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平成２２年３月２４日 

各 位 

会 社 名 ： 株式会社ＣＦＳコーポレーション 

代 表 者 名 ： 代表取締役社長   石田 岳彦  

（ コ ー ド ： ８２２９ 東証第一部） 

問 合 せ 先 ： 執行役員財経本部長  佐藤 信栄 

（ Ｔ Ｅ Ｌ ： ０４５－４７６－７４７４） 

 

イオン株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ 

 

  当社は、平成２２年３月２４日開催の取締役会において、イオン株式会社（以下「公開買付者」

といいます。）による当社株式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。 

  

 記 
１．公開買付者の概要 

①  商 号 イオン株式会社 

②  事 業 内 容 
総合スーパー（ＧＭＳ）を核とした総合小売事業、専門店事業、 

ディベロッパー事業、サービス等事業 

③ 設 立 年 月 日 大正 15 年９月 21 日 

④ 本 店 所 在 地 千葉市美浜区中瀬１丁目５番地１ 

⑤ 代表者の役職・氏名 取締役兼代表執行役社長 岡田 元也 

⑥ 資 本 金 199,054 百万円（平成 21 年 11 月 30 日現在） 

⑦ 大株主及び持株比率 

（平成 21 年８月 31 日現在） 
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４Ｇ） 
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 
三菱商事株式会社 
株式会社みずほコーポレート銀行 
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 
財団法人イオン環境財団 
財団法人岡田文化財団 
農林中央金庫 
イオン社員持株会 
東京海上日動火災保険株式会社 

 
5.20% 
5.10% 
5.04% 
2.98% 
2.69% 
2.63% 
2.50% 
2.26% 
1.51% 
1.19% 

資本関係 
当社の普通株式 10,760,000 株（33.2%）を保有して

おります。 

人的関係 

当社社外取締役の岡田元也氏は、イオン株式会社の

取締役兼代表執行役社長であり、当社はイオン株式

会社より代表取締役副社長の派遣を受けておりま

す。また、当社社外監査役の谷内寿照氏は、イオン

株式会社の特別顧問であります。加えてイオンリテ

ール株式会社の従業員１名が当社に出向しており

ます。一方、当社の従業員５名がイオン株式会社の

関係会社へ出向しております。 

⑧ 当 社 と の 関 係 等 

取引関係 
当社は、ハックドラッグ富士南ＳＣ店についてイオ

ンリテール株式会社より賃借しており、また、プラ

イベートブランド等の商品供給を受けております。 
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関連当事者への該当状況 

イオン株式会社は、当社のその他の関係会社に当た

りますので、連結財務諸表の用語、様式及び作成方

法に関する規則第 15 条の４に定める関連当事者に

該当します。 

 
２．本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、本日開催の取締役会において、本公開買付けについ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、株主の皆様の判断に委ねることを決議いたしました。 
 

（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、当社株式の１０，７６０，０００株（発行済株式総数に対する所有株式の割合は

３３．２２％となります。）を保有する筆頭株主であります。当社は、平成１２年４月に公開買付者

との間で業務資本提携契約を締結して以来、曲折はありましたものの長期に渡り関係を深めてまい

りました。特に平成２０年５月に新たな業務資本提携契約を締結してからは、一段と深い協力関係

を構築するに至っております。 
当社は、平成２０年７月に策定した「トータルヘルスケアのリーディングカンパニー」の実現を

目指す中期３ヶ年経営計画を順調に推進し成果を確実なものとしてきております。しかしながら、

当社のドラッグストア事業については、高齢化社会の進展を背景に地域医療への貢献を一層高め、

ドラッグストア業界の異業種を含む競争激化の中で確固たる事業基盤を整備し、成長戦略をより加

速する必要があるとの認識を持ち、他方、公開買付者は、ＧＭＳ（総合スーパー）やＳＣ(ショッピ

ングセンター)の活性化を図るため専門店化戦略を掲げ、ドラッグストア事業部門での推進体制を改

めて構築する必要があるとの認識を持っておられます。 
また、当社のスーパーマーケット（以下「ＳＭ」といいます。）事業については、中期３ヶ年経営

計画で掲げた収益部門化に向けた取組みが成果を発揮しつつあり、新しい店舗フォーマットの開発、

確立に向けて着実に進んでいるところでありますが、これらの成果を踏まえ、公開買付者と当社は

「キミサワ」ブランドの強化と更なる成長発展を図るために新たなステージを準備する必要がある

との相互認識を持つに至りました。 
当社と公開買付者は、そのような相互認識を持ち、協議を重ねた結果、両社の提携関係を更に強

化することに基本合意しました。基本合意の要旨につきましては、「９．その他投資家が会社情報

を適切に理解・判断するために必要な事項」に平成２２年３月９日に公表したプレスリリース「株

式会社ＣＦＳコーポレーションの新たな成長について」を転載しておりますのでご参照ください。 
 

上記の基本合意において、当社と公開買付者は、第三者割当増資、公開買付けその他適宜の方法

により、公開買付者が保有する当社株式の発行済株式総数に対する割合（但し、自己株式を除きま

す。）を５１％を目処とする過半数とすることで合意しており、当社と公開買付者との間のかかる合

意に基づき、本公開買付けは実施されます。 
 

以上のとおり、本日、別途公表いたしました第三者割当による新株式の発行と合わせて本公開買

付けにより、公開買付者が当社に対する出資比率を５１％を目処とする過半数まで高めることは、

基本合意に基づく両社の協力関係がより強固なものとなり、相互の経営資源・人財を最大限活用で
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きるようになることから、当社の企業価値及び株主価値を向上させるための最良の選択であると判

断しており、本公開買付けに賛同することを決議いたしました。 
 
本公開買付けにおける当社普通株式の買付け等の価格（以下「本公開買付価格」といいます。）

については、公開買付者と当社との協議・交渉の結果、両者が合意できる価格をもって本公開買付

価格とする方針を採用しております。 
当該方針のもと、公開買付者と当社は、当社株式の取引が一般的に金融商品取引所を通じて行わ

れていることを勘案し、本公開買付価格につきましても、当社株式の市場価格を最優先に検討する

ことといたしました。そして、当社株式の一定期間の市場価格の推移、株式市場における取引状況

及び当社の本公開買付けの賛同の可否等を総合的に勘案し、協議・交渉した結果、本公開買付けが

特定の対象者株主と事前の応募の内諾なく実施することに鑑み、本公開買付価格は市場株価に相当

程度のプレミアムを加味した水準とすることが必要であると考え、本公開買付けに係る協議検討を

発表した日の前日（平成２２年３月８日）までの１ヶ月間の東京証券取引所における対象者の普通

株式の終値の単純平均に３３．３４％のプレミアムを付与した価格をもって本公開買付価格とする

ことについて合意いたしました。 
公開買付者は、当社との当該合意を受けて、平成２２年３月２４日に、平成２２年２月９日から

平成２２年３月８日までの１ヶ月間の東京証券取引所における対象者の普通株式の終値の単純平均

である４５０円（小数点以下を四捨五入）に３３．３４％のプレミアムを付与した価格である６０

０円を、本公開買付価格と決定した次第であります。 
 
 しかしながら、公開買付者は、本公開買付価格の算定に際し、第三者の意見の聴取等をしていな

いとのことであり、当社も第三者機関等に株式価値算定を依頼しておりません。また当社は、新た

な成長の枠組みを得て、新たな経営計画を策定・実行していこうとしていること等も総合的に勘案

し、上記のとおり、基本合意に基づく公開買付者との提携関係の強化が当社の企業価値及び株主価

値の向上につながるものと判断しておりますが、本公開買付けに応募するか否かについては、株主

の皆様の判断に委ねることといたします。 
 

（３）上場廃止に関する見込み 

公開買付者は、当社の株式が東京証券取引所市場第１部の上場を維持されることを前提として、

４，３００，０００株の上限を設定し、本公開買付けを実施するものであり、当社の株式は本公開

買付け後も東京証券取引所市場第１部の上場を維持される見込みです。 

 

（４）いわゆる二段階買収に関する事項 

  本公開買付けは、いわゆる二段階買収を予定しているものではありません。 

 

（５）公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置 

 当社の社外取締役である岡田元也氏は、公開買付者の取締役兼代表執行役社長であり、また当社

の代表取締役副社長井元哲夫は公開買付者より派遣されている取締役であります。当該２名の取締

役は意見表明の公正性を担保し、公開買付者と当社との利益相反を回避するため、本公開買付けに

関する意見表明のための取締役会の審議及び決議には参加しておりません。 
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 なお、前述しましたように当社は第三者機関等に株式価値算定を依頼しておりません。 

 

３. 公開買付者と自社の株主との間における公開買付けへの応募に係る重要な合意に関する事項等 

該当事項はありません。 

 

４．公開買付者また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。 

 

５．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。 

 

６．公開買付者に対する質問 

  該当事項はありません。 

 

７．公開買付期間の延長請求 

  該当事項はありません。 

 

８．今後の見通し 

  本公開買付けを含む公開買付者との提携関係の強化を踏まえ、新たな経営計画を策定してまいり

ますが、内容が確定いたしましたら、速やかに開示いたします。 

 

９．その他投資家が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項 

参考資料として、平成２２年３月９日に公表しましたプレスリリース「株式会社ＣＦＳコーポレ

ーションの新たな成長について」及び公開買付者による「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開始に関するお知らせ」を添付しております。 

以 上 



 ２０１０年３月９日 

各 位 

会 社 名 株式会社ＣＦＳコーポレーション 

代 表 者 代表取締役社長   石田 岳彦 

（コード番号：８２２９ 東証１部） 

問 合 せ 先 取締役経営戦略本部長 武市  守弘 

電 話 番 号 ０４５－４７６－７４７４ 

 

会 社 名  イ オ ン 株 式 会 社 

代 表 者  取締役兼代表執行役社長  岡田 元也 

（コード番号：８２６７ 東証１部） 

問 合 せ 先  執行役             岡内 祐一郎 

電 話 番 号 ０４３－２１２－６０４２ 

 

株式会社ＣＦＳコーポレーションの新たな成長について 

 

株式会社ＣＦＳコーポレーション（以下「ＣＦＳ」という）とイオン株式会社（以下「イ

オン」という）は、ＣＦＳの成長戦略を加速させ、イオンのＨ＆ＢＣ事業分野の強化・

拡充を図るために両社が相互協力することが必要と判断し、両社の提携関係を更に強化

することに基本合意いたしましたので、ご案内申上げます。 

 

１．提携強化の主旨 

ＣＦＳは２００８年７月に策定した「トータルヘルスケアのリーディングカンパニー」

の実現を目指す中期３ヶ年経営計画を順調に推進し成果を確実なものとしてきており、

ドラッグストア事業部門について、更に確固たる事業基盤を整備し成長戦略を加速する

必要があります。また、イオンは全国で展開するＧＭＳのＨ＆ＢＣ売場のより一層の進

化に向けて、ＣＦＳが強みをもつ化粧品販売等のノウハウを必要とするとともに、ＳＭ

等を含めたグループ全体のＨ＆ＢＣ事業の体制強化を図っており、両社協議の結果、こ

の分野における相互の協力関係を強化することが最善と判断するに至りました。 

一方、ＣＦＳのスーパーマーケット事業部門については、中期３ヶ年経営計画で掲げた

収益部門化を達成し、新しい店舗フォーマットの開発、確立に向けて着実に進んでおり

ます。ＣＦＳとイオンは、これらの成果を踏まえ、「キミサワ」ブランドの強化と更なる

成長発展を図るために新たなステージを準備する必要があるとの相互認識に至りました。 

 

今回の基本合意は、ＣＦＳとイオンの更なる成長を実現するため、ＣＦＳのドラッグス

トア事業部門をイオンのＨ＆ＢＣ事業の中核に位置づけるとともに、ＣＦＳのＳＭ事業

部門をイオンのＳＭ事業強化に結びつけ、さらに、ＣＦＳのＳＭ・ドラッグストア融合

店舗「コンボ」業態での医薬品販売の経験を全国のイオングループＳＭ店舗での医薬品

販売の進化につなげるため、相互の協力体制を構築するものであります。 

 

２．基本合意書の骨子 

（１）ドラッグストア事業における相互協力体制 

イオンは、新たな提携の下でＣＦＳをＨ＆ＢＣ事業分野における中核会社と位置づ

【添付資料１】 



け、ＣＦＳの強みを活かし、ＧＭＳのＨ＆ＢＣ売場の活性化を進めるとともにグル

ープ内のＨ＆ＢＣ事業の強化を図ってまいります。加えて、ＣＦＳの店舗網を活用

し、イオンの首都圏戦略におけるドラッグ事業の展開強化を図ってまいります。 

一方、ＣＦＳはイオンが積極的に経営資源を提供することにより、創業以来目指し

てきた専門性の高いドラッグストアの創造をより一層強化し、トータルヘルスケア

企業の実現、地域医療への貢献、在宅を含む調剤事業の強化、医療分野ならびに関

連する周辺ビジネスへの本格参入等を進めます。また、ドミナントの深耕、エリア

拡大、業界再編への積極的参入などを通じて、成長を加速してまいります。 

 

（２）スーパーマーケット事業の移管 

ＣＦＳのスーパーマーケット事業部門は、新たな成長へ向け１年以内を目処にＣＦＳ

より分離させ、イオンに引き継ぎます。同事業部門は、イオンの直接子会社としてイ

オンの経営資源を全面的に活用できる体制のもとで、「キミサワ」の人財、路線を継承

しながら収益基盤の強化、店舗網の充実強化を実現し「キミサワ」ブランドの復権を

目指します。 

なお、この分離・継承にあたっての具体的な時期、方法については今後両社にて協議

決定いたします。 

 

※ （１）及び（２）により、ＣＦＳのドラッグストア事業とＳＭ事業は各々専業化され、

イオンの各々の事業とのシナジーが一段と発揮できる体制となります。 

 

（３）資本関係の強化 

前記のＣＦＳとイオン両社のＨ＆ＢＣ事業及びＳＭ事業の成長を加速するにあたって、

両社の協力関係をより密なものとし、相互の経営資源・人財を最大限活用できるよう、

イオンはＣＦＳに対する出資比率を５１％を目処とする過半数まで引き上げる見込み

です。ＣＦＳは現執行体制のもとで更なる成長を目指してまいります。 

出資比率引き上げ手法については、ＣＦＳの東京証券取引所市場第一部上場の維持を

前提として、その具体的な時期、方法については第三者割当増資、公開買付けその他

適宜イオンとＣＦＳとで協議の上今後決定してまいります。なお、公開買付けを行う

場合には、買付け価格を 600 円を目途として協議検討しております。詳細につきまし

ては決まり次第公表いたします。 

 

３．今後の日程 

・出資比率引き上げの具体的な時期、方法については３月末を目処に決定し、公表いた

します。 

・ＣＦＳのスーパーマーケット事業は２０１１年２月期中にイオンに継承いたします。 

 

４．今後の見通し 

  今回の提携強化がＣＦＳの業績に与える影響については現在算定中であり、影響が 

判明次第お知らせいたします。 

  今回の提携強化がイオンの業績に与える影響は軽微です。     

以上     



-1- 

 

２０１０年３月２４日 

 

各 位 

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 

（証券コード  8267） 

問合せ先   取締役兼執行役 社長室責任者   林  直 樹 

                         （電話番号   043-212-6042） 

 

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開始に関するお知らせ 

 

 

イオン株式会社（以下「当社」又は「公開買付者」といいます。）は、平成22年３月９日付プレスリリー

ス「株式会社ＣＦＳコーポレーションの新たな成長について」において、株式会社ＣＦＳコーポレーション

（コード番号：8229 東証第一部、以下「対象者」といいます。）に対する資本関係の強化について公表して

おりましたが、平成22年３月24日に、対象者の普通株式（以下「対象者株式」といいます。）を対象とす

る公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を開始することを決定いたしましたので、下記のとお

りお知らせいたします。なお、本書中の「株券等」とは、株券等についての権利を指します。 

 

記 

 

１. 買付け等の目的 

(1) 本公開買付けの概要 

当社は、対象者株式の 10,760,000 株（発行済株式総数に対する所有株式の割合は 33.22％とな

ります。）を保有する筆頭株主であり、平成12年４月より、対象者との間で業務資本提携を通じ

て関係を深めてまいりました。 

対象者は、中期３ヶ年経営計画に掲げた諸施策を通じ順調に収益基盤の整備、業績回復を進め

てきていますが、高齢化社会の進展を背景に地域医療への貢献を一層高め、ドラッグストア業界

の異業種を含む競争激化の中で確固たる事業基盤を整備し、成長戦略を加速する必要があり、他

方、当社は、ＧＭＳ（General Merchandise Store:総合スーパー）やＳＣ(ショッピングセンター

)の活性化を図るため専門店化戦略を掲げドラッグストア事業部門での推進体制を改めて構築する

必要があることから、当社及び対象者で協議の結果、相互の協力関係を強化することが最善と判

断するに至りました。対象者のスーパーマーケット(以下「ＳＭ」といいます。)事業については

、中期３ヶ年経営計画で掲げた収益部門化に向けた取り組みが成果を発揮しつつあり、新しい店

舗フォーマットの開発、確立に向けて着実に進んでいるところでありますが、これらの成果を踏

まえ、対象者と当社は「キミサワ」ブランドの強化とさらなる成長発展を図るために新たなステ

ージを準備する必要があるとの相互認識を持つに至りました。 

具体的には、①対象者が２つの主要事業であるドラッグストア事業とＳＭ事業を分離する構造

改革を実施すること、②構造改革後の対象者が、ドラッグストア事業に経営資源を集中するとと

もに、当社グループのヘルス＆ビューティケア（以下「Ｈ＆ＢＣ」といいます。）事業との協力

関係を構築し、当社グループのドラッグストア事業の中核としてその経営資源ならびに情報・ノ

ウハウを活用することで全国規模での事業展開を図りつつ、専門性と地域性を高めた「トータル

ヘルスケアのリーディングカンパニー」の実現を目指すこと、③対象者のＳＭ事業部門を、当社

のＳＭ事業とのシナジーを最大化するため、対象者より分離した上で、当社にその経営を引き継

ぐこと。すなわち、「ローカリゼーション」を重視する当社と、長年地域に根ざしてきた「キミ

サワ」ブランドの融合に加え、当社の経営資源（物流やＩＴなどのインフラ、プライベートブラ

【添付資料２】 
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ンド「トップバリュ」の更なる展開等）を最大限に活用することにより効率的かつお客様に支持

いただける地域密着型の店舗の拡充、発展を目指します。 

上記業務資本提携関係の更なる強化を実現するため、当社と対象者は、公開買付け及び第三者

割当増資により当社が保有する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、平成 22 年５月下旬を目処に 51％を目処とする過半数とする

ことで合意いたしました。 

かかる当社と対象者との間の合意に基づき、対象者の株主の皆様への売却機会の提供を図りつ

つ、当社が対象者と共に対象者の成長戦略を加速させ、企業価値向上の早期実現を目指した諸施

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、買付予定数の上限を

4,300,000 株（買付け等後における出資割合46.53％）として本公開買付けを実施いたします。当

社は、本公開買付けが対象者の株主の皆様に配慮し、その売却機会を提供するものであると考え

ております。なお、当社は、対象者株式を長期的に保有する意図を有しております。 

  

また、対象者によれば、対象者の取締役会は買付価格を含む本公開買付けの諸条件は妥当であ

ると判断し、平成 22 年３月 24 日開催の取締役会において、当社が本公開買付けを実施した場合

には本公開買付けに賛同することを決議しているとのことです。更に、対象者の取締役会は、当

社を引受先とする第三者割当てによる募集株式の発行（普通株式 6,000,000 株、発行価額は１株

当たり 600 円、総額 3,600,000,000 円。以下「本第三者割当増資」といいます。）についても決

議しているとのことです。本第三者割当増資の払込期日（平成 22 年５月 20 日）は本公開買付け

の買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。）の終了後となり、当社は対象者との間

で、かかる割り当てられた普通株式のうち、本公開買付けで取得する対象者株式と合わせ、買付

け等後における出資割合が 51％を目処とする過半数となる数のみを引き受けることを合意してお

ります。なお、この決議に際し、対象者の代表取締役副社長である井元哲夫は当社から派遣され

ていること、及び取締役である岡田元也は当社の代表執行役でもあることに鑑み、それぞれ特別

利害関係取締役としてかかる決議に参加していないとのことです。 

 

(2) 本公開買付けを実施する背景及び理由 

（ｉ）対象者のおかれた経営環境 

対象者は、ドラッグストア事業及びＳＭ事業を営んでおります。ドラッグストア業界において

は、市場成長率が鈍化する一方、改正薬事法の施行を契機とした大手小売の大衆薬販売への参入

・安売り競争、薬剤師が必要となる第一類医薬品の販売減少等により利益率の低下が顕在化して

きております。一方で、競合他社の多くは、Ｍ＆Ａによる再編・統合、大手小売・コンビニエン

スストア等異業種とのアライアンス強化、ドミナントエリアによる積極的かつ効率的な出店、専

門性強化による顧客サービスの向上等を通じた戦略的な事業展開により、商圏拡大と利益率の確

保をバランスよく強化しております。対象者は、このような厳しい事業環境の中、変化に即応し

た体制の構築を早期に行っていく必要があります。 

ＳＭ業界においては、対象者は、静岡県を中心とする販売地域において「キミサワ」ブランド

による歴史と伝統による顧客誘引力を有しているものの、その本来の力を発揮できていない状況

にあると認識されます。 

 

（ｉｉ）本公開買付けに至る経緯 

当社は、平成 12 年４月より、対象者との間で業務資本提携を行っております。平成 20 年６月

には、対象者の企業価値向上の早期実現を目指し、業務提携の更なる推進を図るとともに、対象

者の経営の独自性を尊重しつつ、経営の透明性と効率性を実現するため、当社は対象者に対する

出資割合を33.20％まで引き上げました。 

当社は、対象者が高齢化社会の進展を背景に地域医療への貢献を一層高め、ドラッグストア業

界の異業種を含む競争激化の中で確固たる事業基盤を整備し成長戦略を加速するためには、①競

争力強化が急務となっているＳＭ事業について、「キミサワ」ブランドの復権と新たな成長に向
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け、対象者からの分離後当社が経営を引き継ぎ当社のＳＭ事業とのシナジーを最大化すること、

②対象者が今後も営むドラッグストア事業については、全国規模での事業展開と成長戦略の実現

を目指し、当社が更なる事業支援や成長機会を提供すること、すなわち、a. 当社の構想するＨ＆

ＢＣ事業の再編・統合について、対象者の主体性を尊重した上で、対象者を中核に位置付けて推

進すること、b.当社のＧＭＳ、ＳＣ、イオンモール等への出店、c.グループ外の他社との統合・

アライアンスの推進支援、d.医療分野ならびに関連する周辺ビジネスへの本格参入、e.当社の経

営インフラの活用、が必要と判断致しました。その後、当社と対象者で真摯に協議を重ねた結果

、上記業務資本提携関係の更なる強化を行うためには、当社が出資割合を 51％を目処とする過半

数に引上げ、対象者が当社連結グループの一員としてスピード感を持って経営にあたることが最

善との結論に至りました。 

 

(3) 本公開買付け後の経営方針等 

当社は、本公開買付け及び本第三者割当増資の終了後、対象者の企業価値を向上させるために

、対象者と協議の上、両社の協力を通じて諸施策を実行する予定です。なお、対象者が現在営む

ＳＭ事業は、対象者が同事業を分離した上で、当社グループに引き継ぐことを企図しております

。当社は、現在、ＧＭＳ改革を進めており、対象者との協働により、Ｈ＆ＢＣ売場の改革を一層

進化させます。当社はまた、登録販売者による医薬品販売を全国のＳＭ店舗で展開する計画を進

めており、最適な医薬品コーナーの構築に向けて、対象者がＳＭとドラッグストアの融合店舗「

ザ・コンボ」の運営で得たノウハウを活用します。また、当社は、対象者のＳＭ部門を運営する

ことで、当社の既存ＳＭ事業とのシナジーを高めてまいります。さらに、首都圏に店舗を有する

対象者の店舗をさらに進化させることにより、当社グループとしての首都圏でのドラッグストア

事業ならびにＳＭ事業の強化を図ってまいります。 

なお、本公開買付け及び本第三者割当増資の終了後、対象者は当社の連結子会社となりますが

、対象者の経営体制については現状を維持する予定であり、対象者の役員を変更する予定はあり

ません。 

 

(4) 本公開買付け後の株券等の取得予定 

対象者の取締役会は、平成 22 年３月 24 日、公開買付期間の終了後である平成 22 年５月 20 日

を払込期日として、当社を引受先とする本第三者割当増資について決議しているとのことです。

当社は対象者との間で、かかる割り当てられた普通株式のうち、本公開買付けで取得する対象者

株式と合わせ、買付け等後における出資割合が 51％を目処とする過半数となる数のみを引き受け

ることを合意しております。 

本第三者割当増資の引受けに際して、当社は、日本国の私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律（昭和二十二年法律第五十四号。その後の改正を含みます。以下「独占禁止法」とい

います。）第10条第２項に基づき、本公開買付け終了後の本第三者割当増資の引き受けによる株

式取得（以下「本件追加取得」といいます。）に関する事前届出を平成22年３月末を目処に公正

取引委員会に提出する予定です。当社は、当該届出が受理された後、待機期間（独占禁止法第 10

条第８項に規定する、届出受理の日から30日（短縮される場合もあります。）を経過するまでの

期間をいいます。以下同じです。）及び独占禁止法に基づく措置期間（独占禁止法第10条第９項

に規定する、独占禁止法に基づく排除措置命令の事前通知を受ける可能性のある期間をいいます

。以下同じです。上記届出が受理された日から原則30日ですが、延長又は短縮される場合もあり

ます。）が経過した後に本件追加取得を行う予定です。 

なお、本公開買付けによる対象者株式の取得は上記届出の対象となっておりませんので上記待

機期間や措置期間の経過状況に関わらず本公開買付けは実施されます。 

また、本第三者割当増資に際して発行される募集株式１株当たりの払込額は本公開買付けの買

付価格と同額の 600 円とされておりますので、当社は、対象者の株主の皆様及び株式市場に与え

る影響は最小限にとどまるものと考えております。さらに、対象者によれば、本第三者割当増資

により調達する資金は、当社関連施設への新規出店のための資金として20億円、既存店改装のた
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めの資金として５億85百万円、ＷＡＯＮ導入などＩＴ投資のための資金として５億円及び新規事

業開発のための資金として５億円をそれぞれ充当する予定であるとのことです。 

 

(5) 上場廃止となる見込みについて 

本公開買付けは対象者の上場廃止を企図するものではなく、当社は、4,300,000 株を上限とし

て本公開買付けを実施いたしますので、対象者株式は、本公開買付け後も東京証券取引所市場第

一部の上場を維持する方針です。 

 

(6)  公開買付者と対象者の株主との間における公開買付けへの応募に係る重要な合意に関する事項 

該当事項はありません。 

 

２. 買付け等の概要 

(1) 対象者の概要 

① 商 号 株式会社ＣＦＳコーポレーション 

② 事 業 内 容 小売及び小売周辺業務 

③ 設 立 年 月 日 昭和22年９月１日 

④ 

本 店 所 在 地 

静岡県三島市広小路町13番４号 

（同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行ってお

ります。) 

横浜市港北区新横浜２丁目３番19号 

⑤ 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 代表取締役社長 石 田 岳 彦 

⑥ 資 本 金 6,401百万円（平成22年３月24日現在） 

イオン株式会社 33.22% 

株式会社イシダ 5.42% 

ＣＦＳコーポレーション共栄会 4.09% 

スルガ銀行株式会社 3.45% 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口４Ｇ) 3.12% 

石田岳彦 2.45% 

石田健二 2.30% 

石田フミ子 2.01% 

君澤安生 1.95% 

⑦ 
大 株 主 及 び 持 株 比 率 

(平成21年８月20日現在) 

キミサワ・キャピタル有限会社 1.65% 

資 本 関 係 
当社は、対象者の発行済株式総数の 33.22%（

10,760,000株）を所有しております。 

人 的 関 係 

当社の取締役兼代表執行役社長岡田元也及び特

別顧問谷内寿照が、それぞれ対象者の社外取締

役又は社外監査役を兼任しており、当社より代

表取締役副社長として井元哲夫を派遣しており

ます。また、イオンリテール株式会社の従業員

1 名が対象者に出向しております。一方、対象

者の従業員 5 名が当社の関係会社へ出向してお

ります。 

取 引 関 係 

当社は、対象者に一部店舗を賃貸しており、ま

た、プライベートブランド等の商品を供給して

おります。 

⑧ 
公開買付者と対象者の関係等 

（平成22年３月24日現在） 

関 連 当 事 者 へ 

の 該 当 状 況 

当社は、対象者の主要株主であり、関連当事者

に該当します。 
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(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 

① 届出当初の買付け等の期間 

平成22年３月25日（木曜日）から平成22年５月６日（木曜日）まで（27営業日） 

② 対象者の請求に基づく延長の可能性 

金融商品取引法（以下「法」といいます。）第27条の10第３項の規定により、対象者か

ら公開買付期間の延長を請求する旨の記載がされた意見表明報告書が提出された場合は、公

開買付期間は30営業日、平成22年５月11日(火曜日)までとなります。 

(4) 買付け等の価格 

普通株式  １株につき金600円 

(5) 買付け等の価格の算定根拠等 

① 算定の基礎 

当社は、本公開買付けにおける対象者の普通株式の買付価格（以下「本公開買付価格」と

いいます。）については、当社と対象者との協議・交渉を行った結果、両者が合意できる価

格をもって本公開買付価格とする方針を採用いたしました。 

当該方針のもと、当社と対象者は、対象者株式の取引が一般的に金融商品取引所を通じて

行われていることを勘案し、本公開買付価格につきましても、対象者株式の市場価格を最優

先に検討することといたしました。そして、対象者株式の一定期間の市場価格の推移、株式

市場における取引状況及び本公開買付けの対象者による賛同の可否等を総合的に勘案し、協

議・交渉した結果、本公開買付けが特定の対象者株主と事前の応募の内諾なく実施すること

に鑑み、本公開買付価格は市場株価に相当程度のプレミアムを加味した水準とすることが必

要であると考え、本公開買付けに係る協議検討を平成22年３月９日付のプレスリリース「株

式会社ＣＦＳコーポレーションの新たな成長について」により発表した日の前日（平成22年

３月８日）までの1ヶ月間の東京証券取引所における対象者の普通株式の終値の単純平均に

33.34％のプレミアムを付与した価格をもって本公開買付価格とすることについて合意いたし

ました。 

当社は、対象者との当該合意を受けて、平成22年３月24日に、平成22年２月９日から平成

22年３月８日までの１ヶ月間の東京証券取引所における対象者の普通株式の終値の単純平均

である450円（小数点以下を四捨五入）に33.34％のプレミアムを付与した価格である600円を

、本公開買付価格と決定いたしました。 

なお、平成22年２月９日から平成22年３月８日までの１ヶ月間の東京証券取引所における

対象者の普通株式の株価推移につきましては、当該期間の高値は462円、安値が435円となっ

ており、平成22年３月８日における終値は458円となっております。 

また、本公開買付価格である600円は、平成22年３月23日の東京証券取引所における対象者

の普通株式の終値528円に対して13.64％（小数点以下第三位を四捨五入）、過去１ヶ月間（

平成22年２月24日から平成22年３月23日まで）の終値の単純平均値496円（小数点以下を四捨

五入）に対して20.97％（小数点以下第三位を四捨五入）、過去３ヶ月間（平成21年12月24日

から平成22年３月23日まで）の終値の単純平均値478円（小数点以下を四捨五入）に対して

25.52％（小数点以下第三位を四捨五入）のプレミアムをそれぞれ付与した価格となります。 

 

② 算定の経緯 

当社と対象者は、平成12年４月に業務資本提携を行い、さらに、平成20年６月には、業務

提携の更なる推進を図るとともに、対象者の経営の独自性を尊重しつつ、経営の透明性と効率

性を実現するため当社は対象者に対する出資割合を33.20％まで引き上げました。その後、両
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社は、対象者を当社グループのＨ＆ＢＣ事業の中核として位置づけ、お互いの成長発展を図っていくた

めに両社の相互協力関係を強化する必要があること、そのためにさらなる資本関係の強化が必要との認

識に至り、資本関係の強化について、平成22年２月頃より協議・交渉を行ってまいりました

。その結果、上記業務資本提携関係の更なる強化を実現するため、当社と対象者は、本公開

買付け及び本第三者割当増資により当社が保有する対象者株式の出資割合を、平成22年５月

下旬を目処に51％を目処とする過半数とすることで合意いたしました。 

当社と対象者は、本公開買付価格を検討するに際して、対象者株式の取引が一般的に金融

商品取引所を通じて行われていることを勘案し、本公開買付価格につきましても、対象者株

式の市場価格を最優先に検討することといたしました。そして、対象者株式の一定期間の市

場価格の推移、株式市場における取引状況及び本公開買付けの対象者による賛同の可否等を

総合的に勘案し、協議・交渉した結果、本公開買付けが特定の対象者株主と事前の応募の内

諾なく実施することに鑑み、本公開買付価格は市場株価に相当程度のプレミアムを加味した

水準とすることが必要であると考え、平成22年３月上旬頃には、本公開買付けに係る協議検

討を平成22年３月９日付のプレスリリース「株式会社ＣＦＳコーポレーションの新たな成長

について」により発表した日の前日（平成22年３月８日）までの１ヶ月間の東京証券取引所

における対象者の普通株式の終値の単純平均から33.34％程度のプレミアムを付与した価格を

もって、本公開買付けの買付価格とすることについて合意するに至りました。 

当社は、対象者との当該合意を受けて、平成22年２月９日から平成22年３月８日までの１

ヶ月間の東京証券取引所における対象者の普通株式の終値の単純平均である450円（小数点以

下を四捨五入）に33.34％のプレミアムを付与した価格である600円を、本公開買付けの買付

価格と決定いたしました。 

なお、当該買付価格の算定に際しては、第三者の意見の聴取等は行っておりません。 

 

 

 

(6) 買付予定の株券等の数 

買付予定数 買付予定数の下限 買付予定数の上限 

4,300,000(株) ― (株) 4,300,000(株) 

(注1) 応募株券等の数の合計が買付予定数の上限（4,300,000株）以下の場合は、応募株券等の全部の買

付け等を行います。応募株券等の数の合計が買付予定数の上限を超える場合は、その超える部分の

全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第５項及び発行者以外の者による株

券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成２年大蔵省令第 38 号。その後の改正を含みます。

以下「府令」といいます。）第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付けに係る受

渡しその他の決済を行います。 

(注2) 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3) 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。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公開買付期間中に自己

の株式を買い取ることがあります。 

 

(7) 買付け等による株券等所有割合の異動 

買付け等前における公開買付者

の所有株券等に係る議決権の数 
21,520個 

（買付け等前における株券等所有割合 

33.25％） 

買付け等前における特別関係者

の所有株券等に係る議決権の数 
3,097個 

（買付け等前における株券等所有割合 

4.78％） 

買 付 予 定 の 株 券 等 に 係 る 

議 決 権 の 数 
8,600個 

（買付け等後における株券等所有割合 

46.53％） 

対象者の総株主等の議決権の数 64,621個  

（注1） 「買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」は、本公開買付けにおける買付
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予定数（4,300,000株）に係る議決権の数を記載しております。 

（注2） 「買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」は、各特別関係者が所有する株

券等（ただし、対象者が保有する自己株式は除きます。）に係る議決権の数の合計を記載しており

ます。 

（注3） 本公開買付けにおいては、特別関係者の所有株券等（ただし、対象者が保有する自己株式を除きま

す。）についても対象としているため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては

、「買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」は分子に加算しておりません

。 

（注4） 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者の平成21年12月28日提出の第63期第３四半期報告書

に記載された総株主等の議決権の数です。 

ただし、本公開買付けにおいては、単元未満株式についても本公開買付けの対象としているため、

「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」の計算におい

ては、対象者の上記第３四半期報告書に記載された平成21年８月20日現在の単元未満株式数（

52,678株）から同日現在の単元未満の自己株式数（113株）を控除した52,565株に係る議決権の数

（105個）を加算し、「対象者の総株主等の議決権の数」を64,726個として計算しています。 

（注5） 対象者が平成22年３月24日に公表した「第三者割当による新株式の発行及び親会社の異動に関する

お知らせ」によれば、同日開催の対象者の取締役会において、平成22年５月20日を払込期日とする

第三者割当増資による募集株式の発行（普通株式6,000,000株、発行価額は１株当たり600円、総額

3,600,000,000円。）を決議しており、当社は当該募集株式を引き受けることを予定しております

。また、当社は、本公開買付けの結果を確認した後、本公開買付け及び本第三者割当増資後の当社

が保有する対象者株式の出資割合が51.0％を目処とする過半数となるように、本第三者割当増資に

おいて具体的に引き受ける株数を決定する予定であります。 

（注6） 「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」は、小数点以

下第三位を四捨五入しています。 

 

(8) 買付代金   2,580百万円 

  （注）「買付代金」は、買付予定数（4,300,000株）全部を取得した場合に要する金額を記載していま

す。 

(9) 決済の方法 

① 買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地 

みずほ証券株式会社    東京都千代田区大手町一丁目５番１号 

② 決済の開始日 

平成22年５月12日（水曜日） 

（注）法第 27 条の 10 第３項の規定により、対象者から公開買付期間の延長を請求する旨の記

載がされた意見表明報告書が提出された場合は、決済の開始日は平成 22 年５月 17 日（

月曜日）となります。 

③ 決済の方法 

公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等（外国人

株主の場合はその常任代理人）の住所宛に郵送致します。買付けは、現金にて行います。買

付けられた株券等に係る売却代金を応募株主等（外国人株主の場合はその常任代理人）の指

示により、決済の開始日以後遅滞なく、応募受付けをした公開買付代理人から応募株主等

（外国人株主の場合はその常任代理人）の指定した場所へ送金するか、応募受付けをした公

開買付代理人の本店又は全国各支店にてお支払いします。 

④ 株券等の返還方法 

後記（10）「その他買付け等の条件及び方法」の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」又は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
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の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部又は一部を買付けないこととなった場合に

は、公開買付代理人は、返還することが必要な株券等を決済の開始日（公開買付けの撤回等

を行った場合は撤回等を行った日）以後、速やかに応募が行われた時の公開買付代理人に開

設した証券取引口座の状態にすることにより返還します。 

 

(10) 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の上限（4,300,000株）以下の場合は、応募株券等の全

部を買付けます。応募株券等の数の合計が買付予定数の上限を超えるときは、その超える部

分の全部又は一部の買付けは行わないものとし、法第27条の13第５項及び府令第32条に規定

するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います（各

応募株券等の数に１単元未満の株数の部分がある場合、あん分比例の方法により計算される

買付株数は各応募株券等の数を上限とします。）。 

あん分比例の方式による計算の結果生じる１単元未満の株数を四捨五入して計算した各応

募株主等からの買付株数の合計が買付予定数の上限に満たないときは、買付予定数の上限以

上になるまで、四捨五入の結果切り捨てられた株数の多い応募株主等の中から順次、各応募

株主等につき１単元（追加して１単元の買付けを行うと応募株数を超える場合は応募株数ま

での数）の応募株券等の買付けを行います。ただし、切り捨てられた株数の等しい複数の応

募株主等全員からこの方法により買付けを行うと買付予定数の上限を超えることとなる場合

には、買付予定数の上限を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付けを

行う株主を決定します。 

あん分比例の方式による計算の結果生じる１単元未満の株数を四捨五入して計算した各応

募株主等からの買付株数の合計が買付予定数の上限を超えるときは、買付予定数の上限を下

回らない数まで、四捨五入の結果切り上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株

主等につき買付株数を１単元（あん分比例の方式により計算される買付株数に１単元未満の

株数の部分がある場合は当該１単元未満の株数）減少させるものとします。ただし、切り上

げられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付株数を減少させると買

付予定数の上限を下回ることとなる場合には、買付予定数の上限を下回らない範囲で、当該

応募株主等の中から抽選により買付株数を減少させる株主を決定します。 

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 

金融商品取引法施行令（昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」とい

います。）第14条第１項第１号イないしリ及びヲないしソ、第３号イないしチ、第５号並び

に同条第２項第３号ないし第６号に定める事項のいずれかが発生した場合は、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

により公表を行い、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、対象者が公開買付期間中に令第13条第１項に定

める行為を行った場合は、府令第19条第１項に定める基準により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等についても、引下げ後の買付け等の価格により買

付けを行います。 
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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。契約の解除をする場合は、公開買付期間の末日の15時までに、応募受付けを

した公開買付代理人の本店又は全国の各支店に公開買付応募申込みの受付票を添付の上、解

除書面（公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面）を交付又は送付してください。契約

の解除は、解除書面が公開買付代理人に交付され、又は到達した時に効力を生じます。した

がって、解除書面を送付する場合は、解除書面が公開買付期間の末日の15時までに公開買付

代理人に到達しなければ解除できないことにご注意ください。 

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しません。また、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。解除を申し出られた場合には、応募株券等は当該解除の申出に係る

手続終了後、速やかに前記「（９）決済の方法」の「④株券等の返還方法」に記載の方法に

より返還します。 

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、公開買付期間中、法第27条の６及び令第13条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を行い、

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

前の応募株券等についても、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方法により訂正します。 

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。 

⑧ その他 

本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しく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若しくは国際通商の方法・手段（ファクシミリ、

電子メール、インターネット通信、テレックス及び電話を含みますが、これらに限りませ

ん。）を利用して行われるものでもなく、更に米国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公開買付届出書又は関連する買付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、係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できません。 

本公開買付けへの応募に際し、応募株主等(外国人株主の場合は常任代理人)は公開買付代

理人に対し、以下の表明及び保証を行うことを求められることがあります。 

応募株主等が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても米国に所

在していないこと。本公開買付けに関するいかなる情報(その写しを含みます。)も、直接間

接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、これを受領したり送
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付したりしていないこと。買付け若しくは公開買付応募申込書の署名交付に関して、直接間

接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段(ファクシミリ、電

子メール、インターネット通信、テレックス及び電話を含みますが、これらに限りません。)

又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人又は受託

者・受任者として行動する者ではないこと(当該他の者が買付けに関する全ての指示を米国外

から与えている場合を除きます。)。 

 

(11) 公開買付開始公告日 

平成22年３月25日（木曜日） 

(12) 公開買付代理人 

みずほ証券株式会社    東京都千代田区大手町一丁目５番１号 

 

３. 公開買付け後の方針及び今後の見通し 

(1) 本公開買付け後の方針 

本公開買付け後の方針については、前記「１．買付け等の目的」の「(3)本公開買付け後の経営方

針等」をご参照下さい。 

(2) 今後の業績への影響の見通し 

本公開買付けが当社の業績に与える影響は軽微です。 

 

４. その他 

(1) 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 

① 対象者によれば、本公開買付けにあたり、対象者の取締役会は、買付価格を含む本公開買付

けの諸条件は妥当であると判断し、平成 22 年３月 24 日開催の取締役会において、当社が本

公開買付けを実施した場合には本公開買付けに賛同することを決議しているとのことです。

なお、この決議に際し、対象者の代表取締役副社長である井元哲夫は当社から派遣されてい

ること、及び取締役である岡田元也は当社の代表執行役でもあることに鑑み、それぞれ特別

利害関係取締役としてかかる決議に参加していないとのことです。 

② 対象者によれば、対象者の取締役会は、平成 22 年３月 24 日、本第三者割当増資により公開

買付期間の終了後である平成 22 年５月 20 日を払込期日として、普通株式 6,000,000 株を１

株あたり 600 円で発行し、当社に割り当てることを決議しているとのことです。当社は対象

者との間で、かかる割り当てられた普通株式のうち、本公開買付けで取得する対象者株式と

合わせ、買付け等後における出資割合が 51％を目処とする過半数となる数のみを引き受ける

ことを合意しております。 

③ 当社と対象者は、ドラッグストア事業の成長戦略を強化するための相互協力体制を構築する

こと及び対象者のＳＭ事業の成長発展へ向けて新たな枠組みを作ることにつき、平成 22 年３

月９日に、基本合意書を締結しました。その主な内容は以下のとおりです。 

(i) 当社は、第三者割当増資、公開買付けその他適宜協議して定める方法により、対象者の

普通株式のうち当社が保有する株数の、対象者の発行済株式総数（対象者の自己株式

を除く。）に占める割合（以下「出資比率」という。）を 51％を目処とする過半数とす

る。 

(ii) 出資比率の引上げ後も合理的理由がない限り、対象者の経営理念及び方針、並びに、現

執行体制につき、当社は、引き続き支持する。 

(iii) 取締役のうち、対象者の指名する者を４名、当社の指名する者を２名とし、このほか両

者の合意により指名する社外取締役２名を選任するものとし、取締役の構成人数、指

名方法につき変更する場合、この社外取締役２名の出席する対象者の取締役会におけ
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る協議によるものとする。 

(iv) (a)当社は、Ｈ＆ＢＣ関連事業の展開にあたり、対象者を中核会社と位置づけ、対象者

の立案する成長戦略及び中期経営計画の実現に向け、当社は、当社及び当社グループ

の企業価値向上に資すること、及び、経済合理性の維持を前提として、全面的に協力

する。(b)当社の専門店化の推進にあたり、Ｈ＆ＢＣ事業及びドラッグストア事業の展

開を進め、ＧＭＳの活性化及びハピコムグループ（注）の強化実現を目指し、対象者は、

経済合理性の維持を前提として、この実現に全面的に協力する。 
   （注）ハピコムグループとは医薬品販売に関る当社とメンバー各社からなるグループの名称 

(v) 対象者は、本合意書締結後１年以内を目処にスーパーマーケット事業を分離し、当社ま

たは当社の子会社にこれを譲渡ないし承継する。但し、譲渡または承継の対価は、両

者が協議合意したキミサワブランド（のれん）に配慮した、買収監査の結果および第

三者機関の算定結果等を踏まえた適切な時価とし、時期・方法については、協議の上、

決定するものとし、平成 22 年４月中を目処に、契約書その他必要な詳細を定めるもの

とする。 

 

(2) 投資者が買付け等への応募の是非を判断するために必要と判断されるその他の情報 

① 対象者は、平成 22 年３月 24 日付のプレスリリース「第三者割当による新株式の発行及び親

会社の異動に関するお知らせ」において、当社との業務資本提携関係の強化及び全国規模で

の事業展開や業界再編へ向けての積極参入、医療分野ならびに関連ビジネスへの本格参入等

のための投資資金の確保を目的として、払込期日を平成 22 年５月 20 日として、本公開買付

け及び本第三者割当増資実施後の対象者に対する出資割合が 51％を目処とする過半数となる

よう、１株当たりの払込金額を本公開買付価格と同額とする、総額約 3,600,000,000 円の普

通株式（6,000,000 株）の第三者割当増資を、当社を割当先として行うことを公表しており

ます 

② 対象者は、平成 22 年３月９日に、「平成 22 年２月期 通期 業績予想の修正に関するお知ら

せ」を以下のとおり公表しております。 

 

（対象者による発表内容） 

 

平成22年２月期 通期 業績予想の修正に関するお知らせ 

 

平成21年４月３日付の「平成21年２月期 決算短信」にて公表いたしました平成22年２月期の業績

予想を下記のとおり修正いたしましたので、お知らせいたします。 

記 

1. 平成22年２月期連結通期業績予想数値の修正（平成21年２月21日～平成22年２月20日）    

 
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

1株当たり 

当期純利益 

 

前回発表予想（Ａ） 

百万円 

149,500 

百万円 

2,100 

百万円 

2,100 

百万円 

550 

円 銭 

16 99 

今回発表予想（Ｂ） 144,500 2,350 2,500 600 18 54 

増減額（Ｂ－Ａ） △5,000 250 400 50 ― 

増減率（％） △3.3％ 11.9％ 19.0％ 9.1％ ― 

（ご参考）前期実績 

（平成21年２月期） 
147,722 1,826 1,866 519 16 42 

 



-12- 

2．平成22年２月期個別通期業績予想数値の修正（平成21年２月21日～平成22年２月20日） 

 
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

1株当たり 

当期純利益 

 

前回発表予想（Ａ） 

百万円 

148,000 

百万円 

2,100 

百万円 

2,100 

百万円 

550 

円 銭 

16 99 

今回発表予想（Ｂ） 143,000 2,350 2,600 650 20  8 

増減額（Ｂ－Ａ） △5,000 250 500 100 ― 

増減率（％） △3.4％ 11.9％ 23.8％ 18.2％ ― 

（ご参考）前期実績 

（平成21年２月期） 
146,120 1,647 1,728 513 16 24 

 

3．通期業績予想の修正理由（連結・個別） 

売上高については深刻な消費不況の進展、デフレ傾向の進むなかで低価格志向に対応した価格設

定を行ったものの、期初の予想を下回る見通しとなりました。しかしながら、不採算店舗の活性化

および閉鎖、ドラッグ・フード両事業および本社・本部の構造改革等が奏功し、経費削減が出来た

ことにより、営業利益、経常利益および当期純利益とも期初の予想を上回る見込みとなりました。  

（注）上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであ

り、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。なお

、本日、発表いたしましたイオン株式会社との関係強化が当期純利益に与える影響につきましては

、現在精査中であり、業績予想の修正が必要となった場合には速やかに発表いたします。 

 

以上 




