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イオン・ダイエー・丸紅による資本・業務提携契約の解消に関するお知らせ 

 

  本日、イオン株式会社(以下、イオン)、株式会社ダイエー(以下、ダイエー)及び丸紅株式会社(以下、丸

紅)は平成 19 年３月９日に３社で締結した資本・業務提携契約を解消することとなりましたので、ご案内

いたします。 

  

記 
 

 １． 資本・業務提携契約解消の理由 

当社は、平成 25 年３月 27 日開催の取締役会において、イオンによる当社株式の公開買付が実施さ

れることに伴い、当該公開買付成立を条件に資本・業務提携契約を解消することを決議いたしました。 

 

なお、丸紅リテールインベストメント株式会社（丸紅の 100％子会社）は当社株式を引続き５％保

有するとともに、丸紅及びその子会社との間で現在行っている個別の取引等につきましては、今後も

継続していく予定です。 

 

 

 ２． 提携契約解消の相手会社の概要 

(1) 名称 イオン株式会社 

(2) 所在地 千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ 

(3) 代表者の役職・氏名 取締役兼代表執行役社長 岡田 元也 

(4) 事業内容 小売、ディベロッパー、金融、サービス及びそれに関連する事業を

営む会社の株式又は持分を保有することによる当該会社の事業活動

の管理を行う純粋持株会社 

(5) 資本金 199,054 百万円（平成 24 年８月 31 日現在） 

(6) 設立年月日 大正 15 年９月 

(7) 大株主及び持株比率 

(平成 24 年８月 31 日現在) 

三菱商事株式会社 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 

株式会社みずほコーポレート銀行 

公益財団法人イオン環境財団 

公益財団法人岡田文化財団 

農林中央金庫 

イオン社員持株会 

SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT – TREATY CLIENTS 

(常任代理人 香港上海銀行東京支店) 

イオン共栄会（野村證券口） 

5.05%

5.02%

3.47%

2.99%

2.65%

2.52%

2.27%

1.89%

1.84%

1.45%

(8) 当事会社間の関係  

 資本関係 当該会社は当社株式 39,504,000 株（普通株式 9,644,000 株及び甲種

類株式 29,860,000 株（注）。当社普通株式及び当社甲種類株式の単

元株式数は、いずれも 50 株であり、当社が平成 25 年１月 10 日に提

出した第62期第３四半期報告書に記載された平成24年８月31日現

在の当社の総株主の議決権の数（3,973,080 個）に対する所有割合



（以下「所有割合」といい、その計算において小数点以下第三位を

四捨五入しております。）：19.89％）を所有しております。 

 人的関係 当社の取締役である山下昭典及び川本敏雄は当該会社からの出向者

であり、監査役である豊島正明は当該会社の取締役専務執行役を兼

務しております。 

このほかに出向者として当該会社の子会社より５名を受け入れてお

ります。 

 取引関係 当社グループと当該会社グループとの間には、商品の購入等の取引

があります。 

 関連当事者への該当状況 当社は、当該会社の関係会社であり、関連当事者に該当します。 

(9) 最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態 

 決算期 平成 22 年２月期 平成 23 年２月期 平成 24 年２月期 

 純資産 1,144,434 百万円 1,219,236 百万円 1,282,066 百万円

 総資産 3,785,288 百万円 3,774,628 百万円 4,048,937 百万円

 １株当たり純資産 1,098.56 円 1,159.73 円 1,216.22 円

 売上高 4,542,599 百万円 4,561,748 百万円 4,650,792 百万円

 営業利益 130,193 百万円 172,360 百万円 195,690 百万円

 経常利益 130,198 百万円 182,080 百万円 212,260 百万円

 当期純利益 31,123 百万円 59,688 百万円 66,750 百万円

 １株当たり当期純利益 40.68 円 78.01 円 87.23 円

 １株当たり配当金 17.00 円 20.00 円 21.00 円

（注）当社甲種類株式には当社普通株式を対価とした取得請求権が付されており、仮に本日時点におい

て当該取得請求権を行使した場合、当社甲種類株式１株につき当社普通株式１株が交付されるこ

とから、本公開買付けにおいて株式数の計算をするにあたっては、当社甲種類株式１株を当社普

通株式１株とみなして計算しております。なお、当社甲種類株式は１単元（50 株）につき１個の

議決権を有します。 

 

 

(1) 名称 丸紅株式会社 

(2) 所在地 東京都千代田区大手町一丁目４番２号 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 朝田 照男 

(4) 事業内容 総合商社 

(5) 資本金 262,686 百万円 

(6) 設立年月 昭和 24 年 12 月 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 7.38%

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 5.06%

株式会社損害保険ジャパン 3.23%

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口９) 2.65%

明治安田生命保険相互会社 

(常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) 

2.41%

SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT - TREATY CLIENTS 

(常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) 

2.27%

ジェーピー モルガン チェースバンク 380055 

(常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行決済営業

部) 

2.25%

東京海上日動火災保険株式会社 2.01%

株式会社みずほコーポレート銀行 

(常任代理人 資産管理サービス信託銀行) 

1.73%

(7) 大株主及び持株比率 

(平成 24 年９月 30 日現在) 

日本生命保険相互会社 1.50%

当事会社間の関係 (8) 

資本関係 当該会社及び当該会社の100%子会社である丸紅リテールインベスト

メント株式会社は当社株式 58,293,520 株（普通株式 11,712,270 株

及び甲種類株式 46,581,250 株。当社普通株式及び当社甲種類株式の

単元株式数は、いずれも 50 株であり、当社が平成 25 年１月 10 日に

提出した第62期第３四半期報告書に記載された平成24年８月31日

現在の当社の総株主の議決権の数（3,973,080 個）に対する所有割



合（以下「所有割合」といい、その計算において小数点以下第三位

を四捨五入しております。）：29.34％）を所有しております。 

人的関係 当社の取締役である山﨑康司及び小倉泰彦は当該会社からの出向者

であり、監査役である田島真は当該会社の執行役員を兼務しており

ます。 

このほかに出向者として当該会社より１名を受け入れております。

取引関係 当社グループと当該会社グループとの間には、商品の購入等の取引

があります。 

関連当事者への該当状況 当社は、当該会社の関係会社であり、関連当事者に該当します。 

(9) 最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態 

 決算期 平成 22 年３月期 平成 23 年３月期 平成 24 年３月期 

 株主資本 745,297 百万円 773,592 百万円 852,172 百万円

 総資産 4,586,572 百万円 4,679,089 百万円 5,129,887 百万円

 １株当たり株主資本 429.20 円 445.52 円 490.83 円

 売上高 7,965,055 百万円 9,020,468 百万円 10,584,393 百万円

 売上総利益 491,673 百万円 522,152 百万円 541,454 百万円

 法人税等及び非支配

持分帰属損益前利益 

166,427 百万円 207,217 百万円 260,983 百万円

 株主に帰属する当期

純利益 

95,312 百万円 136,541 百万円 172,125 百万円

 １株当たり株主に帰

属する当期純利益 

54.89 円 78.63 円 99.13 円

 １株当たり配当金 8.50 円 12.00 円 20.00 円

 

 

 ３． 資本・業務提携契約解消の日程 

平成 25 年３月 27 日    取締役会決議 

イオンによる当社株式の公開買付成立の日 資本・業務提携契約の解消 

 

 ４． 今後の見通し 

今般の資本・業務提携契約の解消による平成 25 年２月期の連結業績への影響はありません。また、

平成 26 年２月期の連結業績予想につきましては、平成 25 年４月 12 日に公表予定の平成 25 年２月

期 決算短信にてお知らせする予定です。 

 

以 上 


