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認定放送持株会社への移行等に伴う｢当社株式にかかる買収提案への対応方針｣

(買収防衛策)の一部修正に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 21 年 4 月 3 日開催の当社取締役会において、同年 4 月 1 日付けの当社の

認定放送持株会社への移行、いわゆる株券の電子化及び証券取引法から金融商品取引法へ

の改組等に伴い、平成 17 年 5 月 18 日付けで公表し、平成 19 年 2 月 28 日付けで改定の

上、平成 19 年 6 月 28 日開催の第 80 期定時株主総会において株主の皆様から承認を頂い

ております、｢当社株式にかかる買収提案への対応方針｣(買収防衛策)(以下｢本対応方針｣

といいます。)について、下記のとおり、所要の修正（以下「本一部修正」といいま

す。）を行うことを決議しましたので、お知らせ致します。なお、本一部修正について

は、当社の企業価値評価特別委員会(以下｢特別委員会｣といいます。)の現任委員全員から

賛同を得ておりますことを申し添えます。 

 

記 

 

1. 修正の理由 

 当社は、グループ経営のさらなる｢効率化｣と｢安定化｣を追求し、当社グループの企

業価値と株主の皆様共同の利益の 大化を図る観点から、平成 21 年 4 月 1 日付けで

認定放送持株会社に移行致しました。また、平成 21 年 1 月 5 日における｢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 年法律第 88 号)の施行により、当社株式につきましてもいわゆる株券の

電子化が実施されており、また、去る平成 19 年 9 月 30 日には、証券取引法が金融商

品取引法へと改組されております。これら 近の、当社の組織及び当社を巡る法的環

境の変化に伴い、本対応方針につきましても、それらに対応するための修正を加える

必要が生じていたところでした。本一部修正はこのような観点から、本対応方針につ

き、所要の 小限の修正を加えるものであり、その実質的な内容に何ら変更を加える

ものではありません。 



 また、本一部修正は、平成 19 年 6 月 28 日開催の株主総会においてご承認を頂いた

枠内で行われる技術的な修正に過ぎないものでございますので、同年 2 月 28 日付け

で公表致しました｢『当社株式にかかる買収提案への対応方針』(買収防衛策)の改定

について｣2.(3)(12 頁参照)に則って、特別委員会の現任委員の過半数かつ外部有識者

委員の過半数の同意による承認を得た上で、当社取締役会決議によって行うことと致

しました。 

 因みに、本一部修正に拘わらず、本対応方針は、従前どおり、平成 22 年 4 月以降

初に開催される当社の定時株主総会において本対応方針を廃止する旨の決議がなさ

れない限り、更に 3年間自動的に更新されるものとし、その後も同様と致します。 

 なお、認定放送持株会社制度は、放送事業者にも持株会社制度の利用を認めること

により、マスメディア集中排除原則の趣旨を維持しつつ、放送事業者の経営のより一

層の効率化を可能にする新たな経営基盤を提供するものですが、放送の多元性・多様

性及び地域性を確保する趣旨から、法律上議決権比率が 33%を超える株主に関しては

当該超過分の議決権の保有が制限されており、当社の株主の皆様につきましても、当

社が認定放送持株会社に移行致しました結果、かかる制限が既に適用されておりま

す。 

しかしながら、当社は、認定放送持株会社への移行後も、従前同様、放送の不偏不

党をバックボーンとしつつ、分野に応じて 適な業務提携先と 適な提携を実現し、

全体として多彩な業務提携先との間で全方位の関係を構築する、いわゆる全方位型業

務提携を提携方針としておりますところ、この観点からは、持株比率が 20%を超える

株主が出現することは、これにより上記提携方針を維持した場合を上回る利益が見込

まれる場合でない限り、依然として当社の企業価値、株主の皆様共同の利益にとって

好ましくない事態であると考えられます。そのため、当社と致しましては、かかる趣

旨から、認定放送持株会社への移行による議決権保有制限制度の適用に拘わらず、今

後も、本一部修正を行った上で本対応方針を維持することとしております。 

 

 

2. 修正の内容 

 修正の内容は、以下の新旧対照表のとおりであり、本日より効力を生じるものとし

ます。本一部修正後の本対応方針は別添のとおりです。 

 なお、本一部修正前の本対応方針の内容については、当社ホームページに掲載の開

示資料(平成 19 年 2 月 28 日付け｢『当社株式にかかる買収提案への対応方針』(買収

防衛策)の改定について｣ (以下｢本開示資料｣といいます。)をご参照下さい。 

 

(修正箇所は、下線の部分であります。) 
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修正前 修正後 

(本開示資料 2～3頁) 

1. 本改定の目的及び必要性 

(1) 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との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成 17 年 5 月 18 日付けの 17 年プランの

公表の際にも述べておりますとおり、当社

は、上場企業として市場経済の発展に寄与す

べき責務を負うと同時に、有限希少の電波を

預かる放送事業者として、高い公共的使命を

与えられている企業であります。その企業と

しての性格は、放送法の定めるところに従い

当社が制定した｢ＴＢＳ放送基準｣の前文に、

｢ＴＢＳは、放送の社会的責任と公共的使命

を認識し、メディアの特性を十分に活用し

て、文化の普及と向上に努め、平和で民主的

な世界、より良い社会環境、地球環境の実現

と、公共の福祉に貢献することを使命とす

る。ＴＢＳは、電波が国民のものであるとい

う原則にもとづき、基本的人権と世論を尊

び、公正な立場を守り、自律を確保すること

によって、表現の自由を貫き、広告、宣伝の

社会的効用を高め、国民の期待と信頼にこた

える｣と掲げているとおりであり、とりわけ

災害・緊急時等には、わが国の基幹メディア

として、一瞬の遅滞も許されることなく社会

のライフラインの機能を果たすべき重大な役

割を与えられております。 

(略) 

これらの社会的使命、社会的役割を実現し、

放送事業としての競争力の鍵である番組制

作・企画開発力とその質を絶えず向上させて

いく上で、従業員や関係職員等当社及び当社

の子会社が有する人材が重要な経営資源とし

て位置づけられるのは勿論のこと、業務委託

先や取引先その他当社の番組やコンテンツを

支える人々との長期の信頼関係も、経営資源

として極めて重要な役割を果たしており、こ

 

1. 本一部修正の目的及び必要性 

(1) 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との関係 

 平成 20 年 4 月の改正放送法の施行により

、認定放送持株会社制度が導入され、放送事

業における本格的な持株会社化の途が拓かれ

たことから、当社は、グループ経営のさらな

る｢効率化｣と｢安定化｣を追求し、当社グルー

プの企業価値と株主の皆様共同の利益の 大

化を図る観点から、平成 20 年 12 月 16 日開

催の当社臨時株主総会において、当社のテレ

ビ放送事業及び映像・文化事業を当社の完全

子会社である株式会社ＴＢＳテレビ（以下｢

ＴＢＳテレビ｣といいます）に承継させる吸

収分割につき株主の皆様のご承認をいただき

、平成 21 年 4 月 1日付けで、認定放送持株

会社に移行致しましたところです。 

 もっとも、このような当社のグループ体制

の再編成にかかわらず、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

当社の考え方は、基本的に従前と同様であり

ます。 

 すなわち、当社は、上場企業として市場経

済の発展に寄与すべき責務を負うと同時に、

有限希少の電波を預かる放送事業者を傘下に

持つ認定放送持株会社として、高い公共的使

命を与えられている企業であります。その企

業としての性格は、当社が制定した｢ＴＢＳ

グループ行動憲章｣の「Ⅱ．行動憲章」に、｢

私たちは、表現の自由を貫き、社会・文化に

貢献する公平・公正・正確な情報の発信に努

め、報道機関としての使命を果たしま

す。｣、「私たちは、社会とのつながりや自

然との共生を大切に考え、あらゆる事業分野

や個人活動を通じて、積極的な社会貢献とよ

りよい地球環境の実現に務めます。」と掲げ

ているとおりであり、とりわけ災害・緊急時

等には、わが国の基幹メディアとして、一瞬

の遅滞も許されることなく社会のライフライ

ンの機能を果たすべき放送事業者を傘下に持

つ認定放送持株会社として、社会的に重大な

役割を与えられております。 

 

 

 

(略) 

これらの社会的使命、社会的役割を実現し、

放送事業としての競争力の鍵である番組制

作・企画開発力とその質を絶えず向上させて

いく上で、従業員や関係職員等当社並びに当

社の子会社及び関連会社が有する人材が重要

な経営資源として位置づけられるのは勿論の

こと、業務委託先や取引先その他当社の番組

やコンテンツを支える人々との長期の信頼関

係も、経営資源として極めて重要な役割を果
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修正前 修正後 

れらは当社の企業価値の源泉を構成するもの

にほかなりません。 

(略) 

 以上のような観点から、当社と致しまして

は、本日、｢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の

整備について｣において別途公表致しました

とおり、取締役会決議をもって、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（以下｢基本方針｣といいま

す）を整理して確認したところであります

が、当社では、その下で、17 年プランを、会

社法及び会社法施行規則に従い、会社法施行

規則第127条第2号ロ所定の｢基本方針に照ら

して不適切な者によって当該株式会社の財務

及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｣として新たに位置付け

直した上で、会社法施行後の法的環境や制度

の変化等を踏まえ、株主意思を更に重視する

形で部分的に改定することに至ったものです

。 

たしており、これらは当社の企業価値の源泉

を構成するものにほかなりません。 

(略) 

 以上のような観点から、既に当社は、平成

19 年 2 月 28 日付けで公表致しました｢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の整備について｣にお

いて、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公表し

ているところでありますが、本日、認定放送

持株会社移行に伴ってこれを見直し、一部所

要の修正を行うことと致しました。また、当

社では、従来、平成 19 年 2 月 28 日付けで公

表致しました「当社株式にかかる買収提案へ

の対応方針」（買収防衛策）（以下「本プラ

ン」といいます）を、会社法及び会社法施行

規則に従い、会社法施行規則第118条第3号ロ

（2）(但し、平成 21 年 3月期の事業報告に

おける記載事項としては同規則第 127 条第 2

号ロ)所定の｢基本方針に照らして不適切な者

によって当該株式会社の財務及び事業の方針

の決定が支配されることを防止するための取

組み｣として位置付けておりましたが、今後

は、以下に記載の一部修正後の本プランが、

引き続き当該取組みとして位置付けられるこ

とになります。 

(同 3頁) 

(2) プラン改定の必要性 

 上述のとおり、基本方針の整理・確認に関

する決議は、会社法施行規則第 127 条の施行

を契機に今般新たになされたものではありま

すが、その内容自体は、17 年プラン導入時か

ら一貫して当社が掲げているものを同条の規

定に即して改めて整理・確認したものであ

り、基本方針に係る考え方に変化はございま

せん。 

 しかしながら、17 年プランにもとづき日興

プリンシパル・インベストメンツ株式会社に

対して発行された新株予約権の行使期間が本

年 6月 30 日をもって満了することや、17 年

プラン導入後の法的環境の変化、とりわけ会

社法の施行や証券取引法の全面改正（金融商

品取引法への改組）に照らして、当社の企業

価値及び株主の皆様共同の利益の 大化を達

成するためには、17 年プランの実質を維持し

つつ、株主意思を更に重視する形で 17 年プ

ランを整備することが適切であると判断し、

今回の部分改定に至りました。なお、かかる

環境の変化を踏まえた対応方針の見直しの可

能性については、17 年プラン自体及びこれに

関するご説明において既に公表しているとこ

ろです。 

 当社と致しましては、本改定それ自体につ

きましても、本プランにもとづく対応措置の

発動と同様に、株主総会を通じた株主の皆様

の意思の確認手続を経ることと致しましたの

 

(2) プラン一部修正の必要性 

本プランにつきましては、平成 22 年 4月以

降 初に開催される定時株主総会において本

プランを廃止する旨の決議がなされない限り

、更に 3年間自動的に更新されるものとされ

ているところですが、平成 19 年 2 月 28 日付

けの改定後の当社の組織及び法的環境の変化

、とりわけ、当社の認定放送持株会社への移

行、｢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 年法律第 88 号)の

施行、及び証券取引法の全面改正（金融商品

取引法への改組）により、会社法、金融商品

取引法並びにそれらに関する政令、内閣府令

及び省令等（以下、総称して｢法令等｣といい

ます）に照らし、若干の手直しが必要な点が

生じていたところです。そこで、今般、当社

取締役会は、本プランの 2.(3)所定の手続に

則り、当社企業価値評価特別委員会（以下

「特別委員会」といいます）の現任委員全員

の同意を得て、平成 19 年 6 月 28 日開催の当

社株主総会における本プランの承認決議（以

下「平成 19 年総会決議」といいます）の枠

内で、本プランについて所要の 小限の修正

（以下「本一部修正」といいます）を行うこ

とと致しました。なお、本一部修正につきま

しては、本プランの 2.(3)所定の手続に則っ

て平成 19 年総会決議の枠内で行われる所要

の修正に過ぎないことから、本日直ちに効力
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修正前 修正後 

で、本プランは、買収提案への対応策とし

て、17 年プランの実質を維持しつつ、より高

い透明性及び合理性を有しているものと考え

ております。 

なお、当社は、楽天株式会社（以下｢楽天｣と

いいます）との間で、平成 17 年 11 月 30 日

に「『放送とインターネットの連携』を実現

するために真摯に協議・検討を開始するもの

とし、そのための『業務提携委員会』を発足

させる｣ことなどを内容とする覚書を締結し

た上で、現在に至るまで友好的に業務提携交

渉を行ってまいりました。当社と致しまして

は、今後も楽天との業務提携の交渉を継続し

てまいる所存であり、本改定はかかる当社の

基本姿勢に何ら影響を及ぼすものではありま

せん。 

を生じるものと致します。 

 

 

 

 

(同 4 頁) 

(a) 本改定に関する株主意思の確認 

 本改定については、本日開催の当社取締役

会において全員一致で承認され、また、17 年

プランで設置された特別委員会の現任委員の

全員一致による承認を得ております。なお、

社外監査役を含む当社の全監査役も本プラン

の具体的運用が適正に行われることを条件

に、本改定に同意しております。本プランは

本日以後効力を生ずることと致しますが、本

年 6月に予定されております当社の定時株主

総会において、出席した議決権を行使するこ

とができる株主の議決権の過半数による承認

が得られない場合には、本プランは当該株主

総会の終了時をもって将来に向けて効力を失

います。 

 

注 

2 上記脚注 1もご参照下さい。 

 
(a) 本プランに関する株主意思の確認 

 本プランは、平成 19 年 6 月 28 日開催の当

社株主総会において株主の皆様のご承認を頂

いているところでございますが、本一部修正

は、本プランの 2.(3)所定の手続に則り、本

日開催の当社取締役会において全員一致で承

認され、また、特別委員会の現任委員の全員

一致による承認を得ております。なお、社外

監査役を含む当社の全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に、本

一部修正に同意しております。 

(同 5頁) 

(c) 取得条項付新株予約権無償割当ての利用 

(略) 

 当社は、今後上記本新株予約権の無償割当

てを利用することとなる場合に備え、本日、

発行登録書を提出し、新株予約権の発行登録

を行います。 

 

(d) 特別委員会の存続 

 17 年プランにもとづき設置された当社取締

役会の諮問機関としての特別委員会は存続さ

せ、買収者グループの認定、本プランに従っ

た対応措置の発動又は不発動等の判断、対応

措置発動の場合における留意事項や内容等に

関して客観的な検討を行って、取締役会に対

して勧告を行うと共に、株主の皆様へは、必

要な情報を開示して透明性を確保することと

しております。すなわち、下記(2)の対応が

必要な局面において、特別委員会が招集され

ることとなります。 

(同 5頁) 

(c) 取得条項付新株予約権無償割当ての利用 

(略) 

 当社は、今後上記本新株予約権の無償割当

てを利用することとなる場合に備え、平成 21

年 3月 4日付けで発行登録書を提出し、新株

予約権の発行登録を行っております。 

 

(d) 特別委員会の存続等 

 平成 17 年 5 月 18 日付けで公表致しました

「当社株式にかかる買収提案への対応方針」

（以下「17 年プラン」といいます）にもとづ

き設置された当社取締役会の諮問機関として

の特別委員会は引き続き存続させ、買収者グ

ループの認定、本プランに従った対応措置の

発動又は不発動等の判断、対応措置発動の場

合における留意事項や内容等に関して客観的

な検討を行って、取締役会に対して勧告を行

うと共に、株主の皆様へは、必要な情報を開

示して、透明性を確保することとしておりま

す。すなわち、下記(2)の対応が必要な局面
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修正前 修正後 

において、特別委員会が招集されることとな

ります。 

 なお、本一部修正に際し、当社の認定放送

持株会社への移行と吸収分割による放送局の

免許人の地位等のＴＢＳテレビへの承継に伴

いまして、特別委員の有資格者に、当社グ

ループの中核事業会社であり、特定地上系一

般放送事業者として、認定放送持株会社体制

移行後の当社グループにおいて放送の不偏不

党を直接的に担う立場にあるＴＢＳテレビの

社外取締役、及び社外監査役を加えるととも

に、従来 3名としておりました外部有識者出

身の特別委員の員数枠を「3ないし 4名」に

変更し、認定放送持株会社への移行に伴って

重要となる多様な視点の確保に対応できるよ

うに致しました。詳しくは、別紙３｢企業価

値評価特別委員会の概要｣をご参照下さい。 

(同 6頁) 

注 

3 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。 

4 証券取引法第 27 条の 2 第 8項に規定す

る株券等所有割合につき、公開買付者

及び特別関係者以外の公開買付者グ

ループに属する者を同項に規定する特

別関係者とみなして算出される割合を

いいます。以下本書において別段の定

めがない限り同じと致します。 

5 証券取引法第 27 条の 2 第 6項に規定す

る公開買付けをいいます。以下本書に

おいて別段の定めがない限り同じと致

します。 

6 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。以下本書にお

いて別段の定めがない限り同じと致し

ます。 

7 証券取引法第 27 の 23 第 4 項に規定す

る株券等保有割合につき、株券等の保

有者及び共同保有者以外の大規模買付

者グループに属する者を同項に規定す

る共同保有者とみなして算出した割合

をいいます。以下本書において別段の

定めがない限り同じと致します。 

8 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ます。以下本

書において同じと致します。 

9 このような関係が樹立されたか否かの

判定は、新たな出資関係、取引ないし

契約関係、役員兼任関係及び資金提供

関係等の形成や、当該大規模買付者グ

ループの中核を成す当社の株主及び当

該他の株主が当社に対して直接間接に

及ぼす影響等を基礎に行うものと致し

ます。 

 

注 

1 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ます。 

2 金融商品取引法第 27 条の 2 第 8項に規

定する株券等所有割合につき、公開買

付者及び特別関係者以外の公開買付者

グループに属する者を同項に規定する

特別関係者とみなして算出される割合

をいいます。以下本書において別段の

定めがない限り同じと致します。 

3 金融商品取引法第 27 条の 2 第 6項に規

定する公開買付けをいいます。以下本

書において別段の定めがない限り同じ

と致します。 

4 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。以下本書

において別段の定めがない限り同じと

致します。 

5 金融商品取引法第 27 の 23 第 4 項に規

定する株券等保有割合につき、株券等

の保有者及び共同保有者以外の大規模

買付者グループに属する者を同項に規

定する共同保有者とみなして算出した

割合をいいます。以下本書において別

段の定めがない限り同じと致します。 

6 金融商品取引法第 27 条の 23 第 5項に

定義される共同保有者をいいます。以

下本書において同じと致します。 

7 このような関係が樹立されたか否かの

判定は、新たな出資関係、取引ないし

契約関係、役員兼任関係及び資金提供

関係等の形成や、当該大規模買付者グ

ループの中核を成す当社の株主及び当

該他の株主が当社に対して直接間接に

及ぼす影響等を基礎に行うものと致し

ます。 

(同 7～8頁) 

(b) 買収者グループに対する情報提供の要求等 

 

(b) 買収者グループに対する情報提供の要求等 

 -6-



修正前 修正後 

 大規模買付行為等を行う買収者グループ

は、当社取締役会が別途認めた場合を除い

て、当該大規模買付行為等の開始又は実行に

先立ち、当社に対して、下記の各号に定める

情報（以下｢本必要情報｣といいます）とそれ

らに加えて、取締役会検討期間（下記(c)に

定義されます）及び当該期間における検討の

結果下記(f)に従い当社取締役会が株主総会

の招集を決議した場合にはそのときからさら

に 21 日間の待機期間（以下｢待機期間｣とい

います）において当社株券等の買付け等を行

わないこと、及び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

本必要情報と併せて｢買付意向説明書｣といい

ます）を提出していただきます。 

 

注 

10 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（当社取

締役会がこれに該当すると認めた者

を含みます）。 

11 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

より保有者とみなされる者を含みま

す（当社取締役会がこれに該当する

と認めた者を含みます）。以下本書

において同じと致します。 

12 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

項により共同保有者とみなされる者

を含みます（当社取締役会がこれに

該当すると認めた者を含みます）。

以下本書において同じと致します。 

 大規模買付行為等を行う買収者グループ

は、当社取締役会が別途認めた場合を除い

て、当該大規模買付行為等の開始又は実行に

先立ち、当社に対して、下記の各号に定める

情報（以下｢本必要情報｣といいます）と、そ

れらに加えて、取締役会評価期間（下記(c)

に定義されます）及び当該期間における検討

の結果下記(f)に従い当社取締役会が株主総

会の招集を決議した場合にはそのときからさ

らに 21 日間の待機期間（以下｢待機期間｣と

いいます）において当社株券等の買付け等を

行わないこと、並びに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

（以下本必要情報と併せて｢買付意向説明書｣

といいます）を提出していただきます。 

 

注 

8 金融商品取引法第 27 条の 2 第 7 項に

規定する特別関係者をいいます（当

社取締役会がこれに該当すると認め

た者を含みます）。 

9 金融商品取引法第 27 条の 23 第 1 項

に規定する保有者をいい、同条第 3

項により保有者とみなされる者を含

みます（当社取締役会がこれに該当

すると認めた者を含みます）。以下

本書において同じと致します。 

10 金融商品取引法第 27 条の 23 第 5 項

に規定する共同保有者をいい、同条

第 6 項により共同保有者とみなされ

る者を含みます（当社取締役会がこ

れに該当すると認めた者を含みま

す）。以下本書において同じと致し

ます。 

(同 7～9頁) 

(b) 買収者グループに対する情報提供の要求等 

(略) 

 買付意向説明書の提出を当社取締役会が求

めた場合、又は買付意向説明書が提出された

場合には、当社は、その旨及び当社取締役会

が適切と判断する事項について、関係法令等

及び証券取引所規則に従って適時適切に開示

致します。 

(略) 

③ 大規模買付行為等を行うに際しての第

三者との間における意思連絡（当社に

対して重要提案行為等（証券取引法第

27 条の 26 第 1 項に規定される重要提案

行為等をいいます）を行うことに関す

る意思連絡を含みます。以下同じ）の

有無並びに意思連絡が存する場合には

その相手方名及びその概要、並びに当

該意思連絡の具体的な態様及び内容 

 

(略) 

 

(b) 買収者グループに対する情報提供の要求等 

(略) 

 買付意向説明書の提出を当社取締役会が求

めた場合、又は買付意向説明書が提出された

場合には、当社は、その旨及び当社取締役会

が適切と判断する事項について、関係法令等

及び金融商品取引所規則に従って適時適切に

開示致します。 

(略) 

③ 大規模買付行為等を行うに際しての第

三者との間における意思連絡（当社に

対して重要提案行為等（金融商品取引

法第 27 条の 26 第 1項に規定される重

要提案行為等をいいます）を行うこと

に関する意思連絡を含みます。以下同

じ）の有無並びに意思連絡が存する場

合にはその相手方名及びその概要、並

びに当該意思連絡の具体的な態様及び

内容 

(略) 
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修正前 修正後 

⑥ 大規模買付行為等の完了後に意図され

ている当社及び当社グループの経営方

針、事業計画、財務計画、資金計画、

投資計画、資本政策、配当政策及び番

組編成方針等（大規模買付行為等の完

了後における当社資産の売却、担保提

供その他の処分に関する計画を含みま

す）その他大規模買付行為等の完了後

における当社及び当社グループの役

員、従業員、取引先、顧客、業務提携

先その他の当社に係る利害関係者の処

遇方針 

 

注 

13 株主の皆様の意思を確認する必要か

ら、特別委員会の同意の下に、臨時株

主総会を開催するための招集通知発送

作業の事務負担やその他の物理的事情

等を勘案して、合理的な範囲内でこの

待機期間を延長することがあります。

以下本書において別段の記載がない限

り同じと致します。 

 

(略) 

⑧ 当社の放送局としての公共的使命に対

する考え方（放送法第 1条、第 3条、

第 3条の 2等に定める事項に関する考

え方を含みます） 

⑥ 大規模買付行為等の完了後に意図され

ている当社及び当社グループの経営方

針、事業計画、財務計画、資金計画、

投資計画、資本政策、配当政策及び番

組編成方針等（大規模買付行為等の完

了後における当社又はＴＢＳテレビを

含む当社子会社の資産の売却、担保提

供その他の処分に関する計画を含みま

す）その他大規模買付行為等の完了後

における当社及び当社グループの役

員、従業員、取引先、顧客、業務提携

先その他の当社及び当社グループに係

る利害関係者の処遇方針 

注 

11 株主の皆様の意思を確認する必要か

ら、特別委員会の同意の下に、臨時株

主総会を開催するための招集通知発送

作業の事務負担やその他の物理的事情

等を勘案して、合理的な範囲内でこの

待機期間を延長することがあります。

以下本書において別段の記載がない限

り同じと致します。 

 

(略) 

⑧ 当社の認定放送持株会社としての、及

びＴＢＳテレビの放送事業者としての

公共的使命に対する考え方（放送法第 1

条、第 3条、第 3条の 2、第 52 条の 34

等に定める事項に関する考え方を含み

ます） 

(同 9頁) 

(c) 取締役会及び特別委員会による検討等 

 当社取締役会及び特別委員会は、買収者グ

ループが開示した大規模買付行為等の内容に

応じた下記①又は②の期間（買付意向説明書

及び本必要情報の提供が完了したと当社取締

役会又は特別委員会が判断した旨を当社が関

係法令等及び証券取引所の規則に従って開示

した日から起算されるものと致します）を、

当社取締役会による評価、検討、意見形成、

代替案立案及び買収者グループとの交渉のた

めの期間（以下｢取締役会評価期間｣といいま

す）として設定致します。 

 

(c) 取締役会及び特別委員会による検討等 

 当社取締役会及び特別委員会は、買収者グ

ループが開示した大規模買付行為等の内容に

応じた下記①又は②の期間（買付意向説明書

及び本必要情報の提供が完了したと当社取締

役会又は特別委員会が判断した旨を当社が関

係法令等及び金融商品取引所の規則に従って

開示した日から起算されるものと致します）

を、当社取締役会による評価、検討、意見形

成、代替案立案及び買収者グループとの交渉

のための期間（以下｢取締役会評価期間｣とい

います）として設定致します。 

(同 10～11 頁) 

(c) 取締役会及び特別委員会による検討等 

(略) 

 当社取締役会が取締役会評価期間の延長を

決議した場合、当該決議された具体的期間及

びその具体的期間が必要とされる理由を関係

法令等及び証券取引所規則に従って適時適切

に開示致します。 

(略) 

(d) 対応措置の具体的内容 

(略) 

 なお、別紙１においても記載致しましたと

おり、本新株予約権の無償割当ての割当基準

 

(c) 取締役会及び特別委員会による検討等 

(略) 

 当社取締役会が取締役会評価期間の延長を

決議した場合、当該決議された具体的期間及

びその具体的期間が必要とされる理由を関係

法令等及び金融商品取引所規則に従って適時

適切に開示致します。 

(略) 

(d) 対応措置の具体的内容 

(略) 

なお、別紙１においても記載致しましたと

おり、本新株予約権の無償割当ての割当基準
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修正前 修正後 

日は、上記(a)柱書所定の事由又は本プラン

の手続に従わずに大規模買付行為等が開始さ

れた日以後の日となりますので、いわゆる平

時において本新株予約権の無償割当てが実施

されることはありません。また、当社取締役

会が割当基準日を定めるに当たっては、原則

として上記株主総会の会日の後の日とするこ

ととし、関係機関と協議の上、株主の皆様に

不測の損害が及ばないよう配慮して、これを

決定することと致します。 

日は、上記(a)柱書所定の事由又は本プラン

の手続に従わずに大規模買付行為等が開始さ

れた日以後の日となりますので、いわゆる平

時において本新株予約権の無償割当てが実施

されることはありません。また、当社取締役

会が割当基準日を定めるに当たっては、原則

として下記(f)所定の株主総会の会日の後の

日とすることとし、関係機関と協議の上、株

主の皆様に不測の損害が及ばないよう配慮し

て、これを決定することと致します。 

(同 11 頁) 

(e) 対応措置の不発動の勧告 

 特別委員会は、買収者グループによる大規

模買付行為等ないしその提案内容の検討と、

同グループとの協議・交渉等の結果、同委員

会の現任委員の全員一致によって、当社ガイ

ドライン（その内容につきましては、別添資

料２として｢ガイドライン・骨子｣（平成 17

年プランに関する平成 17 年 5月 18 日付発表

文の別紙Ⅱ－２に同じ）を添付いたしました

のでご参照下さい）に照らし、買収者グルー

プが総体として濫用的買収者に該当しないと

判断した場合には、取締役会検討期間の終了

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等の対応措置を発動

すべきでない旨の勧告を行います。 

 

(略) 

(f) 株主総会の開催 

(略) 

 その際、当社取締役会は、本必要情報の概

要、買付意向説明書に関する当社取締役会の

意見及び特別委員会の勧告等の内容その他当

社取締役会が適切と判断する事項について、

速やかに関係法令等及び証券取引所規則に

従って適時適切に開示致します。 

 なお、株主総会開催の前提として、当社取

締役会は、買収者グループから十分な情報を

受領後速やかに、当該株主総会において議決

権を行使できる株主を確定するための基準日

（以下｢承認総会議決権基準日｣といいます）

を定め、当該基準日の 2週間前までに公告を

行うものと致します。当該株主総会において

議決権を行使することのできる株主は、承認

総会議決権基準日における 終の株主名簿及

び実質株主名簿に記載又は記録された株主と

致します。 

 

(e) 対応措置の不発動の勧告 

 特別委員会は、買収者グループによる大規

模買付行為等ないしその提案内容の検討と、

同グループとの協議・交渉等の結果、同委員

会の現任委員の全員一致によって、当社ガイ

ドライン（その内容につきましては、別添資

料１として｢ガイドライン・骨子｣（平成 17

年プランに関する平成 17 年 5月 18 日付発表

文の別紙Ⅱ－２を認定放送持株会社への移行

等に伴い一部修正しています）を添付致しま

したのでご参照下さい）に照らし、買収者グ

ループが総体として濫用的買収者に該当しな

いと判断した場合には、取締役会評価期間の

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等の対応措置

を発動すべきでない旨の勧告を行います。 

(略) 

(f) 株主総会の開催 

(略) 

 その際、当社取締役会は、本必要情報の概

要、買付意向説明書に関する当社取締役会の

意見及び特別委員会の勧告等の内容その他当

社取締役会が適切と判断する事項について、

速やかに関係法令等及び金融商品取引所規則

に従って適時適切に開示致します。 

 なお、株主総会開催の前提として、当社取

締役会は、買収者グループから十分な情報を

受領後速やかに、当該株主総会において議決

権を行使できる株主を確定するための基準日

（以下｢承認総会議決権基準日｣といいます）

を定め、当該基準日の 2週間前までに公告を

行うものと致します。当該株主総会において

議決権を行使することのできる株主は、承認

総会議決権基準日における 終の株主名簿に

記載又は記録された株主と致します。 

(同 12 頁) 

(g) 取締役会の決議 

(略) 

 当社取締役会は、上記決議を行った場合に

は、上記決議の概要とその他当社取締役会が

適切と判断する事項について、関係法令等及

び証券取引所規則に従って適時適切に開示致

します。 

(略) 

 

(g) 取締役会の決議 

(略) 

 当社取締役会は、上記決議を行った場合に

は、上記決議の概要とその他当社取締役会が

適切と判断する事項について、関係法令等及

び金融商品取引所規則に従って適時適切に開

示致します。 

(略) 
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修正前 修正後 

(3) 本プランの有効期間、廃止及び変更 

 本プランは、平成 22 年 4 月以降 初に開

催される定時株主総会において本プランを廃

止する旨の決議がなされない限り、更に 3年

間自動的に更新されるものとし、その後も同

様と致します。但し、有効期間内であっても

当社取締役会若しくは当社株主総会において

本プランを廃止する旨の決議がなされた場合

又は特別委員会が全員一致で本プランを廃止

する旨決議した場合には、本プランはその時

点で廃止されるものと致します。 

 また、当社取締役会は、有効期間の満了前

であっても、特別委員会の現任委員の過半数

かつ外部有識者委員の過半数の同意による承

認を得た上で、本プランを株主総会の承認の

範囲内で修正し又は変更する場合がありま

す。 

(3) 本プランの有効期間、廃止及び変更 

 本プランは、平成 22 年 4 月以降 初に開

催される当社の定時株主総会において本プラ

ンを廃止する旨の決議がなされない限り、更

に 3年間自動的に更新されるものとし、その

後も同様と致します。但し、有効期間内で

あっても当社取締役会若しくは当社株主総会

において本プランを廃止する旨の決議がなさ

れた場合又は特別委員会が全員一致で本プラ

ンを廃止する旨決議した場合には、本プラン

はその時点で廃止されるものと致します。 

 また、当社取締役会は、有効期間の満了前

であっても、特別委員会の現任委員の過半数

かつ外部有識者委員の過半数の同意による承

認を得た上で、本プランを株主総会の承認の

範囲内で修正し又は変更する場合がありま

す。 

 なお、法令等に改正（法令名の変更や旧法

令等を継承する新法令等の制定を含みます）

があり、これらが施行された場合には、本プ

ランにおいて引用する法令等の各条項は、当

社取締役会が別途定める場合を除き、当該改

正後のこれらの法令等の各条項又はこれらを

実質的に継承する法令等の各条項に、それぞ

れ読み替えられるものと致します。 

(同 13 頁) 

3. 本プランの合理性 

(1) 政府指針、証券取引所の諸規則に則っ

ていること 

本プランは、政府指針の定める三原

則を充足しております。また、本改定

にあたっては、東京証券取引所が平成

18 年 3 月 7日発表した｢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｣及

びこれに伴って改正された同取引所の

諸規則に則っております。 

 

3. 本プランの合理性 

(1) 政府指針、金融商品取引所の諸規則に

則っていること 

本プランは、政府指針の定める三原

則を充足しております。また、本プラ

ンは、東京証券取引所が平成 18 年 3月

7日付けで発表した｢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｣及び

これに伴って改正された同取引所の諸

規則に則っております。 

(同 14～15 頁) 

(1) 本改定時に株主及び投資家の皆様に与える影

響 

 本プランの改定時点においては、本新株予

約権の発行等は行われませんので、株主や投

資家の皆様の権利に影響が生じることはあり

ません。 

(2) 取締役会検討期間中に株主及び投資家の皆様

に与える影響 

 取締役会検討期間における事前対応におい

て、当社が買収者グループから提供を受け、

また自ら収集した資料等及びこれらにもとづ

く当社の意見ないし判断については、必要か

つ適切な範囲で株主及び投資家の皆様に適宜

開示致します。 

(略) 

(3) 本新株予約権の無償割当てに伴い株主及び投

資家の皆様に与える影響 

(略) 

 

(1) 本一部修正時に株主及び投資家の皆様に与え

る影響 

 本プランの本一部修正時点においては、本

新株予約権の発行等は行われませんので、株

主や投資家の皆様の権利に影響が生じること

はありません。 

(2) 取締役会評価期間中に株主及び投資家の皆様

に与える影響 

 取締役会評価期間における事前対応におい

て、当社が買収者グループから提供を受け、

また自ら収集した資料等及びこれらにもとづ

く当社の意見ないし判断については、必要か

つ適切な範囲で株主及び投資家の皆様に適宜

開示致します。 

(略) 

(3) 本新株予約権の無償割当てに伴い株主及び投

資家の皆様に与える影響 

(略) 
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修正前 修正後 

 当社と致しましては、本プランにもとづき

対応措置を発動するに際しては、関係法令等

及び関係する証券取引所の規則に従って適時

適切に開示を行うとともに、株主及び投資家

の皆様に不測の損害又は不利益が生じないよ

う十分に配慮し、適切に対処致します。 

(略) 

(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

権の無償割当ての決議を行った場合に

は、当社取締役会は、当該決議におい

て無償割当ての基準日等を定め公表致

します。本新株予約権の無償割当てに

より、無償割当ての基準日時点におけ

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株主の皆様

（以下｢割当対象株主｣といいます）に

対して、その有する当社株式 1株につ

き 1個の本新株予約権が無償にて割り

当てられます。 

 したがいまして、株主の皆様におか

れては、当社が上記の公表に際してご

案内する内容に従い、無償割当ての基

準日までに名義書換手続をしていただ

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）。 

(略) 

(b) 本新株予約権の行使手続 

(略) 

株主の皆様におかれましては、本新

株予約権の行使期間内に、これらの必

要書類をご提出の上、原則として本新

株予約権 1個あたり 1円を下限として

当社取締役会が本新株予約権の無償割

当ての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

んでいただくことにより、1個の本新株

予約権につき 1株以内の当社が別途定

める数の当社株式が発行されることに

なります。 

(c) 当社による本新株予約権の取得手続 

 割当てられた本新株予約権に取得条

項を付した場合、当社は、法定の手続

に従い、当該取得事由の発生をもっ

て、本新株予約権を取得することがあ

ります。この場合には、株主の皆様

は、本新株予約権の行使手続をとって

いただくことなく、1個の本新株予約権

につき原則として 1株以内の当社が別

途定める数の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、別途ご自身が本

新株予約権の行使条件を充足する者で

あること等についての表明保証事項、

 当社と致しましては、本プランにもとづき

対応措置を発動するに際しては、関係法令等

及び関係する金融商品取引所の規則に従って

適時適切に開示を行うとともに、株主及び投

資家の皆様に不測の損害又は不利益が生じな

いよう十分に配慮し、適切に対処致します。 

(略) 

(a) 本新株予約権の無償割当ての手続 

 

 当社取締役会において、本新株予約

権の無償割当ての決議を行った場合に

は、当社取締役会は、当該決議におい

て無償割当ての基準日等を定め公表致

します。本新株予約権の無償割当てに

より、無償割当ての基準日時点におけ

る当社の 終の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）に対して、その有する

当社株式 1株につき 1個の本新株予約

権が無償にて割り当てられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(略) 

(b) 本新株予約権の行使手続 

(略) 

株主の皆様におかれましては、原則

として本新株予約権 1個あたり 1円を

下限として当社取締役会が本新株予約

権の無償割当ての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

所に払い込んでいただくとともに、本

新株予約権の行使期間内に、これらの

必要書類をご提出していただくことに

より、1個の本新株予約権につき 1株以

内の当社が別途定める数の当社株式が

発行されることになります。 

(c) 当社による本新株予約権の取得手続 

 割り当てられた本新株予約権に取得

条項を付した場合、当社は、法定の手

続に従い、当該取得事由の発生をもっ

て、本新株予約権を取得することがあ

ります。この場合には、株主の皆様

は、本新株予約権の行使手続をとって

いただくことなく、1個の本新株予約権

につき原則として 1株以内の当社が別

途定める数の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、別途ご自身が例

外事由該当者ではないこと等を誓約

し、かかる誓約に虚偽が存した場合に
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修正前 修正後 

補償条項その他の誓約文言を含む当社

指定の書式による誓約書をご提出いた

だく場合があります。 

は交付された当社普通株式を直ちに返

還する旨の文言を記載した書面等をご

提出いただく場合があります。 

(同 16～17 頁) 

別紙 1 

本新株予約権の無償割当ての概要 

(略) 

1. 割当対象株主 

 取締役会で定める基準日（本文 2．(2)(a)

柱書所定の事由発生後の日とされる）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の無償割当て

をする。 

(略) 

7. 当社による新株予約権の取得 

(略) 

(3) 上記(1)の取得条項にもとづく新株予約

権の取得により、例外事由該当者に当

たらない外国人等（放送法第 52 条の8

第 1項柱書に規定する外国人等をい

う）が当会社の総議決権の 20％以上を

保有することとなる場合には、当該外

国人等に取得の対価として付与される

当社普通株式のうち、当社の総議決権

の 20％以上に相当するものについて

は、株式に代えて上記新株予約権 1個

につき当該新株予約権に代わる新たな

新株予約権又はその他の財産を、それ

ぞれの外国人等の持株割合に按分比例

して交付するものとする。 

 

別紙 1 

本新株予約権の無償割当ての概要 

(略) 

1. 割当対象株主 

 取締役会で定める基準日（本文 2．(2)(a)

柱書所定の事由発生後の日とされる）におけ

る 終の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

で新株予約権の無償割当てをする。 

 

(略) 

7. 当社による新株予約権の取得 

(略) 

(3) 上記(1)の取得条項にもとづく新株予約

権の取得により、例外事由該当者に当

たらない外国人等（放送法第 52 条の32

第 1項に規定する外国人等をいう）が

当社の議決権の割合（放送法第 52 条の

30 第 2項第 5 号イ又はロに規定する割

合をいう）の 20％以上を保有すること

となる場合には、当該外国人等に取得

の対価として付与される当社普通株式

のうち、当社の議決権の割合の20％以

上に相当するものについては、株式に

代えて上記新株予約権 1個につき当該

新株予約権に代わる新たな新株予約権

又はその他の財産を、それぞれの外国

人等の持株割合に按分比例して交付す

るものとする。 

(同 19 頁) 

別添資料１ 

大株主の状況(平成 18 年 9 月 30 日現在) 

 

 

 

 

 

 

 

(表は省略)

 

別紙３ 

企業価値評価特別委員会の概要 

（構成） 

・ 当社又は株式会社ＴＢＳテレビの①社

外取締役１ないし２名、②社外監査役

１ないし２名及び③社外の有識者３な

いし４名（弁護士、会計士もしくは学

識者等）の社外委員のみによって構成

される。任期２年で重任を認める。 

(図は省略)  

(同 20～21 頁) 

別添資料２ 

（平成 17 年プランに関する平成 17 年 5 月 18 日付

発表文の別紙Ⅱ－２） 

 

ガイドライン・骨子 

(略) 

2. 濫用的買収者か否かの検討 

(1)  当社取締役会は、事前対応、各プラ

ン発動の是非等の検討の過程で買収提

案者が下記 3．に定める濫用的買収者に

 

別添資料１ 

（平成 17 年プランに関する平成 17 年 5 月 18 日付

発表文の別紙Ⅱ－２を認定放送持株会社への移行

等に伴い一部修正しています） 

ガイドライン・骨子 

(略) 

2. 濫用的買収者か否かの検討 

(1)  当社取締役会は、事前対応、各プラ

ン発動の是非等の検討の過程で買収提

案者が下記 3．に定める濫用的買収者に
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修正前 修正後 

該当するか否か、および代替案を検討

するに際しては、①買収提案者の属

性、②買収提案者が提案する事業計

画・経営方針の内容、③買収提案者に

よる株式取得の目的および想定する株

式取得方法、④対価の算定根拠および

買付資金の裏付け、⑤買収提案者に対

する資金の供与者の属性、⑥従前の交

渉状況、⑦当該買収又は買収提案者が

提案する事業計画等が当社および当社

株式に与える影響、⑧買収提案者の有

する放送局としての公共性についての

考え方（放送法第 1条、第 3条、第 3

条の 2等に定める事項に関する考え方

を含むが、これらに限られない）、⑨

従業員の処遇等を含む各観点から検討

を行うものとする。 

 

 

(略) 

3. 濫用的買収者 

(略) 

② 当社の会社経営への参加の目的が、主

として当社の事業経営上必要な知的財

産権、ノウハウおよびコンテンツ等の

権益、企業秘密情報、主要取引先や顧

客等を当該買収提案者又はそのグルー

プ会社等に移譲させることにある場

合。 

③ 会社経営を支配した後に、当社の資産

を当該買収提案者又はそのグループ会

社等の債務の担保や弁済原資として流

用する予定で、当社の株式の取得を

行っている場合。 

④ 当社の会社経営への参加の目的が、主

として当社の保有する放送設備の全部

又は一部の譲渡、賃貸、担保供与その

他の処分にある場合。 

 

⑤ 当社の会社経営への参加の目的が、主

として、会社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

を狙って株式の高価売り抜けをする点

にある場合。 

⑥ 当社の会社経営への参加の目的が、主

として、当社の報道内容に影響を与え

ること、その他報道機関である当社の

ブランドを利用して世論等に影響を与

えること等にある場合など、当該買収

提案者が当社の経営に参加すること

が、当社の放送事業者としての公共的

使命に照らし不適切であると判断され

該当するか否か、および代替案を検討

するに際しては、①買収提案者の属

性、②買収提案者が提案する事業計

画・経営方針の内容、③買収提案者に

よる株式取得の目的および想定する株

式取得方法、④対価の算定根拠および

買付資金の裏付け、⑤買収提案者に対

する資金の供与者の属性、⑥従前の交

渉状況、⑦当該買収又は買収提案者が

提案する事業計画等が当社および当社

株式に与える影響、⑧買収提案者の有

する当社の認定放送持株会社として

の、およびＴＢＳテレビの放送事業者

としての公共性についての考え方（放

送法第 1条、第 3条、第 3 条の 2、第

52 条の 34等に定める事項に関する考え

方を含むが、これらに限られない）、

⑨従業員の処遇等を含む各観点から検

討を行うものとする。 

(略) 

3. 濫用的買収者 

(略) 

② 当社の会社経営への参加の目的が、主

として当社グループの事業経営上必要

な知的財産権、ノウハウおよびコンテ

ンツ等の権益、企業秘密情報、主要取

引先や顧客等を当該買収提案者又はそ

のグループ会社等に移譲させることに

ある場合。 

③ 会社経営を支配した後に、当社又はＴ

ＢＳテレビを含む当社子会社の資産を

当該買収提案者又はそのグループ会社

等の債務の担保や弁済原資として流用

する予定で、当社の株式の取得を行っ

ている場合。 

④ 当社の会社経営への参加の目的が、主

として当社グループの保有する放送設

備の全部又は一部の譲渡、賃貸、担保

供与その他の処分にある場合。 

⑤ 当社の会社経営への参加の目的が、主

として、会社経営を一時的に支配し

て、当社グループの事業に当面関係し

ていない不動産、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

昇の機会を狙って株式の高価売り抜け

をする点にある場合。 

⑥ 当社の会社経営への参加の目的が、主

として、当社グループの報道内容に影

響を与えること、その他報道機関を傘

下に持つ当社のブランドを利用して世

論等に影響を与えること等にある場合

など、当該買収提案者が当社の経営に

参加することが、当社の認定放送持株

会社としての、およびＴＢＳテレビの
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修正前 修正後 

る場合。 

 

⑦ その他当社の企業価値の維持・向上を

妨げるおそれのある者又は放送事業者

としての公正性ないし中立性確保の観

点から問題があると疑われる者による

買収である場合。 

 

 

 

4． 適時開示 

 当社取締役会は、事前対応の開始、検討開

始事由の充足および各プラン発動の有無等に

ついて、適時かつ適切に開示を行うものとす

る。また、当社株式にかかる買収提案への対

応方針および対応策につき、新会社法の整

備・施行、東京証券取引所の諸規則等の改

正、およびこの方面での社会的なコンセンサ

スやルールの動向により、所要の変更・見直

しを行った場合は、その旨および内容につ

き、適時かつ適切に開示を行うものとする。 

 

以上

放送事業者としての公共的使命に照ら

し不適切であると判断される場合。 

⑦ その他当社の企業価値の維持・向上を

妨げるおそれのある者又は当社の認定

放送持株会社としての、若しくはＴＢ

Ｓテレビの放送事業者としての公正性

ないし中立性確保の観点から問題があ

ると疑われる者による買収である場

合。 

 

4． 適時開示 

 当社取締役会は、事前対応の開始、検討開

始事由の充足および各プラン発動の有無等に

ついて、適時かつ適切に開示を行うものとす

る。また、当社株式にかかる買収提案への対

応方針および対応策につき、関係法令等の整

備・施行、金融商品取引所の諸規則若しくは

ガイドライン等の改正等、又はこの方面での

社会的なコンセンサスやルールの動向によ

り、所要の変更・見直しを行った場合は、そ

の旨および内容につき、適時かつ適切に開示

を行うものとする。 

以上

 

 

以  上 

 


