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株式会社カテリーナ・イノウエからの質問書に対する当社回答書の公表について 

 

 

平成 20 年 6 月 2日付プレスリリースでお知らせしましたとおり、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）の主要株主である株式会社カテリ

ーナ・イノウエ（以下「カテリーナ・イノウエ」といいます）から寄せられた質問書に対

する当社の回答（以下、「当社回答書」といいます）を平成 20 年 5 月 30 日にカテリーナ・

イノウエに提出いたしました。つきましては、別紙の通り、当社回答書の内容を公表いた

します。 

 

なお、カテリーナ・イノウエから、平成 20 年 5 月 31 日付「回答書の受領のご通知及び

お願い」と題する文書により、日本ハウズイングが未だカテリーナ・イノウエに対して回

答書を送付していないこと、ついては情報開示の公平性の観点から、原弘産の回答書の開

示は日本ハウズイングからの回答書と同時期に行うほうが適切と考える旨の依頼を当社が

受けて公表を控えておりましたが、本日、カテリーナ・イノウエの代理人弁護士から、日

本ハウズイングから回答書が提出されたとの報告を受け、本日、公表することといたしま

した。 
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＜共通質問＞ 

 

１．上場以来の貴社の事業実績（売上、営業利益、経常利益、当期純利益、EPS 等）を示し

た上で、その成果に対する経営陣の評価をご説明ください。 

＜回答＞ 

 弊社は、2001 年 9 月の上場以来、お客様に喜んでいただけることを第一に考え、事業を

伸ばして、社員の生活を豊かにして、地域社会の発展に貢献し、結果として株主様への利

益を 大化するような、成長型の経営を目指してまいりました。 

 その間の実績は、表１の通りです。 

 

表１：上場以来の業績推移                      （単位：百万円） 

  2001/2 2002/2 2003/2 2004/2 2005/2 2006/2 2007/2 2008/2

売上 3,849 6,300 6,847 8,485 10,093 25,911 52,841 55,338

営業利益 328 452 464 622 811 1,877 3,433 1,586

経常利益 275 306 310 502 1,019 1,903 3,065 181

当期利益 137 178 174 241 585 1,014 1,959 83

EPS（円） 142,377 44,771 31,974 17,111 18,151 8,411 15,464 650

配当（円） 5,000 7,500 9,545 5,000 3,750 2,663 2,500 5,000

 

２．貴社の上場以来、昨年末（平成 19 年 12 月末）までの配当実績・株価パフォーマンス

実績について示した上で、上場以来、継続保有した株主に還元した年平均リターン（幾

何平均または複利換算利回り）を計算して、その成果に関する経営陣の評価についてご

説明ください。 

＜回答＞ 

 上場以来、弊社の株主に還元された配当及び株価の上昇については、表２の通りです。

これまで株主還元のために、株式分割も行っており、その結果上場以来保有していただい

た株主の株数は、13.2 倍に増えております（修正倍率）。また、配当は株式分割を考慮する

と、2007 年 2 月期の簿価配当利回りは 11.0％となり、2008 年 2 月期では、22.0％となりま

す。 

 表２：上場以来株主パフォーマンス 

  2001/9 2002/2 2003/2 2004/2 2005/2 2006/2 2007/2 2007/12 2008/2 

株価 300,000 250,000 238,000 262,000 547,000 360,000 204,000 170,000 231,000

修正倍率   1.00 1.10 2.20 4.40 13.20 13.20 13.20 13.20

修正株価 300,000 250,000 261,800 576,400 2,406,800 4,752,000 2,692,800 2,244,000 3,049,200

配当収入   7,500 10,500 11,000 16,500 35,152 33,000 n.a. 66,000

利回り   2.50% 3.50% 3.67% 5.50% 11.72% 11.00% n.a. 22.00%
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株価の上昇を考慮したトータルリターンにつきましては、年平均リターン（幾何平均ま

たは複利換算利回り）によって計算するということですので、配当と修正株価のキャピタ

ル・ゲインからリターンを算出しました。具体的には、各期の配当が、決算期末に支払わ

れたと仮定し、また平成 19 年 12 月末の修正株価をキャッシュフローとして現在価値に引

き直し、当初投資金額（上場時公募株価）と等しくなる IRR（複利利回り）を算出しました。

その結果は、次の通りです。 

  表３：上場来投資リターン（年率） 

 上場～2007 年 12 月末 上場～2008 年 2 月末 

終配当利回り 11.0％ 22.0％ 

年平均利回り 40.8％ 46.6％ 

 

３．貴社におかれまして、上場以降に業績が予想以上に厳しい結果となった事業年度があ

れば、その期の業績について、それがいかなる理由で発生したのか、その結果に対して

経営陣がいかなる対応策を考えて実践したのかについて、ご説明ください。 

＜回答＞ 

 弊社は、上場以来、公開企業として株主様の利益を 大化すべく、中長期的な成長を目

指して経営を行ってまいりました。お陰様で、上場後 7年間で売上高は 14.4 倍まで成長し、

利益も平成 13 年 2 月期から平成 19 年 2 月期までの 6年間で 14.3 倍まで成長することがで

きました。しかしながら、平成 20 年 2 月期におきましては、営業利益、経常利益、当期利

益とも対前期比で大幅なマイナスとなり、上場以来、初めての減益決算となりました。 

 この原因としては、２つのことが挙げられます。第一に、主力の不動産分譲事業におけ

る収益性の悪化です。弊社の不動産分譲事業は、マンション販売事業を主力とし、不動産

開発事業などを含む事業分野であり、不動産市況の変動によって収益性は変動します。昨

年来の建築基準法の改正や米国サブプライムローン問題による不動産市場への影響を受け

て、マンション契約率や不動産売買市場の冷え込みが影響したものと考えられます。 

 また、第二に、弊社が今後の成長分野として注力している環境事業において、国内外で

風力発電事業の旺盛な需要はあるものの、研究開発費の増加や部品調達の遅れによる納入

の期ずれによって、利益面での貢献が予想を下回ったことが原因として指摘できます。 

 こうした前期の業績悪化に対して、経営陣といたしましては、次のような施策を実施し

ていきたいと考えております。 

１）分譲マンション事業は、収益性を重視した広域展開を目指します。まず、原弘産レジ

デンスによる関東を中心とした東日本での事業展開を実施し、さらに、中国湖南省にお

けるマンション開発プロジェクトの展開により、グループ全体での業績の回復・安定成

長を目指します。 

２）環境事業に関しましては、引き続き、国内、中国を始めとしたアジア地域における販

売拡大を目指していきます。風力発電の市場は、成長の初期ステージにあると考えてお
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ります。引き続き、原弘産ヨーロッパの技術力を向上させ、海外市場での安定した市場

シェアを獲得できるようグループ全体で努力していきたいと考えております。 

  なお、環境事業の新しい中長期事業戦略は今期中に策定して、皆様に開示していくつ

もりです。 

３）マンション・ストックビジネスの展開 

  弊社は、これまで主力のマンション分譲事業によって業績を伸ばしてまいりました。

しかしながら、今後の日本経済の成熟化によって、マンション開発事業の成長性には限

界があり、今後は既存のマンションという資産（ストック）をいかに効率的に運営して

いくかという新たなサービス分野にビジネスチャンスがあると考えております。 

  具体的には、中古マンションの買取り・リフォーム・販売事業ならびに中古マンショ

ンの建替え事業等が考えられます。今回、日本ハウズイングとの事業提携を考えた背景

も、同社の管理組合との緊密な関係を生かして、様々な付加価値サービスを提供するこ

とで同社の成長に寄与できるのみならず、新規の事業分野での収益獲得の機会が増える

可能性があり、今後の成長分野と位置付けております。 

こうした新規事業の開発におきましては、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。

特に、弊社が提唱する｢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、日本ハウズイングと協力しながら、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。 

 

４．貴社経営陣が認識している日本ハウズイングにおける経営上の課題、目標とすべき事

項、経営戦略上の施策などについてご説明ください。 

＜回答＞ 

１）日本ハウズイングの現経営陣の認識 

 今回、日本ハウズイングの経営陣は、当社が本年 2月 18 日に行った「事業提携・事業統

合の提案」を受けて、5 月 13 日に建設開発部門から撤退し、管理系事業に集中して、企業

価値の向上に努めていくことを表明されました。そして「当社の成長戦略」と題する事業

計画をまとめられ、今後 7年間で売上は 694 億円、営業利益は 40 億円へと拡大する計画を

発表するにいたりました。弊社は日本ハウズイングの株主として、同社経営陣が今後の成

長並びに株主価値の向上に努めるという決意を喜ばしく思っております。このような同社

経営陣の決意は、弊社の考える日本ハウズイングの事業計画にも沿ったものと思われます。 

 日本ハウズイングは、創業以来マンション管理事業において、マンション管理組合や区

分所有者の方々からの信頼を獲得し、管理戸数 32.8 万戸を有する業界トップクラスの地位

を築いております。今後も全国規模で管理サービスを提供する同社を始めとした業界大手

の市場シェアは増加することが予想されます。 

しかしながら、弊社は、今後のマンション管理業界の競争環境は変化してくるものと考
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えております。つまり、マンション管理においては、低価格サービス分野の収益性は中長

期的に低下し、高付加価値サービス分野の収益機会は拡大するものと考えます。そして既

存の共有部分のマンション管理事業からその区分所有者であるお客様への幅広いサービス

を含んだ関連事業への広がりを追求することが、成長のためには重要となってくるものと

思われます。 

現実に、業界大手はマンション管理市場の低成長・低収益性を見込んで、より幅広い不

動産管理分野へと進出しています。例えば、東急コミュニティーは、再開発事業や PFI 事

業への進出により、管理事業の成長戦略を描いています。また、大京グループ（大京アス

テージ、大京ライフ）は、マンション管理事業における強みを活かして、マンション買い

取り事業や二次流通事業を本格的に展開し、また居住者向けの各種サービス事業へも参入

しております。 

 一方で、日本ハウズイングは今回発表された「成長戦略」において、主力のマンション

管理事業は、今後7年間で2008年 3月期の売上から年率4.7％の伸びを計画しております。

年率 4.7％の売上の成長は、過去 10 年間の年平均増加管理戸数から見れば、達成可能な数

値であると思われます。これは弊社が既に買付説明書において記載している事業計画の基

本的な考え方とも一致するものです。しかしながら、日本ハウズイングの成長戦略におい

ては、管理事業を成長させる具体的な戦略が見えません。つまり過去 10 年間と異なった環

境が生じる可能性があるにもかかわらず、過去と同じ成果を上げるには、過去とは違った

戦略や戦術が必要になるはずです。 

 この点につき、日本ハウズイングは、マンション管理事業の成長戦略において、次のよ

うな説明をしております。 

① 新築マンション供給数の減少の中で、既存物件における乗り換え需要が増加する。 

② 管理業務の全面外部委託の時代が来る可能性があるため、そのために組織力・財務力・

法令遵守体制・企画提案力が必要になる。 

③ 価格戦略のみならず、顧客満足度の向上を図っていくために、プロ集団として専門性の

高い社員の育成に努めていく。 

④ 不採算案件の収支改善、「新管理者管理方式」「信託活用方式」等のマンション管理の新

たな枠組みなど、新制度への対応を準備する。 

⑤ 友好的な M&A を実施し、スケールメリットを活かした事業運営を追求する。 

⑥ 次期基幹システムを構築中であり、「業務支援システム」と併せて、安定的に高品質な

サービスを提供する。 

 以上の内容を考察すると、主としてマンション管理業界の環境認識とそれに対する抽象

的、総花的な対応について述べるにとどまり、売上の成長、利益改善を実現するための具

体的な戦略は全く説明されておりません。 

 また、第二の柱となる営繕工事部門の成長戦略についても同様です。日本ハウズイング

の成長戦略においては、管理物件の築年数が長くなることから、大規模営繕工事の需要が
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増えると予想しており、管理との一体性及び日頃の管理の評価を高めることにより受注増

に努めると記載しております。また、一般営繕工事・保守については、今後も増加すると

見込まれる管理物件から、資産価値の維持、長命化や防犯・防災への対応、地上波デジタ

ル放送対応、省エネ、緑化、ユニバーサルデザイン等のニーズによって、毎年 4～5％の成

長を見込んでおります。 

 そして、こうした環境における日本ハウズイングの戦略は、次の通りです。 

① 営繕工事担当者のみならず、マンション管理の担当社員に建設施工管理技師等の資格を

取得させること。 

② 現場第一主義のもと、マンション管理組合とのコミュニケーションを一層緊密に取る中

で、営繕工事を受注する機会を増加させる。 

③ マンションの修繕履歴データの整備による修繕周期を明確にして、提案精度を高めるこ

と等により、受注拡大を図っていく。 

④ 開発建設部門からの人材シフトにより、そのノウハウ・経験を活かして、実績を積み上

げる。 

日本ハウズイング経営陣の環境認識は我々の考えるものと同じであり、そうした事業環

境に適切に対応して、今後の成長事業としていくことは非常に重要であります。日本ハウ

ズイングも認識している通り、今後の営繕工事事業は、新規建築工事案件が減少する中で、

大手ゼネコンや他の工事専門業者との間で厳しい競争が予想されます。特に大規模営繕事

業においては、競争は激化しそうです。したがって、これまでと同じ営業体制、企画・提

案力では、価格競争に巻き込まれ、昨今の工事単価の上昇と相俟って、営繕工事部門の利

益率の低下を招くことが懸念されます。したがって、こうした厳しい収益環境の中でいか

に差別化、効率化を行っていくのかが重要になると思われますが、その点について経営陣

からの具体的な戦略は明らかにされていません。 

 さらに、ビル管理事業、不動産管理事業に関しましても、「目に見える」具体性のある戦

略の記載はありません。 

特にビル管理事業は過去 8 年間事業が成長しなかった分野であり、現在はファンド系か

らの受託が中心であるため、オーナーの変更によって管理会社が変更されやすい事業分野

であります。今回の成長戦略によれば、「全国 25 支店網を活かした管理システムの強化に

よって、全国的にサービスを展開できるだけの体制を整えた上、全国展開している企業か

らのビルメンテナンス周辺事業を含めた総合受託を推進するとともに、全国の中小物件ま

でターゲットを広げることにより、管理物件数を拡大してまいります。また、リノベーシ

ョン提案の積極的推進と管理機能の多様化に対応した受託ターゲットの拡大、更にコスト

削減、業務効率化等により、顧客満足度を高め、業容の拡大に努めてまいります。」と記載

されております。しかしながら、この記載からは、全く具体的な戦略・施策を読みとるこ

とはできず、あたかも戦略策定のための前段階におけるブレーン・ストーミングに過ぎな

いようにさえ感じられます。 



6 
 

また不動産管理事業につきましても、これまでは賃貸マンション管理が中心でありまし

たが、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。この事業

の成長戦略につきましても、総合不動産管理、生活関連サービス、不動産流通事業の強化

などに努めると記載しておりますが、弊社が先の買付説明書で記載した内容に沿って言い

回しを変えたものと理解でき、日本ハウズイングの経営陣が自ら主体的に考えた戦略とは

言えないのが残念です。 

 

２）弊社の事業計画 

なお、弊社が提出した買付説明書においては、次のような具体的な事業計画目標を掲げ

ております。 

第一に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。 

第二に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。日本ハウズイング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、顧客と日

本ハウズイング双方にとって 適な関係作りを目指したいと思っております。 

第三は、スケールメリットを生かしたコスト削減です。日本ハウズイングの人的効率性

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。 

また第四として、人材の尊重と育成を目標といたします。日本ハウズイングはこれまで、

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まいりました。この創業者

の精神こそ、日本ハウズイング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
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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。 

 そして第五に、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思

っております。具体的には、中古マンションの買取り・リフォーム・販売事業ならびに中

古マンションの建替え事業等です。また、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、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。こうし

た新規事業の開発におきましては、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。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、日本

ハウズイングと協力しながら、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。 

３）日本ハウズイングにおける課題 

 日本ハウズイングは、去る 5月 13 日に、弊社から提案した事業提携・事業統合の申出に

対して、「原弘産グループによる当社株主の買付提案に対する当社取締役会の意見」を公表

されました。その中の「当社の成長戦略」を踏まえて、弊社が認識する日本ハウズイング

における課題について次の３点を指摘させていただきます。 

第一に、安定志向の強いことの裏返しから生じる『イノベーション（革新）力の欠如』

があげられます。創業以来、主力のマンション管理事業で 328,411 戸（2008 年３月末）ま

で管理戸数を伸ばし、大京グループと肩を並べる地位にまで成長したことは、大変立派な

成果として評価できます。しかしながら、競合他社が次々と新しい事業戦略を考え、実行

していくのに対して、日本ハウズイングは保守的で変化に対応する姿勢に欠けることが指

摘できます。 

今回の成長戦略においても、今後の新築マンション市場の動向や競争環境の変化が予想

される中で、これまで通り、中低価格のマンション管理と管理先の営繕工事を中心に事業

展開を図ることを目指しています。勿論、弊社の提案にある新規事業についても成長戦略

において言及しているものの、付け焼刃で戦略に盛り込んだ様子がうかがわれます。 

建設開発部門の撤退も弊社からの買付提案があったことをきっかけに意思決定したこと

は明らかです。また、これまで同業他社が着手してきた管理事業に関連した新たな成長分

野（例えば、ＰＦＩ事業や病院管理等）への進出は、未だに手付かず状態であります。一

方で、日本ハウズイングがアジア経済の成長に目を向けて、台湾と大連に進出したのは 1994

年のことです。そして台湾の合弁会社は現地で 大手の管理会社に成長しています。しか

し、今回の成長戦略において海外事業については何ら言及されておりません。 

弊社は、現在の日本ハウズイングがあるのは過去においてチャレンジ精神や皆で努力す

る社風があったからだと感じております。今回のカテリーナ・イノウエからの質問状と共

にいただいた『わが子を強運にする 51 の言葉』（山下真奈著）を読ませていただくと、故

井上博敬氏は、「おお、それやってみい」と多くの社員や取引先の方々の背中を押してあげ

たようです。今の日本ハウズイングに必要なことは創業時の精神に戻って、役職員がチャ
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レンジできる自由でかつ革新的な雰囲気作りではないのでしょうか。そのためにはまず組

織内での意識改革が必要です。そして、経営者が不断の努力をすることが必要です。そう

したイノベーション力を社内に定着させることが課題といえます。 

第二に『経営陣における主体性の欠如』があげられます。今回の取締役会での意見表明

と成長戦略には、「経営者の魂」が感じられません。弊社の株式算定の基礎となった事業計

画を上回る成長戦略を発表したにもかかわらず、市場株価は全く反応しませんでした。ま

た決算説明会では、長期計画に関する質問は全くでませんでした。つまり投資家やアナリ

ストは今回の成長戦略の中身の実現性について懸念を抱いているか、全く信頼していない

ことがわかります。 

この意見表明と成長戦略における 大の問題点は、経営者が自ら作成したものではない

と感じられることです。これまで何ら戦略的なアピールをすることもなく、株主利益の拡

大に無関心であったにもかかわらず、今回の弊社からの買付提案があったことに対応して、

建設開発部門からの撤退や形式的な成長戦略を掲げても、経営者が自ら株主のために問題

意識を持って決定したのではない、と評価されても仕方がないと思われます。 

決算説明会においても説明があった通り、会社は弊社からの買付提案に対し「原弘産に

よる買付提案が日本ハウズイングの企業価値を著しく毀損し、株主共同の利益に反します」

ということを主張し、さらに実現性について疑問視される「当社の成長戦略」を作成する

ために、弁護士事務所、ＦＡ（フィナンシャル・アドバイザー）それにコンサルティング

会社等に総額で６億円のコストを支払うとのことです。６億円とは、１株当たり 41 円に相

当します。つまりおよそ２年分の配当と同じコストを株主の財産から経営者が使ったこと

になります。勿論、取締役会による表明と成長戦略が評価されて、日本ハウズイングの株

価が 1,000 円を超えるまで上昇して、株主にとって弊社による買付のメリットがなくなる

のであれば、6億円を経営陣が支払ったことも容認されるでしょう。しかしながら、株主・

市場の評価はそうなっておりません。 

そもそも経営者とは、自らが も会社を知り、会社を愛し、そして株主や従業員、顧客

や取引先に対して全ての責任を負える者だと思います。山下真奈さんの著書で、故井上博

敬氏は、真奈さんにこう言っています。「あのな！パパがやらなかったら、誰が会社を経営

するんや！パパがまともに経営しなかったら、会社なんかすぐつぶれるんやで！会社がつ

ぶれたらおまえらが困るんやで！」と。真の経営者とは社員や株主にもこう言える人では

ないでしょうか。 

弊社は日本ハウズイングの経営者に目を覚ましていただきたいと思っております。山下

真奈さんの書かれた故井上博敬氏の心、経営者としての見識を思い出し、一日も早く日本

ハウズイングを更なる成長へと導くよう、主体的な経営をされることを望んでおります。

そのためにも弊社は日本ハウズイングの株式を買付けて、日本ハウズイングの確たる成長

をサポートしていきたいと思っております。 

第三に『人財の育成に関する工夫と努力』が課題だと思っております。これからの総合
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的な管理サービスを目指すためには、これまでと同じやり方では他社と競っていけません。

日本ハウズイングはマンション管理事業において「現場第一主義」という姿勢を掲げてい

ます。しかし、この「現場第一主義」という言葉は具体的な戦略の中で明確に定義されて

おりません。今回の「当社の成長戦略」の中でも「当社としては、価格戦略のみならず、

顧客満足度の向上を図っていくために、これからも一層現場第一主義に徹して、マンショ

ン管理のプロ集団として専門性の高い社員の育成に努めてまいります。」という記述があり

ます。 

この記述から察すると、経営陣の考える現場第一主義とは、フロントマンを始めとした

顧客との接点である社員に対して、プロとしての専門性を高める人材育成を行うことだと

理解できます。しかしながら、日本ハウズイングの経営者の全員がこうした現場を経験し

ているのでしょうか。フロントマンや管理人が社内で尊敬される人事制度や報酬体系にな

っているのでしょうか。弊社は、日本ハウズイングの株式を取得した後に、まず経営陣に

助言・サポートしたいことは、人事制度の見直しや組織の活性化です。 

故井上博敬氏が代表の頃は、役職員皆がやる気を持って仕事に打ち込める社風があった

と聞いております。山下真奈さんの著書によれば、故井上代表は「正月は心をひとつにす

る絶好のチャンス」と言って、自宅に会社の幹部の方々20 名以上を招き、幹部みんなが新

しい気持ちになって、新しい目標を掲げていたと書かれております。経営者そして幹部が

目的と目標を一致させることが大切だと、故井上代表は考えていたようです。 

このように幹部がミッションを共有し、共通の問題意識を持ち、そしてそのミッション、

問題意識を社員全体に伝えていくことによって、一体感、団結力、チームワークが生まれ

るものと考えられます。このような幹部から社員全体までの一体感を醸成することも真の

人財を社内で育成するためには不可欠な要素だと感じています。 

 

５．貴社経営陣が考える上場企業における、企業価値の考え方及びコーポレートガバナン

スについて簡単にご説明の上、いわゆる「同族経営」に対する考え方を示してください。 

＜回答＞ 

１）上場企業の企業価値について 

 上場企業の企業価値とは、狭義には「株主価値」または「株主価値＋有利子負債価値」

という純粋経済的価値を指します。株式会社では本来株主が 終的な経済的リスクを負う

ものであり、株主総会において会社経営者である取締役や会社の基礎的取決めである定款

が決定されることになります。そこで株主価値を上げることが株主にとっての 大の関心

事であり、経営者は配当と株価上昇によって株主に対して報うべき責任を負うことになり

ます。 

 したがって、本件質問状の共通質問の２.で回答した結果が上場企業として株主に提供し

たリターンということになります。一般に株主が株式会社に要求するリターン（株主資本

コスト）は６～10％程度といわれております。それは、銀行貸出金利や社債金利よりも高
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いのは当たり前です。企業経営者は、その要求リターンを上げなくては、株主の期待に応

えたことにはならないと考えるべきです。 

 また広義の「企業価値」とは、株主以外のステークホルダー（利害関係者）にとっての

価値を含んだ概念だと考えられます。株式会社の役員や従業員、それに顧客や取引先、さ

らに国・自治体や地域社会もステークホルダーに含まれます。株式会社は、そうした利害

関係者に対しても経済的な対価やサービスの提供などを通じて、価値を提供していくこと

が求められます。 

 弊社は、まず株主様の要求リターンを満足させることを第一に考え、また同時に全ての

ステークホルダーへの貢献、価値提供をバランスよく行うことが株式会社の責務だと思っ

ております。 

２）コーポレートガバナンスについて 

 コーポレートガンバナンス（企業統治）に関しましては、上記の広義のステークホルダ

ーへの企業価値創造を実現するために、株式会社が考えるべきシステムであると考えます。

すなわち、株式会社は取締役によって経営されますが、その取締役が企業価値を向上させ

るように、またステークホルダーに対して貢献するように、監視するシステムこそがコー

ポレートガバナンスです。 

 コーポレートガバナンスがしっかりと機能するには、取締役会が適正に運営されること

が必要です。そのためには取締役の人選並びに適正規模が大切であり、取締役会において

活発で真剣な議論が行われることが必要です。また株式会社と株主とのコミュニケーショ

ンも大切です。もっとも、株式会社によっては、取締役や社員、それに会社と親しい取引

先等が多くの株式を保有して、事実上株式会社の株主総会を取締役がコントロールできる

ような会社も多いようです。そのような株式会社では一般株主のための経営が行われず、

経営者が保身に走ったり、株主である取引先が取引関係によってメリットを受けたりする

ことで、一般株主の権利が害される可能性が生じます。そのような株式会社は上場企業で

あれば、株価は長期的に低迷することが多いようです。 

３）「同族経営」について 

 日本の上場企業においては、会社の創業者の親族が世襲などによって会社の経営を受け

継ぐ「同族企業」が比較的多いようです。弊社も代表取締役が創業者であり、その親族も

役職員として勤務しております。 

 いわゆる「同族経営」には、メリットもデメリットもあると考えられます。つまり、創

業者一族の優秀な人材が「家業」を必死に承継して、さらに成長させるという強い使命感

を持って経営に当たる場合は、サラリーマン経営者に経営を任せるよりも、真摯に経営が

行われることが期待できます。 

 一方で、社長の親族であるというだけで、経営者としての責任感や能力がないにもかか

わらず、経営者になることは問題です。株式会社の中でも株式の全てを創業者一族で保有

する閉鎖会社では、株主である一族のリスクで事業承継を行うことは許されるかもしれま
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せんが、公開会社ではそうした無責任な世襲制度は許容されません。弊社は上場会社とし

て、株主を始め、従業員、顧客、取引先などのステークホルダーに対して責任を果たせる

人材が経営者になるべきだと考えております。 

 

６．日本ハウズイングにおけるこれまでの株主に対する情報開示姿勢、株主還元実績につ

いて、どのように評価しているか。また考えられる現状の問題点を指摘した上で、今後

新たな企業価値を創造していくための課題と施策についてご説明ください。 

＜回答＞ 
 日本ハウズイングはこれまで、上場企業として適切な法定開示、適時開示を行ってきた

と考えます。しかしながら、株主数や株式流動性が少なく、一般株主・機関投資家向けの

ＩＲという点では、やや努力不足だと思われます。この主たる原因は、株式の多くを創業

家や取引先銀行等で保有しており、流動株式が少なかったため、一般個人株主や機関投資

家への自主的な情報開示には積極的になる必要がなかったからかもしれません。 
 また、日本ハウズイングの株主還元策については、再考が必要だと思われます。配当性

向は、今期は業績が予想を下回ったことにより 34.5％となりましたが、過去は概ね 20％台

と低水準でした。また自社株買いは行っておりませんが、今年の 2 月に発表した自社株式

のＴＯＢはその意図や目的が不明確で、しかもそのコストに 90 百万円（1 株当たり 6 円）

も費やしたことは、株主として賛同できません。 
 今後、企業価値を創造していくためには、次のことを考えるべきでしょう。 

① 株主・投資家向けＩＲを積極的に行う 

積極的なＩＲによって、企業の認知度が上がり、またＩＲを通じて株主や投資家・アナ

リストからの様々な情報を得ることで、経営に対する評価・意見を知ることができます。 

② 配当性向を 40％から 50％程度に引上げる 

  今後の成長性、収益性、負債比率、株主資本コストなどから考えて、内部留保率は下

げることが合理的であると考えられます。 

③ 株式分割・株式無償割当てなどによる株主還元を実施する 

増配と株式分割などを併用することで、株主還元を拡大していくことが必要です。 

④ 株主数の増加策を考える 

弊社の公開買付が行われた場合でも、また公開買付が行われない場合であっても、現在

の株主数を増加させて、株式の流動性を高める必要があります。 
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＜個別会社様向け質問：株式会社原弘産への質問＞ 

 

１．日本ハウズイングからの 5月 13 日付けの「原弘産グループによる当社株式の買付提案

に対する当社取締役会の意見」（以下、「日本ハウズイング取締役会意見」とします。）

の中で“不動産短期売買について”の実態について指摘があります。このような不動産

短期売買を行う目的・方針などを教えてください。 

＜回答＞ 

 弊社のマンション分譲事業に関しましては、土地の仕入れから企画、建設、分譲販売と

いう全てのプロセスを全て自社で行うものもあれば、土地の仕入れ後の環境変化、採算性、

販売環境などの観点から、他社と共同で事業を行ったり、他社へ売却したりすることもあ

り、機動的な事業展開を行いつつ、限られた人材で成長を実現してまいりました。その中

で土地取得後の保有期間が比較的短期になった物件も存在することは確かです。 

 しかし、このような不動産物件の早期の流動化や不採算性物件の早期売却は、中堅のマ

ンション開発事業者においては、収益性を確保するための事業戦略であり、一旦仕入れた

限り、採算に関係なく、自社で開発・建設・分譲のリスクを全て担うことは、リスクが大

き過ぎると考えられます。マンション開発はある意味で時間が勝負であり、売れない開発

事業を長期にわたって継続すれば、資金繰りが厳しくなり、会社にとって取り返しがつか

ないリスクを抱えることになります。 

 したがって、弊社はマンション分譲事業においては、時間とリスクと収益と資金繰り等

を重視した上で投下資本リターンを 大化するような、プロジェクト管理を行っておりま

す。よって、当初から不動産の短期売買を目的としたものではないことをご理解ください。 

 

２．「日本ハウズイング取締役会意見」の“下関有料老人ホーム”の排除命令について、

不公正な取引によって不正な利益を上げようという意図があったのかどうかという点も

含め、貴社の見解を具体的にご教示ください。 

＜回答＞ 

弊社は、平成 19 年２月８日付で、当社が運営する高齢者賃貸住宅施設への入居を勧奨す

る広告媒体（パンフレット、及び、ホームページ）において、事実と異なる記載がなされ

ており、一般消費者の皆様の誤認を招くおそれがあったとして、公正取引委員会から排除

命令を受けました。当社はこの排除命令を厳粛に受け止め、排除命令のとおり対応いたし

ております。 
この原因は、パンフレット等の作成担当者に広告の内容が十分周知徹底されていなかっ

たこと、及び管理者によるチェック機能が十分の働いていなかったことにあると認識して

おります。この点について、コンプライアンス規程及び諸規程が整備されていたにもかか

わらず、このような指摘を受けたことは、社内規程の運用態勢が十分でなかったものと反

省しております。 
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その後の措置・対応として、広告媒体等への発注に際しては、事前チェック機能を強化

しております。具体的には、高齢者賃貸事業部門のみならず、他の事業部門についても広

告媒体の発注においては、事前に業務検査室のチェックを受けることを徹底しております。 

弊社のコンプライアンス体制につきましては、業務運営上の適正・公正を担保し、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」として定めております。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、「コンプライアンス規程」等の実効性を高めるために「企業倫理基準」を定めると

ともに、全役職員に対し「企業倫理基準ハンドブック」を配布し、各部門の朝礼等におい

て、重要な部分の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進めております。 

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、業務において適正な法令遵守が実行されているかをモニタリング

しております。 

このように、現在、弊社のコンプライアンス体制は十分に社内に浸透しており、コンプ

ライアンスが軽視されているとの日本ハウズイング取締役会のご懸念については、ご心配

は無用と認識しております。なお、ご指摘の排除命令をうけた事案につきましても、担当

者の認識不足及びチェック機能体制の不備によるものであり、何ら不正な動機・目的はな

かったことが確認されております。 

 

３．「日本ハウズイング取締役会意見」の“博多港開発の事業者公募における不誠実な対

応”の指摘について、貴社見解を具体的にご教示ください。 

＜回答＞ 

ご指摘の点につきましては、平成 20 年 4 月 22 日付けプレスリリース「日本ハウズイン

グ株式会社への回答留保質問に係る回答書の提出について」の 5～6ページにおいて、「当

社は、福岡市東区の人工島（アイランドシティ）での事業において、日本ハウズイングが

懸念されておられる、企業倫理基準で定める法令順守及び社会的倫理に反して、博多港開

発株式会社（以下、「博多港開発」といいます。）決定の取消を受けたものではないという

認識であります。」と回答しております。 

つまり、本件につきましては、何ら法令違反、契約違反、信義則違反はなく、弊社とし

ては真摯に対応したものの、結果として事情変更による採算性の観点から辞退せざるをえ

なかったものです。したがって、「日本ハウズイング取締役会意見」が指摘する“博多港

開発の事業者公募における不誠実な対応”にあたるものではないと、認識しております。 

なお、本件の経緯等について掲載している九州地区のビジネス情報誌である「Ｉ・Ｂ」

（㈱データ・マックス社 2007 年 12 月 13 日発行）を参考までに別添として添付させていた
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だきます。 

 

４．「日本ハウズイング取締役会意見」の“経営管理体制に対する懸念”にあるように、

決算短信発表日前後での業績下方修正について、何か株主を軽視するような意図があっ

たのでしょうか。 

＜回答＞ 

 弊社が平成 20 年 2 月期の決算において業績の修正が決算発表日の間近になった理由は次

の通りです。まず中間決算におきましては、ＳＰＣの売却に伴う会計処理方法が監査法人

との間で認識が異なり、結果として監査法人の認める会計処理方法によることとなりまし

た。その会計処理に関する結論が出たのが決算発表日の間近になったことが、修正の発表

が遅れた理由です。 

 また平成 20 年 2 月期の決算についても、一部の子会社、特に海外子会社の会計処理認識

に時間がかかり、 終的に数字が確定したのが、決算発表日の間近になったことが理由で

す。弊社は、証券取引所等のルールに則り、適時開示を行っておりますが、業績予想の変

更に関しましても、正確性を期すことを大切に考えるとともに、株主・投資家の判断にと

って適切な情報開示に努めることをモットーに考えておりますので、ご安心ください。 

 

５．「日本ハウズイング取締役会意見」の“原弘産と合人社計画研究所の関係”に指摘さ

れるような、今回の日本ハウズイングの共同買付者であるという事実はあるのでしょう

か。それを意図的に隠すことで、株主の判断を誤らせる意図はあるのかどうかという点

も含め、具体的にご説明ください。 

＜回答＞ 

平成 20 年３月 19 日付けプレスリリース「日本ハウズイングへの回答書の提出について」

の 24～25 ページ及び 68～70 ページ、平成 20 年４月 16 日付けプレスリリース「日本ハウ

ズイング株式会社からの再質問事項に対する回答書の提出について」の 16～17 ページ及び

26 ページに記載した通り、当社と合人社計画研究所の関連会社であるランドマークは共同

買付者には該当しません。 

今回の株式買付は、弊社原弘産と井上投資によるものであり、それ以外に共同買付人に

あたる者は存在しないと認識しております。したがって、株主の判断を誤らせる意図があ

るとすれば、あたかも弊社と合人社研究所が共同買付人であるかのように表明している日

本ハウズイングの経営者の側にそうした意図があるものと思われます。 

 

６．貴社は平成 20 年 3 月 19 日付回答書において、買付後の経営につき「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。」という

質問に対して、「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
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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。」と回答しています。日本ハウズイングの株主に対して経営者が経営責

任を果たすためには、いかなるガバナンスが重要であるのか、そして具体的にどのよう

な経営システムのあり方が適正と考えているのかご説明ください。もし具体的な取締役

候補の方が決まっていらしたらご教示ください。 

＜回答＞ 

 上場企業のコーポレートガバナンスに関する考え方は、共通質問の５．に記載の通りで

す。また、日本ハウズイングのコーポレートガバナンスに関しましては、本件買付が無事

終了した時点で具体的に考える予定ですが、現在考えられる施策としては、次の３つがあ

げられます。 

１）経営と執行の分離 

 今回の成長戦略の中でも弊社の意見は取り入れられておりますが、取締役と執行役を分

離する方法が合理的だと考えております。委員会設置会社の検討もありえますが、適切な

社外取締役を十分に確保できるかが問題です。 

２）取締役会の活性化 

 現在の取締役会の人数では十分な議論や意見交換はなかなか難しいと認識しております。

取締役数を減少させることと、取締役の人選も重要です。社外取締役の候補につきまして

は、今回の株主総会では、弊社から２名の候補を推薦させていただきましたが、次期の改

選期におきましては、企業経営経験者、学識経験者、不動産業界の専門家など、２～３名

の中立な第三者社外取締役の候補者を考えております。 

なお、弊社は株式取得後も現在の取締役には全員引き続き日本ハウズイングのために働

いていただきたいと考えており、取締役の数を減らしても、別の役職として、できる限り

現状の待遇を維持することを支持いたします。 

３）取締役等役員の報酬体系の見直し 

 取締役等役員がやる気を持って働くためには、モチベーションを高める報酬体系の導入

が必要であります。したがって、役員に関しては適正な評価体系を構築した上で、成果主

義による報酬体系を提案したいと思っております。 

 

７．貴社が今回の株式買付提案において、最も重視する点は何か、日本ハウズイングの各

ステークホルダーにとっての企業価値の考え方について言及した上で、ご説明ください。 

＜回答＞ 

 弊社が本件株式買付提案において も重視する点は、日本ハウズイングの株主、役職員、

顧客、取引先、地域社会など、全てのステークホルダーにとってより良い会社になるよう、

株主としてサポートしていきたいということです。 
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 特に弊社は、故井上博敬氏のご遺族の方々からご縁があって井上投資の株式を取得させ

ていただき、日本ハウズイングの株式を保有することができました。そしてこの日本ハウ

ズイングという会社の企業価値を高めることを、同じ不動産業界の上場企業として、これ

まで真剣に考えてまいりました。同時に日本ハウズイングの経営陣に対して、是非とも一

緒に企業価値を高めるように手を組んでいきましょうと、お願いをしてまいりました。 

 しかしながら、現在の株式保有比率では、なかなか十分なお話し合いができないことが

わかり、さらに株式を購入して、日本ハウズイングと弊社が両社の株主利益を拡大してい

けるような関係を築きたいと思い、株式の買付をさせていただきたく、株主の方々にご検

討いただくことになった次第です。 

 今回のポイントは、１＋１＝３にすることです。つまり、日本ハウズイングの株主に対

しては買付説明書提出前の 700 円の株価に対して 1.43 倍の 1,000 円での売却機会を提供い

たします。そして、日本ハウズイングの役職員の方々には新たな成長へのチャレンジとそ

の成果配分をお約束させていただきます。また、日本ハウズイングのお客様にはより良い

サービスを提供させていただきます。 

 さらに、弊社の株主にも日本ハウズイングの株式保有から得られる連結収益の拡大と、

新しいストックビジネスを日本ハウズイングと共に行っていくことから得られる利益成長

を提供したいと思っております。 

 

８．貴社の平成 20 年 2 月期の業績は当初会社予想を大幅に下回る結果に終わりましたが、

その主たる要因とそれに対する今後の具体的対応策についてご説明ください。 

＜回答＞ 

 本件の回答は、共通質問の３．の回答と同様であり、その回答をもって代えさせていた

だきます。 

 

９．貴社の今期の業績予想には、日本ハウズイングの株式買付による影響は含まれている

のか。もし含まれていないとすれば、公開買付が成立した場合・しない場合に、それが

貴社の今期の業績にどのように影響するのかご説明ください。 

＜回答＞ 

 今期の業績予想には、日本ハウズイングの株式買付による影響は含まれておりません。

なお、公開買付が成立した場合は、日本ハウズイングが連結対象会社となることが予想さ

れますが、 終的な取得株数等は未定であり、現段階では業績への具体的な影響はお答え

できません。 

 なお、今後の新しいストックビジネスに関しましては、来期以降に具体的に稼動するも

のと思われ、今期の業績への影響は軽微と予想されます。 

                                     以上 

 








