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平成 19 年 10月 22日 
各      位 

会 社 名  株式会社 西 友 
所 在 地  東京都豊島区東池袋三丁目 1番 1号 
代表者名  代表執行役 CEO 

ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ･ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ｶﾚｼﾞｪｯｽｷｰ 
       （コード番号 8268東証第 1部） 
問合せ先 『企業コミュニケーション部』 
役 職 名  広報室 シニアダイレクター 
氏  名 根津 保久 
（TEL   03－3598－7760） 

 

当社株式等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ 

 
株式会社西友（以下「当社」といいます。）は、本日開催の取締役会において、ワイオミング ホールデ

ィング ジーエムビーエイチ（Wyoming Holding GmbH）（以下「公開買付者」といいます。）による当社株
式等に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）について、下記のとおり意見を表明するこ

とを決議いたしましたので、お知らせいたします。 
なお、本表明に係る決議は、本公開買付けが成立した場合には、その後公開買付者が当社を 100%子会
社化する予定であること、及びその後当社が上場廃止となる予定であることを前提としております。 

 
記 

 
１． 公開買付者の概要 

（１） 商 号 
ワイオミング ホールディング ジーエムビーエイチ 
（Wyoming Holding GmbH)） 

（２） 事 業 内 容 持株会社 
（３） 設 立 年 月 日 平成 14年 4月 20日 

（４） 本 店 所 在 地 
スイス連邦 8200 シャフハウゼン バッハシュトラッセ 56 
（Bachstrasse 56, 8200 Schaffhausen, Switzerland） 

（５） 代表者の役職・氏名 

マネージング・オフィサー チャールズ・M・ホーリー 
（Charles M. Holley, Managing Officer） 
マネージング・オフィサー ロイド・D・ジョージ 
（Lloyd D. George, Managing Officer） 
マネージング・オフィサー ベルンハルト・A・クラウザー 
（Bernhard A. Klauser, Managing Officer） 
デービッド・ケンツィッヒ 
（David Känzig, Managing Officer） 

（６） 資 本 金 20,000スイスフラン 

（７） 大株主及び持株比率 ブロードストリート･コンチネンタル・ホールディング・エルエルシー 
（Broadstreet Continental Holdings Ltd. Liab. Co.）  100% 
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資 本 関 係

（平成 19 年 6
月 30 日現在）

公開買付者が保有する当社の株式の種類及び数並びに

当該株式に係る発行済株式の総数に占める割合は、以下

の通りであります。 
普通株式：474,457,000株（普通株式の発行済株式総数の
約 50.9%に相当） 
A種優先株式：8,000,000株（A種優先株式の発行済株式
総数の 100%に相当） 
B種優先株式：4,875,000株（B種優先株式の発行済株式
の約 40.6%に相当） 
C種優先株式：4,875,000株（C種優先株式の発行済株式
の約 40.6%に相当） 
D種優先株式：19,500,000株（D種優先株式の発行済株
式の約 40.6%に相当） 
なお、公開買付者は、以上に加え、当社の普通株式

538,687,636株を取得する権利を内容とする第3回新株予
約権を保有しております。 

人 的 関 係

該当事項はありません。なお、当社の取締役兼代表執行

役であるエドワード・ジェームズ・カレジェッスキー氏、

当社の取締役であるマイケル・テリー・デューク氏、リ

ンダ・マリー・ディルマン氏、ワン・リン・マーテロ氏

及びローリン・リー・フォード氏、当社の執行役である

ピーター・ジョン・シャープ氏、リー・ジョン・タッペ

ンデン氏及びサミュエル・クランデル・ダン氏は、いず

れも公開買付者の発行済株式の全部を間接保有するウ

ォルマート・ストアーズ・インク（以下「ウォルマート」

といいます。）又はその子会社（当社を除く。）もしくは

関連会社の役員又は従業員であります。 

 
取 引 関 係

 

該当事項はありません。なお、当社は、ウォルマートと

の間で、当社が同社の商標、ノウハウ、ソフトウェアそ

の他の独自の情報及び知的財産の使用権の供与を受け

ることを内容とするライセンス契約を、ウォルマートの

関連会社であるウォルマート・アドバイザリー・サービ

ス・インクとの間で、当社が同社より日本国内の店舗営

業、店舗開発、市場分析、経営管理等のマネジメント・

サービスの提供を受けることを内容とするマネジメン

トサービス契約を、ウォルマートの関連会社であるダブ

リュエムジーエスとの間で、当社が同社よりグローバル

な商品調達サービスを受けることを内容とする購買代

理店契約を、それぞれ締結しております。 

（８） 買付者と対象者の 
関 係 等 

関連当事者へ

の 該 当 状 況
公開買付者は当社の親会社に該当します。 

 
２． 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 
 
（１）本公開買付けに関する意見の内容 
当社は、平成 19年 10月 22日開催の取締役会において、公開買付者による当社株券等に対する公開買付
けについて賛同の意を表明することを決議いたしました。従って、当社は、本公開買付けに応募すること

を勧めます。 
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（２）本公開買付けに関する意思決定に至った過程 
当社グループは、1963年に創業し、当社、子会社 17社及び関連会社 2社で構成される、小売事業及び
不動産事業に従事する企業グループであり、2007年 8月現在、日本全国で 393の小売業形態の店舗を展開
しております。 
公開買付者は、ウォルマートがその発行済株式の全てを間接保有する持株会社であり、当社の普通株式

の約 50.9%を保有する、当社の親会社でもあります。 
ウォルマートは、米国において、ウォルマート・ディスカウントストア、スーパーセンター、ネイバー

フッド・マーケッツ及びサムズ・クラブの各店舗を展開し、米国外においては、アルゼンチン、ブラジル、

カナダ、中国、コスタリカ、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、メキシコ、ニカラグア、プエ

ルト・リコ、英国及び日本において複数の小売業形態で事業を展開しております。同社は、14の異なる市
場において週当たり延べ 1億 7,600万人の顧客にサービスを提供しております。同社の株式は、ニューヨ
ーク証券取引所に上場しております。 
当社は、ウォルマートとの間で、2002年 5月、資本提携を含めた包括的な業務提携につき合意し、この
資本・業務提携に基づき、ウォルマートグループより、一連の第三者割当増資を通じた資金援助と、ウォ

ルマートグループのグローバルな商品調達網やシステム、経営ノウハウの提供を通じた業務支援を受ける

ことにより、財務基盤の安定と業績の改善に努めてまいりました。 
2005年 12月、当社は、公開買付者に対する第三者割当増資を行うことによりウォルマートの連結子会
社となり、ウォルマートグループより、一連の投資及びオペレーション上の支援を得ることになりました。

とりわけ、システム投資、企業の社会的責任（CSR）投資、店舗改装、及び三郷物流センターの計画及び
建設を含むサプライ・チェーン・マネジメントの分野において、ウォルマートのノウハウを取り入れ相応

の成果を挙げております。また、当社とウォルマートは、当社グループの店舗が顧客にとって買い物のた

めの最良の場所となり、かつ、従業員にとって最良の職場となるという目標を実現するための礎を築いて

まいりました。 
しかしながら、ウォルマートとの包括的な業務提携に踏み切った 2002年以降も、日本の小売業界を取り
巻く事業環境は困難な状況が続いております。このような厳しい事業環境の下、ウォルマートグループが

2002年より継続的に取組んでまいりました当社への出資による財務面での支援及び当社グループの経
営・業績改善に向けた取組みは、財務状況の改善という側面において、これまでのところ当社及びウォル

マートが当初期待した成果を上げておりません。また、2006年 12月期から減損会計が導入され、当社の
貸借対照表上の一定の資産につき評価損の計上を余儀なくされたといった事情も、当社の経営・業績を圧

迫する要因となっております。厳しさを増す事業環境や減損会計の適用等を背景として、当社は、2003年
2月期から 2006年 12月期までの各事業年度において、純損失を計上いたしました。また、当社が 2007年
9月 18日付けで公表した 2007年 12月期に係る直近の業績予想においても、104億円の純損失が見込まれ
ております。 
更に、2007年 8月、当社は、株式会社格付投資情報センター（R&I）より、当社のコマーシャルペーパ
ー格付けを格下げする方向でレーティング・モニターの対象とする旨の通告を受けました。折しもいわゆ

るサブプライム問題に端を発する金融情勢への不安感等も相まって、R&Iの通知は、当社の単独での短期
資金調達の選択肢を狭める結果となり、当社の事業の発展に好ましくない影響が生じつつあります。 
このような状況を踏まえ、この度、当社は、公開買付者を通じウォルマートより、当社が公開買付者の

完全子会社となることが、当社の企業価値を向上し、顧客、従業員、当社グループの運営する店舗が属す

るコミュニティ及び取引先に長期的な利益をもたらすことを可能ならしめるうえで、最善の方策であると

の考えのもと、本公開買付けの提案を受けました。 
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この公開買付者の提案を受け、当社は、当社の少数株主の利益を確保する必要性を踏まえ、下記（３）

及び（４）に記載されるとおり、本公開買付けの是非、本公開買付けの買付価格その他の条件について、

様々な観点から情報収集、分析、検討等を行い、公開買付者と慎重に協議・交渉等をいたしました。 
その結果、現状当社が置かれている状況に照らして考えた場合、当社を公開買付者の完全子会社とする

ことが、今後当社の業績を回復させ、企業価値を継続的に向上させていくための現実的かつ合理的な方策

であるとの考えに至りました。 
すなわち、当社が公開買付者の完全子会社となることにより、当社は、ウォルマートから最大限のサポ

ートを引出し、経営資源を集中する環境を整えることができるとともに、当社の各種ステークホルダー（顧

客、従業員、取引先企業、地権者及び金融機関を含みます。）の当社に対する信用力を増加させ、当社の経

営基盤の安定度を高めていくことができると考えております。また、ウォルマートの支援と世界的なサプ

ライ・チェーンを活用した商品調達力の向上と店舗開発、大規模な店舗改装と新規出店等を通じて、顧客

の満足度を格段に高めることも期待されます。さらに、ウォルマートからは、当社が当社の従業員にとっ

て最も働きがいのある職場となるよう更なる努力を払っていく旨の意向も示されています。 
 
（３）買付け等の価格の評価の公正性を担保するための措置 
公開買付者は、本公開買付けにより、現金を対価として、当社の発行済の普通株式の全て（但し、自己

株式及び公開買付者が保有するものを除きます。）、当社の発行済の C種優先株式及び D種優先株式の全て
（但し、公開買付者が保有するものを除き、以下「対象優先株式」といいます。）、第 6回新株予約権、第
7回新株予約権、第 8回新株予約権及び第 9回新株予約権のそれぞれ全てを取得することを企図していま
す。公開買付者は、当社の親会社に該当することから、当社の他の株主に対して提示する本公開買付けの

価格その他の条件について、その公正性を担保するために、慎重な手続を経る必要があると判断いたしま

した。 
具体的には、2007年 10月 4日開催の取締役会にて本公開買付けの提案がなされたことを受け、本公開
買付けにつき利害関係を有していない、相葉宏二（早稲田大学大学院教授）、伊佐山建志（テルモ株式会社

取締役）、尾原蓉子（財団法人ファッション産業人材育成機構 IFIビジネススクール学長）、原田永幸（日
本マクドナルド株式会社及び日本マクドナルドホールディングス株式会社代表取締役会長兼社長兼最高経

営責任者）の各社外取締役及び中村一夫取締役の 5名（以下「社外取締役等」と総称します。）により、本
公開買付けにより当社の企業価値が向上するか、公正な手続を通じて当社の株主利益への配慮がなされて

いるかの観点から、当社の取締役会において本公開買付けに対して賛成するか否かを検討することとしま

した。 
その上で、当社普通株式の価格算定及び公開買付けに関する助言を受けるため、社外取締役等の指名に

基づき、当社の財務アドバイザーとして、メリルリンチ日本証券株式会社（以下「メリルリンチ」といい

ます。）を選任しました。 
社外取締役等は、メリルリンチ及び森・濱田松本法律事務所からの助言を受けつつ、適宜、公開買付者

との間で、協議・交渉等を行いました。かかる協議・交渉等を踏まえて、当社は、2007年 10月 19日に、
公開買付者より、当社の普通株式の買付価格について最終案の提示を受けるに至りました。また、当社取

締役会は、同月 22日付で、メリルリンチより、本公開買付けにおける当社の普通株式の買付価格が当社の
普通株式の株主にとって財務的見地から公正である旨の意見書を受領しております（なお、かかる意見書

には一般通例的な前提条件が付されております。）。 
なお、本公開買付けにおける当社普通株式の買付価格である、1株につき 140円は、平成 19年 10月 19
日までの過去 1ヶ月間の東京証券取引所市場第一部における当社普通株式の終値の単純平均に対して
60.6%のプレミアムを加えた金額であり、平成 19年 10月 19日までの過去 3ヶ月間の東京証券取引所第一



5 

部における当社株式の終値の単純平均に対して 34.6%のプレミアムを加えた金額になります。 
また、対象優先株式の買付価格については、買付価格が当該各対象優先株式の発行価額と同額であるこ

と、各対象優先株式を保有する株式会社みずほコーポレート銀行と公開買付者との間で協議の上合意され

た価格であること等を確認しております。 
 
（４）利益相反を回避する措置 
当社は、公開買付者が当社の親会社に該当することから、公開買付者による本公開買付けの提案を検討

するに際しては、上記（３）記載のとおり、少数株主の利益を確保する観点から、本公開買付けの条件及

び手続の公正さを担保するべく、社外取締役等により、慎重に情報収集、分析、検討、審議等を行いまし

た。社外取締役等は、相葉宏二取締役を取りまとめ役として、2007年 10月 11日、16日、18日、20日及
び 22日に審議を行うとともに、同年 10月 4日から 10月 22日までの間、電子メールを通じて頻繁に情報
交換や意見交換等を行うことにより、本公開買付けにより当社の企業価値が向上するか、公正な手続を通

じて当社の株主利益への配慮がなされているかの観点から、当社の取締役会において本公開買付けに対し

て賛成するか否かを活発に議論し、検討いたしました。これらの検討においては、当社及びウォルマート

の役職員から、本公開買付けによる当社の企業価値の向上と手続の公正性について説明を受けました。 
また、社外取締役等は、当社の法律顧問である森・濱田松本法律事務所から、本公開買付けの内容及び

諸問題並びにこれらに対する実務上の対応方法について、随時、口頭、書面又は電子メールによる助言を

受けるとともに、上記の検討のための会合に同事務所の弁護士を同席させ、必要に応じて法律上又は実務

上の対応方針を確認することにより、本公開買付けに係る公開買付者の提案内容及び条件が、当社の企業

価値及び株主利益に配慮したものとなるように努めました。 
さらに、社外取締役等は、公開買付者とは別個に当社が選任した当社の財務アドバイザーであるメリル

リンチの助言の下、公開買付者と普通株式の買付価格につき数次にわたり協議・交渉等も同時に積み重ね

ながら、本公開買付けにおける普通株式の買付価格の算定方法につき説明を受けるとともに、本公開買付

けにおける普通株式の買付価格の公正性についての説明を受けました。 
以上の検討を踏まえ、当社は、2007年 10月 22日開催の取締役会（11名中 6名出席）において、本件公
開買付けの買付価格、買付期間その他の条件、当社の財務内容その他当社が置かれている現在の状況、当

社を公開買付者の完全子会社とすること等が当社の企業価値に与える影響、その他諸般の事情を勘案した

上、本公開買付けは当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資すると判断し、本公開買付けに賛同する

ことを決定しました。 
なお、当社の取締役兼代表執行役であるエドワード・ジェームズ・カレジェッスキー氏、当社の取締役

であるマイケル・テリー・デューク氏、リンダ・マリー・ディルマン氏、ワン・リン・マーテロ氏及びロ

ーリン・リー・フォード氏の 5名は、ウォルマートの役員又は従業員でもあることに鑑み、本公開買付け
に関し当社と利益が相反する可能性があるとして、上記取締役会に出席しておりません。また、当社の取

締役であるグレゴリー・ボイド・ペンナー氏は、ウォルマートの元役員であることに鑑み、決議の公正さ

を担保するために、上記取締役会の決議において棄権いたしました。 
 
（５）本公開買付け後の予定（いわゆる二段階買収に関する事項等） 
公開買付者は、以下の方法により、当社の普通株式の株主に対して株式の換価の機会を提供しつつ、そ

の普通株式を全て取得することを計画しています。 
すなわち、公開買付者が、本公開買付けにより、議決権を有する当社の発行済の普通株式の 3分の 2以
上を取得できた場合には、公開買付者は、現時点において、(i)①当社が発行している全ての普通株式に全
部取得条項を付すことを内容とする定款の一部変更を行うこと、及び②当該全部取得条項付種類株式を全
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て取得するのと引き換えに別個の当社の普通株式を交付することを付議議案に含む株主総会、並びに、(ii)
上記(i)①の定款変更を付議議案に含む当社普通株主及び種類株主による各種類株主総会の開催（又はこれ
に相当する措置を講じること）を当社に求めることを予定しており、当社はかかる要請に応じることを検

討しております。当社は、公開買付者から、上記の株主総会及び種類株主総会において上記各議案に賛成

する予定である旨連絡を受けております。上記各手続が実行された場合には、当社の発行する全ての普通

株式は、全部取得条項付種類株式に変更され、当該全部取得条項に基づき、当社がその全てを取得するこ

ととなります。当社の株主には当該取得の対価として別個の当社の普通株式が交付されることとなります

が、当該株式については、東京証券取引所その他の証券取引所への上場申請は行われない予定です。当社

の株主で当該当社普通株式の一株に満たない端株しか受け取ることができない株主に対しては、わが国の

法令の手続に従い当該端数に相当する株式を売却することによって得られる金銭が交付されることになり

ます。なお、当該端数の合計数の株式の売却の結果株主に交付される金銭の額については、本公開買付け

の普通株式の買付価格と同一の価格が基準とされる予定です。また、全部取得条項が付された株式の取得

の対価として交付する当社の普通株式の数は本書提出日現在未定でありますが、公開買付者が当社の発行

済の普通株式を全部（自己株式を除きます。）取得することとなるよう、本公開買付けに応募しなかった公

開買付者以外の当社の株主に対し交付しなければならない当社の普通株式の数が別個の一株に満たない端

数になるよう決定する予定です。 
普通株式に全部取得条項を付す旨の定款変更を行うに際しては、少数株主の権利保護を目的として会社

法第 116条及び第 117条その他の関連法令の定めに従って、株主がその有する株式の買取請求を行うこと
ができる旨が定められており、また、同様の趣旨に基づき、全部取得条項が付された株式の全部取得が株

主総会において決議された場合には、会社法第 172条その他の関連法令の定めに従って、当該株式の取得
の価格の決定の申立てを行うことができる旨定められております。なお、これらの方法による一株あたり

の買取価格及び取得価格は、本公開買付けの買付価格と異なることがありえます。これらの方法による請

求又は申立てを行うにあたっては、その必要手続や税務・会計上の取扱い等に関しては株主各位において

自らの責任にて確認され、ご判断いただくこととなります。 
また、①当社の発行する全ての普通株式を全部取得条項付種類株式に変更し、②当社の全部取得条項付

種類株式を全て取得するのと引換えに別個の普通株式を交付するという上記方法については、関連法令に

ついての当局の解釈、本公開買付け後の公開買付者の株券等所有割合及び公開買付者以外の当社株主の当

社の株式の保有状況、並びに当社と公開買付者とを統合するに際しての税務・会計上の影響等の事情によ

り、それと概ね同等の効果を有する他の方法に変更する可能性があります。但し、その場合でも、公開買

付者以外の当社の株主に対しては、最終的に金銭を交付する方法を採用することを予定しております。 
 
（６）上場廃止となる見込みがある旨 
当社普通株式は、現在、東京証券取引所市場第一部に上場されておりますが、公開買付者は、本公開買

付けにおいて、当社の発行済の普通株式の全て（但し、自己株式及び公開買付者が保有するものを除きま

す。）を取得することを目的としており、本公開買付けの結果、当社の普通株式の流通性が低下し、東京証

券取引所の株券上場廃止基準に該当するに至った場合には、当社の普通株式は当該株券上場廃止基準に従

い、所定の手続を経て上場廃止となる見込みです。さらに、本公開買付けにより、当該基準に該当しない

場合でも、公開買付者は、本公開買付け後に予定される（５）記載の手続により、当社の発行済の普通株

式（自己株式を除きます。）の全てを取得することを予定しておりますので、その場合には当社の株券は上

場廃止となります。 
上場廃止となった場合、当社の株式は東京証券取引所において取引できなくなり、これを将来売却する

ことが困難になることが予想されます。 
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（７）公開買付者と当社の株主との間における公開買付への応募に係る重要な合意に関する事項 
株式会社みずほコーポレート銀行は、対象優先株式を保有する、公開買付者以外の唯一の株主でありま

すが、公開買付者は、株式会社みずほコーポレート銀行との間で、対象優先株式の買付価格につき協議・

交渉を行った上でなされた同行との合意に基づき、当該各優先株式についての買付価格を決定したとの報

告を受けております。従って、本公開買付けにおいて、対象優先株式の全てにつき応募が見込まれており

ます。 
 
３ 公開買付者又はその特別関係者による利益供与の内容 

該当事項はありません。 
 
４ 会社の支配に関する基本方針に係る対応方針 

該当事項はありません。 
 

５ 公開買付者に対する質問 
該当事項はありません。 

 
６ 公開買付期間の延長請求 

該当事項はありません。 
 
７ 公開買付者による買付け等の概要 
 添付資料 1の通り。 
      
     （添付資料）1 公開買付者による買付け等の概要（公開買付開始公告の抜粋） 
           2 ウォルマート・ストアーズ・インクによるプレスリリース 

以 上 
 
本書面を通じて本件に関する情報を受領された方は、公開買付者が金融商品取引法施行令第 30条第 1項第
1号に掲げる報道機関の二以上を含む報道機関に対して公開した時から 12時間を経過するまでは、金融商
品取引法第 167条第 3項及び金融商品取引法施行令第 30条の規定により、内部者取引（いわゆるインサイ
ダー取引）規制に関する第一次情報受領者として株式会社西友の株券等の買付け等が禁止される可能性が

ありますので、十分にご注意ください。万一、当該買付け等を行ったことにより、刑事、民事、行政上の

責任を問われることがあっても、当社は一切責任を負いかねますので、予めご了承ください。 
 
 
 



 

※添付資料 1：公開買付者による買付け等の概要 

 
注 1） 以下は、ワイオミング ホールディング ジーエムビーエイチが、平成 19年 10月 23日付で予定し

ている公開買付開始公告の抜粋であります。 

注 2） 以下において、「対象者」とは、株式会社西友を指すものとし、「当社」又は「公開買付者」とは、

ワイオミング ホールディング ジーエムビーエイチを指すものとします。 

 

 
 

ワイオミング ホールディング ジーエムビーエイチ（以下、「公開買付者」又は「当社」と

いいます。）は、金融商品取引法（昭和 23年法律第 25号。その後の改正を含み、以下「法」と

いいます。）による公開買付けを下記の通り行いますので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．公開買付けの目的 

（1）本公開買付けの概要 

 

 当社は、ウォルマート・ストアーズ・インク（以下「ウォルマート」といいます。）がその

100％の株式を間接保有する持株会社です。当社は、対象者の（i）発行済の普通株式の全て（但

し、当社が既に保有する対象者の普通株式及び対象者が保有する自己株式は除きます。以下「対

象普通株式」といいます。）(ii)C種優先株式及び D種優先株式につきその発行済株式の全て（但

し、当社が既に保有する C種優先株式及び D種優先株式は除きます。以下「対象優先株式」と

いいます。）、及び(iii)対象会社執行役に付与された対象新株予約権の全てを取得する目的で、

本公開買付けを実施いたします。本公開買付けにより、対象者の発行済普通株式の全ての取得を

達成し得なかった場合、当社は、対象者を完全子会社化するための手続（詳細は後記「(5) 本公

開買付け後の完全子会社化の方針」に記載のとおり。）を実施する予定です。 

 

 本公開買付けにおける対象普通株式１株当たりの買付価格は 140円です。対象優先株式 1株当

たりの買付価格は 1,000円（発行価額と同額）であり、対象新株予約権 1株当たりの買付価格は

1円です。当社は、対象優先株式にかかる上述の買付価格にて買付けに応じることについて全て

の対象優先株式の保有者である株式会社みずほコーポレート銀行（以下「みずほコーポレート銀

行」といいます。）から内諾を得ております。また、後記「（7）買付け等の価格の公正性を担

保するための措置及び利益相反を回避する措置」に詳細記載のとおり、対象会社の取締役会は、

本公開買付けに賛同の意見を表明しております。 



 

 

 本公開買付けにおいては、「株式に換算した買付予定の下限」を設定しております。当該買付

予定の下限は、後記「（5）本公開買付け後の完全子会社化の方針」にその詳細を記載するとお

り、本公開買付完了後に対象会社に開催を求める予定の株主総会において、当社が総議決権数の

3分の 2以上を保有することを確保するために設定するものです。 

 

（2）本公開買付けの背景 

 ウォルマートは、米国においてウォルマート・ディスカウントストア（Wal-Mart Discount 

Stores）、スーパーセンター(Supercenters)、ネイバーフッド・マーケッツ(Neighborhood Markets)

及びサムズ・クラブ（Sams Club）の各店舗を運営し、米国外においては、アルゼンチン、ブラ

ジル、カナダ、中国、コスタリカ、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、日本、メキシ

コ、ニカラグア、プエルトリコ及び英国において複数の小売業形態で事業を展開しております。

ウォルマートは、14の異なる市場において週当たり延べ 1億 7600万人の顧客にサービスを提供

しております。なお、ウォルマートの株式については、銘柄名を「WMT」としてニューヨーク

証券取引所に上場しております。 

 

 対象者は、主としてスーパーマーケット及び総合小売チェーンを経営する大手小売業者です。

2007年 8月現在、対象者並びに対象者の子会社 17社及び関連会社 2社で構成されるグループ企

業は、日本全国で 393店舗を展開しております。 

 

 対象者とウォルマートは、2002 年 5 月に事業提携及び資本提携について公表いたしました。

当社は、対象者への出資を開始した 2002年 5月以来、対象者が資産超過の状態を維持できるよ

う、対象者に対し一連の出資を行い、対象者を支援してまいりました。 

 

2002 年 5 月に行われた対象者への最初の出資においては、当社は、対象者の新規発行普通株

式 23,165,000株（当時の発行済普通株式総数の約 6.1％に相当）を第三者割当てにより取得いた

しました。当該出資の際、当社は、合計で対象者の普通株式 896,300,000株を追加的に取得する

権利を内容とする第 1回新株予約権、第 2回新株予約権及び第 3回新株予約権を取得いたしまし

た。 

 

 2002年 12月、当社は第 1回新株予約権を行使し、対象者の普通株式 215,965,000株を取得い

たしました。その結果、当社の対象者普通株式保有比率は、当時の発行済普通株式総数の約 37.7％

に達しました。第２回新株予約権については、当社は、行使期限である 2005年 12月 28日まで

にその全部について行使いたしませんでした。 

 



 

 2003年 8月から 2005年 5月にかけて複数回にわたり、当社は、対象者が新規に発行する普通

株式を第三者割当てにより引き受けました。これにより当社が保有する対象者の普通株式数は、

303,725,000株（当時の発行済普通株式総数の約 42.4％）へと増加しました。 

 

 2005年 12月、当社は、対象者の普通株式を第三者割当てにより追加取得し、その結果当社が

保有する対象者の普通株式数は、474,457,000 株（当時の発行済普通株式総数の約 53.5％）へと

増加しました。これに伴い対象者は、ウォルマートの連結子会社となっております。さらに当社

は、第三者割当により対象者の優先株式（A 種優先株式、B 種優先株式、C 種優先株式及び D

種優先株式）を計 32,500,000株取得いたしました。 

 

 かかる当社による対象者普通株式及び優先株式の追加取得と同日付けで、みずほコーポレート

銀行も同じく、対象者の優先株式（A 種優先株式、B 種優先株式、C 種優先株式及び D 種優先

株式）を計 47,500,000 株取得しました。当社は、2006年 6月、このうち A種優先株式 4,750,000

株をみずほコーポレート銀行より取得し、発行済A種優先株式の全てを保有するに至りました。

2007年、みずほコーポレート銀行は、その保有する B種優先株式の取得請求権を行使して対価

として普通株を取得しました。   

 

 本公開買付けの買付価格にて全ての対象者の発行済普通株式、対象優先株式及び対象新株予約

権を取得する場合の総投資額は約 1,000 億円となります。従前の投資総額を加味すると 2002 年

以降のウォルマートによる対象会社への総投資額は、2,470億円を上回ることとなります。 

 

（3）公開買付者の対象者株券等保有状況 

 

本書提出日現在、普通株式の保有株式数と A種優先株式、B種優先株式、及び C種優先株式

の取得請求権を行使したと仮定した場合の保有株式数を合計すると、対象者の発行済普通株式総

数に対する当社の保有株式比率は、約 56.9％となります。 

 

当社は、本書提出日現在、対象者の普通株式につき、474,457,000 株を保有しておりますが、

これは、本書提出日現在の発行済普通株式総数の約 50.9％に相当します。当社はまた、A種優先

株式につき発行済 A種優先株式総数の 100％に相当する 8,000,000株、B種優先株式につき発行

済 B種優先株式総数の約 40.6％に相当する 4,875,000株、C種優先株式につき発行済 C種優先株

式総数の約 40.6％に相当する 4,875,000 株、D 種優先株式につき発行済 D 種優先株式総数の約

40.6％に相当する 19,500,000 株をそれぞれ保有しており、さらに、普通株式 538,687,636株を取

得する権利を内容とする第 3回新株予約権を保有しております。 

 



 

当社は、自ら保有する A種優先株式及び B種優先株式について普通株式を対価とする取得請

求権を行使する権利を有しています。当該優先株式の発行要項に基づき調整された現在の取得価

額に基づき当該取得請求権を行使した場合、対象者が新たに発行する普通株式数は、92,625,898

株となります。その結果、かかる取得請求権行使の結果取得する普通株式以外本書提出日現在の

公開買付者の株式保有に変動が無いことを前提とし、かつ、（以下に記載する）第 3回新株予約

権及び対象新株予約権が行使されないことを前提とすると、当社は、対象者の普通株式につき、

発行済普通株式総数の約 55.4％に相当する 567,082, 898株を保有することになります。当社は、

本公開買付期間終了後、A 種優先株式及び B 種優先株式について取得請求権を行使する意向を

有しています。 

 

当社が保有する C種優先株式は、2007年 12月 21日までは、取得請求権の行使により対象者

普通株へ転換することができません。取得価額は、当該優先株式の発行要項に従って定められる

こととなり、本書提出日現在では、未定です。C種優先株式は、本書提出日現在、その取得請求

期間が到来していませんが、仮に、本書提出日現在において、A 種優先株式及び B 種優先株式

と同条件で転換すると仮定すると、対象者が当該種類株式の取得請求権の行使により新たに発行

する普通株式数は、35,071,942株となります。当社は、C種優先株式を、2007年 12月 21日に行

使可能になった時点で、取得請求権を行使し対象者の普通株式に転換することを予定しておりま

す。  

 

 上述のとおり、当社が A種優先株式、B種優先株式及び C種優先株式の取得請求権を行使し

対象者普通株式に転換したと仮定すると、本公開買付けにより取得される普通株式を除き、当社

は対象者発行済普通株式総数の約 56.9％を保有することになります。当社はまた、対象者の普通

株式 538,687,636株を目的とする新株予約権（以下「第 3回新株予約権」といいます。）を保有し

ています。当社は現在のところ第 3回新株予約権を行使する予定はありませんが、これらの保有

新株予約権全てを行使すると仮定した場合、上述の保有普通株式（A種優先株式、B種優先株式、

及び C 種優先株式の取得請求権を行使した場合の保有普通株式）とあわせて、当社は対象者発

行済普通株式総数の約 71.4%を取得することになります。 

 

（4）本公開買付けの目的 

 ウォルマートは、日本の小売市場を戦略的に重要な市場と捉えており、日本における成長を実

現するために対象者の長期的な視点での成功に向けて万全の体制を整えることを企図しており

ます。 

 

 ウォルマートは、2005年末に対象者の発行済普通株式総数の過半数を取得したことを契機に、

対象者の企業価値の向上に向け、対象者に対する一連の投資及びオペレーション上の支援を実施



 

してまいりました。とりわけ、システム投資、企業の社会的責任（CSR）投資、店舗改装、及び

三郷物流センターの計画及び建設を含むサプライ・チェーン・マネジメントの分野において、相

当規模の投資を行い、相応の成果を挙げております。また、ウォルマートと対象者は、対象者の

店舗が顧客にとって買い物を行うベストの場所となり、かつ、従業員にとってベストの職場とな

るという目標を実現できるよう、かかる目標達成を可能にするための枠組みを構築しました。し

かしながら、当社が出資を開始した 2002年以降、日本の小売業界を取り巻く事業環境は困難な

状況が続いております。 

 

 このような厳しい事業環境の下、ウォルマートの対象者への投資及び対象者の経営改善に向け

た取り組みは、財務状況の改善という側面においてこれまでのところ成果を上げておりません。

さらに、対象者は、2006年 12月期以降、減損会計の導入・適用により、貸借対照表上一定の資

産に関し減損し、評価損を計上しました。かかる評価損計上の対象たる資産の一部は、ウォルマ

ートによる 2002年の初期投資以前に行われた対象者の小売事業以外の業務に関連するものです。 

 

 かような事業環境及び減損会計の適用に伴い、対象者は、2003年 2月期から 2006年 12月期

までの各事業年度において、純損失を計上いたしております。対象者が 2007年 9月 18日付けで

公表した 2007年 12月期にかかる直近の業績予想においても、104億円の純損失が見込まれてお

ります。 

 

 かかる対象者の財務状況及び対象者をとりまく事業環境に照らして、ウォルマートは、対象者

がウォルマートの完全子会社となることにより、対象者の企業価値が向上し、顧客、従業員、対

象者の運営する店舗が属するコミュニティ及び取引先に長期的な利益をもたらすことを可能な

らしめるうえで、最善の方策であると考えております 

 

 とりわけ、ウォルマートは、対象者がウォルマートの完全子会社となることにより、以下の効

果が実現できると考えております。 

 対象者は、経営及び投資に関する意思決定を、より迅速かつ効率的に行うことが可能と

なります。 

 対象者は、対象者が将来にわたって収益力を高めつつ成長していくために必要な商品開

発、店舗改装、配送及び物流面での投資をより柔軟に行うことが可能となります。 

 対象者は、ニューヨーク証券取引所に上場している業界を代表するグローバルな小売企

業の完全子会社としての地位を獲得することになります。 

 

対象者の顧客、従業員及び取引先企業に対しては、以下の内容を含む種々の利点があるものと考



 

えております。 

 

顧客に対する効果： 

 対象者は、グローバルなサプライヤーとの関係をより一層効果的に活用することが可能

となり、このような取引関係からもたらされる利益を顧客に還元することが可能となり

ます。具体的には、対象者の顧客にとって、よりよい選択肢とより一層の選択の幅を享

受することを可能とならしめます。また、これによって、対象者は、日本市場における

食品及び消費財の分野における価格に関するリーダーシップをとっていく立場を強化

することが可能となります。 

 対象者は、「4つの差別化戦略」 – （i）食料品で最高の価値を提供、（ii）日用品で最

高の価値を提供、（iii）食料品で最高の鮮度を提供及び（iv）買い物における最高の利

便性を提供の達成に向けてより強固な基盤を得ることになります。ウォルマートは、対

象者の 4つの差別化戦略に完全にコミットしています。当該差別化戦略は、日本市場固

有の事情や必要性に応じて適宜修正されてはいますが、グローバルなウォルマートの戦

略と軌を一にするものです。 

 

 かかる 4つの差別化戦略を活用し、かつグローバルなサプライヤーとの関係をより一層

効果的に活用することによって、対象者の顧客にとっては、対象者がその競争力の改善

に向けて力強く、更に勢いよく歩を進めていくことによる一層の利便性の享受が可能と

なり、対象者の店舗が買い物をする上でベストの場所であることを確かなものとするこ

とができると考えております。 

 

従業員に対する効果： 

 対象者の戦略的な方向性には、何ら変更はありません。むしろ、対象者が従業員にとっ

て最も働きがいのある職場となるよう、改革を加速する意向を有しています。 

 

取引先企業に対する効果：  

 

 本公開買付けにより、取引先企業は、ウォルマートが長期的な視点で対象者にコミット

していることを再確認することができ、かつ、本公開買付けは、対象者の安定性、成長

性及び将来性についての信頼を高める理由となります。 



 

 

（5）本公開買付け後の完全子会社化の方針 

 当社は、本公開買付けの結果として対象者の発行済普通株式の全てを取得することができなか

ったとしても、発行済普通株式総数の 3分の 2以上を保有する場合には、他の株主が保有する当

該普通株式を全て取得する目的で、以下の手続を行う予定です。 

 

 すなわち、本公開買付けにより、公開買付者が、対象者の議決権を有する発行済普通株式の 3

分の 2以上を取得できた場合には、公開買付者は、現時点において、(i)①対象者が発行している

全ての普通株式に全部取得条項を付すことを内容とする定款の一部変更を行うこと、及び②当該

全部取得条項付種類株式を全て取得するのと引き換えに別個の普通株式を交付することを付議

議案に含む株主総会の開催、並びに、(ii)上記(i)①の定款変更を付議議案に含む対象者普通株主

及び種類株主による各種類株主総会の開催（又はこれに相当する措置を講じること）を対象者に

求める予定です。公開買付者は、上記の株主総会及び種類株主総会において上記各議案に賛成す

る予定です。上記各手続が実行された場合には、対象者の発行する全ての普通株式は、全部取得

条項付種類株式に変更された上で、全部取得条項の行使により全てこれを対象者が取得すること

となります。対象者の株主には当該取得の対価として対象者の別個の普通株式が交付されること

となりますが、当該普通株式の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）

その他の証券取引所への上場申請は行われない予定です。対象者の株主で対象者の普通株式の 1

株に満たない端株しか受け取れない株主に対しては、法令の手続に従い当該端数に相当する株式

を売却することによって得られる金銭が交付されることになります。なお、当該端数の合計数の

株式の売却の結果株主に交付される金銭の額については、本公開買付けの普通株式の買付価格と

同一の価格が基準とされる予定です。また、全部取得条項が付された株式の取得の対価として交

付する対象者の普通株式の数は本書提出日現在未定ですが、公開買付者が対象者の発行済普通株

式（但し、自己株式は除きます。）を全部取得することができるよう、本公開買付けに応募しな

かった公開買付者以外の対象者の株主に対し交付しなければならない対象者の普通株式の数が

1株に満たない端数になるよう決定する予定です。 

 

普通株式に全部取得条項を付す旨の定款変更を行うに際しては、少数株主の権利保護を目的

として会社法第 116条及び第 117条その他の関連法令の定めに従って、株主がその有する株式の

買取請求を行うことができる旨が定められており、また、同様の趣旨に基づき、全部取得条項が

付された株式の全部取得が株主総会において決議された場合には、会社法第 172条その他の関連

法令の定めに従って、当該株式の取得の価格の決定の申立てを行うことができる旨定められてお

ります。なお、これらの方法による 1株当たりの買取価格及び取得価格は、本公開買付けの買付

価格と異なることがありえます。これらの方法による請求又は申立てを行うにあたっては、その

必要手続等に関しては株主各位において自らの責任及び費用にて自身のアドバイザーに確認さ



 

れ、ご判断いただくこととなります。 

 

また、①対象者の発行する全ての普通株式を全部取得条項付種類株式に変更し、②対象者が

全部取得条項付種類株式を全て取得するのと引換えに別個の普通株式を交付するという上記方

法については、関連法令についての当局の解釈、本公開買付け後の公開買付者の株券等所有割合

及び公開買付者以外の対象者株主の対象者の株式の保有状況、並びに対象者と公開買付者との事

業統合に際しての税務・会計上の影響等の事情により、それと概ね同等の効果を有する他の方法

に変更する可能性があります。但し、その場合でも、公開買付者以外の対象者の株主に対しては、

最終的に金銭を交付する方法を採用することを予定しております。 

 

なお、本公開買付けが完了した場合には、ウォルマートは、2007年 6月 30日現在対象者の株

主であって、株主ご優待セゾンカードを保有する株主には、本公開買付けに応募するか否かに拘

わらず、2008年 5月 31日まで 5％の株主優待割引を対象者において継続させる意向を有してい

ます。また、今後 2007年 12月末までの間に発行される株主ご優待セゾンカードについても、2008

年 5月 31日まで 5％の株主優待割引のメリットを享受できることとなります。2007年 12月 31

日以降においては、新規の株主ご優待セゾンカードは発行されない予定です。 

 

（6）買付け後の上場廃止見込み 

 

対象者普通株式は、現在、東京証券取引所市場第一部に上場されておりますが、公開買付者

は、本公開買付けにおいて、対象者の全ての株券等（但し、公開買付者が保有する対象者の株券

等及び対象者が保有する自己株式を除きます。）を取得することを目的としており、本公開買付

けの結果、対象者の普通株式の流通性が低下し、東京証券取引所の株券上場廃止基準に該当する

に至った場合には、対象者の普通株式は当該株券上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃

止となる見込みです。また、対象者の株式は、対象者がその上場普通株式の全部を取得する場合

にも上場廃止となります。上場廃止となった場合、対象者の普通株式は東京証券取引所において

取引できなくなり、これを将来売却することが困難になることが予想されます。 

 

（7）買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避する措置 

 

① 買付け等の価格の公正性を担保するための措置 

公開買付者は、対象者の親会社であることから、対象者は、対象者の他の株主に対して提示す

る本公開買付けの価格その他の条件について、その公正性を担保するために、慎重な手続を経る

必要があると判断いたしました。 

具体的には、2007年 10月 4日開催の対象者の取締役会にて本公開買付けの提案がなされたこ



 

とを受け、本公開買付けにつき利害関係を有していない、相葉宏二、伊佐山建志、尾原蓉子、原

田永幸の各社外取締役及び中村一夫取締役（以下「社外取締役等」と総称します。）の 5名によ

り、本公開買付けにより対象者の企業価値が向上するか、公正な手続を通じて対象者の株主利益

への配慮がなされているかの観点から、対象者の取締役会において本公開買付けに対して賛成す

るか否かを検討することとしました。 

その上で、対象者普通株式の価格算定及び公開買付けに関する助言を受けるため、社外取締役

等の指名に基づき、対象者の財務アドバイザーとして、メリルリンチ日本証券株式会社（以下「メ

リルリンチ」といいます。）を選任しました。 

社外取締役等は、メリルリンチからの助言を受けつつ、適宜、公開買付者との間で、協議・交

渉等を行いました。かかる協議・交渉等を踏まえて、公開買付者は、同月 19日に社外取締役等

に対して普通株式の買付価格について最終案を提示いたしました。また、対象者取締役会は、同

月 22日付で、メリルリンチより、本公開買付けにおける対象者の普通株式の買付価格が対象者

の普通株式の株主にとって財務的見地から公正である旨の意見書を受領しております（なお、か

かる意見書には一般通例的な前提条件が付されております。）。 

なお、公開買付者は、対象優先株式の買付価格については、買付価格が当該各対象優先株式の

発行価額と同額であること、各対象優先株式を保有するみずほコーポレート銀行と公開買付者と

の間で協議の上合意された価格であること等についても社外取締役等に対して説明をいたしま

した。 

 

② 利益相反を回避する措置 

公開買付者は、対象者の親会社であることから、公開買付者による本公開買付けの提案の検討

にあたっては、上記①記載のとおり、少数株主の利益を確保する観点から、本公開買付けの条件

及び手続の公正さを担保するべく、社外取締役等により、慎重に情報収集、分析、検討、審議等

が行われました。上記取締役らは、相葉宏二取締役を取りまとめ役として、2007年 10月 11日、

16日、18日、20日及び 22日に審議を行うとともに、同年 10月 4日から 10月 22日までの間、

電子メールを通じて頻繁に情報交換や意見交換等を行うことにより、本公開買付けにより対象者

の企業価値が向上するか、公正な手続を通じて対象者の株主利益への配慮がなされているかの観

点から、対象者の取締役会において本公開買付けに対して賛成するか否かを活発に議論し、検討

いたしました。これらの検討においては、対象者又はウォルマートの役職員から、本公開買付け

による対象者の企業価値の向上と手続の公正性について説明を受けました。 

また、社外取締役等は、対象者の法律顧問である森・濱田松本法律事務所から、本公開買付け

の内容及び諸問題並びにこれらに対する実務上の対応方法について、随時、口頭、書面又は電子

メールによる助言を受けるとともに、上記の検討のための会合に同事務所の弁護士を同席させ、

必要に応じて法律上又は実務上の対応方針を確認することにより、本公開買付けに係る公開買付

者の提案内容及び条件が、対象者の企業価値及び株主利益に配慮したものとなるように努めまし

た。 



 

さらに、社外取締役等は、公開買付者とは別個に対象者が選任した対象者の財務アドバイザー

であるメリルリンチの助言の下、公開買付者と買付価格につき数次に渡り協議・交渉等も同時に

積み重ねながら、本公開買付けにおける普通株式の買付価格の算定方法につき説明を受けるとと

もに、本公開買付けにおける普通株式の買付価格の公正性についての説明を受けました。 

以上の検討を踏まえ、対象者は、2007年 10月 22日開催の取締役会（11名中 6名出席）にお

いて、本公開買付けの買付価格、買付期間その他の条件、対象者の財務内容その他対象者が置か

れている現在の状況、対象者を公開買付者の完全子会社とすること等が対象者の企業価値に与え

る影響、その他諸般の事情を勘案した上、本公開買付けは対象者の企業価値ひいては株主共同の

利益に資すると判断し、本公開買付けに賛同することを決定しました。 

なお、対象者取締役会において、対象者の取締役兼代表執行役であるエドワード・ジェームズ・

カレジェッスキー氏、対象者の取締役であるマイケル・テリー・デューク氏、リンダ・マリー・

ディルマン氏、ワン・リン・マーテロ氏及びローリン・リー・フォード氏の 5名は、ウォルマー

トの役員又は従業員でもあることに鑑み、本公開買付けに関し当社と利益が相反する可能性があ

るとして、上記取締役会に出席しておりません。また、対象者の取締役であるグレゴリー・ボイ

ド・ペンナー氏は、ウォルマートの元役員であることに鑑み、上記取締役会の決議において棄権

いたしました。 

 

２．公開買付けの内容 

 

（1）対象者の名称 

株式会社西友 

 

（2）買付け等を行う株券等の種類 

 

普通株式 

 

優先株式 

①C種優先株式 

②D種優先株式 

 

新株予約権 

 ①2005年 3月 30日開催の第 50期定時株主総会特別決議及び 2005年 3月 30日開催の取締

役会決議に基づき発行された新株予約権で、付与対象者を対象者執行役とするもの（以下

「第 6回新株予約権」といいます。） 

 ②2006年 3月 29日開催の第 51期定時株主総会特別決議及び 2006年 3月 29日開催の取締

役会決議に基づき発行された新株予約権で、付与対象者を対象者執行役とするもの（以下



 

「第 7回新株予約権」といいます。） 

 ③2006年 3月 29日開催の第 51期定時株主総会特別決議及び 2006年 8月 22日開催の取締

役会決議に基づき発行された新株予約権で、付与対象者を対象者執行役とするもの（以下

「第 8回新株予約権」といいます。） 

 ④2007年 8月 20日開催の取締役会の委任により、同日における代表執行役の決定に基づき

2007年 9月 10日に発行された新株予約権で、付与対象者を対象者執行役とするもの（以

下「第 9回新株予約権」といい、第 6回新株予約権、第 7回新株予約権及び第 8回新株予

約権とあわせて「対象新株予約権」と総称します。） 

 

（注１）対象者は、上記以外に、A種優先株式及び B種優先株式並びに第 3回新株予約権（詳細は、

上記「１ 買付け等の目的 （3）公開買付者の対象者株券等保有状況」を参照。）を発行し

ています。A 種優先株式及び第 3 回新株予約権については、いずれもその発行済株式及び発

行済新株予約権の 100％を公開買付者が所有しているため、買付け等の対象といたしません。

B 種優先株式については、公開買付者及び対象者が、発行済株式数の 100％を所有していま

すが、対象者より買付け等の申込み又は売付け等の申し込みの勧誘が行われないことにつき

同意する書面を受領しておりますので、法第 27条の 2第 5項、令第 8条第 5項第 3号、府令

第 5条第 3項第 2号により、買付け等の対象にはいたしません。 

（注２）上記の A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及び D種優先株式には、優先株主が、対

象者に優先株式を取得させるのと引換えに、普通株式の交付を請求することができる権利（以

下「取得請求権」といいます。）が付されています。取得請求権行使の結果交付されることに

なる普通株式の数は、優先株式の発行要項に定められた当該株式の取得価額によって定まり

ます。取得価額は、当該優先株式の発行要項に定めるところに従い、普通株式の市場価格に

よって修正されます。 

 

（3）買付け等の期間 

① 届出当初の期間 

買付け等の期間 2007年10月23日（火曜日）から2007年12月４日（火曜日）まで（30営
業日） 

公告日 2007年10月23日 

公告掲載新聞名 
電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載しております。 
電子公告アドレス 
（https://info.edinet.go.jp/EdiHtml/main.htm） 

 
② 対象者の請求に基づく延長の可能性の有無 
   該当事項はありません。 
 
③ 期間延長の確認連絡先 
   該当事項はありません。 

 



 

（4）買付け等の価格 

株券 
普通株式1株につき金140円 
C種優先株式1株につき金1,000円 
D種優先株式1株につき金1,000円 

新株予約権証券 

第6回新株予約権1個につき金１円 
第7回新株予約権1個につき金１円 
第8回新株予約権1個につき金１円 
第9回新株予約権1個につき金１円 

 
（5）買付予定の株券等の数 

株式に換算した買付予定数 株式に換算した買付予定の下

限 
株式に換算した買付予定の上

限 

353,163,000（株） 353,163,000（株） －    （株）

（注１）応募株券等の総数が「株式に換算した買付予定の下限」（以下「買付予定の下限」といいます。）

（353,163,000株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付けを行いません。 

（注２）応募株券等の総数が買付予定数の下限以上の場合には、応募株券等の全部の買付け等を行います。 

（注３）本公開買付けを通じて、対象者が保有する自己株式を取得する予定はありません。 

（注４）単元未満株式についても、本公開買付けの対象としています。但し、応募に際しては、株券を

提出する必要があります（単元未満株式が公開買付代理人又は復代理人を通じて株式会社証券

保管振替機構（以下「機構」といいます。）により保管されている場合には、株券を提出する必

要はありません。）。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場

合には、対象者は法令の手続に従い買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。）中に

自己の株式を買い取ることがあります。この場合、対象者は、市場価格で当該買取りを行いま

す。 
（注５）買付け等の期間末日までに対象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

は移転される対象者普通株式も本公開買付けの対象としております。 
（注６）買付予定の株券等の数の項においては、対象新株予約権については、その発行要項に基づき新

株予約権１個当たり普通株式1,000株として換算します。対象優先株式について付されている普
通株式を対価とする取得請求権については、本書提出日現在その取得請求期間の初日が到来し

ておりませんが、法第27条の2第8項第1号・府令第８条第２項に準じて、本公開買付届出書提出
日直近の取得価額修正日において取得請求期間の初日が到来しているものと仮定し、かつ、現

保有者であるみずほコーポレート銀行が一括行使するものと仮定して、当該時点における取得

価額である普通株1株当たり139円に基づいて対価である普通株式の数を計算します。 
（注７）買付予定の下限は、（注６）の記載に従い対象優先株式を普通株式に換算した数（256,294,963）

及び対象新株予約権を普通株式に換算した数（1,094,000）並びに普通株式96,502,325株の合計に
ついて、単元未満に係る数を切り上げた株式数（353,163,000）です。 

 

（6）買付け予定の株券等に係る議決権の数が対象者の総議決権の数に占める割合 37.89％  

 

（注１）「買付予定の株券等にかかる議決権の数」は、前記「（5）買付予定の株券等の数」（注 7）に

あります、本公開買付けにおける買付予定の下限となる株式数に係る議決権の数（353,163)に

基づいております。 

（注２）「対象者の総議決権の数」は、対象者の発行済み普通株式総数（931,490,560 株）（2007 年 7

月 31 日変更について、2007 年 10 月 3 日付け対象者の履歴事項全部証明書にて確認。）から本

書提出日現在の対象者の自己株式（564,332 株）を控除した株に係る議決権の数（930,926 個）



 

に、対象新株予約権の行使により発行等し又は発行等される可能性のある対象普通株式に係る

議決権の数（1,094 個）を加えて、932,020 個として計算しております。 

 

（注３）上記の割合については、小数点以下第三位を四捨五入しています。以下（7）及び（8）におい

ても同様です。 

 

（7）公告日における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合及び公告日における特別

関係者の株券等所有割合ならびにこれらの合計 

公開買付者：64.22% 特別関係者：0.05% 合計：64.27% 

（注１）公告日における特別関係者の株券等所有割合は、各特別関係者が所有する株券

等（但し、対象者の自己株式を除きます。）に係る議決権を合計した上で計算し

ています。 

（注２）公告日における公開買付者及び特別関係者の株券等所有割合の計算に当たって

は、(6)(注２)の「対象者の総議決権の数」に対象者が発行する A種優先株式、B

種優先株式、C種優先株式及び D種優先株式（但し、対象者が保有する自己株式

を除きます。）並びに第 3回新株予約権を適用法令に従い議決権に換算した数

（1,062,962 個）を加えた数（1,994,982）を分母として計算しています。（８）

においても同じです。 

 

（8）買付け等の後における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合ならびに当該株券

等所有割合及び公告日における特別関係者の株券等所有割合の合計 

公開買付者：81.92％ 合計： 81.92％ 

（注）「買付け予定の株券等に係る議決権の数」には、特別関係者の所有する株券等に

係る議決権の数が含まれているため、「当該株券等所有割合及び公告を行う日に

おける特別関係者の株券等所有割合」の計算においては、公告を行う日における

特別関係者の所有する株券等に係る議決権の数を分子に加算しておりません。 

 

（9）応募の方法  

① 公開買付代理人 

日興シティグループ証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号 

なお、公開買付代理人は、その事務の一部を再委託するために以下の復代理人を選

任しております。 

日興コーディアル証券株式会社  東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 
(注) 日興シティグループ証券株式会社は、本公開買付届出書提出日時点において公開買付

代理人の業務に係る機能を上記所在地へ移転させております。なお、本公開買付届出

書提出日時点における日興シティグループ証券株式会社の本店所在地は東京都港区

赤坂五丁目２番 20 号となっておりますが、公開買付期間中に本店所在地を上記千代



 

田区丸の内一丁目５番１号へ移転させる予定です。 

② 公開買付代理人又は復代理人の各本店又は国内各営業所において、所定の「公開買

付応募申込書」に所要事項を記載のうえ、株券又は新株予約権証券（以下「株券等」

といいます。）を添えて、公開買付期間の末日の 15 時 30 分までに応募して下さい。

（但し、日興コーディアル証券株式会社は各営業店によって営業時間又は有価証券

お取扱い時間が異なります。事前にご利用になられる営業店の営業時間等をご確認

のうえ、お手続き下さい。）株券が公開買付代理人若しくは復代理人（又は公開買付

代理人若しくは復代理人を通じて機構）により保管されている場合は、株券の提出

は必要ありません。なお、本公開買付けにおいては、公開買付代理人又は復代理人

以外の金融商品取引業者を経由した応募の受付けは行われません。 

③ 株券等が不発行となっている方は、対象者にて、応募株券等発行の手続きを行い、

発行された応募株券等を添えて公開買付期間の末日 15 時 30 分までに、公開買付代

理人又は復代理人の各本店又は国内各営業店において応募して下さい。（但し、日興

コーディアル証券株式会社は各営業店によって営業時間又は有価証券お取扱い時間

が異なります。事前にご利用になられる営業店の営業時間等をご確認のうえ、お手

続き下さい。） 

④ 新株予約権の応募につきましては、対象者の取締役会の承認を要する旨の制限が付

されておりますので、応募に際しては対象者より発行される「譲渡承認通知書」を

ご提出下さい。 

⑤ 公開買付期間の末日までに、対象新株予約権の行使により発行又は移転される対象

者普通株式も本公開買付けの対象とします。 

⑥ 本公開買付けに係る株券等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをされた方

（以下「応募株主等」といいます。）は、応募には、上記「公開買付応募申込書」と

ともに、ご印鑑をご用意下さい。また、公開買付代理人又は復代理人に口座を開設

されていない場合には、新規に口座を開設していただく必要があります。口座を開

設される場合には、本人確認書類(注１)をご提出いただく必要があります。 

⑦ 外国の居住者である株主等（法人株主等を含みます。以下「外国人株主」といいま

す。）の場合、日本国内の常任代理人（以下「常任代理人」といいます。）を通じて

応募して下さい。また、本人確認書類（注１）をご提出いただく必要があります。 

⑧ 居住者である個人株主の場合、買付けられた株券に係る売却代金と取得費等との差

額は、原則として株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税（注２）の適用対象と

なります。 

⑨ 日興シティグループ証券株式会社における応募の受付けに際しては、応募株主等に

対して、公開買付応募申込の受付票を交付します。 

⑩ 公開買付代理人又は復代理人の各本店又は国内各営業店において、公開買付期間の

末日の 15時 30分まで応募の受付をします。（但し、日興コーディアル証券株式会社



 

は各営業店によって営業時間又は有価証券お取扱い時間が異なります。事前にご利

用になられる営業店の営業時間等をご確認のうえ、お手続き下さい。） 

 

（注１）本人確認書類について 

公開買付代理人又は復代理人に新規に口座を開設して応募される場合、又は外国人株主

が常任代理人を通じて応募される場合には、次の本人確認書類が必要になります。 

個人………住民票の写し（６ヶ月以内に作成の原本）、健康保険証の写し、運転免許証の

写し等（氏名、住所、生年月日の全てを確認できるもの） 

法人………①登記簿謄本、印鑑登録証明書その他官公庁から発行された書類（６ヶ月以

内に作成のもので、名称と本店所在地の両方を確認できるもの） 

②日興シティグループ証券株式会社における応募の受付に際しては、発注部

門の責任者及び資金決済部門の責任者各１名ずつの住民票の写し（６ヶ月以

内に作成の原本）、健康保険証の写し、運転免許証の写し等（氏名、住所、生

年月日の全てを確認できるもの） 

日興コーディアル証券株式会社における応募の受付に際しては、法人自体の本

人確認に加え、代表者若しくは代理人・取引担当者個人（契約締結の任に当た

る者）の住民票の写し（６ヶ月以内に作成の原本）、健康保険証の写し、運転

免許証の写し等（氏名、住所、生年月日の全てを確認できるもの） 

外国人株主…常任代理人に係る上記書類に加えて、常任代理人との間の委任契約に係る

委任状又は契約書（当該外国人株主の氏名又は名称、代表者の氏名及び国外

の所在地の記載のあるものに限ります。）の写し、並びに常任代理人が金融機

関以外の場合には日本国政府が承認した外国政府又は権限ある国際機関の発

行した書類その他これに類するもので、居住者の本人確認書類に準じるもの 

（注２）株式等の譲渡所得等に関する申告分離課税について（個人株主の場合） 

個人株主の方につきましては、株式等の譲渡は原則として申告分離課税の適用対象とな

ります。税務上の具体的なご質問等は税理士などの専門家に各自ご相談いただき、ご自

身でご判断いただきますようお願い申し上げます。 

  

（10）契約の解除の方法 

応募株主等は、公開買付期間中、いつでも本公開買付けに係る契約を解除することが

できます。 

契約の解除をする場合は、公開買付期間の末日の 15時 30分までに、下記に指定する

者に公開買付応募申込の受付票（交付されている場合）を添付のうえ、本公開買付けに

係る契約の解除を行う旨の書面（以下「解除書面」といいます。）を交付又は送付して

下さい。但し、送付の場合は、解除書面が公開買付期間の末日の 15時 30分までに、下

記に指定する者に到達することを条件とします。（日興コーディアル証券株式会社は各



 

営業店によって営業時間又は有価証券お取扱い時間が異なります。事前にご利用になら

れる営業店の営業時間等をご確認のうえ、お手続き下さい。） 

 

解除書面を受領する権限を有する者 

日興シティグループ証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号(注) 

日興コーディアル証券株式会社  東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 

（その他の日興コーディアル証券株式会社国内各営業店） 

（注）日興シティグループ証券株式会社は、本公開買付届出書提出日時点におい

て公開買付代理人の業務に係る機能を上記所在地へ移転させております。な

お、本公開買付届出書提出日時点における日興シティグループ証券株式会社

の本店所在地は東京都港区赤坂五丁目２番 20号となっておりますが、公開

買付期間中に本店所在地を上記千代田区丸の内一丁目５番１号へ移転させ

る予定です。 

 

（11）買付け等の決済をする金融商品取引業者の名称 

日興シティグループ証券株式会社   東京都千代田区丸の内一丁目５番１号(注) 

日興コーディアル証券株式会社    東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 

（注）日興シティグループ証券株式会社は、本公開買付届出書提出日時点において公開

買付代理人の業務に係る機能を上記所在地へ移転させております。なお、本公開

買付届出書提出日時点における日興シティグループ証券株式会社の本店所在地は

東京都港区赤坂五丁目２番 20号となっておりますが、公開買付期間中に本店所在

地を上記千代田区丸の内一丁目５番１号へ移転させる予定です。 

 

（12）決済の開始日 2007年 12月 11日(火曜日) 

 
（13）決済の方法 

公開買付期間終了後遅滞なく、買付け等の通知書を応募株主等の住所又は所在地（外国人

株主の場合にはその常任代理人の住所又は所在地）宛に郵送します。 
買付けは、現金にて行います。買い付けられた株券等に係る売却代金は、応募株主等の指

示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人又は復代理人から応募株主等の指定

した場所へ送金します。 
 

（14）その他買付け等の条件及び方法  
① 法第27条の13第４項各号に掲げる条件の有無及び内容 
  応募株券等の数の合計が買付予定数（353,163,000）に満たないときは、応募株券等
の全部の買付を行いません。応募株券等の数の合計が買付予定数以上の場合には、応募

株券等の全部の買付けを行います。 
 

② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法 



 

 令第14条第１項第１号イ乃至リ及びヲ乃至ソ、第２号、第３号イ乃至チ、第５号並び
に同条第２項第３号乃至第６号に定める事項のいずれかが生じた場合は、本公開買付け

の撤回等を行うことがあります。 
 撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載いたし

ます。但し、公開買付期間末日までに公告を行うことが困難である場合は、府令第20条
に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。 

  

③ 買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法 
 法第27条の６第１項第１号の規定により、公開買付期間中に対象者が令第13条第１項
に定める行為を行った場合には、府令第19条第１項の規定に定める基準に従い、買付け
等の価格の引下げを行うことがあります。 
 買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済

新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、

府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。買付け等の価
格の引下げがなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券についても、変更後

の買付条件等により買付けを行います。 
 

④ 応募株主等の契約の解除権についての事項 

 応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除す

ることができます。解除の方法については、前記「（10）契約の解除の方法」に記載の
方法によるものとします。 
 なお、公開買付者は、応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠

償又は違約金の支払いを応募株主等に請求することはありません。また、保管した応募

株券等の返還に要する費用も公開買付者の負担とします。 
 

⑤ 買付条件等の変更をした場合の開示の方法 
 公開買付者は、法第27条の６第１項により禁止される場合を除き、買付条件等の変更
を行うことがあります。買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更の内容等に

つき電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。但し、公開買付期間の末日

までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その
後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以

前の応募株券についても、変更後の買付条件等により買付けを行います。 
 

⑥ 訂正届出書を提出した場合の開示の方法 
 訂正届出書を関東財務局長に提出した場合は、直ちに、訂正届出書に記載した内容の

うち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを、府令第20条に規定する方法によ
り公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交

付している応募株主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。但

し、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内

容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付することにより訂正します。 
 
⑦ 公開買付けの結果の開示の方法 

本公開買付けの結果については、公開買付期間の末日の翌日に、令第９条の４及び府

令第30条の２に規定する方法により公表します。 
 



 

３．対象者またはその役員との本公開買付けに関する合意の有無 

本公開買付けについては、平成 19年 10月 22日に、対象者取締役会の賛同決議を得ております。 

４．公開買付届出書の写しを縦覧に供する場所 
株式会社東京証券取引所 
（東京都中央区日本橋兜町2番1号） 

 

５．公開買付者である会社の目的、事業の内容及び資本金の額 

（1）会社の目的 

当社は、他の会社の株式資本や有価証券の購入、販売、管理、及びこれらの資本参加に関

連した業務の履行を目的としています。 

 

（2）事業の内容 

当社は、他社にかかるパーティシペーション及び有価証券を取得、売却及び運営すること

を主たる事業としております。尚、当社の事業には、当該パーティシペーションに関連す

るサービスの提供も含まれております。 
当社は、ウォルマートの完全子会社です。 

 

（3）資本金の額 

20,000ＣＨＦ（2百万円） 

（注）スイスフランから日本円への換算 

本項におけるスイスフランから日本円への換算は、2007年 10月 17日現在の三菱東京 UFJ銀行に

よる対顧客電信売買相場の仲値である１スイスフラン=99.62 円の換算率で計算し、百万円未満を

四捨五入した上で記載しております。 

 

以上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本添付資料は、東京証券取引所の定める適時開示規則に基づき開示が求められる事項につき開示したものであ

り、売付け等の勧誘又は買付け等の申込みを目的として作成されたものではありません。売付け等の申込みを

される際は、必ず公開買付者が作成する公開買付説明書をご覧いただいた上で、株主ご自身の判断で申込みを

行って下さい。 
本添付資料は、有価証券に係る売却の申込みの勧誘、購入申込みに該当する、又はその一部を構成するもので

はなく、本添付資料又はその配布の事実が当該公開買付けに係るいかなる契約の根拠となることもなく、また

契約締結に際してこれらに依拠することはできないものとします。 
国又は地域によっては、本添付資料の配布に法令上の制限が課されている場合があります。かかる場合にはそ

れらの制限に留意し、当該国又は地域の法令を遵守してください。本公開買付けの実施が違法となる国又は地

域においては、仮に本添付資料が受領されても、本公開買付けに関する株券の売付け等の申込みの勧誘又は買

付け等の申込みをしたことにはならず、単に情報としての資料配布とみなされるものとします。 



 

※添付資料 2：ウォルマート・ストアーズ・インクによるプレスリリース 

 

 

2007年 10月 22日 
報道関係者各位 

 
 

ウォルマート、西友の完全子会社化に向け公開買付け実施 
 

日本市場へのコミットメントを改めて表明 
 
ウォルマート・ストアーズ Inc. （NY 証取:WMT、以下、ウォルマート）は本日、子会社である株式会社
西友 （東証:8268、以下、西友）の発行済株式について、ウォルマートが未保有分の全てを取得する
目的で公開買付けを実施することをお知らせいたします。本日開催された西友の取締役会でも本公開

買付けに賛同することが決議されました。 
 
ウォルマートは西友の発行済普通株式を 1 株につき 140 円で買い付けます。公開買付価格は、2007
年 10月 19日の東京証券取引所における西友の終値に 60.9%の、過去 3 ヶ月の東京証券取引所に
おける西友の終値の平均値に 34.6 %のプレミアムを加えた金額に相当します。 
 
ウォルマートは現在、西友の株式を 50.9%保有しています。本公開買付けによりウォルマートが未保
有分の発行済全株式を取得した場合、追加投資額は約 1,000億円となります。 
 
ウォルマート副会長のマイク・デュークは次のように語っています。「今回の公開買付けにより、ウォル

マートが世界第二位の小売市場である日本にコミットしていることを改めてご理解いただけると思いま

す。日本の小売市場はウォルマートの経営戦略上非常に重要であり、私たちの目標は日本において

長期にわたり成功し、成長を実現することです」。 
 
さらに、マイク・デュークは以下のようにコメントしています。｢今後、西友およびウォルマートが協働し、

お客様、地域コミュニティー、従業員、取引先を含むあらゆるステークホルダーの皆さまに長期にわた

り価値を提供していく取り組みを加速化させる必要があります。そのためには、西友を完全子会社にす

ることが最善の道であると考えています」。 
 
公開買付期間は 2007年 10月 23日から 12月 4日までの 30営業日です。なお、本公開買付けにお
ける買付予定数の下限は、ウォルマートが現在保有する株式と併せて、西友の発行済普通株式総数

の 3 分の 2 を保有する結果となるよう設定しています。本公開買付けが成功した場合、本公開買付け
後に、ウォルマートは西友の他の株主が所有する全株式を取得するために一連の手続きを実施する

予定であり、その結果、西友株式は東京証券取引所において上場廃止となる見込みです。 



 

ウォルマートと西友は 2002年 5月に提携を開始しました。その後、2005年末にウォルマートは西友株
の過半数を取得し、以来、西友の企業価値向上に向けて相当規模の経営資源を投入してきました。 
 
今後、西友がウォルマートの完全子会社となり、ウォルマートの支援を全面的に享受することが最善の

選択肢であるということで両社の見解は一致しています。 
 
マイク・デュークは、以下のように述べています。「西友がウォルマートの完全子会社となることで、今

後はマーチャンダイジング、店舗改装、物流、ロジスティックスなどの様々な分野においてこれまで以

上に柔軟に投資が行えるようになります。また、西友の社員はこれらの業績向上への取り組みから恩

恵を受けることができると考えています。さらに、西友のお取引先にもウォルマートが西友にコミットして

いることを改めてご理解いただき、西友の強みおよび将来の成長見通しに対する信頼を高めていただ

くことになると考えています」。 
 
また、「最高の価値をご提供することでお客様の暮らしを豊かにするというウォルマートの理念は、西友

にとっては、ウォルマートのグローバルな取引先ネットワークを活用することで、日本国内のお客様に

対して質の高い商品を低価格でご提供し、恩恵を還元することを意味するのです」とコメントしていま

す。 
 
 

＃＃＃ 
 
 
本件に関するお問い合わせ先: 
 
ギャビン・アンダーソン (服部、和田) 03-5404-0640 
ウォルマート (Kevin Gardner)  Kevin.gardner@wal-mart.com 
 
 
 
ウォルマート・ストアーズ Inc. について (NY証取: WMT) 
 
米国アーカンソー州ベントンヴィルに本社を置き、ディスカウント・ストアーズ、スーパーセンターズ、ネ

イバーフッド・マーケット、サムズ・クラブの小売店舗を運営。米国に加え、アルゼンチン、ブラジル、カ

ナダ、中国、コスタリカ、エルサルバドル、グァテマラ、ホンジュラス、日本、メキシコ、ニカラグア、プエル

トリコ、英国で事業を展開。世界 14ヶ国で週当たり延べ 1億 7,600万人以上のお客様にサービスを提
供している。株式はニューヨーク証券取引所に上場(WMT)。企業情報は www.walmartfacts.com を
ご参照のこと。 
 
 
株式会社西友について (東証: 8268) 
 
スーパーマーケットおよび総合小売チェーン(GMS）を経営する国内大手小売業者。2007 年 8 月現在、
西友グループで全国に 393店舗を展開。企業情報は www.seiyu.co.jpをご参照のこと。  
 
 



 

西友の株主の皆様 
 
西友の株主の皆様におかれましては、本公開買付けの応募手続き等につきご不明な点がございまし

たら、日興シティグループ証券株式会社（公開買付代理人）または日興コーディアル証券株式会社（復

代理人）まで、お問い合わせ下さい。 
 
なお、日興コーディアル証券株式会社では、本公開買付けの応募手続きに関する個人株主等のお問

い合わせ先として専用フリーダイヤルを開設しております。 
（日興コンタクトセンター公開買付専用ダイアル（個人株主様専用）） 
フリーダイアル： 0120-250-959 
開設期間  平成 19年 10月 23日～平成 19年 12月 4日 9:00～17:00（但し、土・日・祝日を除く） 
 
 
 
本件について、公開買付者が金融商品取引法施行令第 30 条第 1 項第 1 号に掲げる報道機関の二以

上を含む報道機関に対して公開した時から 12 時間を経過するまでは、金融商品取引法第 167 条第 3

項及び金融商品取引法施行令第 30 条の規定により、内部者取引（いわゆるインサイダー取引）規

制に関する第一次情報受領者として株式会社西友の株券等の買付け等が禁止される可能性があり

ますので、十分にご注意ください。万一、当該買付け等を行ったことにより、刑事、民事、行政上

の責任を問われることがあっても、当社は一切責任を負いかねますので、予めご了承ください。 

 
 


