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イオン株式会社による公開買付けの賛同に関するお知らせ 

 

当社は、平成 18 年 1 月 30 日開催の取締役会において、イオン株式会社（以下、「イオン」

といいます）による当社株式の公開買付け（以下、「本公開買付け」といいます）について

賛同の意見を表明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。 

 

記 

 

１．公開買付者の概要 

 （１）商 号 イオン株式会社 

 （２）主な事業内容 総合小売事業、専門店事業、ディベロッパー事業、サービス事

業 

 （３）設 立 年 月 日 大正 15 年 9 月 21 日 

 （４）本 店 所 在 地 千葉県美浜区中瀬一丁目 5番地 1 

 （５）代 表 者 取締役兼代表執行役社長 岡田 元也 

 （６）資 本 の 額 101,798 百万円【平成 18 年 1 月 20 日現在】 

 （７）大株主構成及び持株比率 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 8.84％ 

【平成 17年 8月 20日現在】  日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）5.15％ 

   株式会社みずほコーポレート銀行   3.30％ 

   財団法人岡田文化財団    2.77％ 

   財団法人イオン環境財団    2.71％  

 （８）当社との関係  

資本関係 本日現在、イオンは当社株式を 100 株所有しています。 

人的関係 当社とイオンとの間に人的関係はありません。 

取引関係 当社とイオンとの間に取引関係はありません。 



 

 

２．本公開買付けに関する意見の内容及び理由 

 当社は、本公開買付け（以下、「イオン公開買付け」といいます。）に賛同する旨の意見を

表明いたします。 

 

（1）イオン公開買付けの賛同に至る経緯 

平成18年1月16日、株式会社ドン・キホーテ（以下「ドン・キホーテ」といいます。）

は、当社に事前の連絡・相談をすることなく一方的に当社株券に係る公開買付け（以下「

ドン・キホーテ公開買付け」といいます。）を開始しました。これを受け、当社は、ド

ン・キホーテ公開買付けが当社企業価値及び株主共同の利益に及ぼす影響について、検討

を開始するとともに、これに対する助言を得るために、第三者機関である野村證券株式会

社を当社のフィナンシャル・アドバイザーとして起用いたしました 。 

この検討の結果、当社は、ドン・キホーテ公開買付けは、当社を独立事業体として運営

していく場合に比べ、ドン・キホーテ以外の残存株主を含めた株主共同の利益を損なう危

険が存すると判断し、平成18年1月23日、ドン・キホーテ公開買付けに反対する旨の意見

を表明いたしました。また、かかる検討に一層の慎重を期すため、当社は、ドン・キホー

テに対し、同日付で要望書を送付し、株主の皆様の利益にとって重要な質問事項に対する

回答と買付期間の延長を要請いたしました。なお、ドン・キホーテは、平成18年1月27日

付回答書（以下「ドン・キホーテ回答書」といいます。）において、当社の質問事項に対

して一応の回答を行ったものの、買付期間の延長要請については拒絶しました。 

上記のとおり、ドン・キホーテ公開買付けが当社の企業価値・株主共同の利益に反する

危険が存することに加え、当社の従業員の間で不安・動揺が日に日に増加していく中、当

社は、ドン・キホーテ公開買付けに代わる他の選択肢を株主の皆様に提示することが必要

であると判断いたしました。そのため、当社は、イオンに対し、当社株券に係る公開買付

けと当社との業務提携の可能性につき打診を行い、協議を開始いたしました。 

当社は、イオンとの協議の過程で、当社がドン・キホーテに対して提供を依頼した情報

とほぼ同様の情報の提供を要請いたしました。これに対しイオンからは、必要な情報の開

示がなされるとともに、短期間のうちにも誠意ある対応がなされ、それを踏まえて、当社

は、イオン公開買付けの条件・内容、イオンとの提携により当社に生じるシナジー効果、

イオン公開買付けが当社企業価値の源泉ともいうべき従業員、お客様等に与える影響等に

つき、慎重に検討を行いました。また、上記のドン・キホーテ回答書の内容を精査し、ド

ン・キホーテ公開買付けの条件・内容等に関しても、再度慎重に比較検討いたしました。

その結果、イオンが公開買付けを通じて当社株式を取得し、当社との業務提携を行うこと

は、次項に述べる理由により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上に寄与する

ところが大きく、特に、イオン公開買付けのドン・キホーテ公開買付けに対する優位性は

明白であることから、当社は、イオン公開買付けは、株主の皆様にとって極めて有意義な



 

選択肢を提供するものと判断し、イオン公開買付けに賛同することといたしました。 

 

（2）イオン公開買付けに賛同する理由 

 

①イオン公開買付けの条件・内容について 

 

・買付価格の優位性 

 イオン公開買付けの1株あたりの買付価格は3,100円であり、ドン・キホーテ公開買

付けによる1株あたり買付価格の2,800円を大きく上回っております。 

イオン公開買付けにおける買付価格3,100円は、当社の普通株式の過去3ヶ月間（平

成17年10月28日から平成18年1月27日まで）の東京証券取引所における終値の平均

（2,112円）に約46.8％のプレミアムを加えた価格であり、ドン・キホーテ公開買付

け（2,800円）における買付価格より約10.7％高い買付価格です。 

 

・買付株数に上限が設定されていないこと 

イオン公開買付けは、買付ける応募株券の数に上限が設定されていない全部買付け

です。すなわち、イオン公開買付けにおいては、当社発行済株式総数の50.1%を超え

る株券の応募がなされた場合には、その応募株券の全部について買付けを行うとされ

ているため、株主の皆様が応募した全ての株券を売却することが可能です。 

これに対し、ドン・キホーテ公開買付けは、当社の発行済株式総数の約20％に過ぎ

ない3,580,900株が買付予定株式数の上限とされており、それを超える応募があった

場合にはあん分比例方式により決済されるため、各株主において売却できない株券

（手残り株）が生じることとなります。具体的には、仮に株主の皆様全員がドン・キ

ホーテ公開買付けに全ての株券を応募された場合には、株主の皆様が応募された株券

の約7分の2のみについて買付けが行われるに過ぎず、株主の皆様の手元には残りの約

7分の5もの株券が残ってしまうことになります。 

すなわち、イオン公開買付けは、当社株主の皆様が合計で50%を超える株券の応募を

してくださる限り、その売却を希望する数だけ当社株式を確実に売却できることが保

証されている点において、株主の皆様にとって有利なものです。なお、イオン公開買付

けが成立した場合、当社の株券は東京証券取引所の株券上場廃止基準に従い上場廃止と

なる可能性がございます。 

 

②イオンとの間のシナジー効果について 

当社は、イオン公開買付けが完了した後、イオンとの間で包括的な業務提携を行う

ことを予定しております。イオンがドン・キホーテ公開買付けよりも高い買付価格

で当社株式全部を取得する全部買付けを提案している理由は、まさに、当社がイオ



 

ンと協業する方が当社がドン・キホーテと協業するよりも高いシナジー効果が見込

まれ、そのシナジーの一部を買付価格に反映して、当社株主の皆様にも分配している

からであると考えられます。 

 

・店舗展開の優位性 

当社は、イオングループの一員となることにより、より効率的かつ迅速な出店を可

能とし、出店数の増加を加速させることができます。 

イオングループは、442店舗の総合スーパー、688店舗のスーパーマーケット及び

1,673店舗（国内店舗数、含むFC）のコンビニエンスストアを全国の都市・郊外に展

開する、日本を代表する総合小売業者です（各店舗数のうち、総合スーパー、スーパ

ーマーケットは平成17年8月20日現在、コンビニエンスストアは平成17年8月31日現

在）。 

これに対し、ドン・キホーテ回答書によれば、ドン・キホーテグループが展開する

店舗数は、116店舗（平成18年1月27日現在）にすぎません。 

このように、イオンは、ドン・キホーテよりも圧倒的多数かつ広範囲に店舗を展開

しているため、当社としては、イオンの既存店舗内にその既存の惣菜販売部門と連携

しながら当社ブランドで出店をすることにより、より効率的かつ迅速な出店が可能と

なり、当社の出店目標である1,000店舗の実現を前倒しで達成できる可能性も大いに

あると考えております。 

 

・集客力及び顧客層の優位性 

当社は、イオン店舗内に当社ブランドで出店することを検討しておりますが、これ

により、当社店舗の集客力が増加し、顧客層が拡大することが期待できます。 

この点、当社がドン・キホーテの展開するピカソ店に出店した当社店舗においては、

必ずしもピカソの集客力が当社の売上高増加に結びついておりません。その理由は、

ドン・キホーテグループの店舗を訪れるお客様は「アミューズメント」や「格安生活

雑貨品の購入」などを主目的としており、当社の商品を購入する意欲が必ずしも高く

ないことに起因するものと思われます。 

これに対し、イオングループの店舗に来店するお客様は、日用品・食料品等の購入

を主目的としており、弁当や惣菜の購入はその主目的の一部を構成します。従って、

イオンの絶大な集客力や広範な顧客層が当社の顧客数や顧客層の増加に繋がること

が期待できます。 

 

・事業の効率性及び利益性の向上面における優位性 

当社がイオングループの一員となることにより、事業の効率性及び利益性が向上す

ることも見込まれます。 



 

イオングループが「食」に関して培ってきた経営資源及びノウハウ等を、当社独自

の経営資源やノウハウと融合させることにより、強い顧客誘引力を創出し、利益性の

高い店舗展開が可能となります。また、イオングループにおける同種事業を当社の事

業と統合することにより、当社事業の効率化を向上させることも可能となります。 

これに対し、ドン・キホーテ回答書によれば、ドン・キホーテにおいて食品事業の

経営資源やノウハウは特段存しないばかりか、ドン・キホーテと当社との間のコスト

面でシナジー効果は、「出店に要する初期投資」や「レジスターの共通化による待機

コストなどの運営費用の削減」、販管費の削減等にとどまっております。しかしなが

ら、実際に当社がドン・キホーテグループのピカソ店に出店した際に要した初期コス

トは、当社の通常の店舗における初期コストを上回っていたことなどを踏まえると、

ドン・キホーテの主張するメリットが本当に存在するかは甚だ疑問です。 

 

・資金調達コスト及び仕入コスト面における優位性 

当社がイオングループの一員となることにより、当社の将来の資金調達コスト及び

仕入コスト等を削減することが期待できます。 

すなわち、イオングループの信用力に基づく資金調達コストの削減、また、食材の

共同購入及び共同配送並びに電子ネットワークシステムの共用等により、イオングル

ープの非常に大きなスケール・メリットを当社も享受することができ、仕入コストを

大幅に削減することが期待できます。 

これに対し、ドン・キホーテ回答書においては、当社がドン・キホーテの支配下に

入ることにより、当社にどのような資金調達上のメリットが存するのか明確にされて

はおりません。また、同回答書においては、ドン・キホーテが当社と仕入面でシナジ

ー効果を発揮できる分野としては、ペットボトル・缶類の飲料とドライフーズ類程度

しか存しない旨が記載されております。 

 

・ネットワーク面における優位性 

イオンの業務提携先である食品小売業者とのネットワークを利用することにより、

当社の将来における事業機会の拡大も見込まれます。 

これに対し、ドン・キホーテ回答書においては、「決して大手企業にも見劣りするも

のではない」「全国規模のネットワークの存在」が主張されているものの、その具体

的内容や実態については一切説明がなされておりません。 

 

・小括 

上記のとおり、当社としては、当社がドン・キホーテの支配下に入った場合に当社

の企業価値が毀損される可能性があることとは対照的に、当社がイオングループの一

員として事業を発展・展開することは高いシナジー効果を生み、当社の企業価値の向



 

上に大きく寄与するものと判断いたしました。 

 

③イオンとの親和性について 

当社は、以下のとおり、企業理念や企業文化、また当社を取り巻く様々な利害関係

者の利益等に鑑み、イオンとの間に高い親和性を有しております。このような当社と

親和性の高いイオンによる公開買付けが成立し、両社間で業務提携を行っていくこと

は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものです。 

 

・企業理念・企業文化 

当社の企業理念は、地域に根ざして健康の礎となる安心・安全な「食」を提供する

ことにより、真に社会貢献を目指すところにあります。この点、イオンも、「食品」

を販売する小売事業者として、①｢すべてはお客様のために｣の視点で行動すること、

②お客様の日々の暮らしに密着した｢安全・安心・信頼｣を提供すること、③よき企業

市民として、社会貢献活動を積極的に推進することを行動規範としており、当社の企

業理念に合致しております。このように両社が、共通する理念に根ざした、親和性の

高い企業であることから、今後両社間で行われる事業提携は、円滑な融合を実現し、

ひいては当社の企業価値の最大化に資するものであると考えております。 

 

・従業員及び労働組合の意向 

当社の営む事業は、労働集約型事業であり、当社の企業価値の多くは、従業員の「

やる気」に大きく依存しております。当社の従業員が、誇りと夢を持って当社の業務

にまい進する環境をいち早く回復することが、当社の企業価値を確保するためには

必要不可欠であると考えております。 

この点、イオンにおける従業員の処遇に対する考え方や教育体制は、当社のものと

類似するか、ないしはこれを上回るものであり、当社がイオングループの一員とな

った場合には、従業員はスムーズに順応し、再び「やる気」をもって職務を遂行する

ことができるものと考えております。現に、当社の労働組合は、平成18年1月30日付

で、イオン公開買付けに賛同する旨の決議をしております。 

 

・当社顧客の利益 

ドン・キホーテ公開買付け開始以降、当社には、当社のお客様より、これに反対す

る多くの意見が寄せられております。その主な理由は、安心・安全な食を届けると

いう当社の事業の基礎が根本から崩れるのではないかという点にあります。当社の

企業価値を持続的かつ安定的に向上させていくためには、単に短期的な営利のみを

追求するのではなく、一人一人のお客様に満足してもらえる商品を地域に届け続け

ることにより、その信頼を獲得していくことが必要不可欠であり、ドン・キホーテ



 

においてこの点についての配慮が存するかは明らかではありません。 

 

④ドン・キホーテ公開買付けが当社企業価値を毀損する危険性について 

株主の皆様がドン・キホーテ公開買付けに応募されることにより、当社がドン・キ

ホーテの支配下に入った場合には、当社の企業価値は毀損され、当社が単独で事業を行

っていく場合の企業価値を下回る危険があります。加えて、ドン・キホーテをパートナ

ーとするビジネス展開は、物件オーナーの理解を得にくいなど当社の単独出店の場合に

比べ出店に伴う障害がより大きいこと、店舗の衛生面・安全面や商品の品質確保やこれ

らに対するお客様・取引先の信頼等の点において、克服すべき課題が多数存すること等、

当社単独での事業運営より多くの負担を伴い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益

を害する危険が存すると考えております。 

仮にドン・キホーテ公開買付けの買付予定総数の買付けが全て実行されたとしても、

ドン・キホーテとその特別関係者の株券等所有割合は、約51％にとどまり、それ以外の

約半数の既存株主は、本公開買付け後も当社株式を所有しつづけることになるところ、

ドン・キホーテ公開買付けの結果ドン・キホーテが当社を支配した場合には、当社の企

業価値は毀損され、当社の残存株主の皆様の利益が害される危険性が存すると考えられ

ます。 

なお、当社は、ドン・キホーテに対して送付した要望書において、ドン・キホーテと

一般株主との間の利益相反を回避するための具体的方策に対して質問したものの、ド

ン・キホーテ回答書においては、これを回避するための具体的方策については何ら記載

されておりません。 

 

⑤まとめ 

以上のとおり、イオン公開買付けは、その条件・内容の点において、ドン・キホーテ

公開買付けよりも明らかに優れております。このようなイオン公開買付けの優位性は、

当社がイオングループの一員となることにより様々なシナジーを実現することが期待

できること、当社とイオンとの間には親和性が高いことなどに起因します。 

これに対し、ドン・キホーテグループがドン・キホーテ公開買付けを通じて当社の約

51%の株式を取得した場合には、約半数の残存株主を含む株主の共同の利益が害される

危険がございます。 

従って、当社は、ドン・キホーテ公開買付けに反対し、イオン公開買付けに賛同する

ことといたしました。株主の皆様におかれては、イオン公開買付けに応募して頂くとも

に、ドン・キホーテ公開買付けには応募なさらないようお願い申し上げます。 

 



 

（ご参考）本公開買付けの概要 
（１）買付けを行う株券等の種類  普通株式 

（２）公開買付期間 

平成 18 年 1 月 31 日（火曜日）～ 平成 18 年 3 月 1 日（水曜日）までの 30 日間 

（３）買付価格   1 株につき、3,100 円 

（４）買付価格の算定の基礎 

株式会社東京証券取引所市場第二部における当社普通株式の過去 3ヶ月間（平成 17

年 10 月 28 日から平成 18 年 1 月 27 日まで）の終値平均に約 46.8％のプレミアムを

加えた金額としました。 

（５）買付予定株式数  8,900,000 株 

（注1） 応募株券の総数が買付予定株式数（8,900,000 株）に満たない場合は、応

募株券の全部の買付けを行いません。応募株券の総数が買付予定株式数

（8,900,000 株）を超える場合は、応募株券の全部の買付けを行います。 

（注2） 本公開買付けを通じて、当社の所有する自己株式を取得する予定はありま

せん。公開買付期間中に当社のストックオプションに係る新株予約権が行

使される可能性があり、当該行使により発行又は移転される当社株式も本

公開買付けの対象となります。 

（注3） 単元未満株式についても、本公開買付けの対象となります。 

（６）公開買付けによる所有株式数の異動 

買付前所有株式数              100 株 （所有比率  0.00％） 

買付後所有株式数  8,900,100 株 （所有比率 50.01％） 

（注1） 買付後所有株式数は、買付予定株式数（8,900,000 株）を買付けた場合の

株式数です。 

（注2） 応募株券の総数が買付予定株式数を超えたときは、応募株券の全部の買付

けを行いますので、本公開買付後の所有比率は最大 100.00％となります。 

（注3） 所有比率は、当社の平成 17 年９月 30 日現在の発行済株式総数 17,660,144

株から当社の保有する自己株式 31,700 株を控除し、当社のストックオプ

ションに係る新株予約権の行使により発行または移転される可能性のあ

る当社株式の最大数（169,500 株）を加えた 17,797,944 株を基準に算出し、

小数点以下３桁を四捨五入しています。 

（７）公開買付開始公告日 平成 18 年 1 月 31 日（火曜日） 

（８）公開買付代理人  みずほ証券株式会社、新光証券株式会社 

（注） みずほ証券株式会社は、証券取引法に定義されている「適格機関投資家」

のみの応募を取り扱います。 

 

以上 


