
平成 23 年 3 月 2 日 
各      位 

会社名 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 増田宗昭 
（コード番号 4756 東証第 1 部） 
問合せ先 取締役 CFO 粕谷進一 
（ T E L . 0 3 － 6 8 0 0 － 4 4 6 7 ） 

 
（訂正）「MBO の実施及び当社株式等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」の

一部追加訂正に関するお知らせ 
 

当社は、平成 23 年 2 月 3 日付で公表いたしました「MBO の実施及び当社株式等に対する

公開買付けに関する意見表明のお知らせ」について、一部追加訂正すべき事項がありました

ので、下記のとおりお知らせいたします。 
なお、当社は、かかる一部追加訂正の内容に関しまして、本日付で、金融商品取引法（昭

和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。）第 27 条の 10 第 8 項において準用する同法

第 27 条の 8 第 2 項に基づき、意見表明報告書の訂正報告書を関東財務局に提出しております

ので、併せてお知らせいたします。 
また、公開買付者が平成 23 年 2 月 3 日付で公表した「カルチュア・コンビニエンス・ク

ラブ株式会社株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」についても、本日付で同

様に訂正されておりますので、併せて添付いたします。 
 

 
 

記 
 

【訂正箇所】訂正箇所には下線を付しております。 
 

２．本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 
 （２）意見の根拠及び理由 
  ① 本公開買付けの概要 

 

（訂正前） 
（前略） 

本公開買付けに際して、公開買付者は、M&Pより、同社が所有する当社の普通株

式の全部（1,950,000 株）を本公開買付けに応募する旨の同意を得ております。他方、

増田宗昭氏からは、同氏が所有する当社の普通株式の全部（77,307,000 株）（*3）及び

新株予約権の全部 2,180 個（目的となる普通株式の数合計 232,000 株）について、本公
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開買付けに応募しない旨の表明を受けております。 
（中略） 

（*3）増田宗昭氏は、増田冨美氏（故人）の所有していた当社の普通株式（160,000 株）

に係る共有持分（3 分の 1）を有しておりますが、現在、遺産分割協議中であるため、

同氏の所有に係る当社の普通株式数（77,307,000 株）には含めておりません。なお、

公開買付者は、増田宗昭氏から、増田冨美氏（故人）の所有していた当社の普通株式

（160,000 株）に係る遺産分割が、本公開買付けの公開買付期間中に行われるか否かは

未定であるものの、仮に同期間中に増田宗昭氏が当該普通株式の全部又は一部を相続

した場合、当該普通株式について本公開買付けに応募しない旨の表明を受けておりま

す。 
（後略） 

 

（訂正後） 
（前略） 

本公開買付けに際して、公開買付者は、M&Pより、同社が所有する当社の普通株

式の全部（1,950,000 株）を本公開買付けに応募する旨の同意を得ております。また、

増田宗昭氏から、増田冨美氏（故人）の所有していた当社の普通株式（160,000 株）に

係る遺産分割が、本公開買付けの公開買付期間中に行われることはないものの、法定

相続人全員の意思により当該普通株式（160,000 株）について本公開買付けに応募する

こととした旨の表明を受けております。増田宗昭氏からは、同氏が所有する当社の普

通株式の全部（77,307,000 株）（*3）及び新株予約権の全部 2,180 個（目的となる普通

株式の数合計 232,000 株）について、本公開買付けに応募しない旨の表明を受けてお

ります。 
（中略） 

（*3）増田宗昭氏は、増田冨美氏（故人）の所有していた当社の普通株式（160,000 株）

に係る共有持分（3 分の 1）を有しておりますが、現在、遺産分割協議中であるため、

同氏の所有に係る当社の普通株式数（77,307,000 株）には含めておりません。なお、

公開買付者は、増田宗昭氏から、増田冨美氏（故人）の所有していた当社の普通株式

（160,000 株）に係る遺産分割が、本公開買付けの公開買付期間中に行われることはな

いものの、法定相続人全員の意思により当該普通株式（160,000 株）について本公開買

付けに応募することとした旨の表明を受けております。 
（後略） 

 

３．公開買付者と当社の株主、取締役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 
 

（訂正前） 
公開買付者によれば、前述のとおり、本公開買付けに際して、公開買付者は、当社
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の株主であり、公開買付者と同様に増田宗昭氏が代表取締役社長を務めるM&Pより、

同社が所有する当社の普通株式の全部を本公開買付けに応募する旨の同意を得ている

とのことです。また、増田宗昭氏からは、同氏が所有する当社の普通株式の全部につ

いて、本公開買付けに応募しない旨の表明を受けているとのことです。 
 

（訂正後） 
公開買付者によれば、前述のとおり、本公開買付けに際して、公開買付者は、当社

の株主であり、公開買付者と同様に増田宗昭氏が代表取締役社長を務めるM&Pより、

同社が所有する当社の普通株式の全部を本公開買付けに応募する旨の同意を得ている

とのことです。また、増田宗昭氏から、増田冨美氏（故人）の所有していた当社の普

通株式に係る遺産分割が、本公開買付けの公開買付期間中に行われることはないもの

の、法定相続人全員の意思により当該普通株式について本公開買付けに応募すること

とした旨の表明を受けているとのことです。増田宗昭氏からは、同氏が所有する当社

の普通株式の全部について、本公開買付けに応募しない旨の表明を受けているとのこ

とです。 
 
 

以上 

 

※添付書類：「（訂正）公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う「カルチュア・コンビニエ

ンス・クラブ株式会社株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の

一部訂正及び公開買付開始公告の訂正に関するお知らせ」 
 



 

平成23年３月２日 

各 位 

会 社 名 株式会社ＭＭホールディングス 

代表者名 代表取締役社長 増 田 宗 昭  

 

 

（訂正）公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う 

「カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」 

の一部訂正及び公開買付開始公告の訂正に関するお知らせ 

 

 

株式会社ＭＭホールディングス（以下「公開買付者」といいます。）は、カルチュア・コンビニエンス・ク

ラブ株式会社（コード番号：4756、東証第一部、以下「対象者」といいます。）の株券等に対する公開買付け

（以下「本公開買付け」といいます。）に関して、金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を

含みます。以下「法」といいます。）第 27 条の８第２項に基づき公開買付届出書の訂正届出書を平成 23 年３

月２日付で関東財務局長に提出いたしました。 

これに伴い、平成 23 年２月３日付「カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社株券等に対する公開買

付けの開始に関するお知らせ」及び平成 23 年２月４日付「公開買付開始公告」の内容を下記の通り訂正いた

しますので、お知らせいたします。 

なお、本訂正は、法27条の３第２項第１号に定義される買付条件等の変更ではありません。 

 

 

記 

 

 

I. 平成 23 年２月３日付「カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社株券等に対する公開買付けの開始

に関するお知らせ」の訂正内容 

 

平成23年２月３日付「カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社株券等に対する公開買付けの開

始に関するお知らせ」について、以下の通り訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付しておりま

す。 

 

 

１. 買付け等の目的等 

（１）本公開買付けの概要 

（訂正前） 

（前略） 

本公開買付けに際して、公開買付者は、マスダアンドパートナーズ株式会社（公開買付者と同様増田

宗昭氏が代表取締役社長を務める株式会社であり、以下「Ｍ＆Ｐ」といいます。）より、同社が所有する

対象者の普通株式の全部（1,950,000 株）を本公開買付けに応募する旨の同意を得ております。また、増

田宗昭氏からは、同氏が所有する対象者の普通株式の全部（77,307,000 株）（注１）及び新株予約権の全

部（目的となる普通株式の数合計 232,000 株）について、本公開買付けに応募しない旨の表明を受けて

おります（以下、増田宗昭氏が応募しない旨表明している株式（77,307,000 株）（注１）を「増田宗昭氏

応募対象外株式」といいます。）。 

（中略） 

（注１）増田宗昭氏は、増田冨美氏（故人）の所有していた対象者普通株式（160,000株）に係る共有持
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分（３分の１）を有しておりますが、現在、遺産分割協議中であるため、同氏の所有に係る対象

者普通株式数（77,307,000 株）には含めておりません。なお、公開買付者は、増田宗昭氏から、

増田冨美氏（故人）の所有していた対象者普通株式（160,000 株）に係る遺産分割が、本公開買

付けの公開買付期間中に行われるか否かは未定であるものの、仮に同期間中に増田宗昭氏が当該

株式の全部又は一部を相続した場合、当該株式について本公開買付けに応募しない旨の表明を受

けております。 

（後略） 

 

（訂正後） 

（前略） 

本公開買付けに際して、公開買付者は、マスダアンドパートナーズ株式会社（公開買付者と同様増田

宗昭氏が代表取締役社長を務める株式会社であり、以下「Ｍ＆Ｐ」といいます。）より、同社が所有する

対象者の普通株式の全部（1,950,000 株）を本公開買付けに応募する旨の同意を得ております。また、増

田宗昭氏から、増田冨美氏（故人）の所有していた対象者普通株式（160,000 株）に係る遺産分割が、本

公開買付けの公開買付期間中に行われることはないものの、法定相続人全員の意思により当該株式

（160,000 株）について本公開買付けに応募することとした旨の表明を受けております。増田宗昭氏から

は、同氏が所有する対象者の普通株式の全部（77,307,000 株）（注１）及び新株予約権の全部（目的とな

る普通株式の数合計 232,000 株）について、本公開買付けに応募しない旨の表明を受けております（以

下、増田宗昭氏が応募しない旨表明している株式（77,307,000 株）（注１）を「増田宗昭氏応募対象外株

式」といいます。）。 

（中略） 

（注１）増田宗昭氏は、増田冨美氏（故人）の所有していた対象者普通株式（160,000 株）に係る共有持

分（３分の１）を有しておりますが、現在、遺産分割協議中であるため、同氏の所有に係る対象

者普通株式数（77,307,000 株）には含めておりません。なお、公開買付者は、増田宗昭氏から、

増田冨美氏（故人）の所有していた対象者普通株式（160,000 株）に係る遺産分割が、本公開買

付けの公開買付期間中に行われることはないものの、法定相続人全員の意思により当該株式

（160,000株）について本公開買付けに応募することとした旨の表明を受けております。 

（後略） 

 

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

（訂正前） 

本公開買付けに際して、公開買付者は、対象者の株主であり、公開買付者と同様増田宗昭氏が代表取

締役社長を務めるＭ＆Ｐより、同社が所有する対象者の普通株式の全部（1,950,000 株）を本公開買付け

に応募する旨の同意を得ております。また、増田宗昭氏からは、増田宗昭氏応募対象外株式

（77,307,000 株）及び新株予約権の全部 2,180 個（目的となる普通株式の数合計 232,000 株）について、

本公開買付けに応募しない旨の表明を受けております。 

 

（訂正後） 

本公開買付けに際して、公開買付者は、対象者の株主であり、公開買付者と同様増田宗昭氏が代表取

締役社長を務めるＭ＆Ｐより、同社が所有する対象者の普通株式の全部（1,950,000 株）を本公開買付け

に応募する旨の同意を得ております。また、増田宗昭氏から、増田冨美氏（故人）の所有していた対象

者普通株式（160,000 株）に係る遺産分割が、本公開買付けの公開買付期間中に行われることはないもの

の、法定相続人全員の意思により当該株式（160,000 株）について本公開買付けに応募することとした旨

の表明を受けております。増田宗昭氏からは、増田宗昭氏応募対象外株式（77,307,000 株）及び新株予

約権の全部 2,180 個（目的となる普通株式の数合計 232,000 株）について、本公開買付けに応募しない

旨の表明を受けております。 
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２. 買付け等の概要 

（６）買付け等による株券等所有割合の異動 

（訂正前） 

（前略） 

（注５）特別関係者のうち増田宗昭氏は、増田冨美氏（故人）の所有株券等（1,600 個）の共有持分

（３分の１）を有しておりますが、現在、遺産分割協議中であるため、上記（注４）に記載

の各特別関係者が所有する株券等に係る議決権の数の合計（788,890 個）においては当該共

有持分を分子に含めておりません。 

 

（訂正後） 

（前略） 

（注５）特別関係者のうち増田宗昭氏は、増田冨美氏（故人）の所有株券等（1,600 個）の共有持分

（３分の１）を有しておりますが、現在、遺産分割協議中であるため、上記（注４）に記載

の各特別関係者が所有する株券等に係る議決権の数の合計（788,890 個）においては当該共

有持分を分子に含めておりません。なお、公開買付者は、増田宗昭氏から、増田冨美氏（故

人）の所有株券等（1,600 個）に係る遺産分割が、本公開買付けの公開買付期間中に行われ

ることはないものの、法定相続人全員の意思により当該所有株券等（1,600 個）について本

公開買付けに応募することとした旨の表明を受けております。 

 

４．その他 

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

②対象者の役員との合意の有無及び内容 

（訂正前） 

公開買付者は、対象者の代表取締役社長兼ＣＥＯである増田宗昭氏から、増田宗昭氏応募対象外株式

（77,307,000 株）及び新株予約権の全部（目的となる普通株式の数合計 232,000 株）について、本公開

買付けに応募しない旨の表明を受けております。また、同氏が所有する対象者の新株予約権の全部

（2,180 個）について権利行使しない旨の表明を受けております。なお、増田宗昭氏は、増田冨美氏（故

人）の所有していた対象者普通株式（160,000 株）に係る共有持分（３分の１）を有しておりますが、現

在、遺産分割協議中であるため、同氏の所有に係る対象者普通株式数（77,307,000 株）には含めており

ません。公開買付者は、増田宗昭氏から、増田冨美氏（故人）の所有していた対象者普通株式（160,000

株）に係る遺産分割が、本公開買付けの公開買付期間中に行われるか否かは未定であるものの、仮に同

期間中に増田宗昭氏が当該株式の全部又は一部を相続した場合、当該株式について本公開買付けに応募

しない旨の表明を受けております。 

（後略） 

 

（訂正後） 

公開買付者は、対象者の代表取締役社長兼ＣＥＯである増田宗昭氏から、増田宗昭氏応募対象外株式

（77,307,000 株）及び新株予約権の全部（目的となる普通株式の数合計 232,000 株）について、本公開

買付けに応募しない旨の表明を受けております。また、同氏が所有する対象者の新株予約権の全部

（2,180 個）について権利行使しない旨の表明を受けております。なお、増田宗昭氏は、増田冨美氏（故

人）の所有していた対象者普通株式（160,000 株）に係る共有持分（３分の１）を有しておりますが、現

在、遺産分割協議中であるため、同氏の所有に係る対象者普通株式数（77,307,000 株）には含めており

ません。公開買付者は、増田宗昭氏から、増田冨美氏（故人）の所有していた対象者普通株式（160,000

株）に係る遺産分割が、本公開買付けの公開買付期間中に行われることはないものの、法定相続人全員

の意思により当該株式（160,000 株）について本公開買付けに応募することとした旨の表明を受けており

ます。 

（後略） 
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II. 平成23年２月４日付「公開買付開始公告」の訂正内容 

平成23年２月４日付「公開買付開始公告」について、以下の通り訂正いたします。なお、訂正箇所に

は下線を付しております。 

 

 

１. 公開買付けの目的 

（１）本公開買付けの概要 

（訂正前） 

（前略） 

本公開買付けに際して、公開買付者は、マスダアンドパートナーズ株式会社（公開買付者と同様増田宗

昭氏が代表取締役社長を務める株式会社であり、以下「Ｍ＆Ｐ」といいます。）より、同社が所有する対

象者の普通株式の全部（1,950,000 株）を本公開買付けに応募する旨の同意を得ております。また、増田

宗昭氏からは、同氏が所有する対象者の普通株式の全部（77,307,000 株）（注１）及び新株予約権の全部

（目的となる普通株式の数合計 232,000 株）について、本公開買付けに応募しない旨の表明を受けてお

ります（以下、増田宗昭氏が応募しない旨表明している株式（77,307,000 株）（注１）を「増田宗昭氏応

募対象外株式」といいます。）。 

（中略） 

（注１）増田宗昭氏は、増田冨美氏（故人）の所有していた対象者普通株式（160,000 株）に係る共有持

分（３分の１）を有しておりますが、現在、遺産分割協議中であるため、同氏の所有に係る対象

者普通株式数（77,307,000 株）には含めておりません。なお、公開買付者は、増田宗昭氏から、

増田冨美氏（故人）の所有していた対象者普通株式（160,000 株）に係る遺産分割が、本公開買

付けの公開買付期間中に行われるか否かは未定であるものの、仮に同期間中に増田宗昭氏が当該

株式の全部又は一部を相続した場合、当該株式について本公開買付けに応募しない旨の表明を受

けております。 

（後略） 

 

（訂正後） 

（前略） 

本公開買付けに際して、公開買付者は、マスダアンドパートナーズ株式会社（公開買付者と同様増田宗

昭氏が代表取締役社長を務める株式会社であり、以下「Ｍ＆Ｐ」といいます。）より、同社が所有する対

象者の普通株式の全部（1,950,000 株）を本公開買付けに応募する旨の同意を得ております。また、増田

宗昭氏から、増田冨美氏（故人）の所有していた対象者普通株式（160,000 株）に係る遺産分割が、本公

開買付けの公開買付期間中に行われることはないものの、法定相続人全員の意思により当該株式

（160,000 株）について本公開買付けに応募することとした旨の表明を受けております。増田宗昭氏から

は、同氏が所有する対象者の普通株式の全部（77,307,000 株）（注１）及び新株予約権の全部（目的とな

る普通株式の数合計 232,000 株）について、本公開買付けに応募しない旨の表明を受けております（以

下、増田宗昭氏が応募しない旨表明している株式（77,307,000 株）（注１）を「増田宗昭氏応募対象外株

式」といいます。）。 

（中略） 

（注１）増田宗昭氏は、増田冨美氏（故人）の所有していた対象者普通株式（160,000 株）に係る共有持

分（３分の１）を有しておりますが、現在、遺産分割協議中であるため、同氏の所有に係る対象

者普通株式数（77,307,000 株）には含めておりません。なお、公開買付者は、増田宗昭氏から、

増田冨美氏（故人）の所有していた対象者普通株式（160,000 株）に係る遺産分割が、本公開買

付けの公開買付期間中に行われることはないものの、法定相続人全員の意思により当該株式

（160,000株）について本公開買付けに応募することとした旨の表明を受けております。 

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

（訂正前） 

本公開買付けに際して、公開買付者は、対象者の株主であり、公開買付者と同様増田宗昭氏が代表取締

役社長を務めるＭ＆Ｐより、同社が所有する対象者の普通株式の全部（1,950,000 株）を本公開買付けに

応募する旨の同意を得ております。また、増田宗昭氏からは、増田宗昭氏応募対象外株式（77,307,000

株）及び新株予約権の全部 2,180 個（目的となる普通株式の数合計 232,000 株）について、本公開買付

けに応募しない旨の表明を受けております。 

 

（訂正後） 

本公開買付けに際して、公開買付者は、対象者の株主であり、公開買付者と同様増田宗昭氏が代表取締

役社長を務めるＭ＆Ｐより、同社が所有する対象者の普通株式の全部（1,950,000 株）を本公開買付けに

応募する旨の同意を得ております。また、増田宗昭氏から、増田冨美氏（故人）の所有していた対象者

普通株式（160,000 株）に係る遺産分割が、本公開買付けの公開買付期間中に行われることはないものの、

法定相続人全員の意思により当該株式（160,000 株）について本公開買付けに応募することとした旨の表

明を受けております。増田宗昭氏からは、増田宗昭氏応募対象外株式（77,307,000 株）及び新株予約権

の全部 2,180 個（目的となる普通株式の数合計 232,000 株）について、本公開買付けに応募しない旨の

表明を受けております。 

 

 

２. 公開買付けの内容 

（７）公告日における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合及び公告日における特別関係者

の株券等所有割合並びにこれらの合計 

（訂正前） 

（前略） 

（注２）特別関係者のうち増田宗昭氏は、増田冨美氏（故人）の所有株券等（1,600 個）の共有持分（３

分の１）を有しておりますが、現在、遺産分割協議中であるため、上記（注１）に記載の各特別

関係者が所有する株券等に係る議決権の数の合計（788,890 個）においては当該共有持分を含めて

おりません。以下、（８）においても同様です。 

 

（訂正後） 

（前略） 

（注２）特別関係者のうち増田宗昭氏は、増田冨美氏（故人）の所有株券等（1,600 個）の共有持分（３

分の１）を有しておりますが、現在、遺産分割協議中であるため、上記（注１）に記載の各特別

関係者が所有する株券等に係る議決権の数の合計（788,890 個）においては当該共有持分を含め

ておりません。以下、（８）においても同様です。なお、公開買付者は、増田宗昭氏から、増田

冨美氏（故人）の所有株券等（1,600 個）に係る遺産分割が、本公開買付けの公開買付期間中に

行われることはないものの、法定相続人全員の意思により当該所有株券等（1,600 個）について

本公開買付けに応募することとした旨の表明を受けております。 

 

３. 対象者又はその役員との本公開買付けに関する合意の有無 

（２）対象者の役員との合意の有無及び内容 

（訂正前） 

公開買付者は、対象者の代表取締役社長兼ＣＥＯである増田宗昭氏から、増田宗昭氏応募対象外株式

（77,307,000 株）及び新株予約権の全部（目的となる普通株式の数合計 232,000 株）について、本公開

買付けに応募しない旨の表明を受けております。また、同氏が所有する対象者の新株予約権の全部

（2,180 個）について権利行使しない旨の表明を受けております。なお、増田宗昭氏は、増田冨美氏（故
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人）の所有していた対象者普通株式（160,000 株）に係る共有持分（３分の１）を有しておりますが、現

在、遺産分割協議中であるため、同氏の所有に係る対象者普通株式数（77,307,000 株）には含めており

ません。公開買付者は、増田宗昭氏から、増田冨美氏（故人）の所有していた対象者普通株式（160,000

株）に係る遺産分割が、本公開買付けの公開買付期間中に行われるか否かは未定であるものの、仮に同

期間中に増田宗昭氏が当該株式の全部又は一部を相続した場合、当該株式について本公開買付けに応募

しない旨の表明を受けております。 

（後略） 

 

（訂正後） 

公開買付者は、対象者の代表取締役社長兼ＣＥＯである増田宗昭氏から、増田宗昭氏応募対象外株式

（77,307,000 株）及び新株予約権の全部（目的となる普通株式の数合計 232,000 株）について、本公開

買付けに応募しない旨の表明を受けております。また、同氏が所有する対象者の新株予約権の全部

（2,180 個）について権利行使しない旨の表明を受けております。なお、増田宗昭氏は、増田冨美氏（故

人）の所有していた対象者普通株式（160,000 株）に係る共有持分（３分の１）を有しておりますが、現

在、遺産分割協議中であるため、同氏の所有に係る対象者普通株式数（77,307,000 株）には含めており

ません。公開買付者は、増田宗昭氏から、増田冨美氏（故人）の所有していた対象者普通株式（160,000

株）に係る遺産分割が、本公開買付けの公開買付期間中に行われることはないものの、法定相続人全員

の意思により当該株式（160,000 株）について本公開買付けに応募することとした旨の表明を受けており

ます。 

（後略） 

 

以 上 
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