
２００８年５月８日 

会 社 名 イ オ ン 株 式 会 社 

代表者名 取締役兼代表執行役社長   岡田 元也 

（コード８２６７ 東証第一部） 

問合せ先 常務執行役ｸﾞﾙｰﾌﾟｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ担当  堤  唯見 

（電話番号０４３－２１２－６０６１） 

 

株式会社ＣＦＳコーポレーション株式に対する 

公開買付けの条件の変更等に関するお知らせ 
 

当社は、株式会社ＣＦＳコーポレーション（コード：8229 東証第一部。以下、「対象者」

といいます。）の普通株式を対象とする公開買付け（以下、｢本公開買付け｣といいます。）

にかかる買付条件等の変更を下記のとおり行いますのでお知らせいたします。 

この買付条件等の変更は、応募状況を勘案し買付予定株券の数（上限）を引き上げるも

の及びこれに伴う所要の変更です。 

なお、金融商品取引法（以下「法」といいます。）第27条の８第２項の規定に基づき、

２００８年４月４日提出いたしました公開買付届出書の訂正届出書を、本日、関東財務局に

提出いたしました。 

 

記 

 

 

１ 本公開買付け等の概要 

 

(1) 対象者の名称  株式会社ＣＦＳコーポレーション 

(2) 買付け等を行う株券等の種類 普通株式 

 

(3) 買付け等の期間  2008年4月4日（木曜日）から 

    2008年5月8日（木曜日）まで（22営業日） 

       （延長後） 2008年6月3日（火曜日）まで（40営業日） 

(4) 買付け等の価格  普通株式１株につき金600円 

 

２ 訂正前の内容及び訂正後の内容 

 

 訂正箇所には下線を付しております。 
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第１【公開買付要項】 

３【買付け等の目的】 

(1)概要 

 

（訂正前） 

 

２００８年1月に開催された対象者の臨時株主総会において、対象者と株式会社アイン

ファーマシーズ（以下「アイン」といいます。）との経営統合のための「株式移転に

よる完全親会社設立の件」と題する議案（以下かかる経営統合を「本件経営統合」と

いいます。）が否決された後、公開買付者と対象者（以下「両社」といいます。）は、

その資本業務提携について再度協議を行い、より強い両社間の協力関係を築くために、

２００８年３月17日に基本合意書を締結し、①対象者の取締役を８名とし、そのうち

２名を公開買付者が指名し、４名を対象者が指名し、また２名の社外取締役を選任す

ること、②公開買付者が保有する対象者株式の数の、対象者株式の自己株式を除いた

発行済株式総数に対する割合（以下「出資割合」といいます。）を、２００８年５月

23日を目処に33.3%とすること、③２００８年４月末日を目処に、対象者は、新設する

両社共同のプロジェクトチームを通じて、対象者の業績回復、企業価値向上のための

具体的な計画を策定し、公開買付者はこれに協力すること等を合意しました。かかる

公開買付者と対象者との間の合意に基づき、対象者の株主への売却機会の提供を図り

つつ、公開買付者が対象者と共に対象者の経営体制の透明化と企業価値を向上させる

諸施策を実行するための前提となる資本関係を形成することを目的として、買付数の

上限を2,800,000株（買付け等を行った後における株券等所有割合24.38％）として公

開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施いたします。 

 

（訂正後） 

 

２００８年 1月に開催された対象者の臨時株主総会において、対象者と株式会社アイン

ファーマシーズ（以下「アイン」といいます。）との経営統合のための「株式移転によ

る完全親会社設立の件」と題する議案（以下かかる経営統合を「本件経営統合」といい

ます。）が否決された後、公開買付者と対象者（以下「両社」といいます。）は、その

資本業務提携について再度協議を行い、より強い両社間の協力関係を築くために、  

２００８年３月 17 日に基本合意書を締結しました。その後、応募状況を勘案し、公開

買付者は、２００８年５月８日、買付予定株券の数（上限）を増加させ、これに伴い公

開買付期間を延長する旨の覚書を締結いたしました。その結果、両社は、①対象者の取

締役を８名とし、そのうち２名を公開買付者が指名し、４名を対象者が指名し、また２

名の社外取締役を選任すること、②公開買付者が保有する対象者株式の数の、対象者株

式の自己株式を除いた発行済株式総数に対する割合（以下「出資割合」といいます。）

を、２００８年６月中旬までに 33.3%とすること、③２００８年４月末日を目処に、対

象者は、新設する両社共同のプロジェクトチームを通じて、対象者の業績回復、企業価

値向上のための具体的な計画を策定し、公開買付者はこれに協力すること等を合意しま

した。かかる公開買付者と対象者との間の合意に基づき、対象者の株主への売却機会の

提供を図りつつ、公開買付者が対象者と共に対象者の経営体制の透明化と企業価値を向

上させる諸施策を実行するための前提となる資本関係を形成することを目的として、買

付数の上限を 3,800,000 株（買付け等を行った後における株券等所有割合 27.73％）と

して公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施いたします。 
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(2)本公開買付けを実施する背景及び理由 

(ii)本公開買付けに至る経緯 

 

（訂正前） 

 

その後、公開買付者と対象者は、その資本業務提携について再度協議を行い、   

２００８年３月 17 日に、より強い両社間の協力関係を築くために基本合意書を締結

しましたが、その主な内容は以下のとおりです。 

 

（中略） 

 

④ 出資割合を33.3%とし、その方法は以下のとおりとする。ただし、この出資比

率の引き上げ後も公開買付者は対象者の経営の独自性を尊重するものとする。 

 

公開買付者は、公開買付価格を 600 円、買付数の上限を 2,800,000 株とする本公開

買付けを行う。 

 

（訂正後） 

 

その後、公開買付者と対象者は、その資本業務提携について再度協議を行い、２０

０８年３月 17 日に、より強い両社間の協力関係を築くために基本合意書を締結し、

同年５月８日に同合意書を修正する旨の覚書を締結しましたが、その主な内容は以

下のとおりです。 

 

（中略） 

 

④ 出資割合を33.3%とし、その方法は以下のとおりとする。ただし、この出資比率

の引き上げ後も公開買付者は対象者の経営の独自性を尊重するものとする。 

 

公開買付者は、公開買付価格を 600 円、買付数の上限を 3,800,000 株とする本公開

買付けを行う。 

 

(5)上場廃止となる見込みについて 

 

（訂正前） 

 

公開買付者は、2,800,000 株を上限として本公開買付けを実施いたしますので、本公

開買付けにより、対象者株式の上場が廃止される可能性は事実上存在しないと考え

ております。 

 

（訂正後） 

 

公開買付者は、3,800,000 株を上限として本公開買付けを実施いたしますので、本公

開買付けにより、対象者株式の上場が廃止される可能性は事実上存在しないと考え

ております。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

4

４【買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数】 

(1)【買付け等の期間】 

①【届出当初の期間】 

 

（訂正前） 

 

買付け等の期間 
２００８年４月４日（金曜日）から２００８年５月８日（木曜日）

まで（22営業日） 

公告日 ２００８年４月４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ます。 

（電子公告アドレス http://info.edinet-fsa.go.jp/） 

 

（訂正後） 

 

買付け等の期間 
２００８年４月４日（金曜日）から２００８年６月３日（火曜日）

まで(40営業日) 

公告日 ２００８年４月４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ます。 

（電子公告アドレス http://info.edinet-fsa.go.jp/） 

 

 

②  【対象者の請求に基づく延長の可能性の有無】 

 

 （訂正前） 

 

法第27条の10第３項の規定により、対象者が、本書記載の買付け等の期間（以下「公

開買付期間」といいます。）の延長を請求する旨を記載した意見表明報告書を提出

した場合、公開買付期間は30営業日に延長され、２００８年５月20日までとなりま

す。 

 

（訂正後） 

 

 該当事項はございません。 

 

③  【期間延長の確認連絡先】 

 （訂正前） 

 

連絡先  イオン株式会社 

  千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５番地１ 

電話番号 043-212-6057 

確認受付時間 平日10時から17時まで 
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（訂正後） 

該当事項はございません。 

 

(3)【買付予定の株券等の数】 

 

（訂正前） 

 

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

2,800,000（株） ― （株） 2,800,000（株）

 

（訂正後） 

  

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

3,800,000（株） ― （株） 3,800,000（株）

 

５【買付け等を行った後における株券等所有割合】 

（訂正前） 

 

区分 議決権の数 

買付予定の株券等に係る議決権の数（個）(ａ) 5,600 

ａのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）(ｂ) ― 

ｂのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る

議決権の数（個）(ｃ) 
― 

届出書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数（個）(ｄ) 8,980 

ｄのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）(ｅ) ― 

ｅのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る

議決権の数（個）(ｆ) 
― 

届出書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数（個）(ｇ) 94 

ｇのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）(ｈ) ― 

ｈのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る

議決権の数（個）(ｉ) 
― 

対象者の総株主等の議決権の数（２００７年８月 20 日現在）（個）(ｊ) 
59,678 

買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合

（(ａ)/(ｊ)）（％） 
9.36 

買付け等を行った後における株券等所有割合（（ａ＋ｄ＋ｇ）／（ｊ＋（ｂ－

ｃ）＋（ｅ－ｆ）＋（ｈ－ｉ））×100）（％） 
24.38 

（注 1） 「買付予定の株券等に係る議決権の数(a)」は、本公開買付けにおける買付予定

数(2,800,000 株)に係る議決権の数を記載しております。 
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（訂正後） 

区分 議決権の数 

買付予定の株券等に係る議決権の数（個）(ａ) 7,600 

ａのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）(ｂ) ― 

ｂのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る

議決権の数（個）(ｃ) 
― 

届出書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数（個）(ｄ) 8,980 

ｄのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）(ｅ) ― 

ｅのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る

議決権の数（個）(ｆ) 
― 

届出書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数（個）(ｇ) 
94 

ｇのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）(ｈ) ― 

ｈのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る

議決権の数（個）(ｉ) 
― 

対象者の総株主等の議決権の数（２００７年８月 20 日現在）（個）(ｊ) 
59,678 

買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合

（(ａ)/(ｊ)）（％） 
12.71 

買付け等を行った後における株券等所有割合（（ａ＋ｄ＋ｇ）／（ｊ＋（ｂ－

ｃ）＋（ｅ－ｆ）＋（ｈ－ｉ））×100）（％） 
27.73 

（注 1） 「買付予定の株券等に係る議決権の数(a)」は、本公開買付けにおける買付予定

数(3,800,000 株)に係る議決権の数を記載しております。 

 

８【買付け等に要する資金】 

(1)【買付け等に要する資金等】 

（訂正前） 

 

 

（注１） 「買付代金(a)」欄には、買付予定数（2,800,000株）に１株当たりの買付価格を

乗じた金額を記載しています。 

（注２） 「買付手数料(b)」欄には、買付予定数（2,800,000株）を買付けた場合の公開買

付代理人に支払う手数料の見積額を記載しています。 

 

買付代金（円）(ａ) 1,680,000,000 

金銭以外の対価の種類 ― 

金銭以外の対価の総額 ― 

買付手数料（円）(ｂ) 40,000,000 

その他（円）(ｃ) 7,000,000 

合計（円）(ａ)＋(ｂ)＋(ｃ) 1,727,000,000 
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（訂正後） 

買付代金（円）(ａ) 2,280,000,000 

金銭以外の対価の種類 ― 

金銭以外の対価の総額 ― 

買付手数料（円）(ｂ) 42,000,000 

その他（円）(ｃ) 10,000,000 

合計（円）(ａ)＋(ｂ)＋(ｃ) 2,332,000,000 

（注１） 「買付代金(a)」欄には、買付予定数（3,800,000株）に１株当たりの買付価格を

乗じた金額を記載しています。 

（注２） 「買付手数料(b)」欄には、買付予定数（3,800,000株）を買付けた場合の公開買

付代理人に支払う手数料の見積額を記載しています。 

 

 

10【決済の方法】 

(2)【決済の開始日】 

 
（訂正前） 

２００８年５月 14 日(なお、法第 27 条の 10 第 3 項の規定により公開買付期間が延

長される場合には、２００８年５月 27 日) 

 

（訂正後） 

２００８年６月 10 日 

 

第４【公開買付者と対象者との取引等】 

２【公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容】 

（訂正前） 

公開買付者と対象者は、２００８年３月 17 日に、より強い両社間の協力関係を築くために

基本合意書を締結しましたが、その主な内容は以下のとおりです。 

 

（中略） 

 

④ 出資割合を 33.3%とし、その方法は以下のとおりとする。ただし、この出資比率の

引き上げ後も公開買付者は対象者の経営の独自性を尊重するものとする。 

 

公開買付者は、公開買付価格を 600 円、買付数の上限を 2,800,000 株とする本公開買付けを

行う。本公開買付けの買付期間の終了後、対象者は第三者割当ての方法により募集株式を発

行するものとし、公開買付者は、出資割合を 33.3%とする数を上限としてかかる募集株式を

取得する。その発行価格は、600 円とする。 
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（訂正後） 

 

公開買付者と対象者は、２００８年３月 17 日に、より強い両社間の協力関係を築くために

基本合意書を締結し、その後同年５月８日に同合意書を修正する旨の覚書を締結しましたが、

その主な内容は以下のとおりです。 

 

（中略） 

 

④出資割合を 33.3%とし、その方法は以下のとおりとする。ただし、この出資比率の引き上

げ後も公開買付者は対象者の経営の独自性を尊重するものとする。 

 

公開買付者は、公開買付価格を 600 円、買付数の上限を 3,800,000 株とする本公開買付けを

行う。本公開買付けの買付期間の終了後、対象者は第三者割当ての方法により募集株式を発

行するものとし、公開買付者は、出資割合を 33.3%とする数を上限としてかかる募集株式を

取得する。その発行価格は、600 円とする。 

 

以上 


