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イオンによる経営統合議案反対表明に対する当社の意見 

 

当社は、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）に関し、イオ

ン株式会社（以下「イオン」といいます）、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）に対し、平成 19

年 12 月 13 日付で当社の検討結果等をお知らせいたしました。 

 

その後、平成 19 年 12 月 17 日に、イオンは「㈱ＣＦＳコーポレーションの臨時株主総

会に向けた委任状勧誘の開始について」と題された書面等（以下「イオン書面」といいま

す）を開示し、また同日開催されたイオンによる記者会見において、本件統合に対する反

対意見の表明を改めて行いました。 

 

当社としましては、従前から繰り返し申し上げているとおり、現時点においても、イオ

ンから協議の場をいただき、本件統合により発足する新会社グループ（以下「統合新会社

グループ」といいます）とイオンが提携関係を構築することを切に願っています。なお、

統合新会社グループの傘下に位置することになる当社が、提携関係に基づき引き続きイオ

ンとのイコールパートナーシップを維持していくこと、ウエルシアグループの一員として

活動することも含め、ドラッグストア物販事業、フード事業に対する提案のうち当社の企

業価値向上に資すると考えられる施策の導入等については、すでにアインファーマシーズ

とも合意しています。 

 

しかし、現時点で、当社は協議の呼びかけに応じていただける旨の回答をイオンからい

ただいていません。さらに、イオン書面及びイオン経営陣の記者会見での発言内容を精査

したところ、当社の主張、見解を正しくご理解いただいていない指摘が見られ、当社は、

他の当社株主の皆様に誤解を招く可能性があると危惧しています。そこで、本件統合の意

義・目的を踏まえ、当社の主張、見解を正しくご理解いただくために、本書面等によって

皆様に再度ご説明する必要があると判断しました。皆様におかれましては、本件統合案の

趣旨、内容をご理解賜りますことを改めてお願いする次第であります。 

 

なお、ご説明したい点の概要等につきましては、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（「イオン書面に関して弊社の主張及び見解を正しくご理解いただ

くために」）をご参照ください。 

 

1. イオンが「CFS 1 株の価値を 800円以上と考えている。アインファーマシーズとの経

営統合では、CFS 1 株の株式価値を約 500 円と評価している。」と指摘する点について 

⇒ 株式移転比率の検討には、アインファーマシーズ株式の評価が不可欠です 

 当社は、株式移転比率の決定に際して、様々な手法を用いて両社株式の理論価値のレ

ンジを算定しました。しかし、当社経営陣が自社の将来株価の予想値を公表すること

は、法令違反のおそれがあるためできません。 

 当社は当社株式の理論価値を「約 500 円」と評価しているわけではありません。 

 イオン書面には、他の当社株主の皆様の誤解を生じさせる以下の問題点が含まれてい

ると考えます。 

(1) イオンがアインファーマシーズの理論価値を提示していないため、株式移転比率

の議論は成り立ちません。 

(2) イオンは、同社の予想した将来収益を基とした当社株式の理論価値（800 円以

上）と、アインファーマシーズの一時点の市場での株価を基にした当社株式 1株

の価値（504 円）を比較していますが、これは、本来性質が異なるために単純に

比較できず、当社株主に誤解を生じさせるおそれがある議論です。 

 

2. イオンが「CFS 株 1,000 株を保有する株主は、共同持株会社の新株 300 株と交換され

ることになる。」と指摘する点について 

⇒ 当社株主にとって、本件株式移転比率によって経済的価値は大きく変動せず、議決権

個数も減少しません 

 当社株主が受け取る株式の数は減少しますが、株式移転の前後で当社株主が有する株

式の理論価値計算に基づく経済的価値は大きく変わりません。 

 統合新会社においては単元株数は 500 株から 100 株と変更されるため、当社株主が本

件統合前後で、保有する議決権個数が減ることはありません。 

 各統合会社の株主の統合新会社における株式保有比率は、本件統合前（すなわち

100%）に比べて低下しますが、各株主の保有する株式の経済的価値や議決権等の権利

が減少することはありません。 

 

3. イオンが「CFS の業績が悪化して、株価が低迷する時期に移転比率を決めた。単独で 

の業績向上をめざしながら、不利な移転比率による統合を押し進めようとしてい

る。」と指摘する点について 

⇒ 本件株式移転比率決定に際しての当社の経営判断は公正なものであり、また現時点で

本件統合を行うことが、当社の中長期的な持続的成長につながります 

 当社は、業績の回復は自助努力により相当程度達成できると確信しています。 

 本件統合時期を後ろ倒ししたとしても、当社及びアインファーマシーズともに業績の

向上による株価の上昇が生じる可能性があり、当社株主にとって一概に有利とは言え



ません。 

 本件統合の目的は、調剤薬局機能の強化により、経営環境の変化に他社に先んじて対

応し、将来の当社株主価値向上をさらに加速させることにあります。 

 平成 19 年 1月 25 日に岡田社長からは、本件統合反対の意向が表明されました。当時、

株式移転比率についての議論はありませんでした。このことから、イオンが一貫して

統合に反対している根幹の理由は、株式移転比率にはないと推察されます。 

 

4. イオンが「（アインファーマシーズとの経営統合は）スケールメリットによる恩恵を

受けている CFS のスーパーマーケット部門の弱体化を招来する。」と指摘する点につ

いて 

⇒ 当社フード部門は、統合新会社グループの事業の柱の一つとして、強化、成長させて

いくことを、アインファーマシーズと合意しています。 

 フード事業は、迅速に基幹店舗の全面的な改装及び不採算店舗の閉鎖を行い、グルー

プ内で強化、成長させていく方針を、アインファーマシーズとも確認しています。従

って、フード事業を売却することはありません。 

 現在、フード部門へのイオンからのプライベート・ブランド（PB）商品の供給はあり

ません。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」商品導入の実現を引き続き強く要望していくものの、これが実現しない場合に

は必要に応じて他社との戦略的提携も模索します。 

 

5. イオンが「CFS とアインファーマシーズは業態が異なり、統合効果が見いだせない。 

アインファーマシーズと、事業モデルの異なる CFS ドラッグストアとの統合はシナジ

ー実現の可能性が極めて薄弱であることが予想される。」と指摘する点について 

⇒ 本件統合の目的は、当社にとっては調剤薬局機能の強化であるため、調剤薬局最大手

のアインファーマシーズと統合することにより大きな効果が得られます。 

 調剤薬局機能の強化による高付加価値型店舗の展開を通じて、競合店舗との同質化競

争から脱却することが可能となります。 

 本件統合により薬剤師不足への対応が可能となり、先進的な調剤システムも獲得でき

ます。これらのメリットを実現できるアインファーマシーズとの統合は、大きなシナ

ジー効果を見込めます。 

 

6. イオンが「（当社とイオンの）トップ同士の会見は平成 20 年 1 月 22 日の臨時株主総

会の後だと考えている。」とされる点について 

⇒ 当社としては、依然として、統合新会社グループとイオンが提携関係を構築すること

を切に願っており、早期のトップ会談実施を呼びかけます。 

 当社は、引き続き、統合新会社グループとイオンとの提携関係構築を切に願っており、

一日も早い両社社長の会談を呼びかけていく所存です。 

                                     以 上        
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（添付書類） 

【イオン書面に関して弊社の主張及び見解を正しくご理解いただくために】 

１．イオンが「CFS 1 株の価値を 800 円以上と考えている。アインファーマシーズとの経営統合 

  では、CFS 1 株の株式価値を約 500 円と評価している。」と指摘する点について 

⇒ 株式移転比率の検討には、アインファーマシーズ株式の評価が不可欠です 

 本件統合における株式移転比率（以下「本件株式移転比率」といいます）の決定に際して、

当社は、様々な手法を用いて当社普通株式の 1 株当たりの理論価値を算出し、また同様の手

法によりアインファーマシーズの普通株式の 1 株当たりの理論価値を算出した上で、両社の

普通株式の 1 株当たりの理論価値の比率のレンジを算定し、本件株式移転比率を決定しまし

た。しかし、当社の法律顧問に確認したところ、本件株式移転比率の決定過程で当社自身が

算出した当社普通株式の 1 株当たりの理論価値を対外公表すると、当社経営陣が、上場会社

である自社の将来株価の予想値を対外的に公表することとなり、金融商品取引法 157 条第 2

号への違反を問われるおそれがあります。従って、イオンが主張する当社株価の絶対水準に

対して、当社が算定した当社普通株式の 1 株当たりの理論価値を当社が提示することができ

ないことは、上場会社であるイオンもよく承知されているものと考えます。 

 なお、当社が算定した当社普通株式の 1 株当たりの理論価値には一定のレンジがあり、イオ

ンが主張するように、当社が当社普通株式の 1 株当たりの理論価値を「アインファーマシー

ズとの経営統合では、約 500 円と評価」しているわけではありません。理論価値にレンジが

生じるのは、通常の経営統合案件における極めて一般的な事象であり、多数の経営統合案件

等を実施しているイオンもよく承知されているものと考えます。 

 上記二点を踏まえ、当社は、イオン書面には、他の当社株主の皆様の誤解を生じさせる以下

の問題点が含まれていると考えます。 

(1) 本件株式移転比率が当社株主に不利とイオンが主張するならば、イオンが想定する将来

収益を踏まえたアインファーマシーズ普通株式の 1 株当たりの理論価値と、同じくイオ

ンが想定する将来収益を踏まえた当社普通株式の 1 株当たりの理論価値を比較して株式

移転比率を試算したうえで、本件株式移転比率の妥当性を議論すべきだと当社は考えま

す。平成19年 12月 13日付のプレスリリースにおいても指摘しましたとおり、イオンは、

自らが予想した当社の将来収益を踏まえた当社普通株式の 1 株当たりの理論価値を 800

円以上と算定していますが、自らが予想した当社の将来収益を踏まえたアインファーマ

シーズ普通株式の 1株当たりの理論価値は一切提示していません。 

(2) イオンは、アインファーマシーズ普通株式の 1 株当たりの理論価値として本件統合公表

前日のアインファーマシーズの市場株価（すなわち 2,100 円）のみを取り上げる一方で、

同株価に株式移転比率を調整して算出した当社普通株式 1株当たりの価値（すなわち 504

円）を算出しています。その上で、アインファーマシーズの一時点の市場株価に基づく

当社株価（すなわち 504 円）と、自らが予想した当社の将来収益を踏まえた当社普通株

式の 1 株当たりの理論価値を比較した上で、本件株式移転比率があたかも当社株主にと

って不利な条件で決まっているかのような印象を与える主張を行っています。これは、
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本来性質が異なるために単純に比較できない二つの数字を敢えて組み合わせることによ

り、当社株主に誤解を生じさせるおそれがあるものです。 

従って、イオンの主張は、本件株式移転比率の妥当性を議論する上での土台が整っていない

不完全なものと考えざるを得ません。 

 

２．イオンが「CFS 株 1,000 株を保有する株主は、共同持株会社の新株 300 株と交換されること 

になる。」と指摘する点について 

⇒ 当社株主にとって、本件株式移転比率によって経済的価値は大きく変動せず、議

決権個数も減少しません 

 本件株式移転比率は当社 0.30：アインファーマシーズ 1.25 であり、「CFS 株 1,000 株を保有

する株主は、共同持株会社の新株 300 株と交換されること」になります。この 300 株の価値

は、もともとの CFS 株 1,000 株と等価となります。すなわち、当社株主が受け取る株式の数

は減少しますが、当社株主には、約 3.3 倍の理論価値の統合新会社株式が与えられることに

なるため、株式移転の前後で当社株主が有する株式の理論価値計算に基づく経済的価値は大

きく変わりません。 

 また、統合新会社において単元株式数は 500 株から 100 株と変更されるため、当社株主が本

件統合前後で、保有する議決権個数が減ることはありません。 

 合併、株式移転等の形態により経営統合した場合、各統合会社の株主の統合新会社における

株式保有比率は、経営統合前（すなわち 100%）に比べて当然のことながら低下します。しか

し、そのことにより、各株主の保有する株式の経済的価値や議決権等の権利が減少すること

はありません。 

 

３．イオンが「CFS の業績が悪化して、株価が低迷する時期に移転比率を決めた。単独での業績 

向上をめざしながら、不利な移転比率による統合を押し進めようとしている。」と指摘する点

について 

⇒ 本件株式移転比率決定に際しての当社の経営判断は公正なものであり、また現時

点で本件統合を行うことが、当社の中長期的な持続的成長につながります 

 当社は、今年度に入り、徐々に業績が回復しつつあり、さらなる業績の回復は自助努力によ

り相当程度達成できると確信しています。 

 こうした当社の業績向上により、今後の当社株価の上昇を期待できる可能性はありますが、

その一方でアインファーマシーズも業績向上により株価が上昇する可能性があります。 

 そのため、仮に当社の業績回復並びに株価の上昇を待って、本件統合時期を後ろ倒ししたと

しても、当社株主にとって有利な株式移転比率を決定できるかどうかについては、一概には

言えません。むしろ、市場の思惑で毎日変動する株価を将来の一時点で取り上げて株式移転

比率を決定するかのようにも理解できるイオンの主張よりも、将来の収益計画を現時点で織

り込んだ上で、様々な手法に基づき公正な株式移転比率を決定した当社の経営判断が適切で

あると考えます。 
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 一方、そもそも本件統合の目的は、経営環境の変化に対し、他社に先んじて対応することに

よって将来の当社株主価値向上をさらに加速させることにあります。ドラッグストアを取り

巻く経営環境変化への対応は待ったなしの状況にあります。こうした変化に、調剤薬局併設

型ドラッグストアの本格的展開を通じて早期に対応することこそが、ドラッグストア業界の

同質化競争から脱却し、トータルヘルスケア企業への脱皮を通じて当社の中長期的な持続的

発展につながると判断しました。当社の中長期的な持続的発展の鍵となる調剤薬局運営に関

して、アインファーマシーズは、調剤薬局 大手として業界トップクラスの競争力を持って

おります。特に、その高成長を支える先進的な調剤システムは、ウエルシアグループにも導

入されていることから、イオングループにおいてさえも高く評価されているものと言えます。

従って、こうした経営環境変化に迅速に対応するべく、現時点において本件統合を決断した

当社の経営判断は、適切であると考えます。 

 なお、12 月 17 日のイオンによる会見で述べられているとおり、平成 19 年 1 月 25 日に岡田

元也・イオン代表執行役社長、大谷喜一・アインファーマシーズ代表取締役社長および石田

健二・当社代表取締役会長兼社長（当時会長）の三者にて本件統合についての会談を行った

際、岡田社長からは、本件統合に反対の意向が表明されました。当時、株式移転比率につい

ての議論は一切なかったにもかかわらず、反対意向は明確に表示されています。この点から

すると、イオンが一貫して統合に反対している根幹の理由は、移転比率にはなく、別の理由

があるのではないかと推察せざるを得ません。 

 

４．イオンが「（アインファーマシーズとの経営統合は）スケールメリットによる恩恵を受けてい 

  る CFS のスーパーマーケット部門の弱体化を招来する。」と指摘する点について 

⇒ 当社フード部門は、統合新会社グループの事業の柱の一つとして、強化、成長さ

せていくことを、アインファーマシーズと合意しています。 

 統合新会社グループにとって、フード事業は大きな事業の柱の一つであるため、グループ内

で強化、成長させていく方針を、アインファーマシーズとも確認しています。従って、統合

新会社において、フード事業を売却することはありません。 

 また、アインファーマシーズとの経営統合を通じて、グループ全体の収益基盤が安定するた

め、迅速に基幹店舗の全面的な改装及び不採算店舗の閉鎖を更に計画的に実施することが可

能になります。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。 

 当社のフード部門に対するイオンからのプライベート・ブランド（PB）商品の供給は、提携

解消の申し入れに伴い、2004 年 10 月以降停止しました。本年 5 月に、当社からウエルシア

活動参加の具体的施策の一つとして PB 商品供給についてお願いしたものの、イオンからの回

答は保留されたまま現在に至っています。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。 
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 今後、イオンからの PB 商品供給が得られない場合には、当社の株主の皆様及び従業員の皆様

にもご支持いただける他社との戦略的提携を模索し、スケールメリットを補完した上で、フ

ード事業の強化を図っていく方針です。 

 

５.イオンが「CFS とアインファーマシーズは業態が異なり、統合効果が見いだせない。アインフ 

ァーマシーズと、事業モデルの異なるドラッグストアの CFS との統合はシナジー実現の可能性

が極めて薄弱であることが予想される。」「調剤薬局業界は薬価の改定等、業界環境は今後厳し

くなることが予想されている。」と指摘する点について 

⇒ 本件統合の目的は、当社にとっては調剤薬局機能の強化であるため、調剤薬局

大手のアインファーマシーズと統合することにより大きな効果が得られます。 

 当社にとって本件統合の目的の一つは、調剤薬局機能の強化による高付加価値型店舗の展開

です。これにより、競合店舗との同質化競争から脱却することが可能となります。この点で、

先進的な調剤システム及び高度に訓練された薬剤師を擁する調剤薬局 大手のアインファー

マシーズとの経営統合は大きなシナジー効果が見込めます。 

 当社と同業のドラッグストアとの経営統合では、薬剤師が決定的に不足している問題が解決

できないため、調剤薬局機能の強化に関して十分な効果を見いだすことは不可能です。当社

は、本件統合の目的である調剤薬局機能の強化を達成するためには、調剤薬局 大手である

アインファーマシーズがベストパートナーであると確信しています。従って、業界が異なる

から統合効果が見いだせない、というイオンの指摘は本件統合の 大のメリットを意図的に

無視しているものと推測されます。 

 薬価の改定等により調剤薬局業界の経営環境が厳しくなることについてですが、ドラッグス

トア業界においても、登録販売者制度の導入等の経営環境の大きな変化が目前に迫っていま

す。 

 今後、多くのドラッグストア運営会社が、調剤薬局機能の強化を重要経営課題と位置づけて

いくと推測され、そのような流れの中で、調剤薬局機能においてもスケールメリットと専門

性を同時に追求していくことが必要となってきます。従って、調剤薬局 大手のアインファ

ーマシーズとドラッグストア業界で確たる地位を持つ当社が経営統合することは、極めて有

効な戦略といえます。 

 また、現在公表しているシナジー効果は、両社による詳細・緻密な検討により策定されたも

のであり、予想数値は保守的に想定したものです。よって、本件統合におけるシナジー効果

の実現可能性は極めて高いものと考えています。 

 

６．イオンが「（当社とイオンの）トップ同士の会見は平成 20 年 1 月 22 日の臨時株主総会の後だ 

と考えている。」としている点について 

⇒ 当社としては、依然として、統合新会社グループとイオンが提携関係を構築する

ことを切に願っており、早期のトップ会談実施を呼びかけます。 

 当社といたしましては、2006 年 1 月 31 日付けでイオンと当社の間で締結されたイコールパ
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ートナーシップに関する覚書を踏まえ両社の信頼関係のもとで話し合いを進めていきたい、

と強く願っていますが、現時点では、イオンは前記のとおり、臨時株主総会までは両社の社

長会談は行わないとの意向を表明されています。 

 当社は、引き続き、統合新会社グループとイオンとの提携関係構築を切に願っており、一日

も早い両社社長の会談を呼びかけていく所存です。 

 

以 上 


