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株式会社ファミリーマート 

報道関係各位 

 

 
当社子会社である株式会社ファミリーマート・チャイナ・ホールディング（以下「当社子会社」といいま

す。）が中国におけるファミリーマート事業に関して英領ケイマン諸島（以下「ケイマン」といいます。）で提

起した裁判案件につきまして、2019年5月17日及び5月20日に当社見解を公表しておりますが、今般、

新たな進展がございましたので、以下の通り説明致します。 

 

１．控訴手続きでの全面逆転勝訴 

①2019年 5月 17日付の当社プレスリリースの通り、「当社子会社」は、2018年 10月、頂新集団のグルー

プ会社であり、中国ファミリーマート事業を担うケイマン法人の CHINA CVS (CAYMAN ISLANDS) 

HOLDING CORPORATION（以下「頂新孫会社」といいます。）に対して、その親会社であるケイマン法

人の TING CHUAN (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORPORATION（以下「頂新子会社」といいま

す。）やその他頂新集団グループ各社と「頂新孫会社」及びその中国子会社間の継続的な利益相反

取引に関する情報未開示等による不適切行為や回復し難い信頼関係破壊を主たる理由として、「頂新

孫会社」の強制解散命令を請求し（主たる請求）、また代替的手段として「当社子会社」による「頂新子

会社」保有の「頂新孫会社」株式の買取りを請求（従たる請求。主たる請求と併せて以下「本件請求」と

いいます。）する裁判（以下「本裁判」といいます。）を、ケイマンの裁判所（the Grand Court of Cayman 

Islands）において提起しました。 

②これに対して「頂新子会社」は、2018年 11月、本裁判の却下及び棄却、又はこれが認められない場合      

でも、「頂新孫会社」の株主間契約に規定する仲裁条項に基づき本件請求の妥当性については仲裁  

で判断すべきとして本裁判の停止を求める申立てを行いました。 

③本申立に対してケイマンの裁判所（第一審）は、2019 年 2月に 

ア）「頂新子会社」が申し立てた本裁判の棄却の請求は退けた上で、 

イ）仲裁については「頂新子会社」側の主張を認め、「本裁判の審議を暫定的に停止し本件請求の 

妥当性を先に仲裁手続きにより判断すべき」 

との決定を行いました。 

④本第一審決定（上記③イ））に対して「当社子会社」は、2019年 3 月、控訴裁判所（the Court of Appeal 

of Cayman Islands）に対して控訴しておりました。 

⑤今般、控訴裁判所での審理の結果、2020年 4月 23日付の判決において、「当社子会社」の主張が 

全面的に認められ、本件請求は「頂新子会社」が主張していた仲裁手続きではなく、「当社子会社」の

主張通りケイマンの裁判所において引き続き審理されることとなりました。 

 

 今後ケイマンの裁判所では、本件の実態解明に向けた審理が進められることになります。当社は、ケイ

マンの裁判所による厳正な判断により当社の主張が認められ、本件請求が適切な形で決定されることを

強く期待しています。 

中国のファミリーマート事業における裁判案件の進捗について 



 

２．判決の入手 

上記控訴裁判所の判決文は公開資料であり、ケイマンの裁判所において間もなく入手可能となりま

す。 

以上 

添付資料 

・中国のファミリーマート事業における裁判案件報道に関する当社見解について（2019 年 5 月 17日） 

https://www.family.co.jp/company/news_releases/2019/20190517_02.html 

・中国のファミリーマート事業における裁判案件報道に関する当社見解について（２）（2019年 5月 20日） 

https://www.family.co.jp/company/news_releases/2019/20190520_01.html 

 

 

※以下に、英文（English）の訳を記載いたします。  

  

https://www.family.co.jp/company/news_releases/2019/20190517_02.html
https://www.family.co.jp/company/news_releases/2019/20190520_01.html


Developments in Civil Proceedings Regarding FamilyMart’s Business in China 

 

Regarding the civil proceedings initiated in the Cayman Islands by FamilyMart China 

Holding Co., Ltd. (“FMCH”), a subsidiary of FamilyMart Co., Ltd (“JFM”), with regard to 

FamilyMart's business in China, we have previously published our statements on 17 May and 

20 May 2019. Recently, there have been new developments in such proceedings as described 

below.  

 

1. Complete reversal and victory on appeal 

(1) As stated in our press release published on 17 May 2019, in October 2018, FMCH 

issued a petition to the Grand Court of Cayman Islands to wind up China CVS 

(Cayman Islands) Holding Corporation (a Cayman company within the Ting Hsin 

Group that conducts the FamilyMart business in China, “CCH”) on the just and 

equitable ground based on misconduct and the irretrievable breakdown of a 

relationship of trust and confidence as a result of incidents such as nondisclosure of 

information relating to continuous conflict of interest transactions among Ting Chuan 

(Cayman Islands) Holding Corporation (a parent Cayman company of CCH, “TC”) 

and other companies within the Ting Hsin Group, CCH and its Chinese subsidiaries, 

and as an alternative remedy to the winding up of CCH, FMCH has also petitioned the 

Grand Court of Cayman Islands to order TC to sell its shares in CCH to FMCH (the 

“Winding Up Petition”). 

(2) In November 2018, TC moved to strike out the Winding Up Petition, or, in the 

alternative, if the petition is not struck out, TC requested the Grand Court of Cayman 

Islands to dismiss or stay the petition on the basis that matters raised in the Petition are 

subject to an arbitration clause in CCH’s Shareholders Agreement. 

(3) The Grand Court of Cayman Islands ruled in February 2019 (as a first instance 

decision) that: 

i) TC’s application to strike out the Winding Up Petition was dismissed, and 

ii) TC’s application to stay the Winding Up Petition on the ground of arbitrability of 

issues raised in the Winding Up Petition was granted. 

(4) FMCH filed an appeal to the Court of Appeal of Cayman Islands in March 2019. 

(5) Recently, the Court of Appeal in its judgment dated 23 April 2020 fully granted 

FMCH’s appeal and ruled that the issues raised in the Winding Up Petition are not 

arbitrable as claimed by TC and should be heard by a Cayman court. 

 

The Cayman court will further proceed to hear the substantive facts of this case to uncover 

the true story. We strongly hope that the Cayman court will grant our claims and properly 

decide on the Winding Up Petition through its rigorously derived judgment. 

  



2. Availability of the judgment to the public 

The judgment of the Court of Appeal of Cayman Islands mentioned above will be shortly 

available to the public and can be obtained from the Grand Court of Cayman Islands. 

 

End 

 

 

Attachments 

・ JFM Statement Regarding Media Coverage of Civil Proceedings Regarding FamilyMart 

China Business (17 May 2019) 

https://www.family.co.jp/company/news_releases/2019/20190517_02.html 

・ JFM Statement Regarding Media Coverage of Civil Proceedings Regarding FamilyMart 

China Business (2) (20 May 2019) 

https://www.family.co.jp/company/news_releases/2019/20190520_01.html 

 

https://www.family.co.jp/company/news_releases/2019/20190517_02.html
https://www.family.co.jp/company/news_releases/2019/20190520_01.html

