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当社グループの抜本的経営改革について 
 

平成 21 年 5 月 11 日付で、スティール・パートナーズ・ジャパン・ストラテジック・ファ

ンド（オフショア）、エル・ピー（以下「スティール・パートナーズ」といいます。）より、

当社株主の皆様に対して、「アデランス定時株主総会：株主価値・企業価値を守るために」

と題する書簡が送付されております。しかしながら、大変遺憾なことに、当該書簡は、当

社の提案に対する正確な理解に基づくものではなく、また、誤解を招きやすい記載を多く

含むものです。 

当社といたしましては、株主の皆様に是非とも当社の考え方を正確にご理解いただいた

上で、平成 21 年 5 月 28 日開催予定の当社定時株主総会（以下「本定時株主総会」といい

ます。）において議決権を行使していただけますよう、当社が現在検討している当社グルー

プの抜本的経営改革案について、以下のとおりお知らせいたします。また、同年 4 月 16 日

に既にお知らせしております、ユニゾン・キャピタル・グループ（以下「ユニゾン」とい

います。）に属する Unison Capital I, L.P.、Unison Capital II, L.P.及び Unison Capital III, L.P.と

の間の戦略的資本業務提携についても、改めて当社の見解をご説明いたします。 

 

 

一 株主の皆様にご理解いただきたいこと 

 

 当社が、株主の皆様のご理解いただきたいことの骨子は、以下のとおりです。 

 

• 当社グループは、抜本的経営改革を断行します 

 

当社グループは、長期間にわたりユニゾンから様々な有益な示唆を受けながら、

当社グループの業績を回復させるための抜本的経営改革案の検討を進めてきまし

た。この抜本的経営改革案は、当社の事業を回復させ、当社及び当社の株主の皆
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様の利益の最大化に資するものです。従って、当社は、ユニゾンの公開買付けの

成否に関わらず、この抜本的経営改革案を断行してまいります。 

 

• 当社の経営体制は刷新されます 

 

当社の現取締役９名は、1 名を除き総退陣し、今後は、ユニゾンとともに抜本的

経営改革案の検討を担当してきた当社グループの経験豊富な新世代のリーダーに

世代交代をし、企業再生のプロフェッショナル（株式会社リヴァンプ代表取締役・

株式会社ファーストリテイリング元代表取締役社長）とともに当社の経営を担う

ことになります。この 4 名の取締役候補者に、ユニゾンから派遣された取締役が

加わることで、当社の抜本的経営改革案の更なる進化が期待できます。 

 

• ユニゾンは、当社の株式に対して公開買付けを実施することにより、当社の中長

期的な企業価値・株主価値の向上に対するコミットメントを示しています 

 

ユニゾンは、市場株価にプレミアムを付した価格で公開買付けを実施すること

により、当社の株式を大量に取得し、株主の皆様と利益を共通にした上で、当社

の企業価値・株主価値の中長期的な向上にまい進していくことをコミットしてお

ります。 

このユニゾンの公開買付けは、本定時株主総会において事前に株主の皆様のご

承認を得た場合に実施されるものであり、また、当社の株式の上場を維持するこ

とも意図されていることから、強圧的なものではありません。ユニゾンの公開買

付けは、株式を売却することを希望する株主様に、プレミアム価格で株式を売却

する機会をご提供するものですが、あくまで株式を売却するか否かを決めるのは

株主の皆様です。 

なお、当社が自己株式をユニゾンの公開買付けに応募することにより、当社の

一株当たり純資産額1は、約 2.6%程度希釈化する可能性があります。しかしながら、

これによりユニゾンとの戦略的資本業務提携の実効性が高まり、当社の企業価

値・株主価値の飛躍的な向上のためのエンジンが強化されるのであれば、この希

釈化効果を補って余りあるものと考えます。 

 

• スティール・パートナーズは、今後、当社に対する投資を中長期的に継続すると

のコミットをしておらず、スティール・パートナーズが、当社の業績を今後回復

                                                  
1 1 株当たり純資産額 =（連結貸借対照表の純資産の部の合計額－新株予約権－少数株主持分）/（普通株

式の発行済株式総数－普通株式の自己株式数）（2009 年 2 月末時点）。希釈化率は、公開買付けに全ての自

己株式を応募するものと想定して算出いたしました。 
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させ、当社の事業の中長期的な発展を実現する保証は存しません 

 

当社は、昨年 8 月以降、スティール・パートナーズの派遣する取締役を受け入

れ、当社の業績の回復を試みましたが、残念ながら、スティール・パートナーズ

の派遣する取締役から当社の業績の回復に向けて建設的な議論がなされることは

ありませんでした。現に、スティール・パートナーズやスティール・パートナー

ズの派遣する取締役からは、当社の事業を再建するための事業計画や経営計画は

示されておりません。 

 

• スティール・パートナーズの提案する取締役候補者によっては、当社グループの

事業や取引関係において、大変な混乱が生じる可能性があります 

 

スティール・パートナーズの提案する取締役候補者は、当社の現在の事業や経

営に関する十分な知識も理解もなく、また、当社グループの役職員、取引先、顧

客等との間で何らの信頼関係を有しておりません。 

なお、スティール・パートナーズは、当社社長早川清を自らの取締役候補者に

含めた上、当社の現在の経営との継続性を主張しておりますが、当社社長早川清

は、スティール・パートナーズの株主提案に対して就任承諾を行っておりません。 

 

• 当社は、抜本的経営改革案の実現に邁進することにより、当社の事業を回復し、

当社の真の企業価値・株主価値の向上に集中していくことのできる環境を必要と

しています 

  

 

二 当社グループの抜本的経営改革と戦略的資本業務提携の意義 

 

当社は、平成 21 年 4 月 16 日付プレスリリース「戦略的資本業務提携に関するお知らせ」

においてお知らせいたしましたとおり、同日付の当社取締役会において、ユニゾンとの間

で戦略的資本業務提携（以下「本戦略的資本業務提携」といいます。）を実施することを決

議しております。 

当社グループは、ユニゾンとの間で長期間にわたり、現在の経営や事業構造の抱える問

題点を解明し、業績悪化の続く当社グループの現状を抜本的に変革する方策について協議

を重ねてまいりました。その結果、当社の経営体制を刷新し、新経営陣の下で当社グルー

プの抜本的経営改革のための様々な具体的施策を実施していくことを決断いたしました。

本戦略的資本業務提携の実施は、かかる抜本的経営改革を断行し、もって当社の企業価値

及び株主価値を最大化していくための最善の選択肢であると確信しております。 
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株主の皆様におかれましては、当社が現在検討を進めております当社グループの抜本的

経営改革の具体的内容及びその実現のために本戦略的資本業務提携が果たす役割を是非ご

理解いただくとともに、当社グループの経営の変革へのご支援を賜りたく、お願い申し上

げます。 

なお、当社の現在の取締役 9 名は、早川清を除き、全員が退任することとなります。従

って、下記の経営改革案及びユニゾンとの戦略的資本業務提携に関して、当社の現在の経

営陣の自らの地位保全を図るといった要素は全くありません。むしろ、現在の取締役は、

取締役の再任候補者に名を連ねないことにより、自らの個人的な利益を捨象した上で、当

社及び当社の株主の皆様の利益に資する方策は何かということを真摯に検討し続けてきた

結果、経営陣を刷新し、ユニゾンとの戦略的資本業務提携を株主様にご提案することとい

たしました。 

 

 

三 当社グループの抜本的経営改革について 

 

1. 抜本的経営改革案の内容 

 

当社は、4 ヶ月以上にもわたるユニゾンとの協議の中で、当社グループの新世代を担う

八木専吉及び伊江邦男を責任者として指名し、当社グループが現在抱えている問題点の分

析を徹底的に行うとともに、ユニゾンから有益な助言を受けながら、当社グループの経営

を抜本的に改革し、企業価値・株主共同の利益を飛躍的に向上させる方策について検討を

重ねてまいりました。 

以下、当社が検討している方策について、ご説明いたします。なお、これら抜本的経営

改革案は、当社グループの企業価値・株主価値の向上に資するものであり、ユニゾンによ

る公開買付けの成否にかかわらず、当社の新経営陣が実施していくものです。 

なお、平成 21 年 4 月 16 日に開示いたしました平成 22 年 2 月期の連結業績予想には、

かかる抜本的経営改革案が実施されることになった場合における影響については反映さ

れておりません。 

 

(1) 抜本的経営改革案のコンセプト 

 

当社グループが検討している抜本的経営改革案のコンセプトは、下記の 4 点となって

おります。 

 

A) 売上成長： 国内女性向けウィッグ市場における成長の実現 

 成長領域である当該市場への、広告宣伝や人員等の経営リソースの集中 
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 アデランス女性事業とフォンテーヌ事業の連携徹底強化 

 お客様満足の徹底した追求 

B) 収益改善： 組織、オペレーションのスリム化及び効率化 

 国内部門本社コストの見直し 

 国内部門低採算拠点の見直し 

 非事業性資産の見直し 

 国内男性事業の抜本的見直し 

 米国ヘアトランスプラント事業の黒字化 

C) 資本効率向上： キャシュフロー志向経営 

 サプライチェーンの改革 

 連結納税の実施 

D) 組織・制度改革： 社員の力を最大限に引き出す組織・制度 

 社員が誇りを持ちモチベーション高く働ける職場づくり 

 透明性の高いオペレーションの実現 

 

(2) 抜本的経営改革案の具体的な内容 

 

A) 売上成長： 国内女性向けウィッグ市場における成長の実現 

 

当社グループのビジネスは、男性／女性向けウィッグ事業、ヘアトランスプラント

事業など、国内外に多岐にわたっています。当社は、市場の成長率と当社グループの

成長率を比較すると、国内女性向けウィッグ市場において、特に大きな成長余地があ

ると考えております。 

現在の当社グループ（アデランス女性事業・フォンテーヌ事業）の国内女性向けウ

ィッグ市場における事業の状況を見ると、ともに、60 歳代以上のお客様が同市場にお

ける当社のお客様の全体の 70％近くを占めており、当社の顧客層は偏在しております。

当社は、既存のお客様である 60 歳以上の顧客領域を更に深耕しつつも、より若年・中

年層を開拓することにより、同市場において更なる成長を実現できると確信しており

ます。 

当社は、上記の成長を実現すべく、お客様満足を徹底して追求する施策を実施して

まいります。具体的には、お客様のニーズを掴む新しい商品の投入、既存ブランドの

リニューアル、お客様にとって居心地のよいオープンな店舗の導入、お客様目線に立

ったオペレーションの構築を実行いたします。 

また、当社グループは、かかる施策の実行をより確実なものとするために、当該市

場を対象とする二組織（アデランス女性事業・フォンテーヌ事業）の融合を段階的か

つ実効的に図ることも検討しております。これまで当社グループは、女性向けウィッ
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グ市場においてアデランス女性事業とフォンテーヌ事業という二つの固有の強みを持

ちながら、当社グループ全体としては、必ずしもこの強みを十分には顕在化できてお

りませんでした。そこで、今般の抜本的経営計画においては、両社の組織上のサイロ

を割り、国内女性向けウィッグ市場における成長を実現させるために、新たに取締役

として選任される八木専吉及び伊江邦男が、両社の営業現場の最前線で陣頭指揮を取

るとともに合同プロジェクトの責任を負って改革を推進いたします。これにより、組

織の壁を越えて本社のリーダーシップが発揮され、抜本的経営改革の実行が担保され

るものと考えております。 

当社グループは、上記の施策のうち既に実施してきたことの成果等を踏まえても、

上記の施策は実現可能なものと考えています。具体的には、当社グループは、アデラ

ンス女性事業とフォンテーヌ事業の強みを活かして両社合同で百貨店における試着展

示販売会を実施し、国内女性向けウィッグ市場において組織の垣根を越えて売上成長

を加速させる取り組みで成果を上げています。フォンテーヌの強みである百貨店チャ

ネルにアデランス女性用オーダーメイド商品を投入し、限られた試着展示期間内で同

百貨店ブースのフォンテーヌの年間売上規模に匹敵する販売実績をあげるほどのお客

様の反応とご支持をいただいております。2009 年 2 月期に 3 回（合計 10 日間）実施し

た試着展示販売会を 2010 年 2 月期は現在まで既に 4 回（合計 25 日）実施し、通期で

32 回（合計 129 日）に増やす計画です。さらに、当該両社合同試着展示販売会を全国

的に拡大するために、アデランスとフォンテーヌの合同営業チームを編成し、従来の

縦割り組織からの脱却を図ることに取り組んでいます。 

 

B) 収益改善： 組織、オペレーションのスリム化及び効率化 

 

当社グループは、収益改善の達成のため、固定費削減を始めとしたコスト構造の見

直し、非事業性資産の見直しを不退転の決意で実施してまいります。 

当社グループは、収益改善に向け、共通部門の統合等による国内の主要グループ会

社（アデランスホールディングス、アデランス、フォンテーヌ）の本社費用の削減を

実行し、売上と費用のバランスの最適化を図ります。また、当社グループは、国内部

門の低採算拠点の見直しによる営業拠点運営コストの削減にも併せて取り組みます。

さらに、不振店舗に関しては、2008 年 2 月期より既に 11 店舗閉鎖しているものの、今

後も店舗の貢献利益を更に厳格に管理して、不振店舗の梃入れと営業拠点の見直しに

取り組みます。 

一方、これらのコスト削減策の実施にあたっては、既存のお客様の満足度を下げる

ことのないよう、綿密に実行のプロセスを検討することが重要であると認識しており

ます。アデランス、フォンテーヌともに低採算拠点はロケーションの問題ばかりでは

なく、配属された営業責任者、販売部員の力量が売上と店舗の収益性を大きく左右す
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る要因となることから、現場の生産性を上げるべく業績評価指標を導入し人的資源の

活性化を図りながら営業拠点の統廃合のプロセスを進めてまいります。 

国内男性事業（アデランス男性事業）については、既にヘアーサポートなど育毛サ

ービスの役務提供から「アデランスヘアクラブ」を中心としたオーダーメイドかつら

商品の販売へと経営資源を集中させております。上述の営業拠点運営コストの削減に

加えて取扱商品の絞り込みによる粗利向上により店舗収益の改善を図ります。現在注

力している「アデランスヘアクラブ」は、従来の顧客定着率に比べ飛躍的なリピート

販売の実績を上げており、同商品の新規顧客の獲得を進め保有顧客数の増加を図り安

定的な収益基盤を早期に構築する計画です。 

さらに、現在赤字に陥っている米国ヘアトランスプラント事業については、オペレ

ーションのスリム化による黒字化を早期に達成すべく取り組んでいます。具体的施策

としては、①顧客単価向上施策の実行、②広告宣伝活動の効率化、③コールセンター

及びカウンセラーの業務改善による契約率の向上、④コールセンター業務の外部委託、

不採算拠点の見直し等のコスト削減施策の実施を 2010 年度 2 月期の事業計画に組み込

み、具体的行動に移していきます。オペレーションのスリム化においては前年度下期

より損益分岐点の引き下げに本格的に取り組み、施術件数ベースで 2 割以上の低減を

図りましたが、売上低迷が予測される環境下において更に筋肉質な体質に改善する費

用削減努力を日常業務として行っていきます。 

また、事業関連のコスト削減を実行しつつ、中核事業と関連の低い資産についても

継続的に見直しを行っていきます。 

 

C) 資本効率向上： キャシュフロー志向経営 

 

当社は、資金効率の良いオペレーションの実現により、運転資金の削減及びお客様

満足の向上を達成すべく、サプライチェーン全体の改革を検討しております。具体的

な内容は下記のようになっております。 

① 営業部門と生産部門の連携強化による需要予測の精緻化 

② グループ内受発注業務の改善 

③ 情報システムの強化による在庫管理の強化 

また、財務に関しては、連結納税の導入についても、積極的に検討しております。 

 

D) 組織・制度改革： 社員の力を最大限に引き出す組織・制度 

 

当社は、改革を実現するためには、社員が誇りを持ちモチベーション高く働ける職

場を創り、社員の力を最大に活かしていくことが重要であると認識しております。社

員の力を引き出していく施策として、以下の 4 点が挙げられます。 
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① 組織内の階層を減らし、知恵を出し合える風通しの良いフラットな組織への

変革 

② 組織横断でのチームワークを機能させる、クロスファンクショナルな会議体

の設置 

③ 組織間の協働を推進する社内管理体制の整備 

④ 努力・能力が適正に評価される、より公平な人事制度への変更 

かつら（ウィッグ）という取扱い商品の特性上、ヘアスタイリングの理美容技術が

重要であり、そのためにアデランス・フォンテーヌ間での研修交流を実施し、ウィッ

グのセット、スタイリング技術を持ったサービス提供を図ることを推進します。 

また、上述のような経営改革を実行し達成していくためには、達成のために必要な

要素（KPI、Key Performance Indicator）を理解し、かつ KPI の達成状況を常に把握し問

題があれば遅滞なく解決策を講じ、実行するという、Plan Do Check Action が行なわれ

ることが必要であると考えております。 

過去の経営と一線を画し、事業戦略やその諸施策を業績の向上につなげていくため

に、KPI に基づく計数管理を行い、適切なリーダーシップが発揮できる体制を整え、「視

える化」を図ることで担当者の説明責任を明確にし、常に目標の達成管理を行う PDCA

サイクルの強化を図っていくことを予定しております。ここ数年、業績が低迷する現

状を当社が打開するには、経営の基本に立ち戻り熱意を持って PDCA サイクルを愚直

に回すこと、結果を出してアデランスグループの誇りを取り戻すこと、これを全社員

の力を結集し最大限に引き出して全員参加型で推し進めることに尽きるとの不退転の

決意を固めています。 

 

2. 経営体制の刷新 

 

今般、当社グループが実施していくこととなる抜本的経営改革は、従来の当社グループ

の経営路線とは一線を画した新たな変革をもたらすものであります。かかる変革を実現す

るためには、従来の経営体制を刷新することで人心を一新し、当社グループの経営に新風

を吹き込む必要があります。そのため、現取締役 9 名のうち、昨年の 8 月に就任したばか

りの早川清を除く 8 名については、経営体制の刷新に際していずれも取締役を退任いたし

ます。 

その上で、当社取締役会は、本定時株主総会における会社提案として、当社グループの

抜本的経営改革の実現を担う新経営陣のメンバーとなる 7名の取締役候補者の選任を上程

することを決議しております。 

当社グループの抜本的経営改革を実現し、当社の企業価値及び株主価値を最大化してい

くにあたっては、従来の経営体制とは異なる新たな視点からの経営の見直しが求められる

一方、当社グループの営むオーダーメイドかつらや理美容・育毛サービス、ヘア・トラン
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スプラントサービスといった、徹底したカウンセリング・アフターケアなどに基づく当社

の事業についての深い理解と経験・ノウハウを有することが必要不可欠です。 

このような観点から、当社は、新経営陣のメンバーとして、まさに当社グループの実務

の最先端を熟知し、かつ、経営改革のための実行力を有する、当社グループの新世代を担

う現株式会社アデランス常務取締役の八木専吉及び現フォンテーヌ株式会社常務取締役

の伊江邦男を新たに取締役として選任すべきであると考えております。また、当社の現代

表取締役である早川清を取締役として再任することにより、経営の安定性も確保しており

ます。 

また、企業再生のプロフェッショナルである玉塚元一（株式会社リヴァンプ代表取締

役・株式会社ファーストリテイリング元代表取締役社長）を社外取締役として迎えること

は、事業をＶ字回復させる緊喫の必要に迫られている会社として望ましいことですし、独

立性の高い社外監査役とともに、適正なコーポレートガバナンスの体制も整備されている

ものといえます。 

このように、当社の新経営陣のメンバーである早川清、八木専吉、伊江邦男及び玉塚元

一は当社グループの経営を新たな世代へと変革させるために最適な構成です。 

これに、ユニゾンの派遣する取締役が加わることで、当社グループの抜本的経営改革の

エンジンが強化され、その更なる進化と飛躍が期待できます。 

 

 

四 本戦略的資本業務提携による経営改革の一層の促進 

 

1. 当社グループの経営に対するユニゾンの中長期的な支援 

 

上記のとおり、当社は、当社の経営体制を刷新し、新世代のリーダーを中心とした新経

営陣によって、当社グループの抜本的経営改革を断行し、従来とは一線を画した当社グル

ープの経営の変革を実現していく所存です。当社が提案する新経営陣は、改革を推進して

いく強いリーダーシップを有しています。 

もっとも、この新経営陣が抜本的な経営改革に集中し、当社の企業価値の真の向上を実

現していくためには、当社に対して中長期的にコミットし、経営陣と一枚岩となり経営改

革にまい進することを支援するパートナーの存在が重要です。 

この点、スティール・パートナーズは、今後中長期的に当社に対する投資を継続する

ことをコミットしているわけではありません。また、昨年 8 月以降当社に対して取締役

を派遣しておりますが、この間スティール・パートナーズやその派遣する取締役により、

当社の業績の回復や事業の成長に向けて建設的な議論がなされることはありませんでし

た。 

これに対して、当社は、ユニゾンとの間で、過去 4 ヶ月以上にわたって、当社グループ



 

 10

の抜本的経営改革や本戦略的資本業務提携の内容について詳細に議論を行ってまいりま

したが、その過程において、ユニゾンからは、その有する豊富な投資経験及び事業再生の

プロフェッショナルとしてのノウハウに基づき、当社グループの事業そのものを改善し、

当社の企業価値及び株主価値を最大化するための様々な重要な示唆を受けております。ま

た、ユニゾンは、公開買付けにより当社の株式を取得し、これを中長期的に保有すること

により、当社の株主と利益を共通にしたうえで、当社の中長期的な企業価値・株主価値の

向上にまい進することを意図しております。 

以上の理由から、当社は、ユニゾンが当社の経営に参画することが、当社グループの抜

本的経営改革を推進する上で極めて有益であると考えております。また、本戦略的資本業

務提携においては、当社が、「お客様や社会から常に必要とされる信頼の企業グループへ

～『グッドカンパニーグループ』の実現～」という企業理念の下、高品質で付加価値の高

いサービスを顧客へ継続的に提供するとともに、日本及び海外において積極的に事業を展

開し、ユニゾンから成長戦略及びマーケティング戦略の実行等支援、財務戦略及び経営管

理機能・ガバナンスの強化、人材の補完、店舗開発の強化、コンプライアンスの強化、役

員等の派遣等の協力及び株主還元策の検討・実施等を受けることを通じて、当社グループ

の企業価値及び株主価値の向上を目指していくこととなります。当社は、抜本的経営改革

を具体的な成果として結実させていく上では、本戦略的資本業務提携を実施し、当社グル

ープの経営に対するユニゾンの中長期的な支援を受けることが最善の選択肢であると判

断しております。 

 かかる中長期的な支援の内容として、ユニゾンは、当社に対して取締役及び監査役を派

遣すること等により、当社の経営改革を最大限にサポートすることを予定しております。

また、それに留まらず、ユニゾンの豊富な投資経験及び人材ネットワークを活用し、改革

のリーダーとなる人材を当社グループの各事業領域に推薦し、改革のスピードアップに資

するとの提案を受けております。 

 

2. 公開買付けを通じた当社株式の取得による当社グループの企業価値の中長期的向上に

向けてのコミットメント 

 

ユニゾンは、株主の皆様のご承認が得られた場合には、市場株価にプレミアム（平成 21

年 4 月 15 日を基準日とする東京証券取引所における当社株式の終値の過去 3 ヶ月間にお

ける単純平均に対して約 35.5%、同 1 ヶ月間の単純平均に対して約 31.6％、同日の終値に

対して約 5.8%）を付した価格で公開買付けを実施することを約しております。この公開

買付けによりユニゾンが当社の株式を取得することとなれば、ユニゾンは、当社の株式を

中長期的に保有し、株主の皆様と利益を共通にしたうえで、当社の企業価値・株主価値の

中長期的な向上にまい進していくことになります。ユニゾンが企図する当社株式に対する

公開買付けは、このようなユニゾンによる当社の企業価値の中長期的な向上へのコミット
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メントを示すものです。 

ユニゾンの公開買付けは、株主の皆様に対し、このように市場株価にプレミアムを付し

た価格で大量に株式を売却する機会を提供するものです。 

 

• スティール・パートナーズの主張に対する反論その１－公開買付けの強圧性の不

存在 

スティール・パートナーズは、その書簡において、ユニゾンが当社による自己株式の

応募を公開買付開始の条件としているのは、この公開買付けの強圧性を示していると主

張しております。 

しかしながら、ユニゾンによる公開買付けは、本定時株主総会において、株主の皆様

からのご承認を得られることを条件として、実施されるものであり、この公開買付けが

実施されるためには、株主の皆様のご承認が大前提とされております。また、ユニゾン

による公開買付けは、あくまで株式を売却することを希望する株主の皆様に、プレミア

ム価格で株式を売却する機会を提供するものであり、公開買付けに応募するか否かにつ

きましても、株主の皆様の選択に委ねられることとなります。さらに、ユニゾン及び当

社は、公開買付けが実施された場合であっても、当社の上場を維持することを意図して

おります。従いまして、ユニゾンの公開買付けは、強圧的なものではありません。 

 

• スティール・パートナーズの主張に対する反論その２－自己株式の公開買付けに

対する応募の正当性 

次に、スティール・パートナーズは、その書簡において、当社の自己株式をユニゾン

の公開買付けに応募した場合、当社自己株式が（当社株式の市場株価は上回るものの）

当社の株式一株当たりの純資産額を下回る価格で処分されることとなることに対する疑

問を提示しております。 

確かに、当社は、本定時株主総会において株主の皆様のご承認を得られることを条件

として、別途の取締役会決議に基づき、当社の保有する自己株式をユニゾンの公開買付

けに応募することを予定しております。また、当社がユニゾンの公開買付けに対して自

己株式を応募した場合、当社の一株あたりの純資産額は、約 2.6％程度希釈化する可能性

があります。 

もっとも、ユニゾンの公開買付けに対して自己株式を応募することにより、当社グル

ープがユニゾンから戦略的資本提携に基づく中長期的なサポートを得るとともに、当社

の事業を V 字回復させ、当社の企業価値・株主価値を飛躍的に向上させるための抜本的

経営改革を推進するエンジンが強化されるのであれば、株主の皆様に与える希釈化の影

響を勘案してもなお、自己株式の応募が当社の企業価値・株主価値に与える積極的効果

の方がより大きいと考えております。また、これにより得る資金は、当社の米国におけ

る研究開発費として有効に利用されます。 
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なお、当社は、かかる公開買付価格に関して、当社と何の取引関係も存さず、完全に

独立した第三者算定機関である、株式会社プルータス・コンサルティングから 2009 年 4

月 15 日付で当社株式の株式価値の算定書を取得しております。 

 

 

五 スティール・パートナーズの提案する取締役選任が可決された場合には、当社の企業

価値・株主価値が著しく毀損される可能性があること 

 

スティール・パートナーズの提案する取締役候補者については、以下の点を指摘させて

いただきます。 

まず、当社の現在の代表取締役社長である早川清は、スティール・パートナーズの提案

する取締役候補となっておりますが、スティール・パートナーズの提案の前後を問わず、

現在に至るまで同氏は取締役就任に関して一切の説明、相談、打診、要請を受けておらず、

また、スティール・パートナーズの提案する取締役選任議案が承認可決された場合に、当

社の取締役に就任することも承諾しておりません。 

また、渡部信男氏は、平成 17 年 5 月に当社取締役を退任し、平成 19 年 2 月からは当社

と利益が相反する事業を行うとともに、当社の訴訟の相手方に積極的に協力するなど、当

社と敵対的な関係にすらあります。 

スティール・パートナーズが提案する取締役候補者は、現在の当社グループの事業や経

営についての知識や理解を有しておらず、また、当社の従業員や取引先との信頼関係も有

しないため、これらの候補者が当社の取締役になった場合には、当社の従業員や取引先と

の関係が著しく悪化し、当社の事業運営の現場が著しく混乱、当社の企業価値が著しく毀

損する可能性が高いことが容易に予想されます。 

また、スティール・パートナーズや、スティール・パートナーズの提案する取締役候補

者からは、当社の業績の向上や事業を成長させ、当社の企業価値の真の向上を実現するた

めの具体的な提案はなさておりません。 

これに対し、上記三 2 のとおり、当社の提案する取締役候補者は、上記の当社の経営改

革案の協議を担当してきた責任者であり、まさに当社の抜本的経営改革を断行していく上

で最適の者であり、これらの者が当社の取締役に選任された場合には、上記三 1 に記載さ

れたような具体的な経営改革案を実行していくことになります。 

 

 

六 まとめ 

 

以上のとおり、当社は、本定時株主総会において、当社提案の取締役選任議案（3 号議案）

及びユニゾンの公開買付けに対する自己株式の応募に関する議案（5 号議案）を含む当社提
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案の議案が承認可決され、ユニゾンとの資本業務提携を実現することが、当社の抜本的経

営改革を実現するためには極めて重要であると考えております。 

一方、スティール・パートナーズの提案する株主提案（6 号議案）が可決された場合には、

当社の事業の現場は著しく混乱し、中長期的に当社の企業価値・株主価値が著しく毀損さ

れるおそれがあります。 
株主の皆様におかれましては、当社の提案する抜本的経営改革についてご理解いただい

た上で、本定時株主総会において当社が提案する議案、並びに、ユニゾンとの戦略的資本

業務提携の意義についてご賛同いただきたく存じます。 
以上 

 

 

 

 
本プレスリリースは、平成 21 年 5 月 28 日開催予定の当社の第 40 回定時株主総会（以下

「本定時株主総会」といいます。）における議案及びこれに関する当社の考えについて株

主の皆様にご理解いただくために作成されたものです。本プレスリリースは、いかなる意

味においても、株主の皆様に対し、本定時株主総会における議案につき、当社又は第三者

にその議決権の行使を代理させることを勧誘することを目的とするものではなく、かかる

議決権の行使を代理させることの勧誘を構成するものではなく、また、かかる議決権の行使

を代理させることを勧誘する内容のものと解釈されるべきものではありません。 


