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業務提携契約締結のお知らせ 

 

 

株式会社東武ストア（以下「東武ストア」といいます。）と丸紅株式会社（以下「丸紅」といいます。）は、

業務提携契約（以下「本業務提携契約」といいます。）を本日締結いたしましたので、以下の通りお知らせい

たします。 

 

１．本業務提携の背景及び目的 

 東武鉄道株式会社（以下「東武鉄道」といいます。）による平成 30 年 7 月 31 日付「株式会社東武ストア株

式（証券コード 8274）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の通り、東武鉄道は、東武ストアの完

全子会社化を企図した東武ストアに対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施するとの

ことであり、これに対して東武ストアの筆頭株主であり東武ストアのその他の関係会社である丸紅は、東武鉄

道との間で、丸紅が所有する東武ストア株式の全て（2,116,600 株、所有割合：33.42%）を本公開買付けに応

募する旨の契約を締結しております。 

また、東武ストアは、平成 30 年 7月 31 日付「東武鉄道株式会社による当社株券に対する公開買付けに関す

る意見表明のお知らせ」の通り、本公開買付けについて賛同の意見を表明するとともに、東武ストアの株主の

皆様に対して本公開買付けに応募することを推奨することの決議をしております。 

東武ストア及び丸紅は、平成 15 年 1 月、資本･業務提携基本合意書（以下「本資本・業務提携合意書」とい

います。）を締結し、当該合意書に基づき、資本・業務提携（以下「本資本・業務提携」といいます。）を開

始いたしました。本資本･業務提携合意書は、平成 17 年 8 月 8日をもって、契約上の合意としての効力は失効

いたしましたが、それ以降においても現在に至るまで、東武ストア及び丸紅との間においては、本資本・業務

提携に基づく業務提携と同様の、業務上の協力関係を継続しております。 



丸紅は、東武鉄道による本公開買付けにより東武ストアの株主ではなくなる予定であるものの、東武ストア

に対しこれまでと変わらぬ業務上の協力関係を継続することで、東武ストアとして、経営基盤の充実を図り、

業績の向上及び業容の拡大発展を行い、その企業価値の向上を目指し、また、丸紅として、東武ストアへの経

営サポート、商品の供給・サービス提供の継続・拡充を行うなど、丸紅グループの食品流通事業を通じた東武

ストア及び丸紅の企業価値向上を図ることを目的として、本業務提携契約を締結するに至りました。 

 

2．本業務提携の内容 

本業務提携の概要は、以下の通りです。 

(1) 丸紅による東武ストアへの役職員の紹介・派遣の継続 

(2) 丸紅グループによる東武ストアへの商品・その他サービスの供給・提供の継続及び更なる提案 

(3) 丸紅による東武ストアへの食品業界及びその他業界情報等の提供及び東武ストアによる丸紅への食品

小売業界情報等の提供 

なお、東武鉄道からは、本業務提携契約の内容について尊重するとの意向を受けております。 

 

3．東武ストアの概要 

(1) 名称 株式会社東武ストア 

(2) 所在地 東京都板橋区上板橋 3 丁目 1 番 1 号 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 玉置 富貴雄 

(4) 事業内容 スーパーマーケットの運営 

(5) 資本金 9,022 百万円 

(6) 設立年月日 昭和 35 年 12 月 10 日 

(7) 大株主及び持株比率（平成

30 年 2 月 28 日現在） 

※持株比率は発行済株式（自己

株式を除く。）の総数に対する所

有株式数の割合 

丸紅株式会社 33.42% 

東武鉄道株式会社 29.33% 

東武ストア取引先持株会 3.48% 

株式会社みずほ銀行 1.03% 

株式会社埼玉りそな銀行 0.98% 

(8) 当事会社間の関係等 商品・サービスの仕入取引、役員の受入れ 

(9) 直近 3 事業年度の連結財政状態及び連結経営成績 

決算期 平成 28 年 2 月期 平成 29 年 2 月期 平成 30 年 2 月期 

純資産 20,320 百万円 20,227 百万円 20,785 百万円

総資産 33,027 百万円 33,302 百万円 33,691 百万円

1 株当たり純資産 3,208.17 円 3,193.72 円 3,281.97 円

売上高 83,185 百万円 83,907 百万円 83,661 百万円

営業利益 1,327 百万円 1,321 百万円 1,065 百万円

経常利益 1,368 百万円 1,354 百万円 1,126 百万円

親会社株主に帰属する当期純利益 489 百万円 256 百万円 588 百万円

1 株当たり当期純利益 76.35 円 40.52 円 92.99 円

1 株当たり配当金（注） 5.00 円 27.50 円 50.00 円

 



（注）平成 28 年 9 月 1 日付で普通株式 10 株について１株の割合で株式併合を行っております。平成 28 年 2 月期の 

期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり純資産及び１株当たり当期純利益を算定しております。 

平成 29 年 2 月期の１株当たり配当金 27.50 円は、中間配当金 2.50 円と期末配当金 25.00 円の合計となります。平

成 28 年９月１日付で普通株式 10 株について１株の割合で株式併合を行っておりますので、中間配当金 2.50 円は

株式併合前の配当金、期末配当金 25.00 円は株式併合後の配当金となります。 

 

4．丸紅の概要 

(1) 名称 丸紅株式会社 

(2) 所在地 東京都中央区日本橋二丁目 7 番 1 号 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 國分 文也 

(4) 事業内容 内外物資の輸出入及び販売業等 

(5) 資本金 262,686 百万円 

(6) 設立年月日 昭和 24 年 12 月 1 日 

(7) 大株主及び持株比率 

（平成 30 年 3 月 31 日現在） 

※持株比率は発行済株式（自己

株式を除く。）の総数に対する所

有株式数の割合 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 5.11% 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 4.40% 

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% 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 2.30% 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口 9） 2.04% 

(8) 当事会社間の関係等 商品・サービスの販売取引、役員の派遣 

(9) 直近 3 事業年度の連結財政状態及び連結経営成績 

決算期 平成 28 年 3 月期 平成 29 年 3 月期 平成 30 年 3 月期 

親会社の所有者に帰属する持分

合計 

1,317,052 百万円 1,683,723 百万円 1,771,475 百万円

資産合計 7,117,686 百万円 6,896,733 百万円 6,877,117 百万円

1 株当たり親会社株主帰属持分 758.95 円 829.49 円 879.86 円

収益 7,300,299 百万円 7,128,805 百万円 7,540,337 百万円

営業利益 104,231 百万円 91,597 百万円 118,054 百万円

親会社の所有者に帰属する 

当期利益 

62,264 百万円 155,350 百万円 211,259 百万円

基本的 1 株当たり当期利益 35.88 円 88.08 円 119.43 円

1 株当たり配当金 21.00 円 23.00 円 31.00 円

 

5．今後の見通し 

 本業務提携が東武ストア及び丸紅のそれぞれの業績に与える影響はありません。 

 

以上 


