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日本ハウズイングに対する説明資料送付のお知らせ 

 
当社は、平成 20 年 2 月 18 日付けプレスリリース（日本ハウズイングに対する事業提携・

事業統合の提案及び買付説明書の提出のお知らせ）及び同月 21 日付けプレスリリース（「日

本ハウズイングに対する事業提携・事業統合の提案及び買付説明書の提出のお知らせ」に

おける買付け内容の一部変更のお知らせ）でお知らせいたしましたとおり、日本ハウズイ

ング株式会社（以下「日本ハウズイング」といいます。）に対して買付説明書を提出してお

ります。さらに、同月 19 日付け及び 26 日付けで、その内容について当社の代表取締役社

長原將昭自らがご説明申し上げたいので日本ハウズイング経営陣の皆様との面談の機会を

設けて頂き、直接、当社提案についてのご質問や、追加で提出を要する情報についてご指

示を賜りたい旨のお願いをしておりました。 

しかしながら、同月 27 日、日本ハウズイングの代理人弁護士より、面談は現時点におい

ては必要ないと考えている旨のご回答を受け取りました。 

そこで、当社は、現在、日本ハウズイングの取締役会において行われている分析・検討

をより充実したものとし、当社提案へのご理解を深めて頂いて、最終的には当社提案への

ご賛同を賜ることを目的として、本日、日本ハウズイングに対し、当社が行っている事業

提携・事業統合の提案についての説明資料を送付しましたので、お知らせいたします。 

その内容は、添付のとおりであります。 

以  上 
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Ⅰ．事業計画の要旨

1.貴社は管理事業へ経営資源を集中

・マンション管理事業における日本No.１企業となり、質の高いサービスと

高い収益力を持つ強い会社を目指す。

・管理事業の運営については、貴社の独立性、貴社の判断を尊重。

2.マンション開発事業の統合による経営の効率化

・過去、貴社グループのマンション開発事業の業績は変動が激しく、業績面で
の改善が必要。そこで、お互いの強み生かすため、貴社グループの開発事
業を当社グループに移管・統合する。

3.新規事業の創造にチャレンジ

・管理事業をベースとして、「ストック型ビジネス」を推進する。具体的には、中古
マンションの買取・リフォーム・販売事業並びに中古マンションの建て替え事業等
を展開する。

・貴社と当社とが協力して新サービスを開発する。
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Ⅱ．開発建設事業の移管・統合について

１．基本方針、基本枠組み

（１）現状認識

貴社の事業は大きく、管理事業系と開発建設事業系の2つに分けることができます。

このうち、管理事業、特にマンション管理事業においては業界一、二を争う管理戸数を誇り、管理業務に
精通した質の高い人材と優れたコスト優位性を有しております。したがって、マンション管理事業の中期
展望を抱き、的確な経営判断をすることによって、ゆるぎない地位（業界トップ、業界No.1の地位）を獲得
することができるものと思われます。

他方、開発建設事業は、都市部でのワンルーム型マンション開発に特徴があり、2000年３月期からの８

期間で、約1,717億円の売上を計上し、累積営業利益は、約127億円にのぼります。しかしながら、ファミリ

ー向け大型案件の失敗などにより、多額の特別損失（2005年３月期と2006年３月期で計約47億円）を計

上し、また、営業外費用における金利負担は主として開発建設部門のコスト（８期間で約47億円）と想定

されます。このように、過去の開発部門の実質的な収益は、貴社の全社収益に必ずしも貢献していなか

ったことが想定されます。

（２）施策

貴社単独による開発建設事業の業績改善・向上が理想ですが、①過去８期間の貴社の開発建設事業
のパフォーマンス（特に、ファミリー向け分譲マンションのパフォーマンス）、②新築マンション市場の規模
拡大に対する懸念[1]、③投資型ワンルームマンションに対する需要縮小懸念、④すでに貴社がマンショ
ン管理事業業界において業界トップクラスの地位と知名度を確保していること、などを考えますと、開発
建設事業にこれ以上経営資源を注力することは、貴社の企業価値向上には結びつかないと考えます。

そこで、貴社グループから分譲マンション開発建設事業を分離して、貴社の経営資源を管理事業とその
関連分野に特化し、開発建設事業は当社グループに移管することを提案します。

【P６「図１ 事業提携・事業統合のイメージ」 参照】

[1]世帯数が2014～5年をピークに減少に転じるとの予測を踏まえますと、新築分譲マンションの市場規模の拡大については懸念が
あります。このような状況下で、貴社が現時点からマンション分譲事業の規模拡大を狙うのは必ずしも得策ではないといえます。
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Ⅱ．開発建設事業の移管・統合について

２．実行体制、実行に向けたスケジュール案

具体的な移管・統合にあたっては、開発建設事業セグメントに属する事業部門・グループ会社の個別事情を十

分に考慮する必要があります。

従って、これら事業部門・グループ会社の財務内容・事業計画等を精査し、個別事情を明確にしたうえで、当
社グループに移管する方法、時期、実行体制等を決定します。

なお、移管に伴う、いわゆるリストラは考えておりません。開発建設部門の人員は、貴社の他の部門（管理部
門・営繕部門など）への異動や当社グループへの転籍によるものとし、新たな体制によって貴社の強みを生か
した分野で高収益体質に変わるべく全面的な協力体制を敷きたいと思っております。

現在想定している移行期間・方法は次のとおりです。

原則：事業譲渡、吸収分割、土地等の資産の譲渡

原則：株式譲渡

事業部門

子会社２．移行方法

原則１年

①従業員の処遇（特に、給与条件、勤務地、所属組織）について希望を

調査し調整するために必要な時間を確保したうえで、余裕もちつつも

可及的速やかに移行することとします。この場合は１年よりも長くなる

可能性があります。

②精査の結果、収益の悪化あるいは財務内容の毀損が著しいグループ

会社が発見された場合には、その対処を優先させます。この場合にお

いては、移行期間は１年よりも短期間となる可能性があります。

１．移行期間
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【図１】事業提携・事業統合のイメージ
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Ⅲ．事業提携について～新規事業創造へのチャレンジ

１．管理事業をベースとした新規事業創造へのチャレンジ

当社は既にいわゆる「ストック型ビジネス」（中古マンションの買取・リフォーム・再販事業。マンションの建替え事業）

に着手しております（注）が、これを貴社と提携し本格的に展開します。

【P８「図２ 事業提携のイメージ～ストック型ビジネスと新サービス」参照】

（注）買取センターを２箇所（下関市、東京都中央区）開設済み。

また、貴社グループと協力して、新たな高付加価値サービスを開発しお客様に提供していきたいと思います。

こうした新規事業の開発におきましては、貴社の有能な人材を登用するため社内ベンチャー制度や他社との提携、

さらにベンチャー精神に富んだユニークな人材の採用などを活用したいと考えております。

２．貴社と当社との関係

ストック型ビジネス、新サービスの提供は、プライバシー保護・個人情報保護等の観点から貴社がお客様との第一義

的な窓口になることを想定しております。（個々のお客様と接触する機会が多い、管理員、緊急センターに次ぐ「第３

の窓口」といえます）

３．共通の情報インフラ整備

ストック型ビジネスの情報提供、新サービスの提供、あるいはお客様のご要望を取り入れるための共通の情報インフ

ラの構築を想定しております。これにより、例えば、マンションの売却に際しての参考見積もりなどを迅速に提供する

ことが可能になります。

４．今後の発展に向けて

管理組合との緊密な関係を生かした様々な付加価値サービスの提供は、貴社の管理事業の強化につながり今後新

たな事業分野へと発展していく可能性があります。特に、当社が提唱する｢地球大切宣言｣つまり地球の環境保全に

重点を置いた事業の創造を目指し、貴社と協力しながら、グループ全体の成長実現に向けて、努力をしていきたいと

思っております。
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【図２】事業提携のイメージ～ストック型ビジネスと新サービス
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Ⅳ．事業統合後における貴社の事業について

貴社、子会社４．不動産管理事業

中国、フィリピン貴社、子会社３．ビル管理事業

貴社、子会社２．営繕事業

１．マンション管理事業

海外国内

台湾、フィリピン貴社、子会社

管理事業

地域

５．海外事業

開発建設事業を当社グループに移管・統合することにより、貴社グループはその経営資源を管理事業に集中させること

ができます。

貴社グループの管理事業は、「マンション管理事業」「営繕事業」「ビル管理事業」「不動産管理事業」の４事業に分類でき

ます。また、展開する地域で見ると、国内と海外の２つに大別できます。（下表参照）

海外で展開している事業は「マンション管理事業」と「ビル管理事業」の２つですが、本資料ではこれらを「海外事業」と纏

めています。
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Ⅳ-１．マンション管理事業について

（１）現状認識

平成12年12月８日「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」（マンション管理適正化法）が公布され（平成13年８

月１日施行）、同法では、「土地利用の高度化の進展その他国民生活の住生活を取り巻く環境の変化に伴い、多数の区分

所有者が居住するマンションの重要性が増大していることにかんがみ、マンション管理士の資格を定め、マンション管理業

者の登録制度を実施する等マンションの管理の適正化を推進するための措置を講ずることにより、マンションにおける良好

な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」ことが示さ

れました。

戦後の日本の都市部への人口集中に伴い、急速に拡大した分譲マンションは、全国でおよそ500万戸にのぼるといわれ

ています。新築マンションにおいては、大手建設・販売業者は、販売後の管理事業を自社グループで行うことを目指し、多く

のディベロッパー系マンション管理業者が誕生しました。一方で、マンション管理適正化法の公布後の平成13年４月に国土

交通省が告示した「マンション管理の適正化に関する指針」によれば、「マンションの管理の主体は、マンションの区分所有

者等で構成される管理組合であり、管理組合は、マンションの区分所有者等の意見が十分に反映されるように、また、長期

的な見通しを持って、適正な運営を行うことが重要である。」と規定されるにいたりました。

（次ページに続く）
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Ⅳ-１．マンション管理事業について

そうした結果、マンションの管理組合の責任・主体性が強化・明確化され、管理業者は新たな契約の締結時や、

契約条件の変更の都度、事前の重要事項説明などが義務付けられるようになりました。こうした管理組合におけ

る自主性の強化に伴い、管理組合主導による管理委託料の値下げ、管理業者の変更が頻繁に行われるように

なり、独立系管理会社は、新法を追い風として業績を伸ばすことができました。しかし、このような一連の流れも、

おおよそ一巡した感じです。特に採算性の低い小型物件においては、大手管理会社の中には行過ぎたダンピン

グ価格を見直し、値上げの要請に踏み切る会社も出てきました。看板物件の大型マンションやタワーマンションで

はまだこのような事態には至っていないものの、マンション管理業界は価格破壊が脚光を浴びた時代から、適正

な価格を前提に良質なサービスの提供が求められる時代に入ったといえそうです。

こうした、「急成長」「多社参入」「競争激化」という時代の流れにもかかわらず、マンション管理業界の業界再編

は、他の成熟産業分野と比べると遅々としているように見受けられます。業界トップクラスの企業においても、全

国シェアは７パーセント程度にとどまっている模様です。管理業務における専門性・正確性が問われるマンション

管理業において、業務量は大量であればあるほど効率が上がることはいうまでもありません。また、清掃や、設

備の保守管理といった現業部門も、業務量が増えれば同一地域で大量発注することで、大幅なコスト削減が望

めます。このような規模の利益が多大に発揮できる管理業界において、今後、一層の業界再編が進み、価格競

争力のある、管理体制の充実した管理会社が、業界をリードするようになることは間違いありません。
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Ⅳ-１．マンション管理事業について

（２）目標と施策

ア．概要

「Ⅱ．開発建設事業の移管・統合について」でも述べたとおり、貴社は、業界一、二を争う管理戸数を誇り、管理業

務に精通した質の高い人材と優れたコスト優位性を有しております。従って、これまでの蓄積されたノウハウを生

かした差別化と更なる効率化によって、高付加価値サービスを創造し、管理事業のシェアを一層拡大することがで

き、業界トップクラスから業界トップの地位に就けると考えております。

そこで、管理事業（特にマンション管理事業に）特化するという経営方針の下、次の①～⑤の５つを事業計画の

基本目標・施策とします。

なお、これらの目標・施策の具体的な実施については、マンション管理事業に対する貴社の業歴・業績、業界トッ

プクラスの地位を考え、貴社の経営の独立性と判断を尊重します。

【基本目標・施策】

①管理契約戸数の拡大

②これまでのノウハウを活かした顧客サービスの向上

③スケールメリットを生かしたコスト削減

④貴社の人材の尊重と更なる育成を通じた高付加価値の提供

⑤管理事業をベースとした新規事業の創造



13

Ⅳ-１．マンション管理事業について

イ．基本目標・施策の内容

基本目標・施策の内容は次のとおりです。

① 管理契約戸数の拡大

具体的な事業計画目標としては、マンション管理事業における中期売上成長目標を年率４％以上と設定し、で

きる限り早期に市場シェア10％以上の管理戸数の実現を図ります。

しかしながら、管理委任契約数の拡大のための“ダンピング合戦”は避け、「 適価格」つまり、質に見合った

低価格の提供に努めたいと考えております。

人口構造の成熟化に伴い、新築マンション開発戸数の長期的な減少が予想されるなかで、既存のマンション

管理組合からの管理受託の増加と既往顧客との継続率を高めることで目標達成は十分可能だと考えておりま

す。

② これまでのノウハウを活かした顧客サービスの向上

これまでのノウハウを活かし、顧客サービスの向上、つまり顧客満足度の向上を目指します。

管理委任契約数の拡大においても、低価格のみを前面に出すのではなく、提供するサービスの内容・質をお

客様に十分に説明して、お客様のニーズに合ったサービスメニューの提供に努めます。

人口の高齢化や団塊世代の退職により、マンションの居住者年齢構成にも変化が見られ、求められるサービス

も多様化しています。貴社における顧客データや管理者・従業員などにおける蓄積したノウハウによって、他社

にない差別化を実践して、顧客と貴社双方にとって 適な関係作りを目指したいと思っております。
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Ⅳ-１．マンション管理事業について

③スケールメリットを活かしたコスト削減

コスト削減は、経営活動の重要なテーマですが、ここで目標とするのは、スケールメリットを活かしたコスト削減

です。貴社の人的効率性は業界の中でもトップクラスであり、直接雇用・直接契約方式により、質の高い従業員

を確保していることは大変高く評価できます。したがって、労働分配率を下げることなく、むしろコンピュータシス

テムの積極活用、拠点配置の見直し、業務の標準化などによる効率化・コスト削減を目指し、労働生産性を向

上させて、従業員の皆様にも満足できる処遇や職場環境を創造していきたいと考えております。

④ 人材の尊重と更なる育成を通じた高付加価値の提供

人材の尊重と育成も重要な目標とします。貴社はこれまで、創業者である故井上博敬氏と小佐野文雄会長の

強いリーダーシップのもと、徹底した「現場第一主義」によってきめ細かいサービスをお客様に提供してこられま

した。この創業者の精神こそ、貴社のマンション管理事業に従事する人達が、お客様の満足を追求するという目

標に向け努力できる原動力だと評価しております。したがって、これまでの先達の努力を大切に、名実ともに日

本No.１のマンション管理事業会社になるよう、従業員・準社員・パート社員が意欲をもってお客様の満足のため

に働けるように、人材の育成を図り、またそうした人材を大切にしていきたいと考えております。

なお、「Ⅲ．事業提携について」でも触れましたとおり、貴社と当社とが協力して新規事業をつくりあげることを

計画しております。この際も、鍵となるのは人材です。新規事業開発プロジェクトを担う人材を社内ベンチャー制

度などにより発掘するとともに、そのようなプロジェクトを人材育成の場にしたいと考えております。

⑤ 管理事業をベースとした新規事業の創造

「Ⅲ．事業提携について」で述べたとおり、管理事業をベースに新規事業分野の創造にチャレンジしていきたい

と考えております。
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Ⅳ-２．営繕事業について

営繕工事業は、貴社の強みであるマンション管理事業と結びついた成長分野であると考えております。過去８年間の実績で

は、売上は約60％上昇し、利益も2008年３月期は開発部門を凌ぐ営業利益が計画されております。

分譲マンションのリフォーム市場は、調査機関のデータによれば、共用部分が年間約2,500億円規模で、自家用部分を含める

と、およそ5,000億円市場とも言われております。貴社の営繕事業の売上は約120億円規模であり、単純計算では市場占有率

は、約4～5％と推定されます。したがって、今後は管理部門のシェアが高まれば、売上を伸ばす余地は十分にあり、また自家

用部分などの小口受注を獲得することで、さらに高い成長も期待できます。

貴社はフロントマンの多くが建築施工管理技士などの資格を有し、管理組合と直接修繕計画などの相談ができるという強み

を持っております。もっとも管理組合の自主性が高まったことから、大規模修繕工事においては、大手ゼネコン系リフォーム業

者などとの価格競争が厳しい現況です。しかしながら、貴社は、優秀な人材を武器に、専門工事会社やCM（建設管理設計企

画）会社との連携などにより、企画力、アフターサービスなどの強みを強調することで市場シェアを高めることは可能と考えてお

ります。自然体で年率4％以上、努力目標としては年率６％以上の成長を計画しております。
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Ⅳ-３．ビル管理事業について

ビル管理事業は、マンション管理同様に競争の厳しい事業分野です。現在の貴社のビル管理事業は過去８年間でほぼ横ばいで、

売上は40億円規模にとどまっております。

ビル管理事業も規模の利益が生きるビジネスであり、今後は貴社の人材など潜在的なノウハウを調査したうえで、積極的な展開を

図ることが得策か、検討していくつもりです。したがって、当面は現状のビジネスを維持しつつ、新たな展開を探ることが重要です。
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Ⅳ-４．不動産管理事業について

不動産管理事業もビル管理事業と同様に、過去８年間で低成長にとどまっている分野です。収益面でも変動があり、今後

の事業展開においては、開発案件とは切り離した上で、いかに成長性・収益性を追及していくかを考えることが大切です。

例えば、人口の高齢化に伴い、マンションの賃貸ニーズが増えることが予想されるため、既存のマンション管理事業と今

後の新規事業分野として期待できるマンション二次流通事業とを組み合わせることによって、不動産管理事業においても新

たな成長機会を獲得できる可能性があると認識しております。
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Ⅳ-５．海外事業について

貴社は、台湾、中国、フィリピンの３地域でマンション管理事業、ビル管理事業を展開されています。

1994年に台湾・中国に進出し中でも台湾子会社は、業界トップ企業にまで成長し、現在の売上は約50億円規模にまで達しておりま

す。しかしながら、グループ全体での売上貢献は大きいものの、利益貢献はやや残念な状況です。そこで、今後は利益を重視した

経営をいかに実践していくかが課題と考えております。

また、中国においても、マンション開発ラッシュが続いており、管理事業は今後成長分野であると考えられます。当社も2007年から

中国でのマンション開発事業に乗り出しており、今後は台湾でトップクラスの管理会社を有する貴社と中国におけるマンション管理

事業についても協力をしていけるものと考えております。

以上




