入社 顧問 

 

４．取締役候補者 

 

新役職名 氏名 

取締役を兼務する     

代表執行役社長（ＣＥＯ） 
田島 寿一 

取締役 静永 賢介 

取締役を兼務する     

専務執行役（ＣＦＯ） 
飯田 隆也 

取締役(社外取締役) 鈴木 荘平 

取締役(社外取締役) Michael Kim(キム・マイケル) 

取締役(社外取締役) Kuo Chuan Kung(クン・ケーシー) 

取締役(社外取締役)  Jay Bu(ブー・ジェイ) 

 

５．指名・報酬・監査委員候補者 

 

指名委員 報酬委員 監査委員 

田島 寿一 静永 賢介 静永 賢介 

Michael Kim      
(キム・マイケル) 

鈴木 荘平 鈴木 荘平 

 Jay Bu         
(ブー・ジェイ) 

Michael Kim       
(キム・マイケル) 

Kuo Chuan Kung     
(クン・ケーシー) 
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６．執行役候補者 

 
新役職名 新担当等 氏  名 現役職名 

取締役を兼務する     

代表執行役社長 

（ＣＥＯ） 

営業本部長 田島 寿一 顧問 

取締役を兼務する     

専務執行役 

（ＣＦＯ） 

管理本部長 飯田 隆也 代表取締役社長 

常務執行役 
商品本部長 

マーケティング本部長 
山田 芳一 執行役員 

常務執行役 営業副本部長 能勢  亘 執行役員 

執行役 西日本小売担当 山中 延郎 執行役員 

執行役 東日本小売担当 有上 正博 常務執行役員 

執行役 卸・海外担当 田崎 眞也 
国際カンパニー長

兼卸カンパニー長 

執行役 
商品副本部長 

生産担当 
田崎 将大 取締役 

 

７．退任予定役員 

現役職名 氏名 

取締役 田崎 将大 

常勤監査役 正木 政弘 

社外監査役 福本 太郎 

社外監査役 池田 大輔 

 

＊ 上記人選は最終確定ではないため、変更となる可能性があります。 

  
II.ストック・オプションとしての新株予約権発行について（ストック・オプションの付与） 

 
当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236条、第 238条及び第 239条の規定に基づき、
当社及び当社関係会社の取締役、執行役及び従業員並びに当社の委託するコンサルタント等の外部法

人等に対し、ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委
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任する議案を本総会に付議することを決定いたしました。 
その目的は、当社及び当社関係会社の取締役、執行役及び従業員に業績向上や企業価値の増大、株 

主重視の経営意識を高めるためのインセンティブを与えること、当社の委託するコンサルタント等の

外部法人等に当社業績向上や企業価値増大に対する寄与意識を高めるためのインセンティブを与える

ことにあります。 
 
ストックオプションとして発行する新株予約権の概要については別紙資料（本総会付議議案の第４

号議案の詳細）をご参照下さい。 
  
III.当社株式の大規模買付行為への対応方針の非継続に関する決定について 

 
平成20年１月25日開催の当社第50期定時株主総会において継続をご承認頂きました当社株式の大

規模買付行為への対応方針(以下、「本対応方針」といいます)の有効期間は本総会終結の時までとなっ

ております。 

当社は、本日開催の取締役会において、有効期間満了後、本対応方針を継続しないことを決議いた

しました。 

本対応方針は、当社の株式を大量に取得し、当社の経営に関与しようとする株主または潜在的株主

が現れた場合の対応策として、企業価値及び株主保護の観点から、買収提案の妥当性や代替案につい

て充分な検討を行うための情報と時間を確保することを目的に導入したものです。 

導入後、改正された金融商品取引法により、①経営関与に向けた重大提案行為等を目的とした株式

取得には特例報告制度の適用が認められず「大量保有報告書」提出（５営業日以内）が義務付けられ、

②公開買付けが開始された場合には発行会社による「買付期間延長請求」、「質問権行使」が可能にな

る等、本対応策導入の目的である、検討に必要な情報と時間の確保は、法により相当程度、担保され

ることとなりました。そこで、当社は、本対応方針の取扱につき、慎重に協議を重ねた結果、本対応

方針を継続しないことを決議したものです。 

 
IV.第51期定時株主総会の開催日及び付議議案等について 

 

(1) 本総会の開催日及び開催場所 
① 開催日時 平成21年1月23日（金曜日）午前10時 

② 開催場所 神戸市中央区港島中町6丁目3番地2 

当社 田崎ビル2階ホール 

 
(2) 本株主総会の付議議案 

① 第1号議案  定款一部変更の件（1） 

② 第2号議案  定款一部変更の件（2） 

③ 第3号議案  取締役７名選任の件 

④ 第４号議案  ストックオプションとして新株予約権を発行する件 

  
上記議案の内容については、別紙資料(本総会付議議案の詳細)を御参照下さい。 

 
以上 
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（別紙資料）本総会付議議案の詳細 
 

議案及び参考事項 

 
第１号議案 定款一部変更の件（１） 
  

１．変更の理由 
   「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改

正する法律」（平成 16年６月９日法律第 88号。以下、「株式等決済合理化法」といい
ます）附則第６条の定めにより、当社は株券電子化の施行日（平成 21年 1月 5日）に
おいて株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更の決議がされたものとみな

されております。このため、現行定款第７条（株券の発行）及び第８条第２項（単元

未満株券の不発行）の規定は不要となりますので、これを削除するとともに、その他

条文の繰り上げ及び条文の形式的な整備等を行うものであります。 
 
２．変更の内容 
 
   変更の内容は次のとおりであります。 

 
 (下線は変更部分を示します。) 

現行定款 変更案 

第２章 株式 第２章 株式 

（株券の発行） 

第７条 当会社は、株式に係る株券を発行する。  

（削除） 

（単元株式数および単元未満株券の不発行） 

第８条 当会社の単元株式数は、普通株式およ

びＡ種優先株式ともに１，０００

株とする。 

    ２．当会社は、第７条の規定にかかわ

らず、単元未満株式に係る株券を

発行しない。 

ただし、株式取扱規程に定めるとこ

ろについてはこの限りでない。  

（単元株式数） 

第７条 当会社の単元株式数は、普通株式およ

びＡ種優先株式ともに１，０００株と

する。 

 

（削除） 

（株式取扱規程） 

第９条  当会社の株式に関する取扱いおよび

手数料は、法令または本定款で定める

もののほか、取締役会において定める

株式取扱規程による。  

（株式取扱規程） 

第８条  当会社の株式に関する取扱いは、取締     

役会において定める株式取扱規程によ

る。  

（株主名簿管理人） 

第１０条  当会社は、株主名簿管理人を置く。 

         ２ 株主名簿管理人およびその事務

取扱場所は、取締役会の決議に

よって定め、これを公告する。 

          ３ 当会社の株主名簿（実質株主

（株主名簿管理人） 

第９条    当会社は、株主名簿管理人を置く。 

         ２ 株主名簿管理人およびその事務

取扱場所は、取締役会の決議に

よって定め、これを公告する。 

（削除） 
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名簿を含む。以下同じ。）、新

株予約権原簿および株券喪失

登録簿の作成ならびに備置き

その他の株主名簿、新株予約

権原簿および株券喪失登録簿

に関する事務は、これを株主

名簿管理人に委託し、当会社

においては取扱わない。 

 

 

 

 

（単元未満株式についての権利） 

第１１条 当会社の株主（実質株主を含む。以

下同じ。）は、その有する単元未満株

式について、次に掲げる権利以外の

権利を行使することができない。 

     （１）会社法第１８９条第２項各号

に掲げる権利 

     （２）会社法第１６６条第１項の規

定による請求をする権利 

     （３）株主の有する株式数に応じて

募集株式の割当ておよび募集

新株予約権の割当てを受ける

権利 

     （４）次条に定める請求をする権利 

（単元未満株式についての権利） 

第１０条 当会社の株主は、その有する単元未

満株式について、次に掲げる権利以

外の権利を行使することができな

い。 

     （１）会社法第１８９条第２項各号

に掲げる権利 

     （２）会社法第１６６条第１項の規

定による請求をする権利 

     （３）株主の有する株式数に応じて

募集株式の割当ておよび募集

新株予約権の割当てを受ける

権利 

     （４）次条に定める請求をする権利 

第１２条～第４５条  （条文省略） 第１１条～第４４条  （現行どおり） 

 

 

第２号議案 定款一部変更の件（２） 
  

１．変更の理由 
    ① 当社は、経営の執行と監督の分離を行い、執行役による迅速な業務決定を可能に

するとともに、取締役会の監督機能の強化を図るため、いわゆる委員会設置会社

に移行するべく、所要の定款変更を行うものであります。 
   
    ② また、執行役がその期待される役割を十分に発揮できるよう取締役会の決議によ

って法令の定める範囲内で責任を免除することが出来る旨の規定を新設するもの

であります。なお、かかる規定の新設につきましては、各監査役の同意を得てお

ります。 
 

③ 更に、機動的な資本政策および配当政策を図るため、剰余金の配当などを取締役

会決議により行うこととする旨、規定するものであります。 
 
２．変更の内容 
 
   変更の内容は次のとおりであります（なお、第 1号議案は、株式等決済合理化法附則第
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６条の定めにより定款変更決議がされたものとみなされたことを受けて行う形式的な整

備であるため、下記表記における『現行定款』の条文番号、定款内容も、かかる定款変

更による繰り上げ・変更を反映した表記としています）。 
 

 (下線は変更部分を示します。) 
現行定款 変更案 

第１章 総則 第１章 総則 

（機関の設置） 

第４条 当会社は、株主総会および取締役のほ

か、取締役会、監査役、監査役会および

会計監査人を置く。 

 

（機関の設置） 

第４条 当会社は、委員会設置会社として、株

主総会および取締役のほか、取締役会、

委員会、執行役および会計監査人を置

く。 

 

第２章 株式 第２章 株式 

（株式取扱規程） 

第８条 当会社の株式に関する取扱いは、取締

役会において定める株式取扱規程によ

る。 

 

（株式取扱規程） 

第８条 当会社の株式に関する取扱いは、取締

役会または取締役会の決議によって委

任を受けた執行役において定める株式

取扱規程による。 

 

（株主名簿管理人） 

第９条   当会社は、株主名簿管理人を置く。 

       ２ 株主名簿管理人およびその事務取

扱場所は、取締役会の決議によって定

め、これを公告する。 

          

 

（株主名簿管理人） 

第９条  当会社は、株主名簿管理人を置く。 

     ２ 株主名簿管理人およびその事務取扱場

所は、取締役会または取締役会の決議に

よって委任を受けた執行役の決議によ

って定め、これを公告する。 

          

第３章 株主総会 第３章 株主総会 

（招集権者および議長） 

第１４条 株主総会は、取締役社長がこれを招

集し、議長となる。 

     ２ 取締役社長に事故があるときは

取締役会において予め定めた順

序に従い、他の取締役が株主総

会を招集し、議長となる。 

 

（招集権者および議長） 

第１４条 株主総会は、あらかじめ取締役会が

定めた取締役がこれを招集し、

あらかじめ取締役会が定めた取

締役が議長となる。 

     （削除） 

      

 

第４章 取締役および取締役会 第４章 取締役および取締役会 

（代表取締役、役付取締役および相談役等） 

第２２条   取締役会は、その決議によって代表

取締役を選定する。 

２ 取締役会は、その決議によって、取締

役会長、取締役社長各１名、取締役副

社長、専務取締役、常務取締役、相談

役、顧問各若干名を定めることができ

（削除） 
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る。 

（取締役会の招集権者および議長） 

第２３条  取締役会は、法令に別段の定めがあ

る場合を除き、取締役社長がこれを招

集し、議長となる。取締役社長に事故

があるときは取締役会において予め

定めた順序に従い、他の取締役が取締

役会を招集し、議長となる。 

      ２ 各取締役は議題および理由を付し

て、取締役社長に対し取締役会の招集

を請求することができる。 

 

（取締役会の招集権者および議長） 

第２２条  取締役会は、あらかじめ取締役会の

定めた取締役がこれを招集し、その議

長となる。 

     ２ 各取締役は議題および理由を付して、

あらかじめ取締役会の定めた取締役

に対し取締役会の招集を請求するこ

とができる。 

 

（取締役会の招集の通知） 

第２４条  取締役会の招集通知は、会日の３日

前までに各取締役および各監査役に

対して発する。ただし、緊急の必要が

あるときには、この期間を短縮するこ

とができる。 

   ２ 取締役および監査役の全員の同意が

あるときは、招集の手続きを経ないで

取締役会を開催することができる。 

 

（取締役会の招集の通知） 

第２３条  取締役会の招集通知は、会日の３日

前までに各取締役に対して発する。た

だし、緊急の必要があるときには、こ

の期間を短縮することができる。 

   ２ 取締役の全員の同意があるときは、

招集の手続きを経ないで取締役会を

開催することができる。 

 

第２５条     （条文省略） 第２４条    （現行どおり） 

（取締役会の議事録） 

第２６条  取締役会における議事の経過の要領

およびその結果ならびにその他法令

に定める事項については、これを議

事録に記載または記録し、出席した

取締役および監査役がこれに記名押

印または電子署名する。 

 

（取締役会の議事録） 

第２５条  取締役会における議事の経過の要領

およびその結果ならびにその他法令

に定める事項については、これを議

事録に記載または記録し、出席した

取締役がこれに記名押印または電子

署名する。 

 

第２７条  （条文省略） 

 

第２６条  （現行どおり） 

 

（取締役の報酬等） 

第２８条 取締役の報酬、賞与その他の職務執

行の対価として当会社から受ける財

産上の利益（以下、「報酬等」という。）

は、株主総会の決議によって定める。 

 

（削除） 

 

 

 

第２９条  （条文省略） 第２７条  （現行どおり） 

 

（新設） 第５章 委員会 

（新設） （委員の選定） 

第２８条  指名委員会、監査委員会、および報
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酬委員会を構成する委員は、取締役

の中から、取締役会の決議によって

選定する。 

     

 

（新設） （委員会の権限など） 

第２９条  指名委員会、監査委員会、および報

酬委員会の各委員会は、法令に定めの

ある事項を決定するほか、その職務執

行のために必要な権限を行使する。 

 

（新設） （委員会に関する事項） 

第３０条 委員会に関する事項は、法令、定款、

または、取締役会において定めるもの

のほか、各委員会において定める規則

による。 

 

（新設） 第６章 執行役 

（新設） （執行役及びその権限） 

第３１条  当会社の執行役は15名以内とし、取

締役会の決議によって選任する。取締

役会は、いつでも、取締役会決議によ

り、執行役を解任することができる。 

   ２ 執行役は、取締役会の決議をもって

委任を受けた事項を決定し、当会社の

業務を執行する。 

 

（新設） （執行役の任期） 

 第３２条  執行役の任期は、選任後1年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに

関する定時株主総会の終結後最初に

招集される取締役会の終結の時まで

とする。 

      

（新設） （代表執行役および役付執行役） 

第３３条 当会社は、取締役会の決議により、執

行役の中から代表執行役を選定する。 

     ２ 当会社は、取締役会の決議により、執

行役社長1名、執行役副社長、専務執

行役、常務執行役各若干名を選定する

ことが出来る。 
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（新設） （執行役に関する事項） 

第３４条 執行役に関する事項は、法令又は

定款のほか、取締役会において定め

る。 

 

（新設） （執行役の責任免除） 

第３５条  当会社は、会社法第４２６条第１

項の規定により、同法第４２３条第１

項に定める執行役（執行役であった者

を含む）の損害賠償責任を法令の限度

において、取締役会の決議によって免

除することができる。 

 

第５章 監査役および監査役会 （削除） 

（員数） 

第３０条 当会社の監査役は、４名以内とする。 

 

（削除） 

（選任の方法） 

第３１条 監査役の選任決議は、株主総会にお

いて議決権を行使することができる

株主の議決権の３分の１以上を有す

る株主が出席し、その議決権の過半

数をもって行う。 

 

（削除） 

（任期） 

第３２条  監査役の任期は、選任後４年以内に

終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会終結の時まで

とする。 

      ２ 任期の満了前に退任した監査役の補

欠として選任された監査役の任期は、

退任した監査役の任期の満了する時

までとする。 

 

（削除） 

（常勤の監査役） 

第３３条 監査役会は、その決議によって常勤

の監査役を選定する。 

 

（削除） 

（監査役会の招集通知） 

第３４条  監査役会の招集通知は、会日の３日

前までに各監査役に対して発する。た

だし、緊急の必要があるときには、こ

の期間を短縮することができる。 

   ２ 監査役全員の同意があるときは、招

（削除） 
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集の手続きを経ないで監査役会を開

催することができる。 

 

（監査役会の決議方法） 

第３５条 監査役会の決議は、法令に別段の定

めがある場合を除き、監査役の過半

数をもって行う。 

 

（削除） 

（監査役会の議事録） 

第３６条 監査役会における議事の経過の要領

およびその結果ならびにその他法令

に定める事項については、これを議

事録に記載または記録し、出席した

監査役がこれに記名押印または電子

署名する。 

 

（削除） 

（監査役会規程） 

第３７条 監査役会に関する事項は、法令また

は本定款のほか、監査役会において

定める監査役会規程による。 

 

（削除） 

（監査役の報酬等） 

第３８条 監査役の報酬等は、株主総会の決議

によって定める。 

 

（削除） 

（監査役の責任免除） 

第３９条 当会社は、会社法第４２６条第１項

の規定により、同法第４２３条第１項

に定める監査役（監査役であった者を

含む）の損害賠償責任を法令の限度に

おいて、取締役会の決議によって免除

することができる。 

   ２ 当会社は、会社法第４２７条第１項

の規定により、社外監査役との間に、

損害賠償責任を限定する契約を締結

することができる。ただし、当該契約

に基づく損害賠償責任の限度額は、法

令が規定する額とする。 

 

（削除） 

第６章 計算 第７章 計算 

（新設） （剰余金の配当等の決定機関） 

第３６条 当会社は、剰余金の配当等、会社法

第４５９条第１項各号に定める事項

については、法令に別段の定めがあ
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る場合を除き、株主総会の決議によ

らず、取締役会の決議により定める

ものとする。 

第４０条  （条文省略） 第３７条  （現行どおり）  

（期末配当） 

第４１条 当会社の期末配当の基準日は、毎年

10月31日とする。 

（剰余金の配当の基準日） 

第３８条  当会社の期末配当の基準日は、毎年

10月31日とする。 

     ２ 当会社の中間配当の基準日は、毎年４

月30日とする。 

３ 当会社は、前２項のほか、基準日を定

めて剰余金の配当をすることができ

る。 

（中間配当） 

第４２条 当会社は、取締役会の決議によって、

毎年４月30日を基準日として、中間

配当をすることが出来る。 

（削除） 

第４３条、第４４条  （条文省略） 第３９条、第４０条  （現行どおり） 

 

 
第３号議案 取締役７名選任の件 
 取締役全員（７名）は、本総会終結のときをもって任期満了となります。 

現取締役のうち田崎将大を除く６名は、平成20年10月23日の第三者割当増資実施の払込期

日をもって、取締役に就任した者であり、当社は、かかる第三者割当増資実施等をもって、経

営再建のスタートを切りました。当社は、これら６人の取締役選任をお願いするものでありま

す。 

また、当社は、高級ファッションブランド業界における豊富な経験と高い実績を有する田島

寿一氏の取締役選任をお願いするものであります。当社は、本議案の本総会におけるご承認と

本総会後開催予定の当社取締役会の決定を前提として、田島氏を、当社代表執行役社長を兼務

する取締役に選任し、田島新社長の指揮の下、ブランド価値の刷新・向上を強力に推進し、業

績の回復、企業価値の増大に向けて邁進していく所存であります。 

取締役候補者は次のとおりであります。 
 

候補者

番号 

氏  名 

（生年月日） 

略歴、当社における地位、担当 

（他の法人等の代表状況） 

所有す

る当社

株式の

種類及

び数 

昭和53年４月  ジャーディンマセソ

ン＆カンパニー（ジャ

パン）リミテッド入社 

平成２年３月  株式会社グッチジャ

パン入社 営業本部

長 

１ 田島寿一 
（昭和 28年４月 22日生） 

平成９年４月  クリスチャンディオ

－ 
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ール株式会社入社 

取締役営業本部長 

平成10年４月  クリスチャンディオ

ール株式会社 代表

取締役社長 

平成16年10月  ＬＶＪグループ株式

会社 フェンディジ

ャパンカンパニー 

プレジデント＆ＣＥ

Ｏ 

平成21年1月  当社入社顧問(現在に

至る) 

（他の法人等の代表状況） 

他の法人等の代表状況はありません。 

昭和48年4月 

 

トリオ株式会社（現株

式会社ケンウッド）入

社 

昭和60年12月 
 
リーマン・ブラザーズ

証券会社入社 

平成11年1月 
 
シュローダー・ベンチ

ャーズ株式会社入社 

平成13年5月 
 
カーライル・グループ

入社 

平成17年3月 
 
MBK パートナーズ共

同設立（現在に至る） 

平成19年9月 
 
弥生株式会社 取締

役（現在に至る） 

平成20年10月  当社代表取締役会長

（現在に至る） 

   

（他の法人等の代表状況） 

２ 

静永賢介 

（昭和26年3月29日生） 

 

他の法人等の代表状況はありません。 

－ 

昭和50年4月 

 

株式会社住友銀行（現

株式会社三井住友銀

行）入行 

平成15年5月 
 
当社へ出向経営企画

室長 

平成16年4月 
 
当社入社経営企画室

長 

平成20年1月 
 
当社執行役員管理本

部管理室長 

平成20年10月  当社代表取締役社長

（現在に至る） 

３ 
飯田隆也 

（昭和28年2月20日生） 

   

－ 
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（他の法人等の代表状況） 

株式会社田崎運輸サービス 代表取締役 

平成6年4月 

 

株式会社ボストン・コ

ンサルティング・グル

ープ入社 

平成11年8月 
 
ゴールドマン・サック

ス証券会社入社 

平成14年5月 
 
A.T.カーニー株式会

社入社 

平成18年4月 
 
MBKパートナーズ入

社 （現在に至る） 

平成19年9月 
 
弥生株式会社 社外

取締役（現在に至る） 

平成20年10月  当社 社外取締役（現

在に至る） 

   

（他の法人等の代表状況） 

４ 

鈴木荘平 

（昭和46年6月13日生） 

 

他の法人等の代表状況はありません。 

－ 

昭和61年5月 
 
ゴールドマン・サック

ス入社 

平成7年3月 
 
ソロモン・ブラザーズ

入社 

平成10年2月 
 
カーライル・グループ

入社 

平成17年3月 
 
MBK パートナーズ共

同設立（現在に至る） 

平成18年６月 

 

HK Mutual Savings 

Bank社外取締役（現

在に至る） 

平成19年5月 

 

China Network 

Systems Co., Ltd. 社

外取締役（現在に至

る） 

平成19年9月 
 
弥生株式会社 社外

取締役（現在に至る） 

平成19年11月 
 
C&M Co., Ltd. 社外取

締役（現在に至る） 

平成20年7月 

 

Watermunt Spare 

Parts B.V. (現

Ocean0309 B.V.）ディ

レクター（現在に至

る） 

５ 
Michael Kim      

（キム・マイケル） 

（昭和38年10月8日生） 

平成20年10月  
当社 社外取締役（現

－ 
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在に至る） 

   

（他の法人等の代表状況） 

Ocean0309 B.V. ディレクター 

平成3年8月 
 
マッキンゼー・アン

ド・カンパニー入社 

平成10年6月 
 
カーライル・グループ

入社 

平成17年3月 
 
MBK パートナーズ共

同設立（現在に至る） 

平成17年10月 

 

Beijing Bowei 

Airport Support Ltd. 

社外取締役（現在に至

る） 

平成19年5月 

 

China Network 

Systems Co., Ltd. 社

外取締役（現在に至

る） 

平成20年8月 

 

AsiaPharm Group Ltd. 

社外取締役（現在に至

る） 

平成20年10月  当社 社外取締役（現

在に至る） 

   

（他の法人等の代表状況） 

６ 

Kuo Chuan Kung    

（クン・ケーシー） 

（昭和43年4月26日生） 

他の法人等の代表状況はありません。 

－ 

平成10年1月 
 
ソロモン・スミス・バ

ーニー入社 

平成11年4月 
 
カーライル・グループ

入社 

平成17年3月 
 
MBK パートナーズ共

同設立（現在に至る） 

平成19年8月 

 

China Network 

Systems Co., Ltd. 社

外取締役（現在に至

る） 

平成20年3月 
 
C&M Co., Ltd., 社外

取締役（現在に至る） 

平成20年7月 
 
弥生株式会社 社外

取締役（現在に至る） 

平成20年10月  当社 社外取締役（現

在に至る） 

７ 
Jay Bu         

（ブー・ジェイ）     

（昭和45年12月29日生） 

   

－ 
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（他の法人等の代表状況） 

他の法人等の代表状況はありません。 

 

（注） １． 静永賢介氏、鈴木荘平氏、Michael Kim（キム・マイケル）氏、Kuo Chuan 

Kung（クン・ケーシー）氏及びJay Bu（ブー・ジェイ）氏が上記「略歴、

当社における地位、担当（他の法人等の代表状況）」に記載のとおり関与

しているMBKパートナーズは、その投資目的子会社であるOcean0309 B.V.

が、当社のＡ種優先株式35,000千株（定時株主総会議決権比率49.54％）

を有しており、取締役候補者Michael Kim（キム・マイケル）氏は、Ocean0309 

B.V.のディレクターを兼務しています。 

 ２． 取締役候補者飯田隆也氏は、株式会社田崎運輸サービスの代表取締役を兼

務し、当社は同社との間に運送に関する取引関係があります。 

 ３． 上記以外、各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 

 ４． 取締役候補者の内、鈴木荘平氏、Michael Kim（キム・マイケル）氏、Kuo 

Chuan Kung（クン・ケーシー）氏及びJay Bu（ブー・ジェイ）氏の４氏

は、社外取締役の候補者であります。当該４氏は、上記「略歴、当社にお

ける地位、担当（他の法人等の代表状況）」に記載のとおり、MBKパート

ナーズに関与している方々であり、事業再生に関する経験とノウハウを有

しています。４氏は、平成20年10月23日から本総会終結の時までの３

ヶ月間、当社の社外取締役として在任し、その専門知識と見識を当社の経

営に反映していただいており、今後もこれが期待できることから、その再

任をお願いするものであります。当社は、4氏との間で、会社法第423条

第1項の損害賠償責任を限定する趣旨の契約を締結しており、４氏の再任

が承認された場合、４氏との上記責任限定契約を継続する予定でありま

す。 

   

 
 

 
第４号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件 
 会社法第 236条、第 238条並びに第 239条の規定に基づき、当社及び当社関係会社の取締役、

執行役及び従業員並びに当社の委託するコンサルタント等の外部法人等に対し、それぞれ報酬

等の一部としてストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締

役会に委任することにつき、ご承認をお願いするものであります。 
１． 特に有利な条件をもって新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由 

① 当社及び当社関係会社の取締役、執行役及び従業員に業績向上や企業価値の増
大、株主重視の経営意識を高めるためのインセンティブを与えることを目的とす

るものであります。 
② 当社の委託するコンサルタント等の外部法人等に当社業績向上や企業価値増大

に対する寄与意識を高めるためのインセンティブを与えることを目的とするも

のであります。 
２． 新株予約権割当の対象者 

当社及び当社関係会社の取締役、執行役及び従業員並びに当社の委託するコンサルタント

等の外部法人等 
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３． 本総会の決定に基づいて募集事項の決定をすることが出来る新株予約権の内容及び株数の

上限等 
（１） 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

当社普通株式 880万株を上限とする。 
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式

の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時

点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整

の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 
 調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

（２） 新株予約権の数 
8,800個を上限とする。 

     なお、新株予約権１個あたりの目的となる株式の数（以下「付与株式数」という。）

は 1,000株とする。ただし、前項（１）に定める株式の数の調整を行った場合は、
同様の調整を行う。 

（３） 新株予約権と引換えに払込む金銭 
新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しないものとする。 

（４） 新株予約権の行使に際して出資される財産の価格 
    新株予約権の行使に際して出資される財産の価格は、新株予約権の行使により交付

を受けることが出来る株式 1株あたりの払込金額（以下「行使価格」という。）に付
与株式数を乗じた額とする。行使価格は 60円とする。 

      なお、新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式によ
り行使価格を調整し、調整による 1円未満の端数は切り捨てる。 

 
       調整後行使価格＝調整前行使価格×１／分割・併合の比率 
 
     また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価格で新株

を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価格を調整し、調整

による 1円未満の端数は切り捨てる。 
 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
（５） 新株予約権を行使することが出来る期間 
    新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議の翌日から 2 年を経過した日から 8

年間を経過する日までの範囲内で当該取締役会決議の定めるところによる 
（６） 新株予約権行使の条件 

① 新株予約権者のうち、当社及び当社関係会社の取締役、執行役及び従業員の地位

に基づき新株予約権割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社

×
調 整 前

行使価格 
 

 

調 整 後 

行使価格 

 

 

＝

＋ 
× 

既発行株

式数 

 

１株あたり払込

金額 
新規発行株式数 

 

１株あたりの時価 

既発行株式数 + 新規発行株式数による増加
株式数 
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関連会社の取締役、執行役もしくは従業員の地位にあり、会社法その他日本の法

令もしくは海外の法令または当社もしくは当社関連会社等が定める社内規則に

規定される欠格事由、解任事由もしくは解職事由が生じておらず、かつ、当該法

令の違反もしくは社内規則の重大な違反に該当する行為がないことを要する。 
但し、当社または当社関係会社の取締役、執行役もしくは従業員を任期満了によ

り退任した場合もしくは定年退職した場合、その他取締役会が正当な理由のある

と認める場合はこの限りではない。 
② その他の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結

する新株予約権割当契約に定めるところによる。 
（７） 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、取締役会の承認を必要とする。 
（８） 新株予約権の取得条項 
    新株予約権者が上記（６）の条件を満たさなくなった場合、その他理由の如何を問

わず権利を行使することが出来なくなった場合、当該新株予約権について、当社は

これを無償で取得することが出来る。 
（９） その他の新株予約権の募集事項については、別途開催される取締役会決議において

定める。 
 

 
 

以 上 

 

 


