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日本ハウズイングへの回答書の提出について 

 

平成 20 年 2 月 18 日付けプレスリリース、同年 2月 21 日付けプレスリリース等でお知ら

せいたしておりますとおり、当社は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、事業提携・事業統合の提案を行うとともに買付説明書を提出してお

ります（以下、「本提案等」といいます）。 

 

本提案等に関し、当社は、日本ハウズイングから平成 20 年 3 月 5 日付け「平成 20 年 2

月 18 日付『買付説明書』に関する質問事項のご回答のお願い」（以下、「質問書」といいま

す）及び平成 20 年 3 月 14 日付け「要請及び追加質問事項のご回答のお願い」（以下、「追

加質問書」といいます）を受領いたしました。 

当社はこの質問書および追加質問書に記載された質問に回答するため、平成 20 年 3 月 19

日付けにて「平成 20 年 3 月 5日付け質問書および平成 20 年 3 月 14 日付け追加質問書に対

する回答について」と題する文書及び回答書を、同社に対して提出するとともに、非公開

資料もまた同社に提出いたしましたのでお知らせいたします。 

日本ハウズイングに提出いたしました回答書については添付資料をご参照下さい。 

 

なお、当社は、平成 20 年 2 月 18 日付けプレスリリースでお知らせいたしましたとおり、

日本ハウズイングの現経営陣が、より詳細な事業計画等の提出を当社に求めてきたことに

より、同社の非開示情報を検討・分析する必要が生じる場合に備え、予め、守秘義務誓約

書を差し入れるとともに、株主として日本ハウズイングの現経営陣の了解を得ることを前

提とした会計帳簿等の閲覧等の請求をいたしましたが、日本ハウズイングの代理人弁護士

より、同年 3 月 5 日付けで、当社が会計帳簿等を閲覧謄写する必要はなく、開示情報に基

づく範囲内で回答すれば足りる旨のご指示を頂きました。そこで、本回答書も、日本ハウ

ズイングに関わる情報については、かかる制限の範囲内で得られたものに基づいて作成し

ております。 

以  上 

 



 

平成 20 年 3 月 19 日 

 

日本ハウズイング株式会社 御中 

 

株式会社原弘産 

代表取締役社長 原將昭 

 

平成 20 年 3 月 5 日付け質問書および平成 20 年 3 月 14 日付け追加質問書 

に対する回答について 

 

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 

弊社が貴社に対して提案いたしております「事業提携・事業統合」（以下、「本提案」と

いいます）につきましては、ご多忙のところ、検討・分析をいただきまして、真にありが

とうございます。 

 

さて、本提案に関しましては、貴社から、平成 20 年 3 月 5日付け「平成 20 年 2 月 18 日

付『買付説明書』に関する質問事項のご回答のお願い」（以下、「質問書」といいます）及

び平成 20 年 3 月 14 日付け「要請及び追加質問事項のご回答のお願い」（以下、「追加質問

書」といいます）を弊社及び井上投資株式会社宛て頂戴しております。 

当該質問書及び追加質問書に対する回答書を、本日ここに提出いたします。宜しくご査

収ならびにご検討下さいますようお願い申し上げます。 

 

なお、貴社の代理人弁護士より、貴社会計帳簿の閲覧をする必要がない（貴社会計帳簿

を分析しない上での回答でよい）とのご指示を頂きましたので、貴社公開情報のみに基づ

き本回答書を作成いたしておりますことを予め、ご了承賜りたくお願い申し上げます。 

 

弊社といたしましても引き続き真摯に対応いたす所存です。なにとぞ宜しくお願い申し

上げます。 

敬具 

  



 

 

平成 20 年 3 月 19 日 

 

 

日本ハウズイング株式会社 御中 

 
 
 
 
 
 

 回 答 書  
 
 

株式会社 原弘産 
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質問：1-(1) 
貴社が現在営んでいる事業に関する貴社の企業価値の源泉についての貴社のお考え及び企

業価値を高めるためにどのような経営方針をとっているかを、具体的かつ詳細にご説明く

ださい。 

【回答】 
1．当社が営んでいる事業に関する企業価値の源泉について 

当社が営んでいる事業に関する企業価値の源泉は、「当社の事業が社会・人から受

け入れられること」にあると考えています。以下、補足説明します。 
 

(1)「企業価値」について 
「企業価値」という語そのものが多義的でありますが、当社としては①経済

的な側面に加え、②人の集まり（あるいは組織）という側面、さらに③法的・

社会的な側面の３つから企業価値を捉えています。 
 

 まず、当社は株式会社であり究極的には株主によって所有されるものである

以上、株主に利益をもたらす機能（即ち、経済的な側面からの企業価値）は欠

かせません。 
 次に、当社内には役職員が実際に存在し人の集団・組織を構成して活動を行っ

ています。また、その活動の過程で「社外」の人々と接触・交流しています。

したがって、このような社内・社外の人々の当社に対する評価も企業価値とい

えます。 
 更に、当社は法人として社会から権利義務の主体となることを認められ、社

会の一員として活動を行っています。そこで、社会からの評価も企業価値とい

えます。 
 

(2)企業価値の源泉について 
企業価値の源泉とは、企業価値をもたらす根本的なものといえますが、企業

価値を 3 つの側面で捉えた場合、それは①ニーズを満たすこと、②（人に対し）

当社を評価する気持ちにさせること、及び③社会的に受け入れられること、の 3
つといえます。そして、この 3 つの源泉は、「受け入れられること」で統一でき

ます。 
 以上のことから、当社が営む事業の企業価値の源泉を「当社の事業が社会・

人から受け入れられること」であると考えています。 
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【企業価値】 

3 つの側面 
企業価値の意味/企業価値を図る基

準 

企業価値の源泉

（企業価値の向上

につながる大本）

経済的な側面 

・事業を通じてキャッシュフローを

生み出す機能がいかに稼働して

いるか 
・金額が基準となる 

・ニーズ（要求コ

スト）を満たす

こと 

人の集まり（あるいは

組織）という側面 

・集団に所属する人、集団外の人の

その集団に対する評価 
・主観的なもの、感情的なものが重

要な基準となる。 

・評価する気持ち

を生じさせるこ

と 

法的・社会的な側面 

・権利義務の主体として企業が行動

する際に社会に及ぼす影響の度

合い 
・法令等、客観的なルールの他、人々

の主観的な判断が基準となる 

・社会に受け入れ

られること 

 
2．企業価値を高めるための経営方針について 

「社会、人の為に役に立つこと」 
前述のとおり、当社は当社が営む事業の企業価値の源泉を「当社の事業が社会・ 

人から受け入れられること」であると考えています。そこで、「当社の事業が社会・

人から受け入れられる」ために、当社では「社会、人の為に役にたつこと」を活

動の基本方針としています。 
「天地に感謝、社会に奉仕」という当社の社是もこの基本方針と脈を一にして 

います。また、当社の全ての事業において環境を意識するという意味の「地球大

切宣言」も同様に基本方針の表れです。 
 

3．経営方針の具体的な表れについて 
経営方針は、「先進性、進取の気性」「既成概念にとらわれないこと」「決断のスピ

ード」に現れています。 
 

当社では業界に先駆けてオール電化マンションの開発販売、ディスポーザーの採

用を行いました。これらは、当社創業者である現社長の原が、当社創業時代に、当

社が管理を請け負っている賃貸アパートのゴミ置き場を自らの手で清掃した中で、
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「なぜゴミがこれほどでるのだ」「ゴミを少なくするにはどうすればいいのだ」との

問題意識を持ったことに端を発します。 
 これが結果的に、ゴミの排出量を減らすためにディスポーザーを大手メーカーと

協同で開発することにつながりましたが、これは常識的には地方の中小企業が行う

規模のものではありません。社会に役に立つという使命感と、中小企業という既成

概念にとらわれないことが開発に結びつきました。 
 また、オール電化マンションも、環境問題の意識の高まりから「ゼロエミッショ

ン」の発想により、開発販売に漕ぎついたものです。 
 更には、発電時の CO2 削減を目指した風力発電事業や、風力発電システムの開

発・製造という新規事業分野への進出も、当社の一貫した経営方針に基づくもので

す。 
 
 当社の事業分野は、分譲事業、賃貸管理事業、環境事業と 3 つの分野に及んでい

ますが、前述のとおり創業時の賃貸管理事業から分譲事業さらに環境事業にいたる

まで、一歩先の社会・お客様のニーズを自分の頭で考え、既成概念にとらわれず素

早く決断することにより、発展させてきています。 
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質問：1-(2) 
不動産市況に対する貴社の現状分析及び今後の予想並びにかかる市況状況が貴社の事業に

与える影響及び貴社の業績見通し（平成 20 年 2 月期の業績予想を含みます。）について、

ご説明ください。 

【回答】 

   我が国の不動産業界は、経済先進国におけるインフラ産業として極めて重要な役割

を担う分野であります。しかしながら、日本の不動産市況は、これまでも景気の変動

に左右され、ブームと停滞というサイクルを形成してまいりました。よって、不動産

関連企業は常に厳しい競争にさらされていると認識しております。 

足許のマクロ経済環境に関しましても、国内景気は個人消費の伸び悩み、住宅投資

の低迷など不動産業界にとって楽観できる状況ではございません。また原油価格の高

騰に起因する原材料価格の上昇や米国サブプライムローン問題などが金融市場などを

中心に心理的な悪影響をもたらしております。 

   不動産業界の個別事情につきましても、特に都心部において優良事業用地の取得競

争が激化する中での地価上昇や、建築資材の高騰に伴う販売価格への転嫁などから、

物件価格が上昇しております。また、改正建築基準法の施行による建築確認申請手続

きに関する混乱・遅延などが生じており、法改正前と比較すると全国各地で建築許可

が下りるまでに期間を要しており、新築住宅の着工戸数が大幅に減少する等、楽観視

できない状況にあります。 

このように足許の業界環境は極めて厳しい状況ではございますが、弊社はこれまで

同様に「先進性、進取の気性」をもって、「社会、人の為に役に立つこと」を目指し、

難局を乗り切っていきたいと考えております。企業、特に上場企業は、中長期的に成

長することで株主、従業員、顧客、社会に貢献できるものと考えております。厳しい

環境においても目先のことばかりにとらわれず、中長期でのビジョンや戦略を持ち、

難局や惰性に立ち向かっていくとこが大切だと感じております。よって、当社は今後

も中長期での成長性を重視した経営を実践していく所存です。 

なお、平成20年2月期の事業実績見込みについては、現在集計中であり、決算発表を

控えた時期でもございますので、本回答書での開示は差し控えさせていただきます。

別途1（17）にて回答のとおり、当社は4月18日に決算短信を公表予定ですので、そち

らをご参照下さい。 
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質問：1-(3) 
貴社が現在営んでいる事業の事業戦略及び実績並びに今後の見通しについて、不動産分譲

事業、不動産賃貸管理事業及び環境事業毎に定量的かつ具体的にご説明ください。特に、

不動産分譲事業については、分譲マンション事業と不動産販売事業（貴社の平成 20 年 2

月期中間決算説明資料 7 頁において「不動産販売」と分類されているもの）とに分けて、

各事業ごとに詳細にご説明ください。 

【回答】 

   当社が現在営んでいる事業の事業戦略及び実績につきましては、有価証券報告を始

めとした法定開示資料並びに適時開示資料、及びＩＲ関連資料などの自主的開示資料

をご覧いただければ、その詳細がご理解いただけると思われます。弊社はこれまでも

株主様・機関投資家の方々からのご要望にお応えして、開示資料の充実を図ってまい

りました。したがって、開示資料の内容を今一度ご覧いただくことをお勧めいたしま

す。 

   なお、当社における過去３事業年度（平成17年２月期、平成18年２月期、平成19年

度２月期）の事業別販売実績は、以下のとおりであります。 

 

＜連結＞                            （単位：千円） 

事業の種類別セグメントの名称 平成17年2月期 平成18年2月期 平成19年2月期 

不動産分譲事業 － 24,066,918 47,725,511

  分譲マンション － 11,216,924 16,885,441

  不動産販売 － 12,528,349 26,620,660

  その他 － 321,644 4,219,409

不動産賃貸管理事業 － 1,125,385 2,008,694

環境事業 － 718,781 3,107,696

合 計 － 25,911,084 52,841,903
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＜単体＞                               （単位：千円） 

事業の種類別セグメントの名称 平成17年2月期 平成18年2月期 平成19年2月期 

不動産分譲事業 9,116,959 22,927,426 45,211,987

  分譲マンション 6,083,362 10,270,924 14,969,071

  不動産販売 1,656,065 12,528,349 26,448,912

  その他 1,377,531 128,153 3,794,004

不動産賃貸管理事業 830,097 902,514 1,092,058

環境事業 146,701 584,857 2,390,407

合 計 10,093,759 24,414,798 48,694,453

  （注）1 平成17年2月期の不動産分譲事業、不動産賃貸管理事業、環境事業の事業部

別販売実績はそれぞれ営業統括部、賃貸・シニア事業部、環境事業部の事

業別販売実績であります。 

     2 不動産分譲事業のその他の主な内訳は、完成工事高、仲介手数料であります。 

 

   なお、平成20年2月期の事業別販売実績見込みにつきましては、現在集計中であり、

決算発表を控えた時期でもございますので、本回答書での開示は差し控えさせていた

だきます。別途1（17）にて回答のとおり、当社は4月18日に決算短信を公表予定です

ので、そちらをご参照下さい。 

 

なお、当社の事業戦略及び今後の見通しについては、下記のとおりであります。 

  ①不動産分譲事業 

   ア．分譲マンション事業 

     現在は山口県及び九州を地盤とし、近年は首都圏に進出し、平成19年2月期まで

に64棟（2,929戸）の販売実績を上げてまいりました。当社の販売するマンション

は、先進性とクオリティの向上を追及し、お客様に喜ばれる住まいづくりを心が

けています。 

     サブプライムローン問題に端を発した景気の減速は、マンション需要の減退に

少なからず影響しており、しばらくマンション販売市場は停滞すると見られてい

ますが、土地の選定を厳しくし、販売に優位な物件の仕込みに努めます。 

 

   イ．不動産販売事業 

     分譲マンション事業の首都圏への進出と並行して、特に大都市圏の開発不動産

への投資、商業ビル等の仕入・販売に取り組んでまいりました。また、地方中核

都市の優良な投資不動産の買付、販売も近年行っており、今後も市場性及び付加

価値の高い物件への投資を行ってまいる所存です。 
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  ②不動産賃貸管理事業 

当社の根幹となった事業で、創業以来、安定した業績を上げてきております。

今後もストックビジネスとして安定した事業経営を心がけます。また、平成 13 年

以降は、高齢者向け不動産賃貸事業(シニア事業)に着手し、現在は東京都内で介

護付有料老人ホームの運営も行っております。今後も、当社グループとして、シ

ニア部門の業務拡充に注力し、高齢者の方に豊かな老後を安心して過ごしていた

だける住まいの提供とサービスの提供に邁進いたします。 

 

  ③環境事業 

     環境事業、特に風力発電事業は、今後、不動産ビジネスと並ぶ当社グループの

主力事業とすべく、経営資源、人材を投下し、育成してまいります。環境保全、

エネルギー問題は世界共通の課題であり、今まさに人類が直面している 優先課

題といえます。当社は後発で、異業種からの参入ではありますが、子会社の

Harakosan EuropeB.Vの技術力をさらに向上させ、持分法適用関連会社の湖南湘電

風能有限公司を中国本土における橋梁と位置づけ、今後とも東アジアにおける拠

点として受注活動を推進します。 
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質問：1-(4) 
貴社の第 21 期有価証券報告書に記載の今後の方針によると、その経営資源を主力事業で

ある不動産分譲事業から環境事業へとシフトするため、基盤を整えている旨記載されてい

ますが、貴社の環境事業のビジネスモデル及び環境事業へのシフトのプロセスについて具

体的かつ詳細にご説明ください。 
【回答】 

 当社の環境事業のビジネスモデルは、｢地球へのやさしさ」という観点から、既存の

太陽光発電システム事業や風力発電事業のほか、BDF 装置等の新規環境商品の実用化

に向けて取り組んでおります。また、「地球大切宣言」を提唱し、人と環境に優しい

暮らしを提供するトータルライフディベロッパーとしての責任を果たすとともに、企

業価値のさらなる増大を図るべく、日々努力しております。 

 まず、当社が「経営資源を不動産分譲事業から環境事業へシフトする」という、主

張の意味についてご説明いたします。「経営資源のシフト」とは、「成長のための経

営資源の重点投入量のシフトという」意味です。つまり、第 21 期有価証券報告書作成

時におきまして、当社は、既存の不動産分譲事業の将来成長性が低いものと想定いた

しました。よって、不動産分譲事業につきましては、規模の積極拡大ではなく収益性

を重視した経営を目指し、他方、成長分野である環境事業に新たな経営資源を投入す

るという戦略を採用することといたしました。 

 そのプロセスとしては、不動産分譲事業においても、これまで通り当社の強みであ

る環境に配慮したマンション（太陽光発電の設置により共有部分の電力を補うことや

売電して管理費等に充当、オール電化採用で CO2の排出が少ない）の提供、土地の仕込

み価格の厳選、実査による需要動向の把握等を生かし、売上高を増加させるという方

針は維持いたします。一方で、成長分野である環境事業を強化し、特に風力発電事業

については当社グループの主力事業と捉え、本事業に積極的に経営資源を投入してま

いります。当社及び当社グループの風力発電事業は、設計・開発から製造販売に至る

までの過程のすべてを独自に完結できる体制が整っており、その事業活動は国内をは

じめオランダ、台湾、中国、インド、韓国等で展開しております。これまで海外では

台湾、フィンランド、中国で、国内では北海道室蘭市、島根県益田市で引渡が完了し

ております。さらに現在、国内 31 基、中国 110 基、韓国 2基の契約済受注残（内示分

を除く）があります。 

 なお、上記の第 21 期有価証券報告書記載の事業戦略は、あくまで、昨年 2月末時点

において当社が策定したものです。よって、今回当社が提案している貴社株式の買付

けが完了した場合には、買付説明書に記載のとおり、新たな事業計画の遂行のため、

その内容に変更が生じる可能性があります。 
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質問：1-(5) 
 貴社と当社との間には現在マンション管理の委託等の取引関係はございませんが、貴社が

過去において、当社に対するマンション管理の委託等の取引関係の構築を検討した事実が

ございましたら、その時期及び検討内容につき具体的かつ詳細にご説明ください。 

 また、このような検討がなされた事実がなければ、かかる取引関係の構築の検討を経ず

に、貴社買付説明書に記載される当社との事業提携・事業統合を提案した理由についてご

説明ください。 
【回答】 
  1. 貴社との取引関係 

 当社は、過去 3事業年度においては、当社が分譲開発する物件に関し貴社にマンショ

ン管理の委託等を行った実績はございません。しかしながら、過去においては、委託取

引関係は存在しております。例えば、平成 7 年 12 月に竣工し、当社が共同事業者とし

て販売をいたしました「アドバンス長府三島」におきましては、貴社がマンション管理

の受託をしております。 

 当社は、当社に対し積極的に分譲マンションの管理等についてご提案して下さる管理

事業者の方を、当社開発案件において管理事業者として推薦することとしておりますが、

近年、貴社からのご提案又は情報提供を受ける機会がなかったため、 近の開発案件に

おいては、貴社を管理事業者として推薦することができませんでした。 

 当社が貴社にご提案いたしました平成 20 年 2 月 18 日付「買付説明書」及び平成 20

年 2 月 29 付「貴社との事業提携・事業統合」におきましては、貴社がマンション管理

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

目指すことを目標としております。よって、今後当社の開発するマンションの管理につ

きましても、貴社が受託できるよう全面的に協力していきたいと思っております。 

 

  2. 当社提案の理由 

 当社は、平成 18 年 9 月、証券会社からの紹介をうけて井上投資を 100％子会社化す

る機会に恵まれました。そして、井上投資を通じて、貴社の発行済株式の 10.56％の株

主となり、貴社に関する情報を入手するようになったころ、賃貸管理事業における貴社

ビジネスモデルの優位性と、不動産開発事業における不安定性を知るところとなり、ま

たフロー型ビジネスからストック型ビジネスへの転換を模索していた当社の事業ビジ

ョンとも合致することから、貴社との提携・協力関係の構築を具体的に検討するように

なりました。したがいまして、今回の「事業提携・事業統合」提案は貴社とのマンショ

ン管理についての委託関係という観点からではなく、貴社の大株主としての立場から、

貴社と当社の企業価値を向上するためには何ができるか、という発想から生まれたもの

であります。 
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 そして、その貴社との協力関係構築に関する検討の過程で、当社が提案する「事業提

携・事業統合」は、ともに、その成果が上がるまでには一定の時間が必要な性質のもの

であり、できる限り早期に着手することが重要であると判断するに至りました。特に、

「事業提携」で提案しておりますストック型ビジネスの展開は、今後、多くの競合企業

の参入が予想される分野でもあり、優位性を確保するために着手が急がれるところです。

当社は、これらを踏まえ、貴社の大株主として、平成18年9月以来、貴社経営陣に対し

て事業提携等のお話合いについて打診を行って参りましたが、具体的な協議をする機会

をもつに至りませんでしたので、今般の買付説明書によって、具体的な「事業提携・事

業統合」の提案をさせていただきました。 
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質問：1-(6) 
貴社の利害関係者（大株主、取引先等）で当社のマンション管理事業と競合する関係にあ

る事業者の詳細について、具体的にご説明ください。また、貴社買付説明書により貴社ら

が提案する当社との事業提携・事業統合（以下「貴社提案事業提携等」といいます。）が

実現した場合に、当該事業者との関係をどのようにするお考えであるか、具体的かつ詳細

にご説明ください。 
【回答】 

 当社の大株主及び取引先の中には、貴社のマンション管理事業と競合する関係にある

事業者はいないものと理解しております。 

 なお、当社子会社である株式会社ベツダイにおいては、同社が販売を取り扱う物件の

一部について、管理組合より管理事業を受託しているケースがありますが、同社は、現

在は新規案件の受注を行っておりません。平成19年12月末における同社の管理戸数は、

1,691戸（集合住宅、マンション、戸建）です。株式会社ベツダイの位置付けについて

は、当社が提案する事業提携・事業統合の枠組みの中で、適宜調整を図ることが可能で

あると考えております。 
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質問：1-(7) 
 貴社における従業員に対する課題を具体的かつ詳細にご説明ください。また、従業員に対

する施策（能力開発、職場環境の改善等を含みますが、これに限りません。）につき具体

的かつ詳細にご説明ください。 
【回答】 

1. 従業員に対する課題について 

   ア．平均勤続年数 

 当社においては、事業の飛躍的拡大に伴い大量の中途採用を行ったこと、及び

これと並行して新卒者採用も積極的に行ってきたことにより、平成19年2月末時点

の平均勤続年数が3年程度となっております。これら従業員の採用にあたっては、

異業種からも雇用を行い、異なる文化と経験を有する集団の中で切磋琢磨させる

ことにより当社の企業風土を作り上げてきました。今後は当社のノウハウの伝承

を十分に行うためにも、平均勤続年数の向上に向けた施策が必要であると認識し

ております。 

   イ．人事管理制度 

     事業拡大を経営の基本とする一方で、従業員の処遇について制度化する必要が 

あります。社員が生き甲斐と働き甲斐のある職場作りに努めています。 

   ウ．教育研修制度 

     法令等の改正に伴って開催される外部研修や加入団体等の主催する研修には積 

極的に従業員を出席させていますが、社内における人材育成のための教育研修活 

動に一層注力する必要があると認識しております。 

  2. 従業員に対する施策 

ア．資格手当の拡充 

平成16年3月に給与規程の見直しを行い、それまで宅地建物取引主任者のみに支 

給していた資格手当を、1級・2級建築士、1級建築施工管理技士、ケアマネジャー、

介護福祉士、訪問介護員１級の免許取得者に対しても支給するように改正しまし

た。また、マンション管理士、管理業務取扱主任者等、当社の指定する資格（全

16種類）の取得者に対しては、合格祝金として一時金を支給するように整備して

おります。合格祝金は、資格により10,000円から200,000円の範囲で支給しており

ます。 

イ．資格取得のための支援 

当社は、業務に必要な資格取得のための支援として、各種講習会の案内、講習 

費用、受験費用の負担を行っております。 

ウ．福利厚生 

 特筆すべきは、ほぼ毎年実施している海外研修を兼ねた社員旅行です。昨年は
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中国の湖南湘電風能有限公司を訪問し、風車の組立工場を見学し、また、パート

ナーである湘潭電機有限公司を訪問し親交を深めました。この海外研修は、従業

員に国際感覚を養わせる絶好の機会であると認識しています。 
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質問：1-(8) 
貴社の子会社及び関連会社に対する支援、アドバイス、援助等の内容、また、これらによ

り子会社及び関連会社の企業価値が向上した事例の有無、内容について、具体的かつ詳細

にご説明ください。 

【回答】 

 当社は、子会社及び関係会社（以下「子会社等」といいます。）に対しては、当該

子会社等の特性に応じ、資金面での支援及び役職員の派遣などの人的支援を行ってい

ます。 

 具体的には、これまで、不動産分譲事業を主業とする子会社である株式会社エスト

ラスト、株式会社ベツダイ及び株式会社原弘産レジデンスに対し、不動産購入資金と

して金融支援を行っています。また、賃貸管理事業を主な事業とする子会社である株

式会社レーベック及び株式会社原弘産ライフサービスに対し、設備購入資金及び運転

資金として金融支援をしております。環境機械設計製作を主な事業とする子会社であ

る住吉重工業株式会社に対しても、運転資金として金融支援を行っております。株式

会社ベツダイからは、一級建築士の研修目的での受け入れを行っております。 

 当社が積極的に支援を行い、企業価値を向上させた代表例としては、風力発電事業

を営むHarakosan Europe B.V.に対する支援があります。同社に対しては、役職員の派

遣、運転資金等の貸付けを行うほか、風力発電機の大型化・高性能化に向けた研究開

発の費用を当社にて負担し（2007年２月期における研究開発費の総額は、338,120千円

でありました。）、風力発電事業の分野における同社の競争力がより一層向上するよ

う、強力なバックアップ体制を敷いております。 
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質問：1-(9) 
 貴社の不動産賃貸管理事業における経験、実績、人的リソース等について、具体的かつ詳

細にご説明ください。 
【回答】 

当社は、賃貸マンション等の賃貸物件について、オーナー様から委託を受けて管理を

行っています。これを賃貸管理事業と称しております。賃貸管理事業の経験・実績・人

的リソースは次のとおりです。 

 

(1)経験 

    当社の前身である有限会社原弘産は、昭和61年3月に、賃貸マンション・アパート

の管理事業を営むべく設立されました。爾来、不動産賃貸管理事業は当社のいわば

“初心”“源流”ともいえる事業であり、不動産分譲事業の売上高の比率が高まっ

ている現在においても、不動産賃貸管理事業は当社内において依然として存在感を

有しております。また、当社が風力発電事業・環境事業に展開することとなった契

機は、この不動産管理事業（回答 1-(1)ご参照）を営む中にあったという点におい

て、同事業は、精神的なものだけではなく当社における事業展開の“源流”でもあ

るといえます。 

 

  (2)実績 

    創業時の不動産賃貸管理事業は非常に小規模でありました。もっとも、入居斡旋

のみならずオーナー様に代わって不動産賃貸管理全般を受託する事業形態（現在で

いうところのプロパティ・マネジメントといえます）は珍しく、オーナー様から好

評を得、順調に管理戸数を伸ばすことができました。現在、当社は約5,000戸を受託

しており、同事業分野においては県内トップクラスの企業へと成長いたしました。 

 

  (3)人的リソース 

    賃貸管理事業部には総勢45名が所属し、部長、部次長をはじめ、管理・仕入課11

名、下関本店4名、新下関店4名、山口店3名、ウィークリー課3名、シニア事業課12

名、訪問介護事業所6名を配置しております。 

 

(4)備考 

賃貸物件の斡旋事業、及びシニア事業も、賃貸管理事業セグメントに属しており

ます。シニア事業が同事業セグメントに属しているのは、高齢者介護向け賃貸マン

ションの運営・管理からシニア事業に取り組んだ経緯によるものです。 
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a.賃貸物件の斡旋事業 

平成11年12月に株式会社アパマンショップネットワークのフランチャイズに加

盟し、現在、山口県内に3店舗の「アパマンショップ」を運営しております。 

b.シニア事業 

平成12年10月からシニア事業に着手しました。現在、山口県下関市内において

高齢者介護向け賃貸マンション2棟の運営・管理を行うほか、東京都内においても

介護付有料老人ホームの運営を行っております。当社グループでは、今後、シニ

ア部門の業務拡充に注力し、高齢者の方に豊かな老後を安心して過ごしていただ

ける住まいの提供とサービスの提供を行なってまいる所存です。 
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質問：1-(10) 
 貴社グループにおいて、法令、規則、ガイドライン、金融商品取引所規則その他の規制を

遵守するための体制、コンプライアンスに対してどのような考え方を有し、どのような施

策をとっているか及び貴社提案事業提携等が実現した場合のコンプライアンス体制の具体

的構想についてご説明ください。 

【回答】 
  1. 当社の考え方、施策について 

 当社においては、平成18年5月に、内部統制の基本方針を決議し、「取締役及び使

用人の職務執行の法令・定款適合性を確保するための体制」として以下を定めてお

ります。 

 

イ. コンプライアンス、リスク管理の全体を統括する組織として、代表取締

役社長を委員長とする「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置

する。 

ロ. 「企業倫理基準」を制定し、かつ「企業倫理基準ハンドブック」を取締

役・使用人に配布し、法令遵守及び社会倫理の遵守を企業活動の前提と

することを徹底する。 

ハ. 取締役・使用人の法令・定款等の遵守を徹底するため、コンプライアン

スに係る定期的な社内教育等を行う。 

ニ. 業務検査室は、同委員会と連携してコンプライアンスの実施状況を管

理・監督し、これらの活動が定期的に取締役会及び監査役会に報告され

る体制を構築する。 

ホ. 使用人が法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制として

の内部通報制度を構築する。 

 

かかる基本方針に基づいて、当社は、具体的に、以下の体制を構築しております。 

 

(1)コンプライアンス推進体制 

業務遂行上の公正さに対する株主及び社会の信頼に応えるため、コンプライアン

ス（法令等の遵守）の徹底を図るための基本事項を、「コンプライアンス規程」とし

て定めています。社内には、代表取締役社長原將昭を委員長とするコンプライアン

ス・リスク管理委員会を設置し、定期的にコンプライアンス遵守のモニタリングや

規程の見直しをおこなっております。 

 また、「企業倫理基準」を制定した上、全役職員に対し「コンプライアンス規程」

を補足するための「企業倫理基準」（別添参照）を定めるとともに「企業倫理基準ハ
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ンドブック」（別添参照）を配布し、各部門の朝礼等において、唱和を義務付けるほ

か、定期的に社内教育を実施することにより、コンプライアンス環境の強化をすす

めております。 

日常業務につきましては、社長直属の組織として業務検査室を設け、同室による

業務検査を通年に渡り実施し、業務における法令遵守が行われているかをモニタリ

ングしております。 

 

（2）内部通報制度 

 コンプライアンスのためには、社内における情報の共有をスムーズに行い、諸問

題への早期認知と未然の防止策を実施することが不可欠であると考えております。    

また、問題発生時（あるいは発生の惧れがある場合）には、直ちに上司または関

係者に報告・相談し、迅速に適切な処置を行う必要があります。そのため「内部通

報制度」を設け、その基本事項を「内部通報制度規程」として定め、法令・諸規則

に抵触する行為を早期に発見する仕組みを構築しています。 

なお、役員や業務検査室（前述の通り、同室は社長直属の組織です）に問題があっ

た場合は、監査役に直接通報できるようにしています。 

 

(3)個人情報保護体制 

 不動産業を主たる事業としております当社では、個人情報を多数取り扱います。

そこで、2005 年 4 月より施行されました「個人情報保護法」を遵守するため、取締

役副社長を統括責任者とした、個人情報保護体制を構築しています。個人情報保護

事務局を社内に設置し、「個人情報保護基本方針」や「個人情報保護基本規程」の教

育を全社員に実施し、個人情報保護活動や関連する問題への対応に取り組んでいま

す。また、2007 年 4 月には財団法人日本情報処理開発協会より「プライバシーマー

ク認定事業者」の認定を受けております。 

 ほかにも、「個人情報に関する苦情相談窓口」を設け、お客さまからの個人情報に

関する苦情・相談に対し、迅速に処理を行うための体制を構築しております。 

 

（4）危機管理体制 

当社では、コンプライアンスに関わる事態に限らず、さまざまな障害及び緊急事

態に対応するために、独自の「危機管理規程（危機管理マニュアル）」を定め、非常

時に迅速に対応できるよう手順を定めております。 

 

  2. 本事業提携・事業統合が実現した場合のコンプライアンス体制の具体的構想につ

いて 

 当社が提案する事業提携・事業統合が実現した場合には、当社においては、以下



-19/74- 

を基本として、グループコンプライアンス体制を構築してまいりたいと存じます。

すなわち、貴社は、すでに上場企業として一定の体制を有しておりますので、これ

を前提としつつも、貴社と当社とでコンプライアンスに対する意見・情報交換の場

を設置する等の体制強化を考えております。また、貴社が、親会社の支配を不当に

受けないようにするためのガバナンス体制（当社に関係のない独立した社外取締役

の選任）等も選択肢の一つとして考えております。 

 

(1)本事業提携に関して 

貴社におかれても、①「当社グループは各種関係法令を遵守し、コンプライアン

スを理解・実践することを尽くしております」（出所：貴社「第 43 期有価証券報告

書」 第 2-4-(6)訴訟について）及び②「当社企業グループは各種関係法令等を遵

守し、公正かつ適正な企業行動を実践しております」（出所：貴社「平成 20 年 3 月

期 中間決算短信」1-(4)事業等のリスクの訴訟について）とありますように既にコ

ンプライアンス体制については構築済みであり、実践されておられると考えており

ます。 

また、本事業提携においては、当社は、貴社の経営の独立性を確保する方針です

（回答 5-(1)をご参照ください）。 

従いまして、本事業提携が実現に至った後も、貴社のコンプライアンス体制につ

いては、貴社のご判断に従う所存です。もっとも、貴社と当社とのコンプライアン

スに対する考えは一致していると思われます。そこで、コンプライアンス体制の一

層の充実のためにも、貴社と当社とでコンプライアンスに対する意見交換の場を設

けることを提案します。特に、貴社との事業提携により、新しい事業分野（ストッ

ク型ビジネスあるいは新サービスの開発）を展開する際には、貴社と当社とが十分

に意見交換することが必要であり、新規事業におけるコンプライアンスの側面につ

いても同様に、貴社との意見交換を通じて、コンプライアンス体制を構築したいと

考えております。 

 

(2)事業統合に関して 

事業統合が実現した際には、貴社の開発建設事業が当社グループに移管されるこ

とになります。従いまして、基本的には、当社のコンプライアンス体制をそのまま

開発建設事業に適用したいと考えています。 

 もっとも、同開発建設事業部門は①貴社のコンプライアンス体制に習熟しておら

れること、②貴社のコンプライアンス体制を参考にすることでコンプライアンス体

制の一層の充実が期待できること、並びに③より一層スムーズな統合が望めること

から、上記(1)で提案したのと同様に、貴社との間でコンプライアンスに関して意見

交換を行ったうえで、当社のコンプライアンス体制に反映させたいと考えています。 
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質問：1-(11) 
 貴社の有価証券報告書には、事業上のリスク要因として、代表取締役社長原將昭氏へ依存

していることが挙げられていますが、貴社の意思決定手続における同氏の権限、影響力に

ついて、具体的かつ詳細にご説明ください。 

【回答】 
 当社は、創業以来、創業者である代表取締役原將昭の強いリーダーシップにより業

績を上げてまいりました。しかしながら、2001 年の株式上場以降は、経営の意思決定

の組織化、内部組織の変更及び職務権限規程等の社内規程の改訂による権限委譲シス

テムの確立により、社長個人の判断のみによらない、権限の分散化による組織的マネ

ジメントを実行しております。 

 当社の取締役会は、現在取締役 8 名で構成しておりますが、これは効率的かつ公正

な決定を行うことができる適正な規模と考えております。また、当社取締役会は取締

役会規程に基づき厳正かつ適格に運営されており、毎月行われる取締役会では、経営

の基本方針、法令で定められた事項、その他重要な事項を取締役全員が十分に理解・

熟考し、原將昭の意見に迎合することなく、会社全体の利益のために、実質的な議論

を経た上で、組織決定することが定着しております。また、取締役会において、各部

門の業務執行状況の監督、業績の進捗の報告・確認を行っており、業務執行・意思決

定の迅速化と適正なモニタリングに努めております。 
 さらに、独立した監査役会による取締役の業務執行状況の監査が十分機能しており、

原將昭への依存度は低下しております。 
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質問：1-(12) 
  貴社が、今後、東京証券取引所へ上場を検討されていれば、そのための課題、上場申請

の時期及び現在までの検討状況等につきご説明ください。 
【回答】 

 現在のところ、当社は、東京証券取引所への上場についての具体的な検討はしてお

りません。 
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質問：1-(13) 
  買付者等である井上投資の事業内容及び財務内容について、具体的かつ詳細にご説明く

ださい。また、井上投資の共同保有者及び特別関係者（もしいれば）の詳細について、ご

説明ください。  

【回答】 
井上投資は、不動産の分譲事業（現在は一時的に活動を停止中）及び有価証券の売

買等を業として営んでおります。 

同社の平成19年度２月期末における財務内容は、貸借対照表においては流動資産

596,910千円、固定資産158,265千円、流動負債397,682千円、純資産357,492千円、総

資産755,175千円であり、損益計算書においては売上高51,895千円、営業利益15,795千

円、経常利益437,796千円、当期純利益240,866千円でありました。これらの具体的な

内訳等につきましては、別途送付いたしました「井上投資 第10期決算報告書」をご

参照ください。 

  井上投資は、当社の100％子会社であり、井上投資の発行する株式について、共同保

有者及び特別関係者はおりません。 
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質問：1-(14) 
 買付者等である井上投資の会社内容を理解するため、定款等の会社の基礎的資料、直近の

計算書類等（事業報告書及び付属明細書を含みます。）、直近の株主総会議事録、その他

会社の内容を把握するために有益な資料をご提供ください。 
【回答】 
   井上投資の定款、登記簿謄本（履歴事項全部証明書）、井上投資第10期決算報告書、

第10期株主総会議事録を別途送付いたしますのでご参照ください。 
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質問：１-（15） 
井上投資が提出した平成 19 年 2 月 27 日付大量保有報告書の変更報告書によれば、井上

投資は、平成 19 年 2 月 23 日に、保有していた当社株式の一部（650,000 株）を売却し

ていますが、売却した理由並びに売却先の名称及び売却先と貴社らとの関係について、具

体的かつ詳細にご説明ください。また、約１年前に当社株式を大量に売却した井上投資が、

再度当社株式を買い増される意向を持つに至った経緯及び目的についてご説明ください。

【回答】 
1．井上投資が保有していた貴社株式の一部（650,000 株）を平成 19 年 2 月 23 日に売

却したことについて 
当社は、平成 18 年 9 月に純投資の目的で、株式交換により井上投資を連結子会社

化いたしました。その後、井上投資の資金繰り上の必要性から、平成 19 年 2 月 23 日

に貴社株式 650,000 株を売却することを検討いたしました。貴社株式は市場の流動性

に乏しく、650,000 株もの株数を市場で売却することが困難であったことから、売却

先を探したところ、当時、複数の先から井上投資が保有する貴社株式を買い受けたい

旨のお申し出があり、その内の１社である株式会社ランドマーク（以下、「ランドマ

ーク」といいます）に譲渡しました。 
 
ランドマーク（本店所在地：広島県広島市）は、株式会社合人社計画研究所（以下、

「合人社」といいます）の子会社です。当社と合人社とは、株式会社原弘産 PFI イン

ヴェストメントに当社が 80％、合人社が 20％の割合で共同出資するという関係があ

りますが、株式会社原弘産 PFI インヴェストメントにおける受注案件は現在のところ

なく、また、当社と合人社との間には何らの取引関係もございません。 
 なお、当社が開発・販売する分譲マンションにおいては、分譲時に管理業者として

合人社を推薦（指定）する場合が多いのですが、これは合人社との提携契約等に基づ

くものではなく、また、当社は、合人社を推薦することについて同社から何らかの対

価を受領することもありません。合人社を推薦する理由は、当社が分譲マンションを

開発・販売する地域が、合人社の営業エリア（いわゆる“地盤”）である西日本と重

複していること、西日本における合人社の知名度及び実績（価格、サービス、業歴、

いわゆる独立系か等）が優れていること、合人社ご自身がマンションデベロッパー各

社から管理事業者としての推薦を受けるべく自社のサービスを積極的にアピールさ

れていること等からです。 
さらに念のため申し添えますと、マンションデベロッパーである当社は、分譲時に

は責任をもってマンション管理事業者を推薦しておりますが、分譲マンションにおい

ては、マンション管理事業者との間で“取引を行う”（管理委託契約を締結する）の

はあくまでもマンション管理組合です。また、マンション管理事業者と管理組合との
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間で取引が継続するか否かは、マンション管理事業者の努力によってなされるもので

あると理解しています。 
 

2．貴社株式を井上投資が再度買い増す意向をもった経緯・目的について 
 井上投資は、当社の 100%子会社であり、現在、貴社の株式を保有していることか

ら、井上投資も当社と共同して公開買付けを行う可能性があるため、念のため、買付

説明書において共同買付人と記載しております。したがって、井上投資において特段

の買い増しの理由があるわけではございません。 
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質問：1-(16) 
 貴社が、平成20 年1 月23 日に当社株式822,600 株を取得した経緯、目的、方法及び相手

方についてご説明ください。 
【回答】 

かねてより、外資系の機関投資家などから、彼らが運用するファンドが保有する貴社

株式購入の打診が何度か当社にありました。当社は、平成20年1月当時、先方より打診

された購入価格の水準が妥当と判断したことから、純投資の目的で、同ファンドが有す

る貴社株式822,600株を立会外取引（ToSTNeT）により、平成20年1月23日付で購入し

ました。 
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質問：1-(17) 
当社としましては、貴社提案事業提携等の適否を判断する上で、貴社の平成 20 年 2 月期

の決算の内容は重要な判断材料であると考えております。そのため、本プランに基づく今

後のスケジュールを決定するために必要な情報として、貴社の平成 20 年 2 月期の決算見

込み数値の集計予定（速報ベース、監査法人との確認等）、決算短信の公表予定日等、決

算手続の具体的なスケジュール感をご説明ください。 
【回答】 
   当社の平成20年２月期の事業実績見込みについては、現在集計中です。決算の具体

的スケジュールは、下記のとおりです。 

   平成20年2月29日       決算日 

   平成20年4月18日まで      監査法人より会社法上の監査報告書の受領（予定） 

   平成20年4月18日       決算短信発表(予定) 

   平成20年5月13日       定時株主総会招集通知発送(予定) 

   平成20年5月28日       定時株主総会(予定)  
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質問：2-(1) 
 貴社らが、貴社買付説明書中で提案する当社株式に対する公開買付け（以下「本公開買付

け」といいます。）は、貴社と井上投資が共同して公開買付けを行うということでし

ょうか。貴社と井上投資のそれぞれの買付け割合及び共同して公開買付けを行う理由

等、いわゆる共同公開買付けの特有の事項については、貴社買付説明書には説明がご

ざいませんので、このような点を含め、本公開買付けの内容について再度詳細にご説

明ください。 
【回答】 

 井上投資は当社の100%子会社であり、現在、貴社の株式を保有していることから、

井上投資も当社と共同して公開買付けを行う可能性があるため、念のため、買付説明書

において共同買付人と記載しております。したがって、井上投資を共同買付人として記

載しているのは、余地を残すという程度でのものであり、特段の意図、目的があるもの

ではございません。買付け割合等も未定です。 
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質問：2-(2) 
  貴社又は井上投資は、本公開買付けが成立した場合、取得した当社の株式を継続して保

有するという理解でよろしいでしょうか。もし、将来において当社の株式を処分すること

を予定しているのであれば、その目的、時期、相手方、処分方法等について、具体的かつ

詳細にご説明ください。 

【回答】 
当社又は井上投資が貴社株式を本公開買付けにより取得する目的は、本事業提携・事

業統合を推進させることにあります。また、この事業提携を一言で表すと、貴社と当社

とが協同してストック型ビジネスを始めとする新規事業を推進させることにあり、当然

ながら、このような新規事業は、長期に亘って継続・発展させていくものです。したがっ

て、貴社株式については継続保有することを予定しております。 
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質問：2-(3) 
  本公開買付け以外の方法により、貴社ら（又は貴社らの要請する者）が、貴社買付説明

書8 頁記載の貴社らの保有株式以外に、当社の株式を取得する意図があるかどうか、もし

そのような意図がある場合にはその目的、方法、条件等について、具体的かつ詳細にご説

明ください。 
【回答】 

1. 当社は、本事業提携・事業統合を提案するためのいわば手段として貴社との資本関

係強化を図りたいと考えています。そこで、東京証券取引所規則及び「本買収防衛プ

ラン」に抵触しない限度において、すなわち貴社株式につき、当社ら（当社及び井上

投資）の所有割合が 20%未満である限りにおいては、本公開買付けによらず貴社株式

を購入する予定です。 

 

2. この場合における買付けの方法、条件等は次の通りです。 

a.買付けの方法 

市場での購入あるいは立会外取引（ToSTNeT）を予定しています。 

b.条件等 

購入価格は、①本公開買付けの予定価格である 1,000 円/株未満かつ、②市

場価格あるいは市場価格に準じた公正妥当な価格とします。 

 

（補足） 

平成 20 年 3 月 12 日付大量保有報告書により報告しましたとおり、本公開買

付け以外の方法にて貴社株式を取得しております（下表ご参照）。 

 

【当社及び井上投資が保有する貴社株式】 

平成 20 年 2 月 25 日付提出

変更報告書（大量保有） 

平成 20 年 3 月 12 日付提出

変更報告書（大量保有） 

 

保有株券等の

数 

株券等保有

割合 

保有株券等の

数 

株券等保

有割合 

当社 837,600 株 5.71% 1,279,600 株 8.72%

井上投資 900,000 株 6.13% 900,000 株 6.13%

合計 1,737,600 株 11.84% 2,179,600 株 14.85%

 

3. 当社及び井上投資が、現在、貴社株式の取得を要請している者はおりません。 
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質問：2-(4) 
本公開買付けが成立した場合、さらに当社の株式を取得する意図があるかどうか、もしそ

のような意図がある場合にはその目的、方法、条件等について、具体的かつ詳細にご説明

ください。 

【回答】 

当社は、貴社の上場を維持することを大前提としており、本公開買付けの成立後、さ

らに貴社株式を取得する予定はございません。 
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質問：2-(5) 
貴社買付説明書9 頁によれば、「買付け等の期間」を「平成20 年7 月上旬から20 営業日」

とされていますが、買付け期間をこのように設定される理由について、具体的かつ詳細に

ご説明ください。 

【回答】 
 1.「平成 20 年 7 月上旬から」としたことについて 

当社は、事業提携・事業統合を推進する目的で公開買付けを行うことを希望してお

りますが、そのためには、当社が提案するこれら事業提携・事業統合の内容について、

貴社経営陣及び貴社株主様によくご理解いただき、ご検討いただくことが何より重要

と考えております。そこで、公開買付けまで十分な期間をとる必要があると判断いた

しました。他方、公開買付けの時期があまりに遅すぎると、経営環境・証券市場環境

が変化してしまい、買付価格の算定根拠をはじめとした当初提案の前提条件及び事業

提携・事業統合の提案内容にずれが生じてしまうおそれがあること、また、公開買付

けが行われるのか否かが確定しない不安定な状態を長期間継続することの貴社株主

ひいては資本市場に対する悪影響を踏まえ、買付等の期間を平成 20 年 7 月上旬から

といたしました。 

 

 2．公開買付期間を 20 営業日としたことについて 

 当社の事業提携・事業統合の提案から公開買付の開始までに 4ヶ月以上もの期間が

あり、貴社株主様に当社提案内容についてご検討・ご判断いただく時間は十分にある

ことから、さらに公開買付期間を長期に確保する必要はないと判断し、20 営業日とい

たしました。 
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質問：2-(6) 
 貴社買付説明書9 頁によれば、本公開買付けの買付予定の下限に関連する記載として、「当

社と貴社の事業提携・事業統合に積極的にご賛同下さり、かつ貴社株式の保有を継続する

ことを希望する貴社株主様がいる場合には、当該株主様が保有する株式の数を上記の下限

予定数から控除する可能性があります。」（当該株主様に該当する株主を、以下「貴社提

案賛同株主」といいます。）とありますが、既に貴社提案賛同株主又は貴社が貴社提案賛

同株主となる可能性が高いと判断している株主がいるかどうかについて（いる場合には当

該貴社提案賛同株主の名称を含みます。）ご説明ください。また、貴社が、当社株主を貴

社提案賛同株主と判断する判断基準（当該株主との間の書面による合意の要否等）につい

てご説明ください。 

【回答】 
 1．当社の提案にご賛同頂ける（あるいはその可能性が高い）株主様について 

 当社は、ウェブサイトでの情報提供等を通じて、貴社株主様に対し、当社の提案す

る事業提携・事業統合案の内容について説明させていただいておりますが、未だ、こ

れら提案について賛同して下さる株主様及び今後賛同して下さる可能性が高い株主

様を特定するには至っておりません。もっとも、当社は、当社の提案する事業提携・

事業統合案の内容に自信を有しており、貴社取締役会と活発な議論を行うことを通じ

て、必ずや、提案にご賛同頂ける株主様が、多く現れるものと確信しております。も

ちろん、当社としましては、貴社の株主様でもある取締役会長の小佐野文雄様及び取

締役社長の小佐野台様には、ぜひ、当社の提案する事業提携・事業統合の内容にご賛

同いただきたいと考えております。 
 
 2．当社の提案に賛同いただける株主様と判断する基準について 

 今後、貴社株主様より、当社提案に対するご賛同の意思表示をしていただいた場合

には、当該株主様が、当社による事業提携・事業統合のご提案内容を中長期的にご支

持いただけるかどうかという観点から、貴社のいう「貴社提案賛同株主」への該当性

を判断します。なお、当社が、当該株主様と、書面により何らかの合意を行うことは

ありません。 
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質問：3-(1) 
貴社の平成 20 年 2 月 18 日付プレスリリース 7 頁によりますと、買付け等の価格を決定

するに当たり、「第三者機関の意見を聴取しておりません」とありますが、第三者機関に

対する意見の聴取等をされなかった理由を、明確かつ詳細にご説明ください。また、貴社

におかれて企業の株主価値の評価に関してどのようなご経験があるのか、また、評価の正

確性を確保するために、誰がどのような手続によって評価をされたのか、明確かつ具体的

にご説明ください。 
【回答】 

買付け価格の決定にあたっては、いわゆる企業価値評価を事業として行ういわゆる「第

三者」機関の意見などは参考にしておりません。理由は以下の通りです。 
 

  ① 現在のわが国のいわゆる「第三者」機関の企業価値評価機能は、その独立性・専門

性に問題がある場合が多いため、その評価結果については、司法の場で否定される

例も多いこと。また、評価主体としての責任が曖昧であり、企業価値評価結果に対

する客観的信頼性が十分に担保されていないことから、必ずしも効果的なものと考

えられないこと。 
  ② 企業の事業価値・株主価値を合理的に評価するには、対象企業の将来業績とそれに

伴うリスクの予想が も重要な要素であり、一般に評価機関においては、業績予想・

リスク予想の機能はないこと（この点、本件においては、当社は不動産開発事業を

営んでおり、貴社の不動産開発事業について将来業績及びそれに伴うリスクの予想

並びに問題点の分析を行う能力を有しております。）。 
③ 企業価値や株主価値評価に関しては、基礎的なファイナンス理論に基づくものであ

り、それらの理論を理解した上で、証券市場分析に関する知見を用いれば、評価自

体は容易に実践可能であること。 
  ④ 株式市場における上場会社の株価評価は、会計事務所や独立系評価会社よりも、投

資運用業界におけるファンﾄﾞマネージャーや証券アナリスト等の専門家において、

実務的に優れたな能力があり、その分野のエキスパートから意見を聴いたほうが合

理的な価値評価が可能であること（この点、当社においては、後記のとおり、本件

を担当するプロジェクトチームのメンバーに証券アナリスト等の専門家がおり、合

理的な価値評価を行う能力を有しております。）。 
   

以上の理由から、当社は、今回の提案において、貴社の株主に対して信頼性ある価

値評価をお示しするには、いわゆる「第三者」機関より業界情報を入手しやすい自社

において、貴社の過去の実績を評価した上で、合理的な業績予想を作成し、できるか

ぎり客観的・専門的な評価を実践することが重要であり、また も適切であると考え
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ました。 
 よって今回の企業価値評価にあたっては、自社におけるプロジェクトチームを立ち

上げ、財務会計学、ファイナンス理論、証券投資理論、企業価値評価理論、などの専

門分野の研究成果などを踏まえつつ、当社顧問の専門家・実務家としての企業評価に

関する意見を参考に、客観的・合理的・専門的な評価を行いました。なお、当社顧問

である専門家・実務家の中には、会計学、経営学、証券投資理論の学識経験者及び証

券アナリスト資格保有者などが含まれております。 
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質問：3-(2) 
買付け等の価格を算定するにあたり前提とされた事実の客観的根拠（使用されたデータ等）

をお示しください。 
【回答】 
(1)マクロ前提 
 OECD などの国際機関、大手経済調査機関などによる長期予想及び市場予想のコンセン

サス等を用いて、日本経済の中長期的な成長率を 1.5～2.5％と想定し、安定低成長予想を

前提としました。よって、事業会社において成長を実現するためには、各社とも一層の経

営努力が必要であると認識しております。インフレ率については、0.0～1.0％程度で落ち着

いた推移を想定しております。 
 
＜使用した市場データ＞ 
長期リスクフリーレート：2.4％（参考：超長期国債金利） 
株式市場リスクプレミアム：6.0％（参考：1950 年台以降の東証平均株価及び直近の東証

株価指数バリュエーションを用いてゴードンモデル等から算出される推定株主資本コス

ト） 
 
(2)事業環境 
 市場の成熟化により、国内では新規マンション分譲事業は厳しい環境が続くことを予想

し、またマンション管理業界も全体としては成熟期を迎えるという前提を置いております。

したがって、管理事業の成長のためには、市場シェア拡大によることを想定しています。 
 収益面では、昨今、開発事業、管理事業共に諸コストの上昇が懸念されております。ま

た価格転嫁につきましては、サービス内容の改善による以外、価格改定交渉は厳しい状況

がしばらく継続することを想定しております。 
 
＜使用した市場データ＞ 
 β値（開発部門）：1.41（中堅規模の類似上場企業 12 社1のヒストリカルβの平均値） 

β値（管理部門）：1.26（類似上場企業である東急コミュニティーのヒストリカルβ） 
 
(3)業績予想 
以上のマクロ環境、事業環境を踏まえつつも、貴社の優位性が発揮できるマンション管

理事業分野におきましては、今後 7 年間はマクロ経済の成長を上回る成長（4％以上）を達

                                                  
1 新日本建物、日本エスコン、原弘産、東建コーポレーション、ゼクス、ランド、シーズク

リエイト、サンフロンティア不動産、ノエル、ゴールドクレスト、アーバンコーポレイシ

ョン、ジョイント・コーポレーション、以上 12 社。 
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成できるものと想定しております。なお、８年後以降の成長に関しては、マクロ経済並み

の成長に落ち着くという予想に立っております。 
 各事業セグメントの利益率は、過去の平均と現状の事業環境から妥当なレベルを想定し

ました。また、業績の変動性は小さく予想しており、大型の設備投資などの計画も含んで

おりません。コスト面の上昇はなお懸念されますが、主力のマンション管理事業におきま

しては、一層の経営努力による効率化と規模の拡大によってコスト・アップを吸収するこ

とが可能だと想定しています。 
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質問：3-(3) 
買付け等の価格を算定するにあたり想定された貴社買付説明書 11 頁記載のケース 1 ない

し 3 について、算定の前提とした具体的な事業計画をお示しください。 
【回答】 

 買付け価格算定にあたり前提とした業績予想につきましては、別表「業績予想のサ

マリー」をご覧ください。 
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質問：3-(4) 
 買付け等の価格を算定するにあたり使用された数値情報（貴社買付説明書別添3「株主価

値評価額の算定について」2 頁記載のもの）の根拠、計算過程をお示しください。 
【回答】 

 数値情報（貴社買付説明書別添 3「株主価値評価額の算定について」2 頁記載のもの）

につきましては、前述の 3.(2)の回答をご覧ください。 
 
 当社は、本公開買付けにおける買付け等の価格を、1 株につき金 1,000 円とすること

を予定しております。この価格は、貴社が継続企業であることを前提に、貴社の今後の

事業展開について 3 つのケースを想定し、それぞれについて収益還元法を用いて株主価

値評価額を算定した結果を踏まえ、決定いたしました。すなわち、当社による買付けを

前提とした適正株価は、ケース 2、ケース 3 において、3 通りの価格が算出されており

ますが、 大値は 1,009 円、 小値は 987 円、平均値が 999 円という結果になりまし

た。 
 算定にあたっての計算過程は、次の通りです。貴社の株主価値算定にあたっては、株

主に還元される利益として将来の税引後利益を CF（Cash Flow）の代替として用いる

収益還元法によって、１株あたりの株価を算定しました。還元率（割引率）は、前述の

3.(2)の回答にあります市場データを基に、CAPM（資本資産評価モデル）によって株主

資本コストを計算しております。具体的には、貴社の過去の業績（上場以来の過去 8 期）

の公表財務諸表を基礎として、今期の貴社の決算予想を踏まえた上で、来期から 7 期間

（2009 年 3 月期～2015 年 3 月期）の業績予想を行い、その各期の税引後利益の現在価

値をフロー収益現在価値といたしました。また、予想 終年度（2015 年 3 月末時点）

の予想税引後利益を基に、定率成長割引モデルを用いて、継続企業価値を求め、それを

現在価値に還元した上で、フロー収益現在価値と継続企業現在価値とを加算することに

より、株主資本の現在価値を求め、現在の発行済株式数で除すことにより、１株あたり

の価格を算出いたしました。 
 当社が想定した 3 つのケース及びそれぞれについての株主価値評価額は、以下の通り

です。なお、各ケースにおける収益予想は、別表「業績予想のサマリー」をご参照くだ

さい。また、継続企業価値の算定時に用いた永久成長率は、以下の通り、各ケースで若

干違っております。 
  
(1)ケース 1 

 貴社が単独で現在の事業部門をそのまま継続することを前提に業績予想を行いました。

なお、今後は開発建設事業において大きな損失を出さないことを前提としており、大き

な開発案件の計画は想定しておりません。また、マンション管理事業は今後も順調に成
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長することを予想しております。永久成長率は 1.5％を想定しました。 
この場合の 1 株あたりの貴社の株主価値評価額は、821 円となります。 

 
(2)ケース 2 

 貴社の分譲マンション開発建設事業を当社に移管し、貴社が管理事業に特化すること

を前提として、株主価値評価を行いました。なお、本ケースにおいては、開発建設事業

部門のリスクが低下することから、管理事業に特化した類似企業の株式リスクプレミア

ムを用いて、株主資本コストを算出しました。永久成長率は 2％を想定しました。 
 なお、①来期に一度に開発建設部門を当社グループに移転する場合、②来期と再来期

にわたって徐々に移転する場合、という 2 つのサブケースを想定しました。 
 それぞれの 1 株あたりの貴社の株主価値評価額は、①の場合は 1,009 円、②の場合は

987 円となります。 
 
(3)ケース 3 

 貴社の分譲マンション開発建設事業を 2 期にわたって徐々に当社に移管し、貴社が管

理事業に特化し、かつ管理事業に関連した営繕事業を強化することを前提として、株主

価値評価を行いました。本ケースにおいては、営繕事業のビジネス拡大に伴うリスクを

反映させ、株主資本コストはケース 1 とケース 2 の平均値を用いました。永久成長率は

2.5％を想定しました。 
 この場合の 1 株あたりの貴社の株主価値評価額は、1,001 円です。 
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質問：3-(5) 
  当社の分譲マンション開発建設事業に関して、その事業評価額をお示しください。 
【回答】 

貴社の分譲マンション開発建設事業の事業評価につきましては、事業単独での評価は

実施しておりません。もっとも、貴社が、現在の事業部門をそのまま継続することを前

提にした業績予想（ケース1）に基づく想定株主価値は120.5億円であり、一方で、貴社

の分譲マンション開発建設事業を当社に移管し、貴社が管理事業に特化することを前提

とした業績予想（ケース2）に基づく想定株主価値は、148.2億円（ケース2-②では144.9
億円）となります。したがって、単純に計算すると、貴社の分譲マンション開発建設事

業は管理事業を約27.7億円（または24.4億円）毀損しているという結論になるとも考えら

れます。 
しかしながら、この帰結は短絡的であると考えております。 
一般に事業価値とは、企業が資本・負債を用いて上げる収益の現在価値のことをいい

ます。よって、事業価値は、原則として、予想将来CFの現在価値を求めることで算出可

能です。しかしながら、対象事業が用いる資本・負債の総額がその将来CFの現在価値を

上回る場合は、企業はCFによって資本・負債コストを支払うことができないこととなる

ため、事業価値がプラスであっても、株主価値はマイナスになります。 
分譲マンション開発建設事業の事業評価額とは、分譲マンション開発建設事業の将来

CFの現在価値と言い換えることができます。よって、将来CFがプラスであるならば、事

業価値はマイナスにはならないはずです。しかし、当社が想定する負債・資本コストを

上回るCFが生み出されていない場合には、株主価値がマイナスになることがありえます。

つまり、分譲マンション開発部門の資本・負債構成をどのようにするのか、その資本・

負債コストをいくらに想定するのかによって、事業価値及びその結果として求められる

株主価値は異なってくるのです。 
なお、当社の試算では、ケース2における資本コストをケース1と同じにするという前

提を置いた場合、株主価値は134.1億円になり、ケース1との差異は-13.6億円になります。

よって、この前提から見た株主価値もマイナスになりますが、この結果は、負債・資本

コストをいくらにするのかによって変わるものです。また、当社のケース2以下の予想に

おいて、平成12年3月期以降の予想利益につきケース1との差異が大きくなっております

が、これは連結営業利益に影響する共通部門関連経費において、経営統合後の効率化効

果を積極的に反映させた結果です。よって、ケース2以下の当社の事業計画は、ケース1
に比べてやや楽観的な部分が存在する可能性もあります。しかしながら、このことは貴

社の株主様に有利な価格をご提示しているということです。当社といたしましては、貴

社の現在の株主様にできる限り合理的で客観的妥当性がある株主価値をお示しした上で、

今回の買付けに応じていただけるように配慮いたしましたことを十分ご理解ください。 
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結論としては、当社は、貴社の分譲マンション開発建設事業は、過去と同様に、貴社

の中でこれまでの経営が継続される限り、プラスの株主価値を創造ができない（つまり

現状で市場が要求する負債・資本コストを支払うだけの収益力は存在しない）と考えて

おります。もちろん、プライベート化などの手法によって負債・資本コストを引き下げ

ることができれば、現状の収益レベルでも事業評価額を向上させることができるかもし

れません。したがって、もし当社の分譲マンション開発建設事業の事業評価額が保守的

であるという意向をお持ちであれば、当社が本買付け後に貴社との事業提携・事業統合

を実施する際に、例えば貴社の現経営陣や現経営陣の持株会社（例えば小佐野投資など）

が主力銀行の了解を受け、分譲マンション開発事業をＭＢＯなどによって切り離すこと

も検討可能です。その際には、当社としても現経営陣を応援すべく、分譲マンション開

発事業部門を資産簿価で、または負債付の無償で事業譲渡・吸収分割等をすることも十

分検討に値すると考えております。そのようなご希望があれば、是非ともお申し出くだ

さい。 
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質問：3-(6) 
 貴社買付説明書12 頁によれば、同11 頁記載のケース2 及び3 による場合、当社グルー

プが開発建設事業の事業リスクを負わないことにより、当社に株主資本コストの低下とい

う効果がもたらされるとあります。それ以外に、貴社と提携することにより当社にどのよ

うな積極的な事業上のシナジー（メリット）が生じるのかについて、具体的かつ詳細にご

説明ください。 
【回答】 
 当社が今回の買付価格を算定する際に考慮したシナジー効果は、大きく次の3点に集約

されます。第一に資本コストの低下、第二に経営資源の集中による成長力の向上、第三に

コスト効率の改善です。これらのシナジー効果は、すべて今回の株主価値評価に反映され

ており、その結果、株価換算で179円のプレミアムを生み出しております。 
 

  まず、資本コストの低下は、開発建設部門というリスクの高い事業を有することによ

る高い株主資本コストを、管理事業という安定事業に転換することによりもたらされま

す。具体的には、株主資本コストは約1％低下することが期待できます。 
 
  次に経営資源の集中による成長力の向上につきましては、今後経営者が管理事業をい

かに成長させていくべきかという点につき、積極的に知恵を出し、汗をかき、努力する

ことによってもたらされるであろうという期待値です。当社は、貴社が創業以来、管理

事業分野ですばらしい業績を残してきたと称賛しております。よって現経営陣をはじめ

とした役職員一同が「日本一のマンション管理会社になる」という目標を持って、前向

きに仕事を進めることにより、今後予想される厳しい環境の中でも、さらなる成長を持

続できるものと信じております。 
 
  後に合理化によるコスト率の低下期待があります。ケース2以下の業績がケース1よ
りも2012年3月期以降において特に良くなっている理由には、経費率の改善期待がありま

す。つまり開発建設部門における対営業利益コストは管理部門よりも大きなものが想定

されます。貴社の代理人弁護士より、本回答の作成に当たっては、貴社会計帳簿の閲覧

をする必要がない（貴社会計帳簿を分析しない上での回答でよい）とのご指示を頂きま

したので、現在のコスト構造については詳しい調査分析をして（ができて）おりません

が、業界他社のコスト構造などを参考に、事業提携・事業統合後の業績予想を行いまし

た。なお、コスト率の低下は、あくまで経営の合理化、事務の合理化、外部への支払い

コストコントロールによって実現するものであり、従業員のリストラや賃金削減などに

よるものは全く想定しておりません。 
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質問：4-(1) 
貴社買付説明書13 頁によれば、本公開買付けの買付代金である8,049 百万円を、貴社及

び井上投資の自己資金等で充当する予定とされていますが、直近の貴社らそれぞれの自己

資金の状況について、直近の資金調達、設備投資実績及び計画等を反映した形で、具体的

かつ詳細にご説明ください。 
【回答】 
 当社の過去 1 年の現預金及び当座資産の推移は、下表 1 の通りです。また、過去 3 事

業年度及び、平成 20 年 2 月期第 3 四半期までの設備投資、資金調達状況は、下表 2 のと

おりです。本公開買付けの買付代金は 大約 80 億円であり、過去 1 年の現預金、当座資

産からすると不足する感がありますが、①今期は販売用不動産の売却等による資金収入の

増加が見込まれること、及び②下表の値はいずれも月末残高であり、月中の残高はこれら

よりも大きいことから、十分に賄うことができるものと考えております。 
 
【表 1】過去 1 年間の当社の現預金、当座資産の月末残高の概要 

 低 高 平均 
現預金 24 億円 75 億円 40 億円

当座資産 
（含、現預金） 

27 億円 75 億円 46 億円

（注）月末の残高は、月中の残高よりも低くなる傾向にあります。 
 

【表 2】資金調達の状況 
 

 第 19 期 
 

第 20 期 
 

第 21 期 
 

第 22 期 
＊第 3 四半期まで 

借入 5,177 3,380 11,431 3,060

社債等発行 2,150 2,980 5,960 －

株式等発行 2,093 － 3,284 －

合計 9,420 6,360 20,675 3,060
（注）連結ベース（ただし、第 19 期は単体ベース） 
   単位：百万円 
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質問：4-(2) 
上記のとおり、貴社買付説明書によれば、本件公開買付けの買付代金を自己資金「等」で

充当するご予定とのことですが、これは、自己資金以外に、第三者から資金を調達するこ

とも予定しているという理解でよろしいでしょうか。その場合、第三者から調達する予定

の資金の額、資金の提供者の具体的な名称、調達方法、それに関連する取引の内容（当社

株式や当社の資産に対する担保設定等を含みます。）を、具体的かつ詳細にご説明くださ

い。 
【回答】 

 自己資金「等」としたのは、当社資金繰りの中で本公開買付代金を賄うことを予定し

ているため、すなわち本公開買付の買付代金と紐付ける形で第三者から資金調達するこ

とを想定していないことによるものです。 
 もっとも、「資金繰り」においては、営業活動、投資活動及び財務活動を特段区別す

る予定はありませんので、つなぎ的な資金として銀行等の金融機関からの運転資金の借

入れ等を一時的に買付代金に用いることも想定しております。しかしながら、公開買付

けの予定は 7 月上旬とまだ将来のことであり、かつ現時点では本公開買付けの実施も確

定していないことから、 大約 80 億円の資金を固定化することは資金効率の点で難が

あること、また、不動産取引は、情報入手から決断までのスピードが重要であり、かつ

そのような情報は突発的に入手できることが多く、現時点において不動産取引にかかる

入出金の予測が困難であること、さらに、つなぎ的な資金の調達を具体的に想定するこ

とは困難であること等から、いつ、借入れ等を行うかは現時点で具体的に確定しており

ません。 
 買付代金の調達の詳細につきましては、本公開買付けが実施できることとなり公開買

付届出書を提出する時点で、改めて開示する予定です。 
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質問：5-(1) 
 貴社買付説明書 14 頁によれば、本公開買付け後も、当社の創業時からの歴史及びこれま

での実績等を尊重し、当社の経営の独立性を確保するとのことですが、「独立性の確保」

とはどのような意味を有するのか、具体的かつ詳細にご説明ください。 
【回答】 

 貴社は、昭和41年9月に故井上博啓氏及び小佐野文雄氏によって設立され、創業以来、

主力のマンション管理事業におかれましてはお客様のサービスを第一に現場主義を徹

底して、すばらしい業績を残してきました。そこで当社が貴社の過半数の株式を取得

した後におきましても、これまで貴社が培ってきた経験、ノウハウ、及び人的資源な

どを 大限に生かし、資本コストに見合った経営実績をあげて、当社が算定した企業

価値の実現に貢献するよう経営陣が実力を発揮されることを強く期待しております。 
 そこで、当社による買付けが完了した後のガバナンスについては、大株主としてモ

ニタリングをすることを目的として、社外取締役として適正な人材を選任するよう当

社の希望をお伝えすることを選択肢の一つとして考えています。しかしながら、経営

については、従来通り、貴社の現経営陣が、株主、お客様、従業員及びその他のステ

ークホルダーにとって 善の執行をするようにご尽力されることを第一に希望してお

ります。 
 このような考え方が、資本と経営を分離した株式会社制度の本質に則るものであり、

当社が考える「経営の独立性の確保」という意味であるとご理解ください。 



-47/74- 

 
質問：5-(2) 
  貴社が当社と事業提携を行うにあたり、当社の経営支配権を取得する必要があると考え

る理由について、具体的かつ詳細にご説明ください。 
【回答】 

 ご質問にある「経営支配権」という概念につきましては、極めて多義的な意味を含む

ものと理解しております。会社法では、法2条3項・4項及び同施行規則3条において、

「経営を支配している」とか「財務及び事業の方針を決定している場合」という概念が

用いられ、法律の明確性に関する要請から、保有株式比率や契約の存在などの客観的形

式要件が定義されております。しかしながら、実際の企業経営においては、単に所有株

式の多寡にかかわらず、特定の個人や法人によって株式会社の経営が支配されているこ

とが多いのが現状です。 
   当社は、貴社株式の過半数の取得を目指しておりますが、企業経営一般で考えられ

る意味での「経営を支配する」とか「財務及び事業の方針を決定する」などの具体的

な計画はございません。あくまで、現在の経営者に貴社の経営を委任しつつ、適正な

経営が行われているかどうかを適切にモニタリングしていくつもりです。 
   今回、当社が貴社の株式の過半数の取得を目指す目的は、買付説明書7頁記載の通り

でございます。すなわち、現在の経営陣の方々との間で、当社が提案する事業提携・

事業統合に関する協議を円滑に進めるため、及び大株主としての共益権行使に関する

実効性を高めるためには、株式を一定の比率以上にまで買い増す必要があると判断し

た次第です。 
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質問：5-(3) 
独立系管理会社である当社の経営支配権を貴社らが獲得することにより、当社の顧客層が

変動する可能性及びそれが当社の業績に与える影響についてどのように考えられるか、具

体的かつ詳細にご説明ください。 
【回答】 

 まず、ご質問の「独立系管理会社」に関する定義について、当社の理解を述べさせて

いただきます。一般に、マンション管理業界における定義として、「独立系」の対立概

念は「ディベロッパー系」であると考えられます。後者は、大手開発事業者が自社の開

発物件を中心に管理するために設立した会社のことを指します。他方、前者は狭義では

「管理事業に特化している会社」と定義でき、広義には「自社開発物件以外を中心に管

理事業を行っている会社」と定義できます。貴社は、現在、管理事業に特化した会社で

はなく、自社で開発事業も行っていることから、広義の意味での「独立系」であると考

えられます。 
 そこで、本買付けの後に、貴社と当社の事業提携・事業統合が首尾よく推進された

場合には、上場会社としての貴社は、狭義の独立系管理会社に生まれ変わることにな

ります。よって、貴社は管理事業に経営資源を特化することができ、より効率の高い

経営を目指すことができるものと期待しております。 
   現在の顧客層の変動というご質問の趣旨は、当社の開発事業と競合する他の開発事

業者による開発案件からの受託に影響があるのではないかという点にあると思われま

す。しかしながら、①貴社においても既に開発事業を長年手がけてきていること、②

当社の開発案件は貴社の管理事業のシェアが比較的低い西日本が中心であること、③

マンション管理においては管理組合における意思決定の独自性が強くなっていること

などの理由から、本買付け後の貴社の管理事業への影響はないと予測されます。また

④貴社の開発部門が切り離されて独立色が強まること、⑤当社の開発案件が貴社の管

理対象になりうること、などのプラス効果も期待できるため、当社による株式取得が

貴社の顧客獲得に与える影響は、むしろプラスの面が強いと考えております。 
   よって、株式取得後の貴社の業績に対しての影響は、軽微ではありますが、プラス

の効果があるものと考えられます。 
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質問：5-(4) 
  貴社が当社の経営支配権を取得した場合、貴社がどのような場合に、どのような方法で

当社の意思決定に関与するご予定なのか、具体的かつ詳細にご説明ください。貴社提案事

業提携等の実現後の取締役その他の経営陣の構成（人数、経歴等を含みます。）及び貴社

らが当社に対して取締役をはじめとする役職員を派遣することに関し、どのように考えて

いるか、具体的かつ詳細にご説明ください。また、本公開買付けが成立した場合であって

も直ちに役職員を派遣する考えがないのであれば、いかなる事由が生じた場合に派遣する

ことを想定されているかについてご説明ください。 
【回答】 

当社は、会社法の趣旨及び日本の資本主義経済社会の現状を鑑みて、本来あるべきコ

ーポレートガバナンスの体制を整備し、それを着実に実践していくことが、公開企業と

しての責務だと認識しております。したがって、当社は、貴社の株式の過半数を保有す

るに至った場合には、会社法上株主に認められた共益権を通じて貴社の発展に寄与して

いくことを予定しております。 
   具体的には、貴社が公開会社として、株主、従業員、顧客、取引先、債権者などの

ステークホルダーの利害を適切に調整しつつ、効率性と公正性を実現する企業内シス

テムの構築・維持をすることが不可欠であると考えております。そこで、当社として

は、数名の社外取締役の選任を提案することを選択肢の一つとして考えております。 
特に、貴社の現状を見ますと、現在21名の取締役がおられますが、その中で独立した

社外取締役は１名も存在しません。よって、当社の取締役、企業経営に関して高度な

知見を有する専門家、他業態企業において優れた経営実績を残した経営者または企業

経営に関する学識経験者などから候補者を選定し、ご推薦したいと考えております。 
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質問：5-(5) 
本公開買付けが成立した場合に、貴社として想定している、定款の変更、組織再編行為（組

織変更、合併、会社分割、株式交換・株式移転）、事業譲渡等（事業の重要な一部の譲渡、

事業の全部の譲受け・業務委託）、その他当社と第三者との間の事業提携・事業統合等は、

開発建設事業の譲渡以外にはありませんでしょうか。もしあれば、現時点で想定している

内容について、具体的かつ詳細にご説明ください。 
【回答】 

 当社は、現時点では、貴社の開発建設事業の当社または当社グループへの移転のみを

考えており、貴社と第三者との間の事業提携・事業統合等は想定しておりません。また、

当社が想定している開発建設事業の移管のうち、貴社の社内にある開発建設部門の移転

につきましては、資産譲渡、事業譲渡、吸収分割などいくつかの手法が考えられます。

開発建設関連子会社につきましては、株式の譲渡などによることが想定されます。しか

しながら、貴社代理人弁護士より、本回答のために会計帳簿等の閲覧をする必要がない

とのご指示を頂きましたので、貴社の詳しい財務及び会計に関する情報が当社に存在し

ない状況であることから、現時点においては、どのような方法によることが も適切か

判断することができません。したがって、本公開買付けが成立した場合には、速やかに、

貴社の企業価値を毀損しないこと及び従業員及び顧客を中心とする各ステークホルダ

ーにおける利害に十分配慮することを前提に、現経営陣と具体的な協議を進めたいと考

えております。 
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質問：5-(6) 
貴社が当社に対し、経営上の支援、アドバイス、援助等を行いうる人的・物的体制の有無

及びその内容について、具体的かつ詳細にご説明ください。特に、貴社買付説明書 18 頁
には、開発建設事業に関して、「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」と記載されていますが、「全面的な協力

体制」の内容について、具体的かつ詳細にご説明ください。 
【回答】 

 買付け終了後は、速やかに貴社経営陣との間で、事業提携・事業統合に関する協議を

開始し、貴社の企業価値を向上させるために、当社の経営企画担当者と貴社の経営企画

担当者によるプロジェクトチームを立ち上げたいと考えております。経営上の支援、ア

ドバイス、援助の具体的内容につきましては、プロジェクトチームの中で検討すべき事

項だと認識しておりますが、何らかの形で外部の専門家、学識経験者の意見を活用して

いくつもりです。そして、当該プロジェクトチームのタスクとして、貴社の経営陣及び

関係幹部とのインタビュー、社員・準社員の方々とのコミュニケーションなどによる調

査・分析を踏まえた上で、貴社がさらに優良な企業となるためのアクションプラン及び

中期経営計画の策定を検討することが適当であると考えています。 
   プロジェクトチームが策定した計画等を推進するために必要な人材及び物的資源な

どは、当社と貴社の内部のリソースを中心に活用いたしますが、必要に応じて問題ご

とに外部の専門家を利用する可能性があります。現段階では、具体的な候補者は未定

ですが、戦略系、人材管理系、マーケティング系などの分野において実績のある実務

家・研究者の活用を考えております。 
   開発建設事業に対する具体的な協力に関しましては、次のようなステップで実施を

検討したいと思っております。まず、連結での分譲マンション開発事業の現状を把握

します。個別プロジェクトの進行状況、採算性、在庫等の状況、及び今後の計画など

を調査・分析します。次に財務状況を把握して、適正な収益性が確保されているのか

を調査・確認します。さらに、役職員の業務分担、生産性、能力・意識などを調査し

た上で、貴社からどのような形式で開発建設部門を切り離すべきか具体的なプランを

検討します。 
   また、さらに、当社のこれまでの建設開発事業における経験・情報収集力を生かし

て、不採算性在庫等の早期売却、建設コストの適正化、人員配置・管理体制の見直し、

販売体制の強化などについて、人員の受け入れなどをも含め全面的な協力を致したい

と考えております。 
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質問：5-(7) 
貴社において、当社にとって適切な財務内容（各種財務比率）をどのように考えているか、

貴社の財務内容の状況及びその比較を含めて具体的かつ詳細にご説明ください。 
【回答】 

当社が予想した事業計画における数値が考え方の基本となります。具体的な財務数値

につきましては、ケース3の場合では、次のようになります。 
 
               2007年3月期     今後７年間での予想平均値 
自己資本利益率         9.3％          7.0～8.0％ 
使用総資本営業利益率      5.2％         7.5～8.5％ 

   有利子負債比率         164％          0～50％ 
 
   上記の予想自己資本利益率は、配当性向25％を前提としており、また自社株式償却

などについては考慮しておりません。よって、株主還元策を積極化することにより、

自己資本利益率は向上します。経営上の目標値としては、8％以上を目指します。 
 

なお、当社と貴社の財務内容につきましては、事業内容の違いから単純な比較はで

きませんが、当社が開発建設部門と環境事業を中心に今後の事業展開をすることを前

提にすれば、次のような財務比率を予想しております。 
 
              2007年2月期     今後７年間での平均値 
自己資本利益率        13.3％         10～15％ 
使用総資本営業利益率     6.8％       7.0～10.0％ 
有利子負債比率        291％         200～350％ 
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質問：5-(8) 
提案事業提携等が行われた後の、当社株主に対する株主還元施策（配当政策、自己株式の

取得等）に関し、貴社のお考えを具体的かつ詳細にご説明ください。 
【回答】 

 株主還元につきましては、事業戦略要素（業績実績、設備投資計画、中長期的な成長

機会）、金融市場環境要素（金利、株価、資本コスト）、財務戦略要素（事業リスク測

定、財務計画）などを総合的考慮した上で、資本政策の一環として決定すべきものと考

えております。 
   一般に日本企業の株主還元率（（配当＋自己株式取得）／当期利益）は、諸外国の

企業に比べて低いと言われており、将来的には株主還元率は上昇することが想定され

ます。当社が考える貴社の将来的に適正な株主還元率は、30～40％と想定しておりま

す。 
   なお、配当と自社株買いに関する選択の決定は、株式の価格・流動性、株主分布、

自己資本利益率（ＲＯＥ）などを考慮する必要がありますが、現段階では、配当を中

心に株主還元を実行することが合理的と考えております。 
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質問：5-(9) 
買付説明書11 頁には、「営繕事業のビジネス拡大に伴うリスク」との記載がありますが、

貴社が提案する当社のマンション管理事業に関する新規事業をはじめとした事業拡大に伴

い、いかなるリスクが生じるとお考えなのか、具体的かつ詳細にご説明ください。 
【回答】 

 買付説明書における「営繕事業のビジネス拡大に伴うリスク」と、当社が提案する「マ

ンション管理事業に関する新規事業をはじめとした事業拡大に伴うリスク」とは全く別

のものです。前者については、貴社が今後管理事業に特化していく中で、その周辺関連

業務としての営繕事業を強化していくと、貴社の事業全体における営繕事業の売上・収

益の割合が上昇することが予想されます。その場合に、貴社の事業全体のポートフォリ

オが管理事業を中心とした事業ポートフォリオに比してビジネス・パフォーマンスの変

動性が高まる可能性が生じます2。よって、企業価値算定における株主資本コストは管

理事業中心の場合よりも高いものが要求されることになるという意味です。 
  一方、「マンション管理事業に関する新規事業をはじめとした事業拡大」につきまし

ては、貴社単独でのリスクは発生しません。あくまで、貴社との連携の下で、当社ま

たは貴社を除く当社グループの会社において事業を推進する計画であり、貴社におい

て資金の負担、コストの負担などは発生しないことを想定しております。 
  もっとも貴社との事業提携によって貴社の協力を得ることは必要ですが、貴社におい

て法的、経済的、社会的なリスクが生じないように 善の配慮する予定です。 

                                                  
2 一般に営繕事業は、個別受注方式のビジネスモデルであり、長期契約に基づく事業である

管理事業と比較して、より一層競争環境や景気変動による影響をうけやすいと判断されま

す。よって、営繕事業の売上・収益の割合の上昇に伴い、業績の変動性も高くなると考え

られます。 
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質問：６-（1） 
貴社が当社の経営支配権を取得した後、当社の従業員、取引先、顧客、地域社会その他の

当社に係る利害関係者の処遇等の方針について、利害関係者ごとに具体的かつ詳細にご説

明ください。 
【回答】 

1．概要 
当社は、本公開買付が成立した後も、貴社の経営の独立性及び経営判断を尊重する

所存です（質問５-(1)に対する回答ご参照）。したがって、貴社に係る利害関係人の

処遇等については、「本公開買付が成立した後も、従来の方針を変えないこと」を基

本としたうえで、各利害関係人との関係をより良いものとするための施策を貴社取締

役会に提案あるいは要望してゆく予定です。ここで「提案あるいは要望」としたのは、

当社が株主の立場から貴社取締役会に上記の施策・方針を要望するもの3であって、「経

営を支配する」ことによって達成するというものではないと認識しているからです。

貴社と当社とでは「経営支配権」に関する見解に相違があるように思われますが、「経

営支配権」又は「経営の支配」に関する当社の見解については、質問５-(2)及び５-(4)
に対する回答をご参照ください。 
 

2．要望する処遇の具体的内容について 
前述の通り、「本公開買付が成立した後も、従来の方針を変えないこと」を基本と

します。もっとも、マンション管理業界トップクラスの貴社といえども、実務レベル

において、すべての利害関係者との関係に全く改善の余地がないわけではないものと

思われます。そこで、当社は、事業提携・事業統合を進める過程において、貴社と共

同で状況を精査したうえで、貴社及び業界の実態・実情に応じた具体的な施策を貴社

と共同で策定し、経営陣にその実施を求めていきたいと考えています。 
このような考えのもと、現時点における当社の処遇等の方針は、次のとおりです。 

 
(1)従業員について 

「買付説明書」Ⅴ-２-(2)において、「人材の尊重と育成を第四の目標とする」

旨提案しています。その理由は、①サービス業の側面をもつ管理事業においては

人材が重要な経営資源であり従業員個々のスキルアップが欠かせないこと、②他

方、管理事業はいわゆる「クレーム産業」でもあり、従業員個々の意欲・モチベ

ーションの維持・向上を従業員自らが行うのみならず組織としても積極的に支援

する必要があることからです。 

                                                  
3 主張するにあたっては、それが株主権の濫用にならない形で行うことは当然の前提として

おります。 
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そこで、当社は、人材尊重と育成のためには「経営戦略と直結した、一段高い

レベルの人的資源管理（HRM）・人材開発（HRD）を行う必要がある」との考

えに立ち、以下のような手法・制度の導入を、貴社経営陣に提案することを考え

ています。 
 

a.従業員全てを対象とする従業員意見調査（匿名アンケート）と従業員に対して

個別に行うインタビューの実施 
 

 精査の一環として、現状を把握するために行います。従業員意見調査（ア

ンケート）により社内の現状を大まかに把握し、強化や改善ポイント優先順

位を把握します。その後の個別インタビューで具体的な対応策などを検討・

実施します。 
【調査項目例】 

① 組織、職務など“ハード面“に対する満足度 
② 組織、職務に対する誇り、帰属意識、モチベーション、ストレスな

ど“ソフト面” 
③自己のキャリアデザイン 
④業務プロセスにおける優れた点/問題点 
⑤組織の文化、風土（例えば、情報共有に対する考え、いわゆる下から

上への「風通しの良さ」など） 
⑥人事評価制度に対する見解 
⑦職務権限に対する見解 
⑧転職に対する見解 
⑨貴社と他社との相違点（優れた点/問題点） ＊中途採用者に対して実

施 
 

b.キャリアデザインの明確化 
各職務内容とそれに必要な能力（コンピテンシー）を明確化し、従業員に明

示したうえで、各従業員が①どのような職務に就きたいかを明らかにするこ

と、②貴社における自己のキャリア計画を明らかにすること、及び③それら

をPlan-Do-Check-Actionのサイクル（以下、「P･D･C･Aサイクル」といいま

す）で実施すること、を支援できるようカウンセリングあるいは社内研修制

度4を設けます。 
 

                                                  
4 職務内容をより具体的に理解するため、希望する各職場・職務を選び“留学”する自主的

な OJT も有効と考えます。 
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c.能力開発プログラムの充実化 
コンピテンシー、キャリアデザインに対応した能力開発プログラムを設けま

す。例えば、社内・外の資格取得支援制度、研修への従業員の積極的参加を

促す立候補制度、成長のP･D･C･Aサイクルを自分で行うための「360度評価」

5などです。 
 

d.従業員意見調査の定期実施 
現状に満足することなく、組織をより良い方向に導くため、年一度（問題が

発生している場合はその都度）従業員意見調査を実施します。現状を知り、

対応策を練るのは勿論のこと、結果検証もしっかりと行い、従業員にフィー

ドバックしていきます。そして従業員参加型の組織文化・風土を構築する仕

組み作りを行います。 
 

e.リーダー育成制度の導入 
次世代のリーダーを組織的に育成するための制度、たとえば企業内大学、早

期選抜制度、メンター制度です。 
 

f. 個人の成長、職務の内容と連動した評価制度の拡充 
企業側からの一方的な評価基準と評価ではなく、個人の能力成長度合い、職

務内容で求められるパフォーマンスの発揮度合いをより重視した評価制度を

設置します。例えば、売上や利益重視の評価だけでなく、資格取得による評

価、能力向上による評価（360度評価により測定）、お客様満足度（ＥＳ）に

よる評価です。 
 

g.業務支援のシステム（仕組み）の改善 
従業員個々のスキル・意欲・モチベーションを向上させることは必要ですが、

従業員という個人に頼ることにも限界があります。そこで、逆説的ですが、

「特別なスキルがない従業員」でも貴社が期待するパフォーマンスが達成で

きるような仕組み、あるいは、「従業員の意欲・モチベーションを阻害しな

いような仕組み」を構築することも検討に値すると考えます。 
 

h.組織を変革するためのプロジェクトチーム（以下、「PT」といいます）を常設 

                                                  
5 360 度評価とは、上司、同僚、部下など日常的に接する“あらゆる方面（360 度）”から

評価を行うことにより自己の強み・改善点を把握し、それにより人材育成を図るという評

価の仕組みです。複数の視点で評価を行うことから、評価の妥当性・信頼性が高くなりま

す。 
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職務、職位、組織横断的なPTを設置し、毎年行われる従業員意見調査（上記

項目d.参照）を参考にしながら、組織を変革するPTを常設します。なお、組

織内の改善点を調査、PTで改善策の立案、経営陣への提案、策の実行、結果

の検証という、経営者に求められる高いレベルのP・D・C・Aサイクルを経験

できることからPTは次世代リーダーの育成・能力開発にも繋がる仕組みにも

なります。 
 

(2)取引先について 
既存の取引関係を尊重することを経営陣に要望する予定です。また、当社が提

案する事業提携・事業統合の中で、貴社が新たな取引先を開拓する機会を当社と

しても積極的に提供していきたいと考えております。 
 
(3)顧客について 

お客様へのサービス向上こそ、貴社グループの成長の原動力であると考えてお

ります。そこで、本公開買付け後も、従来どおりの関係（サービス水準）を維持

しつつ、更によりよいサービス提供を目指して一層の経営努力を行うことを経営

陣に要望する予定です。 
 
(4)株主について 

株価および株式市場並びに資本コストを意識した経営を行うよう、経営陣に要

望する予定です。具体的には、貴社の現在の配当性向（25%前後と伺っています）

を安定的に達成することを目指すほか、IR 活動をより積極的に行い、既存の株主

様及びこれから株主になろうとする方々に情報の発信を行うとともに、これらの

方々との対話から得られた情報を経営に活かすよう経営陣に提案していきたいと

考えております。 
 

(5)地域社会その他の利害関係者について 
 既存の関係を尊重し、従来どおりの良好な関係を保つことを経営陣に要望する

予定です。 
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質問：7-(1) 
 貴社は、貴社買付説明書21 頁において、当社普通株式の3 分の2 を超える株式を取得す

る予定はないこと及び当社株式の東京証券取引所第二部への上場は維持する予定であるこ

とを理由に、貴社と当社の他の株主との間に利益相反が生じるおそれはないとご説明され

ていますが、貴社が本公開買付けにより当社普通株式の過半数を取得すれば、実質的に当

社の経営支配権を掌握することになる以上、貴社と当社の他の株主との間に利益相反が生

じるおそれがないとはいえないと思われます。この点に関する貴社のお考えをご説明くだ

さい。 
【回答】 

 ご質問の趣旨は、いわゆる「親子上場」に関する否定論に立った上での、肯定論の立

場について説明を求めるものと理解いたしました。一般論につきましては7.(3)で回答申

し上げます。 
 個別論といたしまして、当社が貴社を子会社としつつ、二社の上場を継続する場合に

おいて注意すべき点につき、ご説明させていただきます。まず、当社は貴社の経営支配

権を掌握することになるという点につきましては、繰り返しになりますが、当社は貴社

の経営の執行につき独立性を維持した上で、貴社の企業価値向上に向けたサポートをし

ていく所存です。よって、上場会社として安定的に利益成長を実現することを 大目標

としつつ、買付後は目標株価である1,000円を実現し、事業計画に沿った業績を残せる

よう、経営者に対するモニタリング機能を発揮していくつもりです。 
 親子間での重要な取引につきましては、全て両社の取締役会での同意を条件に行うこ

ととし、また取締役にできるだけ早期に適切な社外取締役を選任することによって、経

営の独立性、透明性、専門性を高めるようにしたいと考えております。 
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質問：7-(2) 
貴社が当社の経営支配権を取得した場合、他の少数株主による当社に対するモニタリング

機能が低下することが想定されますが、かかる問題に関する貴社のお考えをご説明くださ

い。 
【回答】 
 当社が貴社の独立性を維持し、社外取締役機能を強化し、株主への開示・説明責任を

向上させることにより、貴社の株主全体によるモニタリング機能は格段に向上するもの

と考えております。 
  その中でも、経営者自らが行う、株主への開示・説明責任の向上につきましては、株

主総会をはじめ、ＩＲ活動の強化によって、経営者が株主・市場と常に対話が可能にな

るように体制整備をしていくことが必要だと考えております。 
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質問：7-(3) 
貴社は本公開買付け実施後も当社の上場を維持する方針のようですが、親子上場について

の貴社のご見解を具体的かつ詳細にご説明ください。 
【回答】 
 親子上場の問題につきましては、一般論として、以下のように考えております。 
 

1．問題の所在 
 子会社・グループ会社上場に関しては、「資本のねじれ」や「時価総額の二重計上」

といった問題が従来より指摘されてきました。先進諸外国におきましては、親子上場は

いわゆる「エグジット」「経営の切り離し」などを除きあまり例が見られないにもかか

わらず、日本の市場では、これまで比較的寛容に許容されてきました。その結果、日本

ではグループの会社が複数上場するケースはかなりの数に上っています。 
 一般に、親子上場に関する問題点といたしましては、以下のような点が指摘されてい

ます。 
① 経営の独立性が確保されずに公開することによるコーポレートガバナンス上の問題 
② 被買収リスクがないことによるコントロールプレミアム分のディスカウント 
③ 親子企業間取引を使った利益コントロールのリスク 
④ 高値で公開して、安値で完全子会社化するという企業行動のリスク 
⑤ 優良子会社を公開することによって親会社の企業価値を低下させるリスク 

 
2．個別企業の事例 

 過去に指摘された親子上場の代表例としては、「NTT と NTT ドコモ」「イトーヨーカ

堂とセブン・イレブン」などがあり、その他にも「京成電鉄とオリエンタルランド」「積

水化学と積水ハウス」「ヤマハとヤマハ発動機」などがあげられます。また日立グルー

プ、松下グループなどにおいても子会社や関連会社が親会社による支配関係を維持しな

がら多数上場しています。こうした事例の中で、イトーヨーカ堂がセブン・イレブンと

デニーズなどを含めて持株会社（セブン＆アイ・ホールディングス）を設立し、親子上

場を「卒業」しています。 
一般投資家にとっては、親子上場はあまり好感されていなようです。その理由は前述

の 5 つの問題点に集約されます。しかしながら、子会社を上場することで、経営の独立

性を図り、またグループ全体の成長性確保のための資金調達手段として有効に活用され

る場面も少なくありません。結局はなぜ親子会社が上場しているのか、そしてそれぞれ

の会社が上場会社として経営の独立性を維持しつつ、株主価値を創造しているのか、と

いう点が重要になります。 
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3．グループ会社上場のメリット 
 グループ会社を複数上場しつつ、株主・投資家から理解とサポートを得るためには、

グループ会社の上場をする必要性・合理性・相当性を明確に示す必要があると考えてお

ります。一般に、グループ会社を複数上場する合理的な理由としては、以下の 4 つが指

摘できます。 
① 高い成長を確保するための資金調達手段の一環としてのグループ企業上場 
② 各グループ会社における経営の独立性・透明性の確保 
③ ストックオプションや持株会による、役職員に対するインセンティブの付与 
④ 将来の「切り離し」への段階的ステップ 
上記のような合理的な理由があれば、親子上場は株主や投資家に理解されるものと考

えております。したがって、当社は上記②と③の上場メリットを実現するため、買付後

においても、貴社の独立性・透明性を高め、貴社の社員のモチベーションを高め、将来

にわたって貴社が上場企業として魅力ある企業になっていくことを期待しております。 
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質問：8-(1) 
貴社らは、平成20 年2 月18 日に貴社買付説明書を突然当社に対し送付し、その事実を直

ちに公表されましたが、貴社買付説明書は、貴社としてどの程度の期間をかけて検討され

たものでしょうか。また、平成20 年2 月18 日の午後7 時以降という時間に、貴社買付説

明書の提出及びその公表を行った理由についてご説明ください。 
【回答】 

1．買付説明書の検討期間について 
 当社は、平成 18 年 9 月に井上投資を完全子会社化し、貴社の発行済株式の 10.56％
を保有する大株主となりました。その当初の目的は、貴社の潜在的な企業価値に魅力

を感じた純投資でありましたが、そのこととは別に、当社は、中長期的には貴社と当

社が協力体制を構築し、両社の企業価値を高めることができないかと考え、当社社

長・原より貴社・小佐野社長への面談の申出を行いました。しかしながら、なかなか

よいご返事はいただけず、平成 18 年 11 月 27 日に至り、ようやく第三者を通じて貴

社・小佐野社長、小林専務及び横川経営企画室長との面談が実現いたしました。もっ

ともその 初の面談では、当社が資料を基に当社の事業説明を行ったものの、貴社か

らは特段資料の提示や事業説明はなく、挨拶・名刺交換にとどまりました。 
 その後、平成 18 年 12 月末から平成 19 年 5 月頃までの間に、小佐野社長が当社に

特段アポイントメントなしに来社されることがありましたが、当社社長・原との面談

は実現しませんでした。一方で、当社は平成 19 年 2 月頃から、独自で貴社の開示資

料などを基に、貴社の事業内容や財務内容の調査・分析し、貴社が当社と協力関係を

構築し、両者の企業価値を向上できないかという検討を始めました。 
平成 19 年 11 月 19 日には、貴社の小佐野社長及び谷渕常務取締役が中間決算説明

のために下関にある当社に来られた折、中間決算説明後の昼食会の席上にて、当社社

長・原から「貴社と、協業、経営統合を是非行いたい。まずは協業・経営統合の可能

性を検討するためのチームを組成することを検討願いたい」旨、提案いたしましたが、

結果的に貴社は謝絶されました（下表参照）。これを機に、当社においては、「『事業

提携・事業統合』を提案するにあたっては、まず、当社側で素案（いわゆる叩き台）

を作成したほうがよい」との認識に至り、買付説明書の前提となる「事業提携・事業

統合」案の作成に着手しました。したがって、買付説明書に記載されている「事業提

携・事業統合」の内容に関する検討期間は約 3 ヶ月ですが、既述の通り、貴社との事

業提携・事業統合に関する基本的な考えは、平成 19 年 2 月頃より調査・分析・検討

を行っており、その期間は約 1 年となります。 
 

なお、本質問 8-(1)のなかで「平成 20 年 2 月 18 日に貴社買付説明書を突然
．．

当社に

送付し」（傍点当社）とありますが、下表のように、本買付説明書に先立って、平成
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19 年 11 月より、貴社小佐野社長及び谷渕常務取締役には、当社社長・原より数回に

渡って「貴社との協業・経営統合の検討を行うこと」及び「そのための検討チームの

組成」を直接打診しております。したがって、もし、貴社が、当社の今般の事業提携・

事業統合の提案を「突然」のものであると受け止めているのであれば、大きな驚きで

あります。また、同様に、貴社が平成 20 年 2 月 25 日付けで行ったプレスリリース（「株

式会社原弘産の平成 20 年 2 月 18 日付プレスリリースの内容について」）の中で、「過

去において、原弘産から当社に対し、原弘産プレスリリースに記載されるような内容

の事業提携・事業統合の申し入れがなされた事実はございません。」との記載につい

ても、事実と異なることを公表する貴社現経営陣の意図を測りかねているところでご

ざいます。 
 
【事業提携・事業統合の提案に関する流れ】 

日付日時 事実関係 
平成 18 年 9 月 7 日 ・当社が井上投資の完全子会社化を発表 
平成 18 年 9 月末頃 ・当社社長・原が貴社・小佐野社長と面識のある当社社

員を通じて面談の申出をするが、拒絶される 
平成 18 年 9 月末以降 ・当社社長・原が、様々な知人を介して、複数回にわた

り、今後の相互協力体制を考えたいという目的で、貴

社・小佐野社長との面談をお願いするが、かなわず。

平成 18 年 11 月 27 日 ・初めて、貴社・小佐野社長、小林専務及び横川経営企

画室長と当社社長・原が面談する。 
・当社社長・原から資料を基に当社の事業説明などを

行ったものの、貴社からは、資料などの提示もなく、

名刺交換のみの対応に終わる 
平成 18 年末ごろ ・貴社・小佐野社長が特に事前のアポイントメントなく

当社に来社。 
・当社部長職より、当社の現状などを伝える 

平成 19 年 5 月 28 日 ・貴社・小佐野社長及び横川取締役が当社（下関）に来

社。・初めて貴社の決算説明を受ける。当社社長・原

及び常務取締役・浜崎が応対 
平成 19 年 11 月 19 日 ・貴社・小佐野社長及び谷渕常務取締役が、中間決算説

明のため当社（下関）に来社 
・決算説明後の昼食会の席上、当社社長・原から、協業、

経営統合の協議を行うことを打診 
平成 19 年 11 月 20 日 ・前日に続き再度、当社社長・原から貴社小佐野社長様

に架電。再度、経営統合の協議を行うことを打診 
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平成 19 年 11 月 21 日 ・再々度、当社社長・原から貴社小佐野社長様宛の電子

メールにより、経営統合の協議を行うことを提案 
・貴社小佐野社長様から、協業・経営統合を検討する意

向が無い旨、電子メールにて回答 
平成 20 年 1 月 23 日 ・貴社株式を取得（質問：1-(16)参照）したことを、当

社・常務取締役浜崎から貴社谷渕常務あて架電のうえ

連絡。併せて、浜崎から「引き続き友好的な関係を維

持したい」旨を表明 
平成 20 年 1 月 25 日 ・当社社長・原から貴社小佐野社長に架電で同年 1 月

29 日に面談の依頼をするも、実現せず 
 

2．買付説明書の提出、公表が午後７時以降であったことについて 
貴社に対する事業提携・事業統合の提案書及び買付説明書の提出、並びにこれらの

適時開示については、当初、平成 20 年 2 月 18 日（月）16 時頃を目処に行うよう作

業を進めておりました。もっとも、本件提案の性質上、「貴社をはじめ、貴社株主様、

当社株主様、ならびに投資家様にとってより一層分かりやすい体裁にすべき」との観

点から、適時開示資料の様式を本番の公開買付に準じたものにすべく、原稿の修正（様

式の変更、及びこれにともなう記載データの追加、表現の修正、字句の修正を含む。）

を行いましたが、ほぼ全面的な書直しに近いものであり、 終原稿の完成までに多大

な時間を要しました（なお、この原稿の修正に伴い、適時開示原稿の前提となる「買

付説明書」の修正も行いました）。このような経緯により、貴社に対する買付説明書

の提出、ならびに適時開示の時刻が午後７時以降になりました。 
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質問：8-(2) 
 貴社の平成20 年2 月18 日付プレスリリース4 頁の記載によれば、貴社は、当社の賛同

を得ることを条件として本公開買付けを実施する旨の記載がございますが、これは当社取

締役会が賛同意見の表明を行わない限り、貴社らが本プランの対象となる買付け等（本プ

ラン3．(1)(a)①及び②）を行うことはないという理解でよろしいでしょうか。 
【回答】 

当社プレスリリースにおける「日本ハウズイングのご賛同」とは、貴社の取締役会だ

けではなく、貴社の株主総会をも含む、貴社の適切な機関によるご賛同の意思決定とい

う意味で用いております。 
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質問：8-(3) 
 貴社は、貴社買付説明書の提出に関連して、三井法律事務所の助言を得られているようで

すが、その他財務アドバイザー、コンサルタント等の専門家の助言も得られていますでし

ょうか。 
【回答】 

当社は今回の買付行為を実行するにあたり、法令を遵守し、また貴社の導入されてい

る大規模買付に関するルールに則り、適法に買付けを行うため、法律面のアドバイザー

として三井法律事務所の助言を受けております。一方で経営分析、財務分析、事業計画

及び企業価値評価などの点に関しましては、当社が通常の経営・業務執行において有す

る人材（役職員、顧問等）の持つ知識、経験、及び各種外部情報の活用などにより、主

体的に調査・分析・検討を行った上で、買付説明書を作成いたしました。 
したがって、本件のために特に外部の財務アドバイザー及びコンサルタント等の専門

家と特別な契約等は行っておりません。 
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質問：８-（4） 
 株式会社ランドマーク（以下「ランドマーク」といいます。）の平成20 年1 月29 日付、

平成20 年2 月26 日付及び平成20 年3 月3 日付の各大量保有報告書の変更報告書によれ

ば、ランドマークは、平成19 年12 月17 日以降継続して当社株式を市場内取引により取

得し、平成20 年2 月25 日現在で当社株式を1,212,600 株（8.26％）保有しています。 
また、ランドマークは、株式会社合人社計画研究所（以下「合人社」といいます。）の関

連会社であり（合人社のホームページ：http://www.gojin.co.jp 参照）、ランドマークの

当社株式取得に関連して、合人社グループ（上記合人社のホームページに記載されている

合人社の関連会社をいい、ランドマークを含みます。以下同じです。）の会社からランド

マークに対して貸付が行われています（上記各変更報告書参照）。 
さらに、貴社は、合人社に対して貴社が事業主である物件の管理を委託（上記合人社のホ

ームページ「主な管理物件の事業主及び取引先」参照）し、また貴社の連結子会社である

株式会社原弘産PFI インヴェストメント（貴社の第21 期有価証券報告書参照、以下「原

弘産PFI」といいます。）には、合人社が出資をするとともに（貴社買付説明書別添2 参
照）、合人社及びランドマークの取締役が原弘産PFI の取締役を兼任していると思われる

等、貴社と合人社の間には密接な取引関係があると理解しております。 
以上の理解が正確か否かを含め、貴社と合人社及びランドマークを含む合人社グループと

の関係について、詳細かつ明確にご説明ください。とりわけ、貴社提案事業提携等又はそ

の他貴社買付説明書に記載される事項に関連して、合人社グループが現在関与し又は今後

関与する可能性がある事項（当該事項には、貴社と合人社グループとの間の貴社提案事業

提携等その他の貴社買付説明書に記載される事項に関する協議、当社と合人社グループと

の間の事業上の提携・事業統合等の検討又は合人社グループの貴社提案事業提携等への賛

同を含みますがこれらに限られません。）がもしあれば、その内容（今後の予定を含みま

す。）について、具体的かつ詳細にご説明ください。 
【回答】 

上記質問の第一段落に記載のランドマークに関する事実については、公開情報を踏ま

えると、貴社ご指摘の通りだと思われます。 
第二段落目に記載の事実については、当社と合人社とは、かつて、株式会社原弘産PFI

インヴェストメントに当社が80％、合人社が20％の割合で共同出資するという関係があ

りましたが、株式会社原弘産PFIインヴェストメントにおける受注案件は現在のところ

なく、同社は実質的には休眠状態にあります。また、貴社は、合人社に対して当社が「事

業主である物件の管理を委託」していると主張されていますが、貴社もご存知の通り、

当社は開発・販売する分譲マンションについて分譲時に管理業者として合人社を推薦す

ることはあっても、当社が合人社との間で管理委託契約を締結することはありません

（質問1-（15）に対する回答ご参照）。また、当社は、合人社を推薦することにつき、
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合人社との間で提携契約等を締結している事実はなく、当社が合人社を推薦することに

ついて同社から何らかの対価を受領することもありません。以上の次第であり、当社と

合人社との間には、何ら「密接な取引関係」はございません。 
 

また、当社が提案する事業提携・事業統合の内容及びその他当社が貴社に提出した買

付説明書に記載する事項に関連して、合人社グループが現在関与しているものはなく、

今後関与する可能性がある事項もありません。 
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質問：８-（５） 
 上記1.(15)記載のとおり、買付者等である井上投資は、平成19 年2 月23 日、当社株  

式650,000 株を市場外取引により処分しています。また、当社第43 期中半期報告書及び

第43期有価証券報告書によれば、ランドマークは、平成18 年9 月30 日現在では、当社

の上位10 位以内の大株主となっていませんでしたが、平成19 年3 月31 日現在で当社株

式を701,600 株保有しており、同期末において初めて当社の上位10 位以内の大株主と

なっております。井上投資の上記当社株式650,000 株の処分と、ランドマークが上記のよ

うに当社の大株主となったことの関連の有無について、明確かつ具体的にご説明くださ

い。 
【回答】 

井上投資は、平成19年2月頃、資金繰りの都合から、保有する貴社株式の売却を検討

していましたが、貴社株式は市場での取引量が少なく、井上投資が希望する株数の一括

売却は市場では難しい状況にありました。そこで、証券会社を通じて売却先を探したと

ころ、ランドマークより譲受けの打診を受けたため、証券会社を通じたクロス取引によ

り、同月23日、貴社株式650,000株を1株当たり779円でランドマークに売却しました。 
質問1-(15)に対する回答も、あわせてご参照下さいますよう、お願い致します。 
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番号：8-(6) 

質問 平成20年3月12日付で貴社より提出されました大量保有報告書（変更報告書）による

と、平成20年2月18日付で貴社が貴社買付説明書提出後も、市場内又は市場外にて当

社株式の買付けを継続されていること（かかる一連の買付けを「貴社追加買付け」

といいます。）が確認されました。貴社追加買付けの目的及び貴社買付説明書に記

載される本買付けとの関係についてご説明下さい。また、貴社追加買付けの一部と

して、平成20年3月10日に市場外で当社株式320,100株を同日の当社株式の終値より

も50円高い970円で取得されていますが、当該取得の経緯（取得交渉の開始時期、期

間、方法等を含みます。）、条件、方法、取得価格決定の根拠、相手方の名称及び

相手方と貴社との関係等についてご説明ください。  

【回答】 
1．買付けの目的について 

当社は、貴社との事業提携・事業統合を進めるためには、貴社との資本関係を強化

する必要があると考えて、20％未満の持株比率を限度として市場での買付けを行って

います。 
 

2．買付けと当社買付説明書に記載した本公開買付けとの関係について 
当社は現在、貴社の株式を 20％以上購入する意図はございません。そして当社とい

たしましては、貴社の「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」（以

下「本プラン」といいます。）を遵守した上で、貴社の株式を市場で買い付けておりま

す。なお、本プランに定められたプロセスを経て、貴社のご了解が得られた時点で、

市場での買付けは停止して、買付説明書記載の公開買付けへと移行していくことを予

定しております。 
したがいまして、当社といたしましては、現段階で貴社株式を、保有比率が 20％に

満たない範囲で、売買することは本プランに抵触しないと認識しており、この点につ

いては顧問弁護士にも確認しております。貴社現経営陣が、一方で、本プランの公表

時には、対象となる貴社株式の大量取得を 20％以上と定義して株主総会や東京証券取

引所等への説明を行っておきながら、他方で、本プランを適用する場面では、未だそ

の比率に至っていない株主に対しても新たに制約を課そうとすることは、自ら公表し

た本プランを自らの手で破るに等しく、まったく根拠のない主張であると考えます。

今一度貴社の顧問弁護士とも相談の上、自ら公表した本プランの内容を、正しくご理

解いただきますようお願い申し上げます。 
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3．平成 20 年 3 月 10 日付けの当社による貴社株式 320,100 株購入について 

(1)経緯、条件・方法の決定の根拠 
証券会社を通じて、当該 320,100 株の購入打診が、平成 20 年 2 月下旬～3 月

上旬にありました。 
公平性を確保するため、①市場価格に準じた価格とすること、かつ②本公開

買付けにおける「買付等の価格」である 1,000 円/株を下回ることを条件として

当該証券会社を通じて購入の意向を伝えたところ成約となりました。 
なお、取引の方法は市場に与える影響を考慮し立会外取引（ToSTNet）による

ことにしました。 
 

(2) 取得価格決定の根拠 
 上記の通り、公平性を確保するため市場価格に準じた価格による取引を希望

しておりました。実際に成約した株価は 970 円です。 
 この点、平成 20 年 3 月 10 日6前場終了後の貴社株式終値は 910 円であり、平

成 20 年 2 月 21 日7～3 月 7 日における貴社株式の終値レンジは 891 円～1,025
円、平均値は、931 円です。これらの株価データから、当該取引株価は市場価

格として妥当な価格であったと認識しております。 
 
(3) 相手方の名称及び相手方と当社の関係等 

証券会社を通じた匿名での購入打診であったこと、ならびに取引も ToSTNet
を通じたものであったことから、当社も相手方を把握できません。 
念のため申し添えますと、当該証券会社についても、それがどこであるかに

ついては、先方証券会社様のお立場（守秘義務等）があるでしょうから、公表

は控えさせていただきます。 

                                                  
6 当該 320,100 株の取引を行ったのは 3 月 10 日の前場引け後。 
7 当社が貴社に対して買付説明書を提出した平成 20 年 2 月 18 日の翌営業日から、貴社株

式の取引が成立せず（いわゆる「ストップ高」）、２月 18 日以降で始めて終値がついたのは

同年 2 月 21 日。 
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番号：8-(7) 

質問 当社が貴社らに対して送付した平成20年3月14日付「要請及び追加質問事項のご回答

のお願い」と題する書面により、当社が貴社に対して要請した事項（同書記載の「当

社は貴社に対し、本プランに従い本公開買付けを実施することが可能になるまで、

市場内又は市場外にて当社株式の買付けを行われないよう、要請いたします。」と

の要請）についての、貴社におけるご対応方針について、その理由も含め、明確か

つ具体的にご説明ください。  

【回答】 
質問２-(3)に対する回答で述べたとおり、貴社現経営陣からの本ご要請は、自ら公表

した本プランを自ら破るに等しいものであって、従う必要はないものと考えております。

当社は、本プランに抵触しない範囲、すなわち当社及び井上投資が保有する貴社株式の

割合が20％未満である限度まで貴社株式を購入したいと考えております（ただし、その

時期につきましては、公開買付けの急速買付けに係る規制に抵触しない範囲で）。理由

は以下の通りです。 
 
第一に、当社が買付説明書を提出した後に行った貴社株式の取得が、本プランに定義

する「買付等」に該当するという疑いをお持ちだとすれば、それは明らかに誤った解釈

です。当社は現在、貴社の株式を20％以上購入する目的で買付を行っておりません。当

社は、あくまでも、今後本プランに定められたプロセスを経て、貴社のご了解が得られ

た時点で、市場での買付は停止して、買付説明書記載の公開買付へと移行していくこと

を予定しております。したがいまして、当社といたしましては、現段階で貴社株式を、

保有比率が20％に満たない範囲で売買することは、本プランに抵触しないと認識してお

ります。 
 
第二に、貴社は、当社による貴社の株式取得が「貴社の株主の皆様にとって、本買付

け説明書に基づく事業提携・事業統合を把握することを検討するに際し、いたずらに混

乱をもたらし、十分に時間をかけて正確な事実関係を把握することの妨げとなっている

可能性がある」とのご懸念（以下「ご懸念」という。）を抱かれたようでございますが、

その内容及び理由が全く理解できません。当社は、当社のホームページにおきまして、

今回の貴社株式の大量取得に関する情報を積極的に開示し、貴社の株主及びステークホ

ルダーの皆様並びに当社株主及びステークホルダーの皆様から多くのご質問、ご意見を

お受けしておりますが、これまでのところ、貴社の「ご懸念」に関連したご質問やご意

見は一切頂戴しておりません。またＩＲを通じてコンタクトがある投資家、アナリスト

の皆様及び当社の株主様にもご意見をうかがったところ、今回の貴社の「ご懸念」は全

く意味不明であるとのご意見をいただいております。貴社におかれましては、今回の当
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社による買付提案に関してホームページでの具体的な説明や質問の受付、及び投資家向

けＩＲ活動などは特に行っていないと伺っておりますが、具体的にどのような株主様か

ら、どのような理由で、混乱や熟慮における妨げが生じるというご意見をいただいたの

か、是非ともご教示いただければ幸いです。 
 

ところで、当社が認識している情報によれば、むしろ、貴社の株主様の一部におかれ

ましては、貴社の経営陣が当社の買付提案に不賛同を表明し、当社が公開買付けを断念

することで貴社の株価が大幅に下落してしまうのではないかという危惧を抱いている

ようです。貴社の市場株価が当社の買付説明書提出後も買付価格を大きく下回っている

ことも株主様におけるそうした危惧の現れかと考えられます。当社といたしましては、

できるかぎり早期に本買付けに対するご賛同をいただき、予定買付価格（1株当たり

1,000円）にて貴社株主様からの応募をお受けすることが株主様の皆様に対する 善の

対応であると考えております。したがいまして、貴社におかれましても、できるかぎり

早期に本買付けをご検討の上、ご賛同いただくよう重ねてお願い申し上げます。なお、

買付けにご賛同していただいた場合には、それ以降は、公開買付けにより予定の株式保

有比率までの取得を目指す所存ですが、ご賛同をいただくまでは、あくまで本プランを

遵守し、20％までの買付けは継続いたします。ただしその際にも、法令及び本プランを

遵守した上で、また買付価格を上回る株価での取得はせず、貴社株主の衡平な取り扱い

に配慮いたします。またそうした対応が、当社の株主への説明責任を果たすことにもつ

ながるものと考えております。 
 

以上 



（別表） 業績予想のサマリー
＜ケース１＞ （単位：百万円）

07/3期 08/3(CE) 09/3（E) 10/3（E) 11/3（E) 12/3（E) 13/3（E) 14/3（E) 15/3（E) 平均成長率

売上高 108,136 66,400 64,788 68,544 70,369 72,268 74,243 76,296 78,432 -3.9%
ﾏﾝｼｮﾝ管理 28,590 29,900 31,096 32,340 33,633 34,979 36,378 37,833 39,346 4.1%

ﾋﾞﾙ管理 4,473 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 -0.2%

賃貸管理 3,316 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 0.7%

営繕工事 11,684 12,300 12,792 13,304 13,836 14,389 14,965 15,563 16,186 4.2%

開発建設 60,071 16,300 13,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 -15.9%

営業利益 3,457 3,000 2,914 3,177 3,265 3,355 3,449 3,547 3,649 0.7%

当期利益 1,102 1,250 1,019 1,124 1,091 1,150 1,192 1,236 1,282 1.9%

EPS（円） 75.1 85.2 69.4 76.6 74.3 78.3 81.2 84.2 87.3 1.9%

＜ケース２-①＞

07/3期 08/3(CE) 09/3（E) 10/3（E) 11/3（E) 12/3（E) 13/3（E) 14/3（E) 15/3（E) 平均成長率

売上高 108,136 66,400 51,788 53,544 55,369 57,268 59,243 61,296 63,432 -6.5%
ﾏﾝｼｮﾝ管理 28,590 29,900 31,096 32,340 33,633 34,979 36,378 37,833 39,346 4.1%
ﾋﾞﾙ管理 4,473 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 -0.2%
賃貸管理 3,316 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 0.7%
営繕工事 11,684 12,300 12,792 13,304 13,836 14,389 14,965 15,563 16,186 4.2%
開発建設 60,071 16,300 0 0 0 0 0 0 0 n.a.

営業利益 3,457 3,000 2,595 2,728 2,812 2,900 2,992 3,087 3,186 -1.0%

当期利益 1,102 1,250 1,021 1,182 1,221 1,260 1,301 1,344 1,389 2.9%

EPS（円） 75.1 85.2 69.6 80.5 83.1 85.8 88.7 91.6 94.6 2.9%

＜ケース２-②＞

07/3期 08/3(E) 09/3（E) 10/3（E) 11/3（E) 12/3（E) 13/3（E) 14/3（E) 15/3（E) 平均成長率

売上高 108,136 66,400 64,788 61,544 55,369 57,268 59,243 61,296 63,432 -6.5%
ﾏﾝｼｮﾝ管理 28,590 29,900 31,096 32,340 33,633 34,979 36,378 37,833 39,346 4.1%

ﾋﾞﾙ管理 4,473 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 -0.2%

賃貸管理 3,316 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 0.7%

営繕工事 11,684 12,300 12,792 13,304 13,836 14,389 14,965 15,563 16,186 4.2%

開発建設 60,071 16,300 13,000 8,000 0 0 0 0 0 n.a.

営業利益 3,457 3,000 2,945 2,893 2,812 2,900 2,992 3,087 3,186 -1.0%

当期利益 1,102 1,250 944 986 1,086 1,260 1,301 1,344 1,389 2.9%

EPS（円） 75.1 85.2 64.3 67.2 73.9 85.8 88.7 91.6 94.6 2.9%

＜ケース３＞

07/3期 08/3(E) 09/3（E) 10/3（E) 11/3（E) 12/3（E) 13/3（E) 14/3（E) 15/3（E) 平均成長率

売上高 108,136 66,400 65,034 62,191 56,461 58,851 61,368 64,020 66,813 -5.8%
ﾏﾝｼｮﾝ管理 28,590 29,900 31,096 32,340 33,633 34,979 36,378 37,833 39,346 4.1%

ﾋﾞﾙ管理 4,473 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 -0.2%

賃貸管理 3,316 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 0.7%

営繕工事 11,684 12,300 13,038 13,951 14,927 15,972 17,090 18,286 19,567 6.7%

開発建設 60,071 16,300 13,000 8,000 0 0 0 0 0 n.a.

営業利益 3,457 3,000 2,951 2,909 2,837 2,937 3,041 3,150 3,264 -0.7%

当期利益 1,102 1,250 989 1,036 1,187 1,277 1,323 1,372 1,424 3.3%

EPS（円） 75.1 85.2 67.4 70.6 80.8 87.0 90.2 93.5 97.0 3.2%




