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イオンからの提案に関する検討結果等のお知らせ 

 

当社は、本日開催された臨時取締役会において、イオン株式会社（千葉県美浜市 以下

「イオン」といいます）、ウエルシア関東株式会社（埼玉県さいたま市）及びマックスバ

リュ東海株式会社（静岡県駿東郡）から提出された平成 19 年 11 月 16 日付の「ＣＦＳコ

ーポレーションのＶ字回復を目指す企業価値向上策の提案」（以下「イオン提案」といい

ます）について慎重に審議いたしました。 

その結果、イオン提案のすべてを受け入れることはできないこと及び平成 19 年 11 月６

日に決定した株式会社アインファーマシーズ（札幌市東区 以下「アインファーマシー

ズ」といいます）との株式移転による経営統合（以下「本件統合」といいます）を付議す

るための臨時株主総会を来年１月 22 日に招集することを決議いたしましたので、お知ら

せします。 

上記決議に至った理由等につきましては、以下のとおりでありますが、詳細につきまし

ては添付の文書（「アインファーマシーズとの経営統合のメリットとイオンからの提案に

対する検討結果」）をご参照ください。 

 

なお、イオン提案は、本件統合後における当社との間でも矛盾なく実現しうる内容を含

んでおり、ドラッグストア事業では、今回提案された物販機能の強化、そのための商品の

共同仕入、ＰＢ商品の導入をはじめとするスケールメリットの追及は、当社の体力を強化

し、業績回復のスピードアップを図る有効な施策となりうると判断しております。 

また、収益力の抜本的な強化を目指す食品スーパー事業における競争力のあるＰＢ商品

の導入、技術教育・人材活性化指導の受入れ等については、十分に当社の企業価値を高め

るものがあると評価していますので、当社としてはイオン株式会社に対して本件統合にご

理解をいただけるよう引き続き誠実に対応していくとともに、イオン提案の業務提携につ

いてはその具体化に向けて今後も協議を継続していきたいと考えるところであります。 

 

１．株式移転比率に関する考え方 

(1) 本件株式移転比率は、以下の理由から当社株主にとって公正なものです。 

・ 独立した第三者からの株式移転比率算定書を踏まえ本件株式移転比率を決定

したこと。 

・ 本件株式移転比率が独立した第三者の算定結果レンジと整合していること。 



・ 本件統合により、当社及びアインファーマシーズの将来のＥＰＳ（一株当た

りの当期利益）の増加が予想できること。 

・ 上記の結果、本件統合が当社の株主価値を高めることができると判断される

こと。 

(2) 当社の収益計画に沿って今期の業績は推移しています。 

・ 今期の業績見通しが移転比率算定に際して前提とした当社収益計画に近似す

る数値で推移しており、当社で策定した収益計画は短期的にも十分達成可能

であること。 

２．本件統合の基本理念とシナジー効果 

(1) 本件統合は、以下の理念と戦略に基づき当社の中長期的な事業成長を目指すも

のであり、かつ実現性の高いシナジー効果が得られます。 

(2) 本件統合により、当社及びアインファーマシーズのＥＰＳが増加し、当社株主

価値が増大する可能性が高いと見込まれます。 

 

・ 調剤薬局 大手のアインファーマシーズとの本件統合は、ドラッグストアと調

剤薬局の経営ノウハウの共有により、改正薬事法が要請するサービスの高度化

に対応するとともに、高齢化社会において予防から医療までの「トータルヘル

スケア企業」を目指す公共性の高い事業モデルです。本件統合は、企業の社会

的責任（ＣＳＲ）を果たしながら、中長期的な視点から持続的な成長と企業価

値の増大を実現させるための事業計画です。 

・ ドラッグストアの同質化競争からの脱却を目指すためにも、調剤部門の強化は

喫緊の経営課題であり、本件統合によりアインファーマシーズの調剤薬局の運

営ノウハウ・システムの活用、薬剤師の確保及び育成システムの活用を図るこ

とは、 善の選択と判断されます。 

３．当社からイオンに対する回答の経緯 

イオンが提案準備及び説明準備に時間を要した後、当社は限られた時間と十分な検

討資料の提出がないなかで、イオン提案を迅速かつ慎重に検討し決定いたしました。 

４．イオン側の主張の二つの問題点 

イオン提案には、以下の二つの看過できない問題点があり、本件統合の中止を前提

としているイオンの提案は、本件統合の代替案とはなり得ないとの結論に至りました。 

(1) イオンが当社株式の価値算定に際して用いた前提条件であるイオン作成の収益

計画及び店舗計画の実現性が極めて低い等の重大な問題点が含まれること。 

(2) イオンが行った本件株式移転比率の分析は、客観的な算定書の提出がないうえ、

上場企業間の経営統合案件で通常採用するべき手法が採用されておらず、また

非現実的な前提をおいている等の重大な問題点が含まれること。 

５．提携協議の打診に対するイオン側からの即時の否定的見解 

イオン提案には当社の企業価値を更に向上させる内容が含まれていることから、当



社から統合新会社グループとイオンとの業務提携について打診したところ、イオンか

ら「本件統合の撤回が前提」との回答があり、拒絶されました。当社及びアインファ

ーマシーズとしては、イオンと本件統合後の新会社グループの提携を現時点において

も協議する用意があります。 

６．フード事業強化のための基盤となる本件統合 

(1) 本件統合後に、盤石の収益、財務基盤を背景に当社は積極的なフード事業強化戦

略を実践します。 

(2) 当社の喫緊の課題であるＰＢ商品導入に関して、イオンに「トップバリュ」商品

等の導入を申し入れたところ、回答を得ていません。 

(3) 当社は、引き続きイオンからのフード事業でのＰＢ商品の導入を目指しますが、

実現しない場合は、株主及び従業員から支持が得られる他社との提携も検討いた

します。 

７．イオンと当社の提携関係と本件統合の整合性 

イオンと同社の提携覚書では、平成 18 年１月 31 日にリリースされておりますとお

り「イオンは株式保有により当社の経営に対し影響力等を行使しない」ことが確認さ

れており、当社が本件統合を進めることはイオンとの提携覚書に違反するものではあ

りません。 

８．従業員組合執行部が本件統合の支持を表明 

当社従業員組合執行部は、イオンからの申し出により開催された説明会を経た後、

当社経営陣に対し、イオン提案ではなく本件統合を支持する旨を表明しております。 

９．結論 

以上のことから、 

・ 本件株式移転比率は当社株主にとって公正なものであり、 

・ 本件統合は近未来の高齢化社会における中長期的な企業成長とシナジー効果等

から当社株主価値の増大が見込めるものであり、 

・ イオン提案の内容は合理的かつ客観的データ等で裏付けされた説得力のあるも

のではなく、当社株主に対する説明責任を十分に果たしていない、 

と考えられることから、当社取締役会は、イオン提案は本件統合の代替案とはなり得ず、

本件統合が当社の株主価値を高める 善の施策であるとの結論に至りました。 

以 上 
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（添付資料） 

アインファーマシーズとの経営統合のメリットとイオンからの提案に対する検討結果 

１．株式移転比率に関する考え方 

(1) 本件株式移転比率の当社株主にとっての公正性 

平成 19 年 10 月 5 日付の「株式移転による経営統合の基本合意に関するお知らせ」と題した当社プレ

スリリースにおいても記載しましたとおり、当社と株式会社アインファーマシーズ（以下「アインフ

ァーマシーズ」といいます）は、株式移転により両社の完全親会社となる共同持株会社を設立し、経

営統合すること（以下「本件統合」といいます）につき、合意しました。 

この株式移転に際しては、当社の普通株式 1 株に対して共同持株会社普通株式 0.30 株を、アインフ

ァーマシーズの普通株式 1 株に対して共同持株会社普通株式 1.25 株を、それぞれ割当てることとし

ました（以下、当該株式移転に関わる各社の普通株式に対する共同持株会社普通株式の割当割合を総

称して「本件株式移転比率」といいます）。 

公正性を期すため、当社は、当社またはアインファーマシーズの関連当事者に該当しない独立した第

三者である PwC アドバイザリー株式会社（以下「PwCA」といいます）に株式移転比率の算定を依頼し、

株式移転比率算定書を受領しました。 

PwCA は、両社の普通株式の価値を主として市場株価基準方式及び DCF 方式を通じて分析し、参考とし

て類似会社比較方式による分析等を行いました。その結果は以下の通りです。（注１）（注２）。 

 

0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40

DCF方式

市場株価基準方式

 

0.30 

（注1） 株式移転比率は、アインファーマシーズの普通株式１株に対して共同持株会社普通株式 1.25

株が割当てられる場合に、当社の普通株式１株に対して割当てられる共同持株会社普通株式数

を示します。 

（注2） 通常の合併のように、アインファーマシーズの普通株式に割当てられる共同持株会社普通株式

数と、当社の普通株式に割当てられる共同持株会社普通株式数を比較した比率を示す場合には、

アインファーマシーズ普通株式１に対して当社普通株式 0.24 の割合となります。 
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当社及びアインファーマシーズは、株式移転比率を決定するにあたり、相手方へのデューディリジェ

ンスを実施して専門家の報告書を取得し、相手方会社の状況について検証を行いました。また、それ

ぞれが依頼した算定機関から株式移転比率に関する算定書を取得した上で、それらの資料を参考に両

社で検討・協議を重ねました。両社においては、デューディリジェンスの結果、試算された株式移転

比率、各株主総会での承認の可能性などを総合的に勘案して、両算定機関から提示された結果レンジ

の範囲において株式移転比率について合意に至り両社の取締役会にて承認しました。 

その後、平成 19 年 11 月６日に、両社は、本件株式移転比率を含む株式移転計画書の作成とともに株

式移転契約書を締結し、同日その旨を対外発表しました。 

ところが、平成 19 年 11 月 16 日に、イオン株式会社は（以下「イオン」といいます）「ＣＦＳコーポ

レーションの V字回復を目指す企業価値向上策の提案」と題された資料（以下「イオン提案書」とい

います）を当社に提出するとともに、同日に対外発表したプレスリリースの中で、本件株式移転比率

を「ＣＦＳ株主の利益を不当に毀損するもの」との意見を表明しました。 

イオンとの面談等を実施し、イオンの意見を当社取締役会において精査した結果、当社としましては、

以下の理由から、本件株式移転比率は、当社株主にとって公正なものであり、当社株主の利益を拡大

するものであると判断いたしました。 

① 独立した第三者からの株式移転比率算定書を踏まえた本件株式移転比率の決定 

 当社とは利害関係の全くない独立した第三者である PwCA から株式移転比率算定書の算定結

果を参考とし、本件株式移転比率を決定していること 

② 本件株式移転比率が独立した第三者の算定結果レンジと整合していること 

 本件株式移転比率が、両算定機関から提示された算定結果レンジの範囲において合意に至り、

両社取締役会で承認されたものであること 

③ 本件統合により当社及びアインファーマシーズの将来の EPS 増加が予想できること 

 両社間での協議を通じて算定した本件統合によるシナジー効果を加味し、共同持株会社の予

想当期利益ならびに同予想当期利益と本件株式移転比率を用いて共同持株会社の一株当た

り当期利益（以下「共同持株会社予想 EPS」といいます）を試算したところ、共同持株会社

予想 EPSが本件統合前の当社単独ベースの予想 EPSを大幅に上回る結果となること及び共同

持株会社予想 EPS がアインファーマシーズの単独ベースの予想 EPS を平成 22 年３月期以降

上回る結果となること（詳しくは「２. 本件統合の基本理念とのシナジー効果」をご参照く

ださい） 

④ 上記③の結果、本件統合が当社の株主価値を高めることができると判断されること 

⑤ 株式移転比率の分析に際して、イオンは一株当たり純資産のみを比較するという偏った分析手

法を採用していること 

 当社は、上場企業のこの種の案件で頻繁に用いられる複数の分析手法を用いて本件株式移転

比率を決定しているが、一方で、イオンが本件株式移転比率を「ＣＦＳ株主の利益を不当に
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毀損するもの」と主張する根拠は、提案に約７週間を要したにもかかわらず、一株当たり純

資産のみを比較するという偏った分析手法による分析結果であること（詳しくは「４. イオ

ン側の主張の２つの問題点」をご参照下さい） 

⑥ イオンが本件株式移転比率に反対する合理的な理由が説明されないこと 

 当社がイオンに対して、本件株式移転比率を「ＣＦＳ株主の利益を不当に毀損するもの」と

主張する根拠を質問したところ、当社取締役会が当社株主への説明責任を果たすに足りる説

得力のある説明が受けられなかったこと（詳しくは「４. イオン側の主張の２つの問題点」

をご参照ください） 

 

(2) 当社の収益計画と今期の業績見通しの整合性 

残すところ３ヶ月弱となりました今期の業績見通しについては、本件株式移転比率算定に際して前提

としました当社の収益計画に近似する数値で推移しています。（本日付で発表した当社第３四半期決

算数値をご参照下さい） 

従って、当社で策定した収益計画は、短期的にも十分に達成可能であり、現時点での修正の必要性は

認識していません。 

故に、当該収益計画に基づき分析され、かつ決定された本件株式移転比率は、現時点においても十分

な適正性を確保しています。 

 

２. 本件統合の基本理念とシナジー効果 

(1) 本件統合の基本理念 

調剤薬局 大手のアインファーマシーズとの本件統合は、ドラッグストアと調剤薬局の経営ノウハウ

の共有により、改正薬事法が要請するサービスの高度化に対応するとともに、高齢化社会において予

防から医療までの「トータルヘルスケア企業」を目指す公共性の高い事業モデルです。本件統合は、

企業の社会的責任（ＣＳＲ）を果たしながら、中長期的な視点から持続的な成長と企業価値の増大を

実現させるための事業計画です。 

ドラッグストアの同質化競争からの脱却を目指すためにも、調剤部門の強化は喫緊の経営課題であり、

本件統合によりアインファーマシーズの調剤薬局の運営ノウハウ・システムの活用、薬剤師の確保及

び育成システムの活用を図ることは、 善の選択と判断されます。 

(2) 本件統合による十分、かつ実現性の高いシナジー効果 

本件株式移転比率決定後に、当社とアインファーマシーズ間での協議を通じて、本件統合によるシナ

ジー効果を推定しました。 

本件統合によるシナジー効果の中身については、以下の通りです。（表１：EPS 増減分析 シナジー効

果 をご参照下さい） 
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① 共同仕入・購入・販売による売上原価及び販管費の削減： ５年間累計で 14.8 億円（当期利

益ベース、以下同じ） 

 両社は、スケールメリットを活用した、共同での仕入・購入・販売について取り組みを推

進します。 

 ドラッグストア、コンビネーションストア等で取り扱っている商品及び医療用医薬品の仕

入れコストの改善が大きく見込まれます。また物流コストの削減も図っていきます。 

② 人材の効率的活用による人件費削減： ５年間累計で 13.9 億円 

 当社のドラッグストア基幹システムをはじめ、アインファーマシーズの調剤薬局運営シス

テムを相互に活用し、業務の標準化等により効率性の向上を図ります。 

 これにより、労務費及び人件費の圧縮のみならず、在庫削減、効率的な販売促進活動、調

剤過誤防止等の効果が見込まれます。 

③ 調剤薬局／ドラッグストア部門での人材採用維持費用の削減： ５年間累計で 0.7 億円 

 薬剤師及びドラッグストア従業員を対象とした人材育成及び研修システムの充実を図り、

専門性の高い薬剤師及びスタッフを育成します。 

 新卒薬剤師の安定確保が実現するほか、優秀な人材の定着率向上効果により、中途採用活

動及び配置転換等に係るコストが抑えられます。 

④ アインファーマシーズ薬剤師の効率的再配置による当社出店の加速： ５年間累計で 2.3 億円 

 不採算店舗のリストラクチャリングの一環として、店舗の閉鎖に限らず、リロケーション

及びお客さまのニーズに応じた業態転換による収益改善を目指します。 

 統合効果による薬剤師の安定確保とともに、当社においては、調剤併設型ドラッグストア

の出店を推進します。 

⑤ 本社管理費用の削減： ５年間累計で 2.0 億円 

 管理部門の業務の合理化及び共同持株会社への集約を進め、人材の適正再配置とともに、

間接コストの削減を図ります。 

(3) 本件統合による EPS の増加と当社株主価値の増大 

同シナジー効果と本件統合により発生が予想される一時的統合費用を、両社の単独ベースの当期利益

に加味し、共同持株会社の予想当期利益を推定しました。(1)に記載したコスト削減を中心とした経

営統合の効果により、共同持株会社の平成 21 年度以降の予想当期利益は同年度以降の両社の予想当

期利益の単純合算を上回る見込みです。 

さらに、共同持株会社の予想当期利益と本件株式移転比率を用いて、共同持株会社予想 EPS を推定し

ました。各社の１株ベースに計算し直した共同持株会社予想 EPS と、各社の単独ベースの予想 EPS を

比較したところ、当社及びアインファーマシーズの EPS が本件統合前後で増加する見通しとなりまし

た。 

従って、当社取締役会は、本件統合が当社の株主価値を高める可能性が高いと当社株主の皆様に判断

頂けるものと考えています。 
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（表１：EPS 増減分析） 平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期 平成24年3月期 平成25年3月期

Ｃ社単独当期利益計画（百万円）(1) 930 1,245 1,480 1,700 1,910

 発行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

済み株式総数（注1） 29,899,490 29,899,490 29,899,490 29,899,490 29,899,490

Ｃ社単独EPS(円) (2) 31.1 41.6 49.5 56.9 63.9

単独当期利益計画（百万円） (3) 2,270 2,590 3,020 3,650 4,590

発行済み株式総数（注2） 11,562,056 11,562,056 11,562,056 11,562,056 11,562,056

Ａ社単独EPS(円) (4) 196.3 224.0 261.2 315.7 397.0

シナジー効果（当期利益ベース）（百万円）(5) 100 420 800 950 1,100

共同仕入・購入・販売による売上原価及び販売管理費用の削減 132 189 350 371 437

人材の効率的活用による人件費削減 29 193 338 403 423

調剤薬局／ドラッグストア部門での人材採用維持費用の削減 6 17 17 17 17

A社薬剤師の効率的再配置によるＣ社出店の加速 -77 8 55 99 143

本社管理費用の削減 10 13 40 60 80

的統合費用（当期利益ベース）（百万円）(6) -110 -55 0 0 0

のれん代償却負担（当期利益ベース）（百万円）(7) -7 -7 -7 -7 -7

持株会社当期利益計画（百万円）((1)+(3)+(5)+(6)+(7)) 3,183 4,193 5,293 6,293 7,593

共同持株会社発行済み株式総数（1.25:0.3の統合比率を前提） 23,422,417 23,422,417 23,422,417 23,422,417 23,422,417

共同持株会社EPS（円）(8) 135.9 179.0 226.0 268.7 324.2

Ｃ社1株ベースの共同持株会社EPS（円）((9)=(8)*0.3) 40.8 53.7 67.8 80.6 97.3

Ｃ社単独EPSと共同持株会社EPSの増減((9)/(2)-1) 31% 29% 37% 42% 52%

社1株ベースの共同持株会社EPS（円）((10)=(8)*1.25) 169.9 223.8 282.5 335.8 405.2

A社単独EPSと共同持株会社EPSの増減((10)/(4)-1) -13% 0% 8% 6% 2%

成19年12月12日時点発行済み株式総数29,911,678株から自己株式12,188株を除き算出。

（注2）平成19年12月12日時点発行済み株式総数11,322,456株から、自己株式2,400株を除き、ストックオプション行使による37,000株及び潜在的なストックオプション行使による増加株式数205,000株を加え、算出。

（注3）本EPS分析に使用した事業計画は事業統合後のシナジーを織り込んで策定した計画であり、統合比率を算定する際のスタンドアロンベースの計画とは異なっています。

Ａ社

一時

共同

A

（注1）平

 

（表２：統合後の事業計画） 

 

 

 

平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期 平成24年3月期 平成25年3月期

C社：統合後の事業計画

営業収益（百万円） 144,000 143,500 146,000 149,500 155,500

ドラッグストア事業 102,000 103,500 107,500 112,000 118,000
フード事業 39,500 37,500 36,500 35,000 35,000

売上総利益額（百万円） 41,300 41,000 41,700 42,700 44,300

ドラッグストア事業 28,800 29,200 30,300 31,600 33,300
（売上総利益率） 28.2% 28.2% 28.2% 28.2% 28.2%

フード事業 9,700 9,250 9,000 8,650 8,600
（売上総利益率） 24.6% 24.7% 24.7% 24.7% 24.6%

営業利益（百万円） 1,900 2,900 3,900 4,400 4,900

経常利益（百万円） 2,000 3,000 4,000 4,500 5,000

 
C

 

 

 

 

 

 

社出退店計画

出店数 16 15 15 20 20

　　ドラッグストア 15 15 15 20 20
　　フード 1 0 0 0 0

閉店数 17 7 6 3 3

　　ドラッグストア 15 5 5 3 3

　　フード 2 2 1 0 0

総店舗数 288 296 305 322 339

店舗数増減 -1 8 9 17 17

A社：統合後の事業計画

営業収益（百万円） 123,000 138,000 156,000 178,000 210,000

調剤事業 108,700 121,550 136,000 153,900 175,600
ドラッグ事業 16,120 17,960 21,500 25,650 35,900

売上総利益額（百万円） 15,982 18,000 20,455 22,990 28,443

調剤事業 11,276 12,684 14,036 15,494 17,809
（売上総利益率） 10.4% 10.4% 10.3% 10.1% 10.1%
ドラッグ事業 4,711 5,065 6,112 7,183 10,116
（売上総利益率） 29.2% 28.2% 28.4% 28.0% 28.2%

営業利益（百万円） 4,860 5,242 6,128 7,621 9,633

経常利益（百万円） 4,700 5,100 6,000 7,500 9,500

A社出退店計画

出店数 42 34 58 49 65

調剤事業 39 31 51 42 48
ドラッグ事業 3 3 7 7 17

閉店数 0 0 0 0 0

総店舗数 454 488 546 595 659

店舗数増減 42 34 58 49 65

(注）本事業計画は事業統合後のシナジーを織り込んで策定した計画であり、統合比率を算定する際のスタンドアロンベースの計画とは異なっています。
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３. 当社からイオンに対する回答の経緯 

(1) イオンの提案は当初の通知から 7 週間以上を要したこと 

平成 19 年９月 25 日に当社は、本件統合について筆頭株主であり提携先であるイオンに対して報告し

ました。同月 29 日には改めて岡田元也・イオン代表執行役社長に説明をいたしましたが、その際に

は、本件統合を進める当社の説明なら聞く必要はないということでありました。そして、平成 19 年

10 月５日の当社とアインファーマシーズとの本件統合の共同記者発表に先立ち、イオンから本件統合

に対する反対の意向と当社の企業価値向上策を提案する旨が発表されました。 

10 月５日以降、当社からはイオンに再三にわたって本件統合に関する説明を行いたい旨の申し入れを

行いましたが、説明の機会を頂けず、その後イオンから当社に対して提案を頂いたのは、当初の発表

から７週間以上経過した平成 19 年 11 月 16 日でした。 

(2) イオンの提案受領後に当社は迅速に検討を開始していること 

平成 19 年 11 月 16 日にイオン提案書を受領した後、その内容を当社としても限られた時間内で十分

に精査し検討するため、当社の取締役、執行役員への説明会を設けて頂くよう、当社はイオンに要請

してきました。 

また、当該説明会での精査・検討を充実させるため、イオンが提案した企業価値向上策の定量的根拠

を示す基礎資料及びデータの提供を平成 19 年 11 月 20 日に書面で依頼しました。 

(3) イオンから受領した追加資料は当社及び当社株主への説明責任を果たすものではなかったこと 

当社の要請の結果、説明会は平成 19 年 11 月 28 日に開催されましたが、依頼した資料の事前受領は

実現せず、当日その一部についてのみ受領することとなりました。なお、イオンの提案の中で業務提

携先とされたウエルシア関東株式会社及びマックスバリュ東海株式会社の実績データ等は当社の依

頼にかかわらず受領した資料に含まれておりませんでした。 

当該説明会においてイオンから受けた説明内容及び受領した追加資料を検討した結果、当社取締役会

としては、株主への説明責任を満たすものではないと結論付けざるを得ませんでした。特に、受領し

た追加資料は、当社が要請した「イオンが提案する個別シナジー効果の定量的根拠を示す資料」が含

まれず、イオンが提案するシナジー効果が合算値で記載されているだけのものであり、また目標株価

の算定根拠についても検証のための充分な資料は含まれておりませんでした。 

(4) 当社取締役を務めるイオン社長が当社経営陣との面談を応諾されないこと 

また、岡田元也・イオン代表執行役社長は、当社の社外取締役相談役を務めておられますが、平成 19

年 11 月６日及び平成 19 年 12 月４日の当社取締役会を欠席されたため、当社経営陣から岡田元也・

イオン代表執行役社長に対する本件統合のメリットに関する説明を行うことができませんでした。こ

うした中、当社経営陣は、岡田元也・イオン代表執行役社長に対して再三面談を依頼して参りました

が、本日現在、実現していません。 
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こうした上記(1)～(4）の経緯から、当社取締役会としては、イオンの提案内容は当社株主への説明

責任を十分に果たしているものでなく、その内容については合理性に欠けるものであると考えざるを

得ないとの結論に至りました。 

 

４. イオン側の主張の二つの問題点 

当社の理解するところでは、イオンはイオン提案書の中で、当社の普通株式の理論価値及び本件株式

移転比率に関して、以下の二点の主張を行っています。 

(i)当社普通株式が１株当たり 800 円以上で評価されるべきであること 

(ii)本件株式移転比率がＣＦＳ株主の利益を不当に毀損するものであること 

しかし、これら二点の主張いずれにも以下のような看過し難い問題点が認められます。 

(1) 当社普通株式が１株当たり 800 円以上で評価されるべきである」とのイオンの主張の問題点 

当社は、イオン提案書を受領後、直ちに中身を精査して面談を申し入れ、さらに平成 19 年 11 月 20

日付でイオンに対し、イオンとの面談を通じて確認したい事項をとりまとめ、書面で送付しました。

その後、平成 19 年 11 月 28 日にイオンの当社取締役、執行役員への説明会においてイオンの主張の

根拠を確認したところ、イオンが当社普通株式の価値算定に際して用いた前提条件に、以下の重大な

問題点が含まれることが判明しました。 

① 薬剤師確保対策がないことから、イオン作成の収益計画の実現可能性は低いこと 

 各社の薬剤師確保の競争激化及び薬科大学の６年制化に伴って、薬剤師が不足することが

予想されています。しかし、イオンが提案する施策に基づく収益計画においては、調剤薬

局のドラッグストアへの併設及び新規出店に伴い必要となる新たな薬剤師の確保につい

て、教育プログラムの活用に留まり、新たな人材の確保についての対策が明確ではありま

せん。 

 従って、薬剤師の確保が当社の事業展開の 大の制約要因となっている中で、具体的な薬

剤師確保の対策が明確ではない以上、イオンが提案する調剤薬局／ドラッグストア事業の

事業戦略は実現性に乏しく、同事業戦略に基づく収益計画は論拠に欠けると判断せざるを

得ません。 

 一方、本件統合においては、アインファーマシーズが調剤薬局業界の 大手企業として、

薬剤師採用市場において絶大な競争力を持っていることが大きなメリットとなります。具

体的には、アインファーマシーズの正社員である薬剤師を当社店舗に受け入れることが可

能となります。当社は、その具体策についてアインファーマシーズと綿密に協議を行って

おり、本件統合における調剤薬局／ドラッグストア事業の事業戦略の実現可能性は極めて

高いと考えます。 
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② ドラッグストア事業及びフード事業に関するイオンの店舗戦略の実現可能性が低いこと 

 ドラッグストア事業及びフード事業の店舗戦略に関して、当社は、まずは不採算店の撤退

を進めることで既存店の収益力向上に集中し、その間は新規出店を 小限にとどめるとい

う、極めて実現可能性が高い考え方を採用しています。 

 これに対して、イオンは、既に都市計画による立退き等で閉店が決定されている店舗につ

いても、売上が継続することを前提としたり、不採算店の撤退を軽視する一方、新規出店

数を増やし、同時に一店舗当たりの売上を伸長させるとの考え方を採用しています。しか

し、イオンが提案する戦略は、不採算店の撤退による経費削減策が不十分である一方、新

規出店による成長に過度に依存しています。従って、一店舗当たりの売上増が実現する根

拠に乏しく、当社としては、イオンが提案する戦略の実現可能性に大きな疑問を抱かざる

を得ない状況となっています。 

 一方、本件統合においては、アインファーマシーズと共に両社共通の店舗戦略について綿

密な協議をしており、その結果立案された実行性の高い当社の出店計画を踏まえた本件統

合におけるドラッグストア事業及びフード事業の店舗戦略案の実現可能性は極めて高い

と考えます。 

③イオンの企業価値向上策の数値に関する説明が不十分であること 

 イオンが企業価値向上策において想定した目標については、年率 8.0%の売上高成長、売上

総利益率の 1.4%の改善、販売管理費の 1.3%の改善及びイオングループとの提携がもたら

す定量的なシナジー効果の根拠資料の提示を当社が要請したところ、これらの数値算出の

考え方を記載した基礎資料の提出等を通じた合理的な説明を受けることができませんで

した。 

上記の三つの問題点に対して、イオンから論理的かつ客観的データ等で裏づけされた説得力のある説

明を受けることが出来なかったため、当社取締役会として、上記(i)のイオンの主張は実現性が低い

ものであるとの結論に至りました。 

 

(2) 「本件株式移転比率がＣＦＳ株主の利益を不当に毀損するものである」とのイオンの主張の問題点 

詳しくは「３. 当社からイオンに対する回答の経緯」に記載しましたが、当社は平成 19 年 11 月 16

日にイオンからの提案を受領しました。当社は、その４日後の平成 19 年 11 月 20 日に、イオンに対

し、面談を通じて確認したい事項をとりまとめ、書面で送付しました。その後、平成 19 年 11 月 28

日にイオンの当社取締役、執行役員への説明会において、イオンが行った本件株式移転比率に関する

分析の根拠を確認したところ、イオンが採用した考え方に、以下の重大な問題点が含まれることが判

明しました。 

① 上場企業同士の統合案件においてその普通株式価値を分析するに際して通常採るべき手法が採

用されていないこと 

 上場会社の経営統合において、両社の普通株式価値を分析する場合、市場株価基準方式、



 

 9

類似会社比較方式、DCF 方式等の複数の分析手法を用いて分析を行い、分析結果を総合的

に判断して統合比率を決定することが通常です。 

 しかし、イオンは、相当な日数を掛けたにもかかわらず、市場株価基準方式、類似会社比

較方式及び DCF 方式による両社の普通株式価値の分析結果を当社に一切提示せず、簿価純

資産の分析結果のみを根拠にしています。この点についてイオンに確認を求めたところ、

自らが当事者となる同種の案件でも簿価純資産方式は参考としてしか採用していないこ

とを確認しました。 

② 上場企業である当社とアインファーマシーズ両社の普通株式価値を分析するに際して常に PBR

が１倍であるとの非現実的な前提をおいていること 

 上場企業の日々の株価形成の中で、株価を一株あたり簿価純資産で除した株価純資産倍率

（以下「PBR」といいます）が倍率を長期にわたり１倍に維持することは極めて稀です。 

 従って、PBR が常に１倍であることを前提とする簿価純資産のみに依拠した分析は、上場

企業である当社とアインファーマシーズ両社の株式価値分析の手法としては極めて奇異

であると考えざるを得ません。 

 言い換えると、イオンは「常に株式価値は簿価純資産で決定される」とも理解できる前提

をおいている事実から、イオンが非現実的な主張を行っていると考えざるを得ません。 

③ 簿価純資産のみを用いた株式価値分析を行う一方で、株式価値は利益見通しに基づくとの主張

を行っており、整合性がないこと 

 イオンが本件統合に反対する理由として、「業績の低迷する時期にあえてアインファーマ

シーズとの株式移転比率を決定したこと」を挙げていますが、この主張は、株式移転比率

の決定要素として、当社とアインファーマシーズ両社の利益水準及び将来利益見通しが重

要であることを認めていると理解できます。 

 その主張と完全に相反して、当社及びアインファーマシーズ両社の将来収益の予測に基づ

き、DCF 方式等を用いた両社の株式価値の分析結果を当社に一切提示せず、簿価純資産の

みに株式価値評価を依拠するイオンの考え方には、整合性がないと考えざるを得ません。 

④ イオンが当社普通株式価値のみを単独で主張することの問題点 

 前述の通り、イオンは、当社普通株式が１株当たり 800 円以上で評価されるべきであると

主張しています。イオンは、その一つの理由として、本件株式移転比率が当社株主にとっ

て株主価値を毀損すると主張しています。しかし、そもそも株式移転比率とは、株式移転

を行う当社とアインファーマシーズの両社の株式価値を比較した上で、公正性を判断する

べきものであることは明らかです。従って、アインファーマシーズの株式価値を提示せず、

当社の株式価値のみを一方的に主張し、本件株式移転比率の当社株主にとっての公正性を

判断することは、合理性がないと判断せざるを得ません。 
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上記の四つの問題点に関しても、何らイオンから合理的かつ客観的データ等で裏づけされた説得力

のある説明を受けることが出来なかったため、当社取締役会として、上記(ii)のイオンの主張は、

株主に対する説明責任を十分に果たしておらず、合理性が低いものであるとの結論に至りました。 

 

以上(1)、(2)に記載したイオンの主張の２つの問題点を踏まえ、当社取締役会として、本件統合の中

止を前提としているイオンの提案は、本件統合の代替案とはなり得ないとの結論に至りました。 

 

５. 提携協議の打診に対するイオン側からの即時の否定的見解 

イオンからの提案の中の商品調達面については、一定の増益効果がもたらされることが予想できるた

め、当社は、本件統合後の新会社グループがイオンと新たに提携することで、追加的な企業価値向上

効果が期待できると考えました。 

また、イオンとの業務提携は、アインファーマシーズとの本件統合と二者択一となるような選択肢で

はないため、イオンからの申し出により実施した 12 月１日の当社とイオンの面談の際に、イオンと

本件統合後の新会社グループとの新たな提携を協議したい旨を当社から打診しました。 

しかし、イオンの回答は、本件統合の撤回が前提とならなければ、提携等の協議に応じられない、と

いう即時の否定的見解でした。なお、当社及びアインファーマシーズとしては、イオンと本件統合後

の新会社グループの提携を現時点においても協議する用意があります。 

 

６. フード事業強化のための基盤となる本件統合 

(1) 本件統合における当社の積極的なフード事業強化戦略 

当社は、事業の重要な一翼を構成するフード事業に関して、今後一層の店舗競争力を強化する方針で

す｡ 

具体的には本件統合後当社フード事業部門 大の基幹店舗であるキミサワ函南店、香貫店、豊田店の

建て替えを計画しています。また、大規模な改装も順次行っていきます。 

こうした投資は、アインファーマシーズという高い収益力を持つ企業と経営統合することで、より計

画的に実施することが可能となります。その意味で、本件統合は、フード事業の競争力強化にとって

も極めて重要な意味を持つものです。 

(2) 当社の重要課題であるＰＢ商品導入について 

一方、当社フード事業にとって喫緊の課題は、プライベートブランド（PB）商品の導入による商品力

の強化及び売上総利益率の向上です。この点に関して、当社は既存のイオンとの提携の枠組みの中で、

本年５月に、イオンの PB 商品である「トップバリュ」商品の導入をイオンに申し入れました。しか

しながら、提携関係にあるにもかかわらず、イオンからは回答を頂けない状態が続いています。 
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そうした中、イオンとの提携関係にあると他社から見られてきた当社は、他の PB 商品導入も叶わず、

結果として商品力で苦戦を強いられています。このことがフード事業全体の業績不振の一因となって

います。 

(3) フード事業における当社のイオンとの提携が、実現しない場合の代替案の模索 

この度、イオンからの提案の中には、「トップバリュ」商品の積極的導入がうたわれており、この点

に関しては、当社のかねてからの要請に応えたものと評価しています｡当社としましては、イオンよ

り本件統合に対する理解を得つつ、フード事業に対する「トップバリュ」商品の導入を実現すること

を引き続き強く要望していきます。 

しかしながら、もし何らかの理由により、「トップバリュ」商品導入に関する当社の要望が叶わない

場合は、当社の株主の皆様及び従業員の皆様にもご支持頂ける他社との戦略的提携を模索し、業績向

上を実現していく所存であります。 

 

７. イオンと当社の提携関係と本件統合の整合性 

(1) イオンとの二つの覚書締結と「イコールパートナーシップ」の原則 

イオンと弊社との間では、2000 年４月４日付覚書（以下「2000 年覚書」といいます）を締結してい

ましたが、提携の成果が十分に上がらなかったことから、2004 年 10 月８日当社から提携解消通告を

行いました。その後長期間にわたる協議の結果、2006 年１月 31 日付にて新たな覚書（以下「2006 年

覚書」といいます）を再度締結し、イオン及び当社の独自性を尊重する「新たな関係」を構築するこ

ととしました。詳しくは 2006 年１月 31 日付の当社のプレスリリースをご覧下さい。 

この「2006 年覚書」においては、「イコールパートナーシップ」の原則に基づき、イオンが当社の「独

自性を尊重」することが約束され、またイオンが当社の「経営に参画したり、支配力並びに影響力を

行使」したりせず、当社の「役員・役員会を信認」することがうたわれています。 

(2) イオンとの提携関係は本件統合を妨げるものではないこと 

以上から、当社としましては、当社が本件統合を進めることは、イオンとの合意内容から逸脱するも

のではないと確信しています。 

 

８. 従業員組合執行部が本件統合の支持を表明 

お客さまと日々接する小売業を営む当社にとって、従業員のモチベーション向上は極めて重要な問題

の一つであると認識しています。この点に関して、イオンは当社従業員に対し自らの提案について説

明するため、平成 19 年 12 月１日に、当社従業員組合執行部に説明会を開催しましたが、平成 19 年

12 月 12 日に同執行部は当社経営陣に対し、イオンの提案ではなく本件統合を支持する旨を表明して

います。 
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９. 結論： 本件統合が当社株主価値を高める 善の施策 

上記１から７に記載した通り、 

 本件株式移転比率は当社株主にとって公正なものであり、 

 本件統合は近未来の高齢化社会における中長期的な企業成長とシナジー効果等から当社株主

価値の増大を見込め、 

 イオンの提案内容は合理的かつ客観的データ等で裏付けされた説得力のあるものではなく、当

社及び当社株主に対する説明責任を十分に果たしていない 

と考えられることから、当社取締役会は、イオンからの提案は本件統合の代替案とはなり得ず、本件

統合が当社の株主価値を高める 善の施策であるとの結論に至りました。 

 

当社取締役会としましては、従業員と一致結束して、本件統合を成功裏に実現することにより、当社

の株主価値向上のために全力を尽くす決意です。 

 

以  上 

 

 


