
  

  

【表紙】   

【提出書類】 変更報告書  NO.13 

【根拠条文】 法第27条の25第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【氏名又は名称】 弁護士 宇佐神 順 

【住所又は本店所在地】 東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル34階 

ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業 

【報告義務発生日】 平成19年12月21日 

【提出日】 平成19年12月27日 

【提出者及び共同保有者の総数(名)】 １ 

【提出形態】 その他 

【変更報告書提出事由】 株券等保有割合の１％以上の減少 



第１ 【発行者に関する事項】 

  

  

  

発行者の名称 株式会社西友 

証券コード 8268 

上場・店頭の別 上場 

上場金融商品取引所 東京証券取引所



第２ 【提出者に関する事項】 

１ 【提出者(大量保有者)／１】 

(1) 【提出者の概要】 

① 【提出者(大量保有者)】 

  

  

② 【個人の場合】 

  

  

③ 【法人の場合】 

  

  

④ 【事務上の連絡先】 

  

  

個人・法人の別 法人(外国会社)

氏名又は名称 
ワイオミング ホールディング ジーエムビーエイチ
(Wyoming Holding GmbH） 

住所又は本店所在地 
スイス連邦 8200 シャフハウゼン バッハシュトラッセ56 
(Bachstrasse 56, 8200 Schaffhausen, Switzerland) 

旧氏名又は名称 ―

旧住所又は本店所在地 ―

生年月日 ―

職業 ―

勤務先名称 ―

勤務先住所 ―

設立年月日 平成14年４月10日

代表者氏名 チャールズ・Ｍ・ホーリー(Charles M. Holley)

代表者役職 マネージング・オフィサー(Managing officer)

事業内容 
他社のパーティシペーション及び有価証券の取得、売却、管理及び当該パ
ーティシペーションに関連するサービスの提供 

事務上の連絡先及び担当者名 
ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業
宇佐神 順 

電話番号 03-6229-6100 



(2) 【保有目的】 

  

  

(3)【重要提案行為等】 

  

  

(4) 【上記提出者の保有株券等の内訳】 

① 【保有株券等の数】 

  

  

発行者の完全子会社化に関する重要提案行為等を行うこと。 

提出者は、今後開催される株主総会において、発行者を完全子会社化することを議案に含めるよう要請する予定が

あります。具体的には、提出者は、①発行者を会社法の規定する全部取得条項付種類株式発行会社に変更するため

の定款の一部変更をすること、②発行者の発行する全ての普通株式に全部取得条項を付すことを内容とする定款の

一部変更をすること、及び③発行者による当該株式の全部取得と引き換えに別個の発行者株式を交付することにつ

いて、株主総会の議案に含めることを要請する予定です。 

該当事項はありません。 

  法第27条の23第３項本文 法第27条の23第３項第１号 法第27条の23第３項第２号

株券又は投資証券等(株・口) 1,119,975,487

新株予約権証券(株) A      538,687,636 ― H

新株予約権付社債券(株) B ― I

対象有価証券 
カバードワラント 

C J

株券預託証券   

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券   

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計(株・口) O     1,658,663,123 P Q

信用取引により譲渡したこと
により控除する株券等の数 

R 

共同保有者間で引渡請求権等
の権利が存在するものとして
控除する株券等の数 

S 

保有株券等の数(総数) 
(O＋P＋Q－R－S) 

T 1,658,663,123

保有潜在株式の数 
(A＋B＋C＋D＋E＋F＋G＋H＋I
＋J＋K＋L＋M＋N) 

U 538,687,636



② 【株券等保有割合】 

  

  

(5) 【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 

  

  

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 

  

  

(7) 【保有株券等の取得資金】 

① 【取得資金の内訳】 

  

  

発行済株式等総数(株・口) 
(平成19年12月21日現在) 

V 1,197,455,887

上記提出者の 
株券等保有割合(％) 
(T／(U＋V)×100) 

95.54

直前の報告書に記載された 
株券等保有割合(％) 

96.63

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 

平成19年
12月21日 

普通株式 185,634,327株 10.69％ 市場外 取得

A種優先株式、B
種優先株式及び
C種優先株式の
取得請求権の行
使による取得 

平成19年
12月21日 

A種優先株式 8,000,000株 0.46％ 市場外 処分
取得請求権の行
使により発行会
社に交付 

平成19年
12月21日 

B種優先株式 4,875,000株 0.28％ 市場外 処分
取得請求権の行
使により発行会
社に交付 

平成19年
12月21日 

C種優先株式 12,000,000株 0.69％ 市場外 処分
取得請求権の行
使により発行会
社に交付 

平成19年
12月４日 

普通株式 411,884,160株 23.72％ 市場外 取得 140円

平成19年
12月４日 

C種優先株式 7,125,000株 0.41％ 市場外 取得 1,000円

平成19年
12月４日 

D種優先株式 28,500,000株 1.64％ 市場外 取得 1,000円

該当事項はありません。 

自己資金額(W)(千円) 5,999,735

借入金額計(X)(千円) 234,312,452

その他金額計(Y)(千円)  

上記(Y)の内訳   

取得資金合計(千円)(W＋X＋Y) 240,312,187



② 【借入金の内訳】 

  

  

③ 【借入先の名称等】 

  

  

名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額(千円) 

ブロードストリート 
ムンスバッハ エス・
エ・アール・エル 
(Broadstreet of  
Munsbach S.a.R.L) 

金融管理
会社 

チャールズ・Ｍ・ホ
ーリー 
(Charles M.Holly) 

46 A Avenue John F 
Kennedy, L-1855  
Luxembourg 

２ 67,500,060

ウォルマート  
ストアズ インク 
(Wal-Mart Stores.  
Inc.) 

小売会社
リー・スコット
(Lee Sccot) 

702 S.W.8th 
Street, 
Bentonville. 
Arkansas,USA  

２ 57,043,500

ダヴリュー エム  
ジー エス シー  
オー エル ティー 
ディー 
(WMGS Co. Ltd) 

国際調達
会社 

ディヴィッド・ブラ
ックウェル 
(David Blackwell) 

1401 Hutchison 
House, 10 Harcourt 
Road,Hong Kong   

２ 16,480,110

ブロードストリート 
コンチネンタル ホー
ルディングス エルエ
ルシー 
(Broadstreet 
Continental  Holdings 
Ltd Liab.Co) 

持株会社

ダニエル・ストール
(Daniel Stoll) 
  
ベルンハルト・クラ
ウザー 
(Bernhard Klauser) 

Bachstrasse 56, 
8200 Schaffhausen, 
Switzerland 

２ 93,288,782

名称(支店名) 代表者氏名 所在地

該当事項はありません。    
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