
  

 

 

平成 20年 5月 13日 

各      位 

会 社 名 日本トイザらス株式会社 

代表者名 代表取締役社長 モニカ・メルツ 

（JASDAQ・コード 7645） 

問合せ先 代表取締役副社長 石橋 善一郎 

 電話 044-549-9072（マスコミ各社様） 

        044-549-9048（株主様･投資家様）  

 

 

当社株券等に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ 

 

当社は、平成 20年 5月 13日開催の取締役会において、ティーアールユー・ジャパン・ホールディン

グス２・エルエルシー（TRU JAPAN HOLDINGS 2, LLC、以下「公開買付者」といいます。）による当

社の発行に係る株券等を対象とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）について下記の

とおり賛同の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。 

 

記 

 

１．公開買付者の概要                      （平成 20年 5月 13日現在） 

（１） 商 号 
ティーアールユー・ジャパン・ホールディングス２・エルエルシー

（TRU JAPAN HOLDINGS 2, LLC） 

 

（２） 

 

主 な 事 業 内 容 

公開買付者は、本公開買付けにより当社の普通株式及び新株予約権を取

得し、保有することその他の投資を行うことを主たる事業内容としてお

ります。 

 

（３） 

 

設 立 年 月 日 平成 20年 3月 12日 

 

（４） 

 

本 店 所 在 地 

アメリカ合衆国、19808、デラウェア州、ウィルミントン、センター

ヴィル･ロード 2711、スイート．400（2711 Centerville Road, Suite 400, 

Wilmington, Delaware 19808 U.S.A） 

 

（５） 

 

代表者の役職・氏名 シニア・バイス・プレジデント  デビッド Ｊ．シュワルツ 

 

（６） 

 

資 本 金 の 額 100.00米ドル 

 

（７） 

 

大株主及び持株比率 トイザラス･インク                     100% 



  

 
 

資 本 関 係 
 
 

公開買付者の完全親会社であるトイザラス・インク

は、その子会社であるティーアールユー・ジャパン・

ホールディングス・インクを通じて、当社株式

16,452,000株（平成 20年 1 月 31日現在の当社発行済

株式総数に対する所有割合 47.76％）を保有しており

ます。 

 
 

人 的 関 係 
 
 

当社の取締役 2名は、公開買付者及び公開買付者の

完全親会社であるトイザラス・インクの役員を兼任し

ております。 
トイザラス･インクの完全子会社であるトイザラ

ス・カナダ・リミテッド（Toys “R” Us (Canada) Ltd.）
は、当社に対し取締役 1名を派遣しております。 

 
 

取 引 関 係 
 
 

当社は、公開買付者の関連会社であるトイザラス・

サービス・エルエルシー及びジェフリー・インターナ

ショナル・エルエルシーとの間でライセンス契約及び

マーケティングサポート契約を締結しているほか、公

開買付者の完全親会社であるトイザラス・インクとの

間でメンテナンス・アンド・サポート契約を締結して

おります。また、トイザラス・インクは、当社の銀行

借入等の一部に対して債務保証を行っております。 

（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、ティーアールユー・ジャパン・ホー

ルディングス・インク株式の保有を介して当社の親会

社たる地位に立つトイザラス･インクの完全子会社で

あり、当社と親会社を共通にする関連当事者でありま

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 20年 5月 13日開催の取締役会において、本公開買付けについて、以下の（２）に

記載の理由をもって賛同の意を表明すること、及び、本公開買付けに応募するか否かについては、

株主及び新株予約権者の皆様の判断に委ねることを決議致しました。 

 

（２） 本公開買付けに関する意見の根拠及び理由 

公開買付者は、アメリカ合衆国デラウェア州の法人であるトイザラス・インク（以下、同社の子

会社であるトイザラス・カナダ・リミテッド及びティーアールユー・ジャパン･ホールディング・

インク並びに関係会社トイザラス・サービス・エルエルシー及びジェフリー・インターナショナ

ル・エルエルシーを含み、世界 33 か国における子会社及び関係会社と併せて「トイザラスグルー

プ」と総称します。）が持分の全てを所有するリミテッド・ライアビリティー・カンパニーであり、

本公開買付けにより当社の普通株式及び新株予約権を取得するために、デラウェア州法に基づいて

新たに組成されました。 

 

トイザラスグループは、アメリカ合衆国及びプエルト・リコで、売上高において最大規模の玩具

専門小売業者の一つであり、アメリカ合衆国内の全国的なベビー・子供用品専門小売業者です。平

成 20 年 3 月 31 日現在、トイザラスグループ並びに同グループのフランチャイジー及びライセン

シーは、アメリカ合衆国内で 585の「トイザラス」店舗、アメリカ合衆国内で 260のベビー・子供

用品の専門店である「ベビーザラス」を運営しており、世界 33 か国における 684 のインターナ

ショナル・ストアのうち、664 のトイザラス店舗及び 20 のベビーザラス店舗を運営しています。

684 のインターナショナル・ストアには、180 のライセンス店舗又はフランチャイズ店舗が含まれ

ています。 



  

 

当社の現在の組織は、日本でトイザラス事業を運営するため、平成元年にトイザラスグループに

よって形成されました。当社は、平成 3年に日本国内第 1号店を開店しました。平成 20年 3月 31

日現在、当社は、日本国内各地で 144のトイザらス店舗、20のベビーザらス店舗及び 4のサイド 

バイ サイド ストア（トイザらス店舗とベビーザらス店舗の併設型店舗）を運営しています。当社

は、トイザラス・インクの子会社であり、トイザラスグループの知的財産管理会社であるトイザラ

ス・サービス・エルエルシー（トイザラス・サービス・インクより平成 20年 1月 31日付けで社名

変更）及びジェフリー・インターナショナル・エルエルシー（以下、「ライセンサー」と総称しま

す。）との間で平成 12年 2月 1日付けで締結した登録商標の使用許諾に関するライセンス契約に基

づき、日本でのトイザラス事業を運営しています。 

 

平成 12年 4月、当社は、日本証券業協会（当社が現在上場している株式会社ジャスダック証券

取引所（以下、「ジャスダック証券取引所」といいます。）の前身です。）において普通株式を店頭

登録し、株式公開（以下、「株式公開」といいます。）を行いました。株式公開に当たり、当社は普

通株式を新たに発行するとともに、当時の当社の大株主であったティーアールユー・インク（トイ

ザラス・インクの子会社（当時））及び日本マクドナルドホールディングス株式会社（以下、「マク

ドナルドホールディングス」といいます。当時の商号は日本マクドナルド株式会社。）の 2社は当

社の普通株式を売却し、株式公開後、ティーアールユー・インクは当社の発行済みの普通株式（自

己株式を含む。）の 47.93％、マクドナルドホールディングスは同株式の 15.08％を所有していまし

た。現在、トイザラス・インクの子会社であるティーアールユー・ジャパン・ホールディングス・

インクは、当社の普通株式 16,452,000株（発行済株式総数（自己株式を含む。）の 47.76％）を所有

しています。 

 

株式公開前に、当社はマクドナルドホールディングス（当時の商号は日本マクドナルド株式会社。

平成 14 年 7 月 1 日の会社分割により新設した同社のマクドナルドビジネスの事業運営子会社であ

る日本マクドナルド株式会社（以下、「日本マクドナルド」といいます。）が同社の契約上の地位を

承継しました。）と、同社が開発、所有する小売店事業の効率的な営業に関する専門知識・技術及

び小売店事業開発に関する用地選択並びに不動産開発ノウハウの提供を受けること等を内容とする

「サービス契約」（以下、「マクドナルドサービス契約」といいます。）を平成 12 年 2 月 28 日付け

で締結しました。平成 18 年 11 月 30 日をもって、当社は、マクドナルドサービス契約を解約しま

したが、かかる解約を受け、平成 19年 2月 28日付けで日本マクドナルドは、当社に対してマクド

ナルドサービス契約の有効性及び同社の契約上の権利を有する地位があることの確認並びに未払い

のサービスの対価の支払いを求める訴訟（以下「本件訴訟」といいます。）を東京地方裁判所に提

起しました。その後、本件訴訟については複数回の訴訟期日が重ねられましたが、平成 20 年 5 月

13 日に至り、当社及び日本マクドナルドは、マクドナルドサービス契約の解約を確認すること、

当社が日本マクドナルドに対して総額金 20億円（消費税を含む。）を支払うことに合意し、かかる

合意内容に従って本件訴訟は訴訟上の和解により終了しました。 

 

平成 20 年 1 月 31 日現在、マクドナルドホールディングスは、当社の普通株式 3,574,000株を所

有し、さらに、マクドナルドホールディングスが従業員のために設立した退職給付信託の信託財産

として日本マスタートラスト信託銀行株式会社が所有する当社の普通株式 945,000株の議決権行使

の指図権も有しています。これらの株式（以下、「マクドナルド所有株式」と総称します。）は、当

社の平成 20年 1月 31日現在の発行済普通株式総数（自己株式を含む。）の 13.12％になります。 

 

マクドナルドホールディングスは、上述したマクドナルドサービス契約の解約に伴う日本マクド

ナルド及び当社間の取引関係の終了を考慮して、当社の大株主としての地位を継続することの是非



  

を再検討し、その結果、保有資産の機動的な有効活用を目的として、マクドナルド所有株式を手放

すとの意向を表明しました。他方、トイザラスグループは、マクドナルド所有株式を取得すること

によって、当社の筆頭株主として、当社の株式所有の安定性を維持し、当社との関係を更に強化す

ることが、当社の企業価値向上に資するものであると考え、また公開買付者がマクドナルド所有株

式を取得するためには法の規定に従い公開買付けによる必要があることから、本公開買付けを実施

することを決定いたしました。 

 

当社は、トイザラスグループの中心であるトイザラス・インクの子会社であり、前述のライセン

ス契約に基づいて日本でのトイザラス事業を運営しているほか、日本国内における広告宣伝及び広

報活動を通じたトイザラスシステムの名声の高揚を目的として、ライセンサーとマーケティングサ

ポート契約を締結し、その対価を受け取っております。加えて、トイザラス・インクとの間でメン

テナンス・アンド・サポート契約を締結し、トイザラスグループで共有するインフォメーションシ

ステムに係るメンテナンス及び業務支援サービス等の提供を受け、その対価としてのサービス料を

支払っております。公開買付者が、当社株式の売却意向を明確にしているマクドナルドホールディ

ングスから当社株式を買い付けることにより、資本関係の安定性を増し、これまでのトイザラスグ

ループと当社との関係を更に強化することが可能となります。当社は、本公開買付けを経て、トイ

ザラスグループのもと、安定的かつ迅速に経営判断を行える環境を構築し、トイザらス店舗とベ

ビーザらス店舗のサイド バイ サイド ストア（併設型店舗）をはじめとするグループ戦略を展開

する等、トイザラスグループとのシナジー追求を従来にも増して強力に推進していくことが、当社

の収益拡大と企業価値向上につながると判断し、本公開買付けに賛同することを決議いたしました。 

 

なお、公開買付者、トイザラス･インク及びマクドナルドホールディングスは、公開買付者がマ

クドナルド所有株式の全てを取得することを目的として、本公開買付けを実施するにあたり、平成

20 年 5 月 13 日付で公開買付応募契約を締結いたしました。同契約においてマクドナルドホール

ディングスは、マクドナルド所有株式につき、同社の所有分全てをもって本公開買付けに応募する

こと、また、日本マスタートラスト信託銀行株式会社所有分の全てにつき本公開買付けに応募させ

ること等に合意しております。 

 

また、ティーアールユー・ジャパン・ホールディングス・インクは、公開買付者との間でその所

有する普通株式の全部（16,452,000株）について本公開買付けに応募しない旨合意しています。 

 

本公開買付けにおける当社の普通株式の買付価格は 1株あたり 729円です。上述のとおり、公開

買付者による本公開買付けの目的は、マクドナルド所有株式の取得であるところ、公開買付者は、

マクドナルドホールディングス及びトイザラス･インクとの間の応募契約において合意されたとこ

ろに従い、平成 20年 4月 14日から同年 5月 12日までの 29日間のジャスダック証券取引所におけ

る当社の普通株式の終値の単純平均値（１円未満を四捨五入）をもって本公開買付けにおける当社

の普通株式の買付価格としております。なお、平成 20年 4月 14日から同年 5月 12日までの 29日

間のジャスダック証券取引所における当社の普通株式の取引レンジは、1 株当たり 705 円から 755

円で、終値の平均は 729 円であり、平成 20 年 5 月 12 日における普通株式の終値は、1 株当たり

752 円でした。本公開買付けにおける普通株式の買付価格は、取締役会開催日前営業日である平成

20年 5 月 12日のジャスダック証券取引所における当社の普通株式の売買価格の終値 752円に対し

て約 3.1％のディスカウントをした価格であります。また、本公開買付けにおける当社の本新株予

約権の買付価格はいずれも 1個あたり 1円です（公開買付者が本新株予約権の買付価格を 1円と決

定した理由の詳細につきましては、公開買付者が提出した公開買付届出書をご参照下さい。以下、

本公開買付けにおける当社の普通株式及び本新株予約権それぞれの買付価格を「本公開買付価格」

と総称します。）。本公開買付価格については、公開買付者と公開買付者への株式の譲渡を希望する



  

マクドナルドホールディングスとの間の交渉により決定されたものであり、当社において、本公開

買付価格を評価することが妥当でないという判断から、当社は第三者算定機関に株式評価を依頼し

ておらず、必ずしも本公開買付価格が当社に係る公正な株式価値を反映したものではない可能性が

あります。そのため、本公開買付けに応募するか否かについては、株主及び新株予約権者の皆様に

判断を委ねることとしました。 

 

また、本公開買付けは、当社株式の上場廃止を意図したものではありませんが、公開買付者は本

公開買付けにおいて買付けを行う当社普通株式及び本新株予約権の数に上限を設定しておりません

ので、本公開買付けの結果によっては、ジャスダック証券取引所が定める株券上場廃止基準に従い、

所定の手続きを経て、当社の普通株式は上場廃止となる可能性は否定できません。万一、上記上場

廃止基準に抵触した場合の対応方針につきましては、株券上場廃止基準に抵触する蓋然性が高まっ

た段階で、当社は公開買付者と慎重に協議、検討をする予定です。 

 

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

当社取締役のうち、当社の間接的な親会社であり、公開買付者の親会社でもあるトイザラス・イ

ンクの完全子会社であるトイザラス・カナダ・リミテッドから派遣されたモニカ メルツ、トイザ

ラス･インクの関連会社であるベイン･キャピタル･アジア・ＬＬＣのマネージングディレクターで

ある城下純一、トイザラス･インクの関連会社である株式会社ＫＫＲジャパン及び株式会社ＫＫＲ

キャピタル･マーケッツの取締役である橘田尚彦、公開買付者のシニア・バイス・プレジデント 

ゼネラル・カウンセル兼セクレタリーのデビッド Ｊ．シュワルツ、並びに公開買付者の国際部シ

ニア・バイス・プレジデント 財務担当兼ＣＦＯであるロバート Ｓ．ザーラの5名は、特別利害

関係人として本公開買付けにかかる意見表明の決議には参加しておりません。 

 

 

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。 

 

以 上 

 

※ 添付資料： 

平成 20年 5月 13日付「日本トイザらス株式会社の普通株式及び新株予約権に対する公開買付け 
開始に関するお知らせ」 

 

 



  

平成 20年５月 13日 

 

各   位 

 

会 社 名：ティーアールユー・ジャパン・ホー

ルディングス２・エルエルシー 

代表者名：シニア・バイス・プレジデント 

デビッド Ｊ．シュワルツ 

 

 

 

日本トイザらス株式会社の普通株式及び新株予約権に対する 

公開買付け開始に関するお知らせ 

 

ティーアールユー・ジャパン・ホールディングス２・エルエルシー（以下、「当社」又は「公開買付

者」といいます。）は、本日、下記のとおり日本トイザらス株式会社（コード番号：7645 ジャスダッ

ク、以下、「対象者」といいます。）の普通株式及び新株予約権（以下、下記の新株予約権①乃至⑦を

「本新株予約権」と総称します。）を公開買付け（以下、「本公開買付け」といいます。）により取得す

ることを決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

公開買付者は、アメリカ合衆国デラウェア州の法人であるトイザラス・インクが持分の全てを所有する

リミテッド・ライアビリティー・カンパニーであり、本公開買付けにより対象者の普通株式及び新株予

約権を取得するために、デラウェア州法に基づいて新たに組成されました。 

 

本公開買付けの買付け等の期間（以下、「公開買付期間」といいます。）は、平成 20 年 5 月 14 日（水

曜日）から平成 20年 6月 10日（火曜日）まで（20営業日）を予定しています。公開買付価格は下記

のとおりです。 

 

記 

 

普通株式    １株につき 金 729 円 

新株予約権 

① 平成16年４月28日開催の対象者の定時株主総会の決議に基づき発行された新株予約権 

 １個につき、金１円 

② 平成17年４月27日開催の対象者の定時株主総会の決議に基づき発行された新株予約権 

 １個につき、金１円 

③ 平成18年11月７日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権Ⅰ 

 １個につき、金１円 

④ 平成18年11月７日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権Ⅱ 

 １個につき、金１円 

⑤ 平成18年11月７日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権Ⅲ 

 １個につき、金１円 

⑥ 平成18年11月７日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権Ⅳ 

 １個につき、金１円 

＜添付資料＞ 



  

⑦ 平成 18 年 11 月７日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権Ⅴ 

 １個につき、金１円 

 

株式に換算した応募株券又は応募新株予約権証券（以下、「応募株券等」と総称します。）の総数が 

4,519,000 株（以下、「買付予定数」といいます。）に満たない場合には、応募株券等の全部の買付けを

行いません。応募株券等の総数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。

また、トイザラス・インクの子会社であるティーアールユー・ジャパン・ホールディングス・インクは、

公開買付者との間でその所有する株式の全部（16,452,000 株）について本公開買付けに応募しない旨

合意しています。 

 

本公開買付けの目的は、日本マクドナルドホールディングス株式会社（以下、「マクドナルドホール

ディングス」といいます。）が保有する対象者の普通株式 3,574,000 株及び同社が従業員のために設立

した退職給付信託の信託財産として日本マスタートラスト信託銀行株式会社が所有する対象者の普通株

式 945,000 株（以下、これらの株式を「マクドナルド所有株式」と総称します。）の取得であります。

対象者の大株主であるマクドナルドホールディングスの子会社である日本マクドナルド株式会社（以下、

「日本マクドナルド」といいます。）は、平成 19 年２月 28 日付けで、対象者に対して日本マクドナル

ドとの間の一定の契約の有効性及び同社の契約上の権利を有する地位があることの確認並びに未払いの

サービスの対価の支払いを求める訴訟（以下、「本件訴訟」といいます。）を東京地方裁判所に提起しま

した。その後、本件訴訟については複数回の訴訟期日が重ねられましたが、平成 20 年５月 13 日に至り、

対象者及び日本マクドナルドは、当該契約の解約を確認すること、対象者が日本マクドナルドに対して

総額金 20 億円（消費税を含む。）を支払うことに合意し、かかる合意内容に従って本件訴訟は訴訟上の

和解により終了しました。 

 

マクドナルドホールディングスは、上記契約の解約に伴う日本マクドナルド及び対象者間の取引関係の

終了を考慮して、対象者の大株主としての地位を継続することの是非を再検討し、その結果、保有資産

の機動的な有効活用を目的として、マクドナルド所有株式を手放すとの意向を表明しました。他方、ト

イザラスグループは、マクドナルド所有株式を取得することによって、対象者の筆頭株主として、対象

者の株式所有の安定性を維持し、対象者との関係を更に強化することが、対象者の企業価値向上に資す

るものであると考え、また公開買付者がマクドナルド所有株式を取得するためには法の規定に従い公開

買付けによる必要があることから、本公開買付けを実施することを決定いたしました。 

 

本公開買付けにおける対象者の普通株式の買付価格は１株あたり 729 円です。また、本公開買付けにお

ける対象者の本新株予約権の買付価格はいずれも１個あたり１円です。上述のとおり、本公開買付けの

目的は、マクドナルド所有株式の取得であるところ、公開買付者は、マクドナルドホールディングス及

びトイザラス・インクとの間で締結した平成 20 年５月 13 日付け公開買付応募契約において合意された

ところに従い、平成 20 年４月 14 日から同年５月 12日までの 29 日間の株式会社ジャスダック証券取引

所（以下、「ジャスダック証券取引所」といいます。）における対象者の普通株式の終値の単純平均値

（１円未満を四捨五入）をもって本公開買付けにおける対象者の普通株式の買付価格としております。

また、本公開買付けのかかる目的から、公開買付者は、マクドナルド所有株式数と同数の株数を本公開

買付けにおける対象者の普通株式及び本新株予約権の買付予定数の下限として定めております。一方、

全てのマクドナルド所有株式が確実に本公開買付けで買い付けられるように、また、マクドナルドホー

ルディングス以外の対象者株主及び新株予約権者のご意向を排除することなく本公開買付けを実施する

ため、公開買付者は本公開買付けの買付予定数の上限を設定しておりません。公開買付者は、法の規定

に従い、応募株券等の全部を買い付けることとしておりますが、公開買付者の本公開買付けの実施目的

は、マクドナルド所有株式以外の対象者の株主が所有する対象者の普通株式及び本新株予約権の買付け

ではないことから、公開買付者はマクドナルドホールディングス（信託されたマクドナルド所有株式に



  

関し、日本マスタートラスト信託銀行株式会社を含みます。）以外の対象者の株主及び新株予約権者が

本公開買付けに応募するか否かについては、当該株主及び新株予約権者の判断に委ねる所存です。 

 

マクドナルド所有株式のみが本公開買付けで売り付けられた場合、本公開買付け後に、公開買付者及び

ティーアールユー・ジャパン・ホールディングスは、対象者の現在の発行済普通株式総数（自己株式を

除く。）の 59.58％を所有します。対象者の普通株式はジャスダック証券取引所に上場されております

が、本公開買付けは、対象者株式の上場廃止を意図したものではありません。しかし、対象者の普通株

式及び本新株予約権の全てが本公開買付けの対象であるため、ジャスダック証券取引所の定める株券上

場廃止基準に従い、所定の手続きを経て、対象者の普通株式は上場廃止となる可能性は否定できません。

本公開買付けの結果ジャスダック証券取引所の定める株券上場廃止基準に抵触した場合につきましては、

現時点では具体的な対応方針及びその条件等の詳細については決定しておらず、本公開買付けの結果

ジャスダック証券取引所の定める株券上場廃止基準に抵触する可能性が生じた段階で慎重に検討を行っ

てまいります。 

 

 

以上 

 

・このプレスリリースは、公開買付けを一般に公表するための記者発表文であり、売付けの勧誘を目的として作成

されたものではありません。売付けの申し込みをされる際には、必ず当社が作成する公開買付説明書をご覧いただ

いた上で、株主ご自身のご判断で申込みを行ってください。このプレスリリースは、有価証券に係る売却の申込み

若しくは勧誘、購入申込みの勧誘に該当する、又はその一部を構成するものではなく、このプレスリリース（若し

くはその一部）又はその配布の事実が当該公開買付けにかか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。 

・本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において又は米国に向けて行われるものではなく、また、米国の郵

便その他の州際通商又は国際通商の方法・手段（電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット

通信を含みますが、これらに限りません。）を使用して行われるものではなく、米国内の証券取引所施設を通じて

行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付け

に応募することはできません。また、本公開買付けに係るプレスリリース又はその他の関連書類は、米国において

若しくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かかる送

付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けしませ

ん。 

・本書面に含まれる情報を閲覧された方は、金融商品取引法第 167 条第３項及び同施行令第 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、本書面の発表（2008年 5月 13

日午後 東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービスにおいて掲載された時刻）から 12時間を経過するまでは、日

本トイザらス株式会社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。 

 


