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Jones Apparel Group, Inc.（米国）に対する Barneys New York, Inc.買収提案書提出のお知らせ 

 

 

  当社は、米国を代表する高級百貨店「Barneys New York（バーニーズ ニューヨーク）」を展開する Barneys 
New York, Inc.（以下「バーニーズ ニューヨーク社」）の株式を 100％保有する米国衣料品メーカーの Jones 
Apparel Group, Inc.（以下「ジョーンズ社」、ニューヨーク証券取引所上場[証券コード：JNY]）に対し、    

バーニーズ ニューヨーク社の 100％株式を 9億米ドル（約 1,100 億円）にて取得する旨の友好的な買収提案書

を、平成 19 年 7 月 2 日付で提出したことをお知らせいたします。なお、ジョーンズ社の取締役会は、この買

収提案書に対して、真摯に検討することを決定しております。 

 

 

【本提案の背景】 

 平成 19年 6月 22日に、ジョーンズ社は、ドバイ政府が出資している投資ファンドであるイスティスマール

(Istithmar)社に対し、バーニーズ ニューヨーク社の 100％株式を約 8億 2500 万米ドル（約 1,000 億円）で売却

することを合意したと発表しました。 

 しかし、同合意書には第三者からの提案申入（Third Party Proposal）の期間が設定されており、当社は、   

洗練されたファッションを提供するバーニーズ ニューヨーク社の成長ポテンシャルとファーストリテイリン

ググループとの相乗効果が期待されることから、友好的な買収提案書を提出しました。 

 本買収提案については、充分なデューディリジェンスの完了と相互に受諾可能な株式取得契約締結を、成約

の条件としております。 

なお、本買収提案は、日本での「Barneys New York」ブランドのライセンシーである株式会社バーニーズ ジ

ャパンを対象としたものではありません。 

 

【バーニーズ ニューヨーク社のご紹介】（当社調べ） 

・バーニーズ ニューヨーク社は、1923 年に創業した米国を代表する高級百貨店チェーンです。 
 
・ニューヨーク・マンハッタンの本店を始め、ビバリーヒルズ、シカゴ、ボストンなど、各地に大型店舗を
出店する一方、小規模店舗(CO-OP store)、アウトレット店舗を含め、全米で 34 店舗を展開しています。 

   
・バーニーズ ニューヨーク社は、2004 年 12 月にジョーンズ社により 100％子会社化されました。 
 

以 上 

 

 

 

 

 

 

（本件に関するお問合せ先）株式会社ファーストリテイリング グループＩＲ部(℡：03-6272-0070)・グループ広報部(℡：03-6272-0960) 
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Notification regarding a Proposal to acquire Barneys New York, Inc. 

 
 

On July 2, 2007, FAST RETAILING CO., LTD. (“FAST RETAILING”) submitted a proposal to acquire 
Barneys New York, Inc. (“Barneys”) for $900 million (approx 110 billion yen). Barneys is currently 
wholly-owned by the US-based apparel maker Jones Apparel Group, Inc. (“Jones”, NYSE:JNY).  Jones’ 
Board of Directors has concluded that FAST RETAILING’s proposal is reasonably likely to lead to a superior 
offer for Barneys. 
 
 
Background to the Proposal 

On June 22, 2007, Jones announced an agreement to sell Barneys to Istithmar, a Dubai based private 
equity firm for $825 million (approx 100 billion yen). FAST RETAILING had previously communicated its 
interest in acquiring Barneys to Jones last fall and is submitting its proposal under the provisions of the Jones 
agreement with Istithmar, which allows Jones to consider superior proposals for Barneys if received prior to 
July 22, 2007.   

This offer reflects our expectations regarding the attractive long term growth potential of Barneys and the 
synergy potential with the FAST RETAILING Group.   

FAST RETAILING’s proposal is conditioned on satisfactory completion of due diligence and execution of a 
mutually acceptable purchase agreement. It is not subject to financing and can be consummated on an 
expedited basis. 

This offer does not include the Japanese licensee of Barneys New York.   
 
 
Barneys overview 
・Founded in 1923, Barneys New York is a leading luxury department store chain in the United States. 
 
・Barneys currently operates 34 stores in the US, including the Manhattan flagship store and large format 

stores in Beverly Hills, Chicago, and Boston as well as the smaller Barneys CO-OP and Barneys outlet 
format stores. 

 
・Jones purchased Barneys in December 2004. 
 
 
ABOUT FAST RETAILING  (http://www.fastretailing.com/eng/) 

FAST RETAILING CO., LTD. is the leading Japanese-based apparel retailer with a presence throughout 
the world.  Founded in 1963, it currently operates 1,800 specialty stores in over 12 countries.  For the year 
ended August 2006, FAST RETAILING had consolidated overall net sales of 448.8 billion yen ($3.7 billion), 
and a consolidated operating profit of 70.3 billion yen ($586 million).  FAST RETAILING has a current market 
capitalization of approximately 930 billion yen ($7.8 billion), and more than $1 billion of cash and cash 
equivalents on hand. 

Among the best known global brands within the FAST RETAILING Group are UNIQLO, Theory, Comptoir 
des Cotonniers, and Princesse tam.tam.  The UNIQLO brand of casual clothes is Japan’s largest apparel 
retail chain with approximately 750 stores throughout Japan, as well as stores in the US, UK, China, South 
Korea, and Hong Kong.  The Company has substantial experience in acquiring companies in the retail sector, 
including footwear retail chain ONEZONE CORPORATION (2005), Créations Nelson S.A.S., the developer of 
the Comptoir des Cotonniers brand (2005), PETIT VEHICULE S.A.S., developer of the Princesse tam.tam 
brand (2005) and CABIN CO., LTD. (2006).  FAST RETAILING acquired an equity stake in LINK THEORY 
HOLDINGS CO.,LTD., the marketer of the Theory and Helmut Lang apparel brands in 2004. 
 
Queries on this release to: 
  From US area:  George Sard/Jim Barron/Jamie Tully, Sard Verbinnen & Co.  Phone: +1-212-687-8080 

From other areas:  PR Dept. of FAST RETAILING   Phone: +81-(0)3-6272-0960 
IR Dept. of FAST RETAILING    Phone: +81-(0)3-6272-0070 


