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当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の基本方針について 

 
 
当社は、平成 19 年５月 28 日開催の取締役会において、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収

防衛策）の基本方針を株主総会の決議により決定することができる旨を規定する定款変更の議案を平成 19

年 6 月 28 日に開催予定の当社定時株主総会（以下、「本株主総会」という。）に付議する旨決定すると共に、

変更された定款に基づき本株主総会に付議する当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の

基本方針（以下、「本基本方針」といいます。）の決定の議案を付議することといたしましたので、お知ら

せいたします。 

当社は、これらの議案を本株主総会においてご承認を得た場合には、本基本方針に基づく買収防衛策の

導入を当社取締役会で決議し、これを公表する予定です。 
 
１．定款変更及び本基本方針策定の目的 

（１）経営の基本方針 

当社グループは、「中小企業活性化の中心的存在になる」ことを企業ポリシーとして掲げ、中小規模

事業者の潜在的な力を引き出すことをすべての発想の原点としております。事業活動に欠かせない「モ

ノ・ヒト・カネ」の総合的な経営支援サービスの提供を通じて、顧客企業の潜在的な力を引き出し、

その成長・変化を加速させることにより、社会全体を変革するとともに当社グループ全体の企業価値

の増大を目指します。この基本方針の実践が企業価値および株主共同の利益の向上につながると考え

ております。 

 

（２）具体的な取り組みについて 

①ＩＴパッケージ営業の組織強化及び安定的拡大 

平成19年３月期下半期以降においてＩＴパッケージ販売における営業生産性の回復を 重要課題と

して取り組んでおりますが、引き続き更なる営業生産性の回復・向上に取り組み、安定的な新規顧客

数の拡大を図ります。具体的には以下の施策を取り組んでいく予定であります。 

 

・営業生産性の回復について 

平成19年３月期下半期以降においてＩＴパッケージ販売における営業生産性の回復を 重要課題と

して取り組んでまいりましたが、引き続き更なる営業生産性の回復・向上に取り組み、安定的な新規

顧客数の拡大を図ります。新卒社員入社後における営業生産性鈍化を 小限に留めるための施策とし

て入社前研修を実施しいたしました。また、専門部署による営業生産性リアルタイム管理力向上、マ

ーケティング体制強化、営業資料・提案ツール類の拡充などのほか、既存商材の継続的リニューアル

等の施策を強化してまいります。  
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また、セールスアプローチとしては、従来のテレフォンアポイントを主体としたマーケティングに

留まらず、様々なメディアやセミナー等を活用した販売促進の強化や、アライアンスパートナー企業

との連携を強化すること等のチャネル販売網の拡充などを行い、プル型のマーケティング体制を確立

することによる効率化を実現する所存です。  

 

②経営支援サービスの拡充 

経営支援サービスにおきましては、顧客ニーズが高く、安定的で高い収益率のあるサービスになる

ことから、平成 19 年３月期より拡大しております。その取り組み優先順位を厳格化した上で、金融支

援サービスと開業支援サービスを中軸として、効率的に経営支援サービス事業を拡充してまいります。 

主な支援サービスごとの具体的な施策は、次のとおりとなります。 

 

・各種サポートサービス等 

ＩＴパッケージ提供顧客数の拡大により、既存顧客からの固定サポート料金が安定的に積み上がっ

ていくことのほかに、顧客ニーズに合わせたＰＰＣ広告、ホームページのリニューアル等の様々なオ

プションサービスをカスタマーサポートスタッフが提供していくことで、既存顧客のサポートサービ

ス単価の増大を図ります。また、ＩＴに関するサービスに留まらず、フリーペーパーなど他のメディ

アを活用した商材・サービスメニュー等のラインナップを拡充し、顧客満足度を向上してまいります。 

 

・金融支援サービス 

これまで金融支援サービスにおきましては、築地仲卸業者を中心に売上債権早期資金化サービスを

提供し、利用顧客数・取扱金額の増加を図ってまいりました。今後につきましては、他業種において

も顧客ニーズが強いことから、これまで蓄積したノウハウ・提供体制を活かし、築地以外の仲卸市場

や、製造業、建設業、卸売業といった他業種向けのサービス展開を行ってまいります。また、売上債

権早期資金化以外にも顧客ニーズに対応したサービス提供を行っていくことで収益の拡大を図ります。 

 

・開業支援サービス 

開業支援サービスにつきましては、飲食業向けを中心に展開し、平成 19 年３月期末までに首都圏で

57 店舗の開業支援を行っており、物件情報を含めた開業支援におけるノウハウ、支援体制を構築でき

ておりますが、営業リソースの拡充を行い、首都圏以外にも関西地域での展開を実施し、開業支援店

舗数の増加を目指します。また、開業支援を行った店舗に対しての定期的な販促支援、経営支援等と

いった商材・サービスを充実させることにより、収益獲得機会の増大を図ります。 

 

・その他経営支援サービス 

顧客企業の事業運営に必要な様々な経営支援サービスの提供体制の構築については、平成 19 年３月

期より進めております、収益性を基準とした取り組み優先順位の厳格化により、当社グループリソー

スの投下先の選択と集中を実施し、既存事業においても収益性の低い分野については縮小、撤退を行

い、収益性の高い分野の拡充及び新たな高収益事業の立ち上げを行ってまいります。 

 

③ＩＴパッケージカスタマーサポート生産性の効率化 

平成 19 年３月期上半期において新規顧客数の伸びを予測して増員したカスタマーサポート部門が、

結果として損益分岐点上昇の要因の一つとなっていることを解消するため、ビジネス・プロセス・リ

エンジニアリングを前提としたカスタマーサポート要員の収益部門への異動等を含めた 適配置を行

うとともに、既にテスト段階を終了した新たなウェブ制作システムの導入等により、サポート効率の

向上を図ります。 

 

④その他の事業子会社について 

近年、業種ごとに当社グループが持ち得ていないノウハウを有する企業を子会社化しており、既存

事業との共同展開を行うことでのシナジー効果が期待できると考えております。特に、医療機関向け
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を中心とし、ホームページ制作をＡＳＰで提供しているアイ・モバイル株式会社においては、既に当

社メディカル事業部との高いシナジー効果がでておりますが、医療機関向け以外の業種においても強

力な販路を有しており、他業種における企業との提携関係を活かした更なる連携強化を図ってまいり

ます。 

また、平成 18 年４月に子会社化した、食材の通販事業を営む、株式会社築地魚河岸やっちゃば倶楽

部や、平成 19 年３月期下半期より子会社化した飲食店ＦＣ事業、飲食店向けのコンサルティング事業

などを行う株式会社キュアリアスとの共同展開により、飲食業界向けの経営支援サービスの拡充を図

ってまいります。 

 

⑤コスト削減施策について 

平成 19 年３月期より進めております経費削減につきましては、当社グループ全体での人員の 適配

置等によるスリム化を含め、継続して行っていく予定であります。特にカスタマーサポートに関する

部分につきましては、③に記載の内容により、サポート効率の向上を図り、カスタマーサポートにか

かる人件費比率を低下させることでコスト削減を図るほか、地代家賃等固定性コストの低減等を行い、

収益性の改善を図ってまいります。 

 

⑥情報通信機器事業について 

情報通信機器事業におきましては、既にマーケットが成熟化し、事業収益もソリューション事業に

比べると低い状況にあることから、平成 18 年３月期の下半期以降、高い成長力の期待できるソリュー

ション事業に経営リソースを集中させてまいりました。今後は、ソリューション事業における２次商

材としての販売に留め、実質的にソリューション事業を中核としたシフトチェンジをいたします。 

 

上記の各取り組みを実行するためには、複雑な事業特性への十分な理解、有能な人材の確保・教育、

取引先・顧客等との継続的信頼関係、高度な技術、当社グループ会社との連携等が必要不可欠と考え

ております。 

 
（３）定款変更及び本基本方針策定の目的 

当社は上記の各取り組みを中心に据え、長年にわたり築き上げてきた企業価値の源泉を有効に活用

しつつ、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させるための施策に取り組んでおります。 
平成 19 年３月末日時点において、当社の把握する限り、当社の創業者を含む役員等によって当社

の発行済株式の約 38％が保有されているものの、当社の株主の分布状況は広範にわたっており、当

社の株式の流動性は更に増大しつつある状況にあります。また、当社は公開会社であることから、株

主の皆様の自由な意思に基づく取引等により当社株式が転々譲渡されることは勿論のこと、その他

各々の事情に基づき今後当社の株式を譲渡その他の処分をしていく可能性も否定できません。 

これらの事由を鑑みると、当社の発行する株式の流動性がさらに増し、今後当社および当社グルー

プの企業価値・株主共同の利益に反する株式の大規模な買付がなされる可能性が存するということが

できます。  
このような判断に立って、当社取締役会は次期定時株主総会において株主の皆様にご承認いただけ

ることを条件として、本プランを導入することを決定いたしました。なお、当社の株式の保有状況は

別添資料１のとおりです。 
一方、近時においては、当社株式に対する不適切な大量買付により、当社の企業価値・株主共同の

利益が毀損される可能性が生じ得る状況となっております。とりわけ、中小規模事業者における厳し

い環境の中、当社が今後も持続的に企業価値を確保・向上させていくためには、前述しました取り組

みを積極的かつ継続的に実行していくことが必要です。当社の株券等の買付を行う者によりこれらが

着実に実行されるのでなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになりま

す。 
こうした事情に鑑み、当社取締役会は、当社株券等に対する大量買付が行われた際に、かかる大量

買付に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するために必
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要な情報や時間を確保すること、株主の皆様のために買付者と交渉を行うこと等を可能とすることで、

当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する買付行為を抑止するための枠組みが必要不可欠で

あると判断しました。 
以上の理由により、当社は、本株主総会の決議により当社株式の大量取得行為に関する対応策（買

収防衛策）の基本方針を定めることができるとする規定の新設を含む内容の定款変更案（具体的な変

更内容については下記２ご参照）につきご承認を頂いた上で、かかる変更後の定款規定に基づき、当

社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の基本方針の決定（その具体的な内容について

は、下記３ご参照）を本株主総会にお諮りすることといたしました。 
なお、現在、当社が具体的に第三者から大量買付の提案を受けている事実はありません。 

 
２．定款変更の議案 

当社は、定款第 18 条として下記の１条を新設するとの内容を含む定款変更の議案を、本株主総会に付議

します。 
 

記 

 
（株主総会決議事項） 

第18条 株主総会においては、法令または本定款に別段の定めある事項をその決議により定めるほか、

当会社株式の大量取得行為に関する対応策の基本方針をその決議により定めることができる。 
２．前項における当会社株式の大量取得行為に関する対応策とは、当会社が資金調達または業務提

携などの事業目的を主要な目的とせずに新株または新株予約権の発行を行うことにより当会社

に対する買収の実現を困難にする方策のうち、当会社の企業価値ひいては株主共同の利益を損

なうおそれのある者による買収が開始される前に導入されるものをいう。また、導入とは、当

会社株式の大量取得行為に関する対応策としての新株または新株予約権の発行決議を行うなど

当会社株式の大量取得行為に関する対応策の具体的内容を決定することをいう。 
 
３．本基本方針の決定の議案 

当社は、上記２の定款変更議案につき本株主総会においてご承認が得られることを条件として、本基

本方針の内容を下記のとおりと決定する旨の議案を、本株主総会に付議します。 
 

記 

 
（１）本基本方針の概要 

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、以下(２)に定めるところに基

づいた具体的な対応策（以下、「本プラン」という。）の導入を当社取締役会において決議し、本プラン

の内容を、証券取引所における適時開示、当社事業報告等の法定開示書類における開示、当社ホームペ

ージ等への掲載等により周知させることにより、当社株式に対する買付を行う者が遵守すべき手続が存

すること及び当社が差別的行使条件付新株予約権の無償割当てを実施することがあり得ることを事前に

警告することをもって、当社株式の大量取得行為に関する対応策（平時の買収防衛策）とする。 
 

（２）本プランの概要 
①本プランの発動に係る手続の設定 

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、当社株券等に対する買付

等（下記(３)「本プランの発動に係る手続」①に定義する。以下同じ。）が行われる場合に、買付者又

は買付提案者（以下、併せて「買付者等」という。）に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を

求め、当社が、当該買付等についての情報収集、検討等を行う期間を確保した上で、株主に当社経営

陣の計画や代替案等を提示したり、買付者等との交渉等を行っていくための手続を定める。 
 



 

5 

②新株予約権の無償割当てと独立委員会の利用 
買付者等が本プランにおいて定められた手続に従うことなく買付を行う等、買付者等による買付等

が当社の企業価値・株主共同の利益を害するおそれがあると認められる場合には、当社は、当該買付

者等による権利行使は認められないとの行使条件及び当社が当該買付者等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が付された新株予約権（以下、「本新株予約権」という。）

を、その時点の全ての株主に対して新株予約権無償割当ての方法（会社法第 277 条以降に規定される。）

により割り当てるものとする。 
なお、本新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得等の判断については、当社取締役会の恣

意的判断を排するため、独立委員会規則に従い、(ⅰ)当社社外取締役、(ⅱ)当社社外監査役又は(ⅲ)社
外の有識者（実績ある会社経営者、官庁出身者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士及

び学識経験者等）で、当社経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会（以下、「独立委員会」

という。）の判断を経るとともに、株主に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保する。 
 
③本新株予約権の行使及び当社による本新株予約権の取得 

仮に、本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされた場合で、買付者等以外の株主による

本新株予約権の行使により、又は当社による本新株予約権の取得と引換えに、買付者等以外の株主に

対して当社株式が交付された場合には、当該買付者等の有する当社株式の議決権割合は、 大 50%ま

で希釈化される可能性があるものとする。 
 
（３）本プランの発動に係る手続 

①対象となる買付等 
本プランにおいては、本新株予約権は、次の(ａ)又は(ｂ)に該当する買付又はこれに類似する行為（以

下、併せて「買付等」という。）がなされたときに、本プランに定められる手続に従い無償割当てがな

されることとする。 
（ａ）当社が発行者である株券等1について、保有者2の株券等保有割合3が 20%以上となる買付 
（ｂ）当社が発行者である株券等4について、公開買付け5に係る株券等の株券等所有割合6及びその特

別関係者7の株券等所有割合の合計が 20%以上となる公開買付け 
 
②買付者等に対する情報提供の要求 

上記①に定める買付等を行う買付者等は、当社取締役会が別途認めた場合を除き、買付等の実行に

先立ち、当社に対して、次の各号に定める、買付等の内容の検討に必要な情報（以下、「本必要情報」

という。）及び当該買付者等が買付等に際して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、「買付説明書」と総称します。）を、当社の定める書式により提出するものとする。 
当社取締役会は、上記の買付説明書を受領した場合、速やかにこれを独立委員会に提供するものと

する。独立委員会は、これを受けて、当該買付説明書の記載内容が本必要情報として不十分であると

判断した場合には、買付者等に対し、適宜回答期限を定めた上、自ら又は当社取締役会等を通じて本

必要情報を追加的に提出するよう求めることがある。この場合、買付者等においては、当該期限まで

に、本必要情報を追加的に提供するものとする。 
（ａ）買付者等及びそのグループ（共同保有者8、特別関係者及び（ファンドの場合は）各組合員その

                                                  
1 証券取引法第 27 条の 23 第 1 項に定義される。以下別段の定めがない限り同じとする。 
2 証券取引法第 27 条の 23 第 3 項に基づき保有者に含まれる者を含む。 
3 証券取引法第 27 条の 23 第 4 項に定義される。以下同じとする。 
4 証券取引法第 27 条の 2 第 1 項に定義される。以下②において同じとする。 
5 証券取引法第 27 条の 2 第 6 項に定義される。以下同じとする。 
6 証券取引法第 27 条の 2 第 8 項に定義される。以下同じとする。 
7 証券取引法第 27 条の 2 第 7 項に定義される特別関係者（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含む。）をいう。但し、同項

第 1 号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第 3 条第 2 項で定める者を除く。

以下同じとする。 
8 証券取引法第 27 条の 23 第 5 項に規定され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と当社取締役会が認

めた者を含む。以下同じとする。 
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他の構成員を含む。）の詳細（具体的名称、資本構成、財務内容等を含む。） 
（ｂ）買付等の目的、方法及び内容（買付等の対価の種類・価額、買付等の時期、関連する取引の仕

組み、買付等の方法の適法性、買付等の実行の可能性等を含む。） 
（ｃ）買付等の価額の算定根拠（算定の前提となる事実・仮定、算定方法、算定に用いた数値情報及

び買付等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、そのうち少数株主

に対して分配されるシナジーの内容を含む。） 
（ｄ）買付等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含む。）の具体的名称、調達方法、関連

する取引の内容を含む。） 
（ｅ）買付等の後の当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策 
（ｆ）買付等の後における当社の従業員、取引先、顧客その他当社に係る利害関係者の処遇方針 
（ｇ）その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報 
 
③買付等の内容の検討、買付者等との交渉及び代替案の提示 
（ａ）当社取締役会に対する情報提供の要求 

独立委員会は、買付者等から買付説明書及び独立委員会が追加提出を求めた本必要情報（もし

あれば）が提出された場合、当社取締役会に対しても、独立委員会が定める合理的な期間内（原

則として 60 日以内とする。）に買付者等の買付等の内容に対する意見（留保する旨の意見を含む。

以下同じ。）、その根拠資料及び代替案（もしあれば）その他独立委員会が適宜必要と認める情報、

資料等を速やかに提示するよう要求することがある。 
（ｂ）独立委員会による検討作業 

買付者等及び（当社取締役会に対して上記(ａ)のとおり情報、資料等の提示を要求した場合に

は）当社取締役会から情報、資料等（追加的に要求したものも含む。）の提供が充分になされたと

独立委員会が認めた場合、独立委員会は、買付者からの情報、資料等を分析判断し意見形成をす

るための期間として、原則として 長 60 日間の検討期間（但し、下記④(ｃ)に記載するところに

従い、独立委員会は当該期間の延長・再延長をその決議をもって行うことができるものとし、（以

下、「独立委員会検討期間」という。）を設定する。 
独立委員会は、独立委員会検討期間内において買付者等及び当社取締役会から提供された情報、

資料等に基づき、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、買付者等の買付等

の内容の検討、当社取締役会による代替案の検討及び買付者等と当社取締役会の事業計画等に関

する情報収集、比較検討等を行う。また、独立委員会は、必要があれば、当社の企業価値・株主

共同の利益の確保・向上という観点から当該買付等の内容を改善させるために、当社取締役会等

を通じて当該買付者等と協議・交渉を行うものとし、また、株主に対する当社の代替案の提示を

行うものとする。 
買付者等は、独立委員会が、独立委員会検討期間において、自ら又は当社取締役会等を通じて、

検討資料その他の情報提供、協議・交渉等を求めた場合には、速やかにこれに応じなければなら

ないものとする。なお、買付者等は、独立委員会検討期間が終了するまでは、買付等を開始する

ことはできないものとする。 
独立委員会の判断が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するようになされることを

確保するために、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、公認会計士、弁護士、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

ものとする。 
（ｃ）株主に対する情報開示 

独立委員会は、自ら又は当社取締役会等を通じて、買付説明書の提出の事実及びその概要並び

に本必要情報の概要その他の情報のうち独立委員会が適切と判断する事項、独立委員会検討期間

の設定及びその内容等について、独立委員会が適切と判断する時点で株主に対する情報開示を行

う。 
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④独立委員会における判断方法 
独立委員会は、買付者等が出現した場合において、以下の手続に従い、当社取締役会に対する勧告

を行うものとする。なお、独立委員会が当社取締役会に対して下記(ａ)から(ｃ)に定める勧告又は決議

をした場合その他独立委員会が適切と考える場合には、独立委員会は、当該勧告又は決議の事実とそ

の概要その他独立委員会が適切と判断する事項（下記(ｃ)に従い独立委員会検討期間を延長・再延長

する旨の決議を行う場合にはその旨、延長・再延長の期間及び理由の概要を含む。）について、速やか

に情報開示を行う。 
（ａ）独立委員会が本プランの発動を勧告する場合 

独立委員会は、買付者等が上記②又は③に規定する手続を遵守しなかった場合、又は買付者等

の買付等の内容の検討、買付者等との協議・交渉の結果、買付者等による買付等が下記(４)「本

新株予約権の無償割当ての要件」に定める要件のいずれかに該当すると判断した場合には、独立

委員会検討期間の開始又は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

当てを実施することを勧告する。 
但し、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての実施の勧告をした後も、次のいずれか

の事由に該当すると判断した場合には、本新株予約権の無償割当ての効力発生日までは本新株予

約権の無償割当ての中止、本新株予約権の無償割当ての効力発生日後本新株予約権の行使期間の

初日の前日までは本新株予約権の無償取得を含む別個の判断を行い、これを当社取締役会に勧告

することができるものとする。 
（ⅰ）当該勧告後買付者等が買付等を撤回した場合その他買付等が存しなくなった場合 
（ⅱ）当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買付者等による買付等が下記(３)

「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める要件のいずれにも該当しない場合 
（ｂ）独立委員会が本プランの不発動を勧告する場合 

独立委員会は、買付者等の買付等の内容の検討、買付者等との協議・交渉の結果、買付者等に

よる買付等が下記(４)「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める要件のいずれにも該当しな

いと判断した場合、又は当社取締役会が独立委員会の要求にかかわらず上記③(ａ)に規定する意

見又は独立委員会が要求する情報、資料等を所定期間内に提示しなかった場合には、独立委員会

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を実施しな

いことを勧告する。 
但し、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての不実施の勧告をした後でも、当該勧告

の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買付者等による買付等が下記(４)「本新株予約

権の無償割当ての要件」に定める要件のいずれかに該当すると判断するに至った場合には、本新

株予約権の無償割当ての実施を含む別個の判断を行い、これを当社取締役会に勧告することがで

きるものとする。 
（ｃ）独立委員会が独立委員会検討期間の延長を行う場合 

独立委員会が、当初の独立委員会検討期間終了時までに、本新株予約権の無償割当ての実施又

は不実施の勧告を行うに至らない場合には、独立委員会は、当該買付者等の買付内容の検討、当

該買付者等との協議・交渉、代替案の検討等に必要とされる範囲内で、独立委員会検討期間を延

長する旨の決議を行う（なお、当該期間延長後、更なる期間の延長を行う場合においても同様の

手続によるものとする。）。 
上記延長の決議により独立委員会検討期間が延長された場合、独立委員会は、引き続き、情報

収集、検討等を行うものとし、延長期間内に本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施の勧告

や代替案の提示等を行うよう 大限努めるものとする。 
 
⑤取締役会の決議 

当社取締役会は、独立委員会から上記勧告を受けた場合には、これを 大限尊重して速やかに、本

新株予約権無償割当ての実施又は不実施等（本新株予約権の無償割当ての中止及び本新株予約権の無

償取得を含む。）に関する会社法上の機関としての決議を行うものとする。 
当社取締役会は、上記取締役会決議を行った場合速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が
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適切と判断する事項について、情報開示を行う。 
 

（４）本新株予約権の無償割当ての要件 
買付者等による買付等が次のいずれかに該当する場合、上記(３)「本プランの発動に係る手続」⑤に記

載される当社取締役会の決議により、本新株予約権の無償割当てを実施することができるものとする。 
①上記(３)「本プランの発動に係る手続」②に定める情報提供及び独立委員会検討期間の確保その他

本プランに定める手続を遵守しない買付等である場合 
 
②次に掲げる行為その他これに類似する行為により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対す

る明白な侵害をもたらすおそれのある買付等である場合 
（ａ）株式等を買い占め、その株式等につき当社に対して高値で買取りを要求する行為 
（ｂ）当社の経営を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取得する等、当社の犠牲の下に

買付者等の利益を実現する経営を行うような行為 
（ｃ）当社の資産を買付者等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行為 
（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高額資産等を処分させ、そ

の処分利益をもって、一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の急上昇の機会を

狙って高値で売り抜ける行為 
 
③強圧的二段階買付（ 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株主に

対して不利に設定し、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をいう。）等株

主に株式の売却を事実上強要するおそれのある買付等である場合 
 
④当社に、当該買付等に対する代替案を提示するために合理的に必要な期間を与えることなく行われ

る買付等である場合 
 
⑤当社株主に対して、本必要情報その他買付等の内容を判断するために合理的に必要とされる情報を

十分に提供することなく行われる買付等である場合 
 
⑥買付等の条件（対価の種類・価額、買付等の時期、買付等の方法の適法性、買付等の実行の可能性、

買付等の後における当社の従業員、取引先、顧客その他の当社に係る利害関係者の処遇方針等を含

む。）が当社の本源的価値に鑑み不十分又は不適当な買付等である場合 
 
⑦買付者等による買付後の経営方針又は事業計画等の内容が不十分又は不適当であるため、当社の企

業価値を生み出す上で必要不可欠な当社の従業員、取引先、顧客等との関係を破壊し、当社の企業

価値ひいては株主共同の利益に反する重大なおそれをもたらす買付等である場合 
 
（５）本新株予約権の無償割当ての概要 

本プランに基づき実施する本新株予約権の無償割当ての概要は、次のとおりとする。 
①本新株予約権の数 

本新株予約権の無償割当ての取締役会決議（以下、「本新株予約権無償割当て決議」という。）にお

いて別途定める割当期日（以下、「割当期日」という。）における当社の 終の発行済株式総数（但し、

同時点において当社の有する当社株式の数を控除する。）を上限として、当社取締役会が別途定める個

数とする。 
 
②割当対象株主 

割当期日における当社の 終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された当社以外の株主に

対し、その保有する当社株式１株につき本新株予約権１個の割合で、本新株予約権を無償で割り当て

る。 
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③本新株予約権の無償割当ての効力発生日 
当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める日とする。 

 
④本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権１個当たりの目的である

株式の数（以下、「対象株式数」という。）は、別途調整がない限り１株とする。 
 
⑤本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される

財産の当社株式１株当たりの価額は、１円を下限とし当社株式１株の時価の２分の１の金額を上限と

する金額の範囲内で、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める価額とする。 
 
⑥本新株予約権の行使期間 

本新株予約権の無償割当ての効力発生日又は本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が

別途定める日を初日とし、１ヶ月間から２ヶ月間までの範囲で、当社取締役会が本新株予約権無償割

当て決議において別途定める期間とする。但し、下記⑨(ｂ)に基づき当社による本新株予約権の取得

がなされる場合、当該取得に係る本新株予約権についての行使期間は、当該取得日の前営業日までと

する。また、行使期間の 終日が行使に際して払い込まれる金銭の払込みの取扱場所の休業日にあた

るときは、その翌営業日を 終日とする。 
 
⑦本新株予約権の行使条件 

(ａ)特定大量保有者9、(ｂ)特定大量保有者の共同保有者、(ｃ)特定大量買付者10、(ｄ)特定大量買付者

の特別関係者、若しくは、(ｅ)上記(ａ)乃至(ｄ)に該当する者から本新株予約権を当社取締役会の承認

を得ることなく譲り受けもしくは承継した者、又は、(ｆ)上記(ａ)乃至(ｅ)記載の者の関連者11（以下、

(ａ)乃至(ｆ)に該当する者を「特定買付者等」と総称します。）は、原則として本新株予約権を行使す

ることができないものとする。また、外国の適用法令上、本新株予約権の行使にあたり所定の手続が

必要とされる非居住者も、原則として本新株予約権を行使することができないものとする（但し、非

居住者のうち当該外国の適用法令上適用除外規定が利用できる等の一定の者は行使することができる

ほか、非居住者の本新株予約権も下記⑨項のとおり、当社による当社株式を対価とする取得の対象と

なる。）。 
 
⑧本新株予約権の譲渡 
本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ものとする。 

 
⑨当社による本新株予約権の取得 
（ａ）当社は、本新株予約権の行使期間の初日の前日までの間いつでも、当社が本新株予約権を取得

することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別に定める日の到来

をもって、全ての本新株予約権を無償で取得することができるものとする。 

                                                  
9 「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％以上となると当社取締

役会が認めた者をいう。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又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本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所定の者は、特定大量保有者に該当しな

いものとする。以下同じとする。 
10 「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（証券取引法第 27 条の 2 第 1 項に定義される。以下、

本脚注 10 において同じとする。）の買付け等（同法第 27 の 2 第 1 項に定義される。以下本脚注 10 において同じとする。）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（これに準ずるものとして証券取引法施行令第 7 条第 1 項に定める場合

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所有割合と合計して 20％以上となると当社取締役会が認め

た者をいう。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又は株主共同の利益に反しないと当社取締役会が

認めた者その他本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所定の者は、特定大量買付者に該当しないものとす

る。以下同じとする。 
11 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として当社取締役

会が認めた者、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者をいう。「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業

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 項に定義される。）をいう。 
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（ｂ）当社は、当社取締役会が別に定める日の到来をもって、特定買付者等以外の者が有する本新株

予約権のうち当該日の前営業日までに未行使の本新株予約権の全てを取得し、これと引換えに、

本新株予約権１個につき対象株式数の当社株式を交付することができる。当社はかかる本新株

予約権の取得を複数回行うことができるものとする。 
 

（６）その他 
上記に定めるほか、本プランの詳細は、別途当社取締役会が本プランの導入を決定する決議において

定めるものとする。 
 

（７）本基本方針の有効期間 
本基本方針の有効期間は、本株主総会の終結の時から平成 22 年３月期の事業年度に関する定時株主総

会の終結の時までとする。 
 

（８）本基本方針の廃止及び修正・変更等 
有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本基本方針を変更又は廃止する旨の決議が行

われた場合には、本基本方針は当該決議に従いその時点で変更又は廃止される。この場合、本プランは、

速やかに、変更後の基本方針に従うよう変更され、又は廃止されるものとする。 
 
４．本基本方針の合理性 

（１）買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること 
本基本方針は、経済産業省及び法務省が平成 17 年 5 月 27 日に発表した「企業価値・株主共同の利益

の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・

向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則）を完全に充足しています。また、株

式会社ジャスダック証券取引所が平成 18 年３月 31 日に発表した「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」に合致している等、株主の皆様のために合理的

に機能するような設計がなされています。 
 
（２）株主共同の利益の確保・向上の目的をもって決定されていること 

本基本方針は、上記１．(３)「定款変更及び本基本方針策定の目的」にて記載したとおり、当社株式に

対する買付等がなされた際に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取

締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために買付者等と交渉

を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させる

という目的をもって決定されるものです。 
 
（３）株主意思を重視するものであること 

本基本方針は、上記１．(３)「定款変更及び本基本方針策定の目的」にて記載したとおり、本株主総会

において承認可決の決議がなされることにより決定されます。また、上記３．(８)「本基本方針の廃止及

び修正・変更等」にて記載したとおり、有効期間の満了前であっても、株主総会において本基本方針を

廃止する旨の決議が行われた場合には、本基本方針は当該決議に従いその時点で変更又は廃止されるこ

とになり、この場合、本プランは、速やかに、変更後の基本方針に従うよう変更され、又は廃止される

ため、本プランの消長には、株主の皆様のご意向が反映されることとなっております。 
 
（４）独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 

本基本方針では、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために本プランの発動等の運用

に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として、独立委員会を設置するとされております。 
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、(ⅰ)当社社外取締役、(ⅱ)当社社外監

査役、又は(ⅲ)社外の有識者のいずれかに該当する委員３名以上により構成されます。 
当社株式に対して買付等がなされた場合には、上記３．(３)「本プランの発動に係る手続」にて記載し
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たとおり、独立委員会が、独立委員会規則に従い、当該買付等が当社の企業価値・株主共同の利益を毀

損するか否か等の実質的な判断を行い、当社取締役会はその判断を 大限尊重して会社法上の機関とし

ての決議を行うこととします。 
このように、独立委員会によって、当社取締役会が恣意的に本プランの発動等の運用を行うことのな

いよう、厳しく監視するとともに、同委員会の判断の概要については株主の皆様に情報開示をすること

とされており、当社の企業価値・株主共同の利益に適うように本プランの透明な運営が行われる仕組み

が確保されています。なお、本基本方針が本株主総会において承認され、本プランの導入が当社取締役

会で決議された場合、本プランの導入当初に就任する予定の独立委員会の委員の氏名及び略歴は、別紙

のとおりです。 
 
（５）合理的な客観的発動要件の設定 

本基本方針では、上記３．(３)「本プランの発動に係る手続」④及び３．(４)「本新株予約権の無償割

当ての要件」にて記載したとおり、予め定められた合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ発

動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保し

ているものといえます。 
 
（６）第三者専門家の意見の取得 

本基本方針では、上記３．(３)「本プランの発動に係る手続」③にて記載したとおり、買付者等が出現

すると、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、公認会計

士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助言を得ることができることとされていま

す。これにより、独立委員会による判断の公正さ・客観性がより強く担保される仕組みとなっています。 
 
（７）デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと 

本基本方針では、上記３．(８)「本基本方針の廃止及び修正・変更等」にて記載したとおり、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、当社の株券等を大量に買い付けた者が、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。 
従って、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替させてもなお、

発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。 
また、当社は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

もありません。 
 
５．株主の皆様への影響 

（１）本プランの導入時に株主の皆様に与える影響 
本プランの導入時点においては、本新株予約権の無償割当て自体は行われませんので、株主及び投資

家の皆様の権利・利益に直接具体的な影響が生じることはありません。 
 
（２）本新株予約権の無償割当てにより株主の皆様に与える影響等 

①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、本新株予約権無償割当て決議を行った場合には、当社は、当該決議におい

て割当期日を定め、これを公告いたします。この場合、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の皆様（以下、「割当対象株主」といいます。）に対し、その保有す

る当社株式１株につき本新株予約権１個の割合で、本新株予約権が無償にて割り当てられます。従い

まして、株主の皆様におかれては、割当期日に間に合うよう、速やかに株式の名義書換手続を行って

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。）。なお、割当対象株主の皆様は、当該本新株予約権の無償割当ての効力発生日におい

て、当然に本新株予約権に係る新株予約権者となるため、申込の手続等は不要です。 
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なお、一旦本新株予約権無償割当て決議がなされた場合であっても、当社は、上記３．(３)「本プ

ランの発動に係る手続」④(ａ)に記載した独立委員会の勧告を 大限尊重して、本新株予約権の無償

割当ての効力発生日までに、本新株予約権の無償割当てを中止し、又は本新株予約権の無償割当ての

効力発生日後本新株予約権の行使期間の初日の前日までに本新株予約権を無償にて取得する場合があ

ります。これらの場合には、１株あたりの株式の価値の希釈化は生じませんので、1 株あたりの株式

の価値の希釈化が生じることを前提にして売付等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。 

 
②本新株予約権の行使の手続 

当社は、割当対象株主の皆様に対し、原則として、本新株予約権の行使請求書（行使に係る本新株

予約権の内容及び数、本新株予約権を行使する日等の必要事項、並びに株主ご自身が本新株予約権の

行使条件を充足すること等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書

式によるものとします。）その他本新株予約権の行使に必要な書類を送付いたします。本新株予約権の

無償割当て後、株主の皆様においては、本新株予約権の行使期間内に、これらの必要書類を提出した

上、本新株予約権１個当たり 1 円を下限とし、当社株式１株の時価の２分の１の金額を上限とする金

額の範囲内で当社取締役会が本新株予約権無償割当て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むことにより、1 個の本新株予約権につき、原則として 1 株の当社株式が発行

されることになります。 
仮に、株主の皆様が、こうした本新株予約権の行使及び行使価額相当の金銭の払込を行わなければ、

他の株主の皆様による本新株予約権の行使により、その保有する当社株式が希釈化することになりま

す。 
但し、当社は、下記③に記載するところに従って特定買付者等以外の株主の皆様から本新株予約権

を取得し、それと引換えに当社株式を交付することがあります。当社がかかる取得の手続を取った場

合、特定買付者等以外の株主の皆様は、本新株予約権の行使及び行使価額相当の金銭の払込をせずに

当社株式を受領することとなり、その保有する当社株式の希釈化は原則として生じません。 
 
③当社による本新株予約権の取得の手続 

当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法定の手続に従い、当社取

締役会が別に定める日において、特定買付者等以外の株主の皆様から本新株予約権を取得し、これと

引換えに当社株式をかかる株主の皆様に交付することがあります。この場合、かかる株主の皆様は、

行使価額相当の金銭を払い込むことなく、当社による当該本新株予約権の取得の対価として、1 個の

本新株予約権につき原則として 1 株の当社株式を受領することになります。なお、この場合、かかる

株主の皆様には、別途、ご自身が特定買付者等でないこと等についての表明保証条項、補償条項その

他の誓約文言を含む当社所定の書式による誓約書をご提出いただくことがあります。 
 

以 上 
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（別添資料１） 
 
 

当社の株式の状況（平成 19 年３月 31 日現在） 

 

 

１．発行可能株式数：1,752,000 株 

 

２．発行済株式総数：515,650 株 

 

３．大株主の状況 

指名又は名称 所有株式数（株） 出資比率（％） 

村 山  拓 蔵 188,172 36.5

モルガン・スタンレーアンドカンパニーインク 11,109 2.2

株式会社光通信 10,313 2.0

齋 藤  真 織 8,000 1.6

オリックス株式会社 7,800 1.5

岩 崎  泰 次 6,499 1.3

バンクオブニユーヨークジーシーエムクライアントアカ

ウンツイーアイエスジー 
5,808 1.1

ゴールドマン・サックス・インターナショナル 4,547 0.9

日本証券金融株式会社 4,438 0.9

大和証券株式会社 4,114 0.8

計 250,800 48.6
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（別添資料２） 
 

独立委員会規則の概要 
 
 
・当社取締役会の決議により、独立委員会を設置する。 
・独立委員会委員は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、(i)当社社外取締役、(ii)当社社外監

査役、又は(iii)社外の有識者のいずれかに該当する者の中から、当社取締役会が選任する。但し、社外の

有識者は、次の条件を全て満たしていることを要する。 
① 実績ある会社経営者、官庁出身者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士もしくは学識

経験者又はこれらに準ずる者であること。 
② 別途当社取締役会が指定する内容の契約書（当該有識者の当社に対する善管注意義務の規定等を含

む。）を当社との間で締結した者であること。 
・独立委員会委員の任期は、本定時時株主総会終結後３年以内に終了する事業年度のうち 終のものに関

する定時株主総会の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

の限りでない。また、社外取締役又は社外監査役であった独立委員会委員が、取締役又は監査役でなく

なった場合（但し、再任された場合を除く。）には、独立委員会委員としての任期も同時に終了するもの

とする。 
・独立委員会は、以下の各号に記載される事項（以下「独立委員会決定事項」という。）について決定を行

い、その決定の内容を、その理由を付して当社取締役会に対して勧告するものとする。独立委員会委員

は、かかる決定にあたっては、当社の利益に資するか否かの観点から判断を行うことを要し、専ら自己

又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。 
① 本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施 
② 本新株予約権の無償割当ての中止又は本新株予約権の無償取得 
③ その他当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が独立委員会に諮問した事項 

・上記に定めるところに加え、独立委員会は、以下の各号に記載される事項を行う。 
① 当該買付等が本プランの発動の対象となるかどうかの判断 
② 買付者等及び当社取締役会が独立委員会に提供すべき情報及びその回答期限の決定 
③ 独立委員会検討期間の設定及び延長 
④ 買付者等の買付等の内容の精査・検討 
⑤ 当社取締役会を通じた買付者等との交渉・協議 
⑥ 代替案の提出の要求・代替案の検討・提示 
⑦ 本プランの修正又は変更に係る承認 
⑧ その他本プランにおいて独立委員会が行うことができると定められた事項 
⑨ 当社取締役会が別途独立委員会が行うことができるものと定めた事項 

・独立委員会は、買付説明書の記載内容が本必要情報として不十分であると判断した場合には、買付者等

に対し、適宜回答期限を定めた上、自ら又は当社取締役会等を通じて本必要情報を追加的に提出するよ

う求める。また、買付者等から買付説明書及び独立委員会から追加提出を求められた本必要情報（もし

あれば）が提出された場合、当社の取締役会に対しても、独立委員会が合理的と認める期間内（原則と

して 60 日以内とする。）に買付者等の買付等の内容に対する意見及びその根拠資料、代替案その他独立

委員会が適宜必要と認める情報・資料等を速やかに提示するよう要求することができる。 
・独立委員会は、必要があれば、当社取締役会等を通じて、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向

上という観点から買付者等の買付等の内容を改善させるために、買付者等と協議・交渉を行うものとし、
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また、株主に対して代替案の提示を行うものとする。 
・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、公認会計士、弁護

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ほか、かかる第三者を独立委員

会に出席させ、発言を求めることができる。 
・独立委員会は、買付者等から買付説明書が提出された事実とその概要、及び本必要情報の概要その他の

情報のうち独立委員会が適切と判断する事項について、独立委員会が適切と判断する時点で情報開示を

行うものとする。 
・独立委員会委員は、委員毎にそれぞれ独立委員会における議決権１個を有するものとし、独立委員会の

決議は、独立委員会委員の全員が出席（会議電話及びテレビ電話による出席を含む。）し、その議決権の

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ときは、独立委員会委員の過半数が出席し、

その議決権の過半数をもってこれを行うことができる。また、この決議において、議案に関し特別な利

害関係を有する独立委員会委員は、決議に参加できず、また、その数は定足数より控除されるものとす

る。 
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（別添資料３） 
 

独立委員会委員の氏名および略歴 
 
 
本プランの導入当初の独立委員会の委員は、以下の３名を予定しております。 
  
（社外監査役） 
浜辺 陽一郎（1961 年８月生） 

【略歴】 

 1987 年４月  第二東京弁護士会 弁護士登録 

1987 年４月  牛島法律事務所 勤務 

1992 年１１月  増田・舟井・アイファート＆ミッチェル法律事務所 勤務 

 1995 年１月  米国ニューヨーク州 弁護士登録 

1995 年５月  高石法律事務所 勤務 

 1997 年１０月  島崎法律事務所 所属 

 2000 年７月  濱田松本法律事務所（パートナー） 

 2002 年１２月  森・濱田松本法律事務所（パートナー） 

 2004 年４月  早稲田大学大学院法務研究科（法科大学院）教授（現任） 

 2004 年６月  当社監査役（現任） 

2006 年１１月  弁護士法人 早稲田大学リーガル・クリニック 所属（現任） 
 
 
（社外監査役） 
 村重 嘉文（1944 年４月生） 
【略歴】 

1968 年４月  株式会社埼玉銀行入行（現 株式会社埼玉りそな銀行） 

 1996 年６月  株式会社あさひ銀行取締役（現 株式会社りそな銀行） 

 2003 年４月  株式会社りそな総合研究所 代表取締役副社長 

 2003 年１０月  財団法人埼玉りそな産業協力財団 副理事長 

 2004 年６月  トーヨーカネツ株式会社 社外監査役（現任） 

 2006 年６月  当社監査役（現任） 
 
 
（社外有識者） 
佐藤 明夫（1966 年２月生） 

【略歴】 
 1997 年４月  第二東京弁護士会 弁護士登録 
 2003 年３月  佐藤総合法律事務所 開設   
 2005 年４月  駿河台大学大学院法務研究科（法科大学院）兼任講師（現任） 
 2005 年６月  株式会社アミューズ 社外監査役（現任） 

2006 年12月  株式会社日興コーディアルグループ特別調査委員会 委員 
2007 年１月  ジャスダック証券取引所 コンプライアンス委員会 委員長（現任） 
2007 年３月  ＧＭＯホスティング＆セキュリティ株式会社 社外監査役（現任） 
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（別添資料４） 
 

当社株式の大量買付行為への対応方針（買収防衛策）フローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）本資料は本プランの概要を記載するものです。内容詳細は必ず本文をご参照下さい。 

以上 

 

①買付者：買付者がテレウェイヴ株式の保有割合を 20％以上の保有を目的とした当社株式の買付提案お

よび買付行為 

②取締役会：取締役会で友好的と判断されない場合は、当社より買付者に対してテレウェイヴ株式を保有

する目的等の情報提供や買付する説明「買付説明書」の提出を要請 

③買付者：買付者が当社大量買付者の対応方針

を遵守し、適切な情報を提供した場

合 

⑤取締役会：買付者より提供された情報を取締

役会にて内容を精査、代替案等を検

討します。取締役会で審議したこと

を独立委員会に報告 

 

⑥独立委員会：独立委員会にて買付者からの提

供情報、テレウェイヴ取締役会の

見解等々を検討し、当該買収が当

社の企業価値・株主共同の利益の

確保・向上に資するか否か等を審

議し、防衛策の発動・不発動等の

検討をし、取締役会へ勧告 

      （審議期間原則 60 日） 

④買付者：買付者が大量買付者の対応方針を遵

守しない場合 

⑦取締役会：取締役会にて独立委員会の勧告を

十分に加味し、新株予約権の無償割

当ての不実施を決議 

⑨取締役会：取締役会にて独立委員会の勧告

を十分に加味し、本新株予約権の

無償割当ての実施を決議 

⑧独立委員会：買付者が、当社の大量買付者の

対応ルールを遵守しない場合は、

独立委員会より、防衛策の発動の

旨、取締役会へ勧告 


