
平成 20年 3 月 5日 

各  位 

会 社 名  日本ハウズイング株式会社 

代 表 者 名  代表取締役社長 小佐野 台 

(コード番号 4781 東証第二部) 

問 合 せ 先  常務取締役企画部長 谷渕 達雄 

(TEL 03－5379－4141) 

 

 

株式会社原弘産及び井上投資株式会社への質問書の送付について 
 

平成 20 年 2 月 19 日付及び同月 25 日付当社プレスリリースでお知らせのとおり、当社は、平成

20 年 2 月 18 日付で株式会社原弘産（以下「原弘産」といいます。）及び井上投資株式会社（原弘

産と併せて以下「原弘産ら」と総称します。）から受領しました「買付説明書」（平成 20 年 2 月

21 日付で原弘産らから受領しました「買付説明書における買付内容の一部変更の件」による変更を

含み、以下「原弘産買付説明書」といいます。）につきまして、当社第 43 回定時株主総会において

承認された「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。）に基づき、真摯に対応しております。 

当社は、原弘産買付説明書の記載内容（原弘産作成の平成 20 年 2 月 29 日付説明資料「貴社との

事業提携・事業統合について」に記載された内容を含みます。以下同じです。）について検討した結

果、原弘産買付説明書の記載内容が本プランにおいて定められている本必要情報（以下「本必要情

報」といいます。）として不十分であると判断いたしました。そこで、原弘産買付説明書に関する

追加的な情報を提供していただくために、本日付で、原弘産らに対して質問事項を記載した書面（以

下「本質問書」といいます。）を送付し、平成 20 年 3 月 19 日までにご回答いただくよう要請いた

しましたのでお知らせいたします。 

なお、本質問書に記載の質問事項に対するご回答が本必要情報としてなお不十分であると当社取

締役会が判断した場合には、原弘産らに対し、本必要情報が十分であると判断されるまで追加的に

情報提供を要請いたします。 

当社といたしましては、本質問書に記載の質問事項に対するご回答を頂戴した後、原弘産買付説

明書について、さらに真摯に対応させていただく所存です。 

なお、本質問書につきましては、別紙をご参照下さい。 

 

以 上 

 



平成 20 年 3月 5 日 

株式会社原弘産 

代表取締役社長 原 將昭 殿 

 

井上投資株式会社 

代表取締役 原 將昭 殿 

 

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 

 

日本ハウズイング株式会社 

代表取締役社長 小佐野 台 

（連絡先 常務取締役企画部長 谷渕 達雄） 

 

拝 復 

 

平成 20 年 2月 18 日付で株式会社原弘産（以下「貴社」といいます。また、「貴社」という場合、必

要に応じて貴社の子会社又は関連会社を含むものとします。）及び井上投資株式会社（以下「井上投

資」といい、貴社と併せて「貴社ら」と総称します。）から受領しました「買付説明書」（平成 20 年

2 月 21 日付で貴社らから受領しました「買付説明書における買付内容の一部変更の件」による変更を

含み、以下「貴社買付説明書」といいます。）につきまして、当社といたしましては、当社第 43 回定

時株主総会において承認された「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。）に基づき、真摯に対応しております。 

当社は、貴社買付説明書の記載内容（貴社作成の平成 20 年 2 月 29 日付説明資料「貴社との事業提

携・事業統合について」に記載された内容を含みます。以下同じです。）について検討した結果、貴社

買付説明書の記載内容が本プランにおいて定められている本必要情報（以下「本必要情報」といいま

す。）として不十分であると判断いたしましたので、追加的に情報を提供していただくために、質問事

項を交付いたします。添付の質問事項について、平成 20年 3月 19 日までに書面にてご回答くださいま

すようお願い申し上げます。 

また、添付の質問事項に対するご回答が本必要情報としてなお不十分であると当社取締役会が判断

した場合には、貴社らに対し、本必要情報が十分であると判断されるまで追加的に情報提供を要請いた

します。 

なお、添付の質問事項にて用いられる用語は、別途質問事項中で定められる場合又は文脈上別に解

すべき場合を除き、本プランにおける定義に従うものといたします。 

当社といたしましては、添付の質問事項に対するご回答を頂戴した後、さらに真摯に対応させてい

ただく所存です。 

 

敬 具 
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（添付資料） 

 

貴社らに対する質問事項 

 

1. 買付者等及びそのグループの詳細について 

(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。 

(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。 

(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。 

(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。 

(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。 

(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。 

(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。 

(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
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にご説明ください。 

(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。 

(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。 

(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。 

(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。 

(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。 

(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。 

(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。 

(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。 

(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。 

 

2. 買付け等の目的、方法及び内容（買付け等の対価の価額・種類、買付け等の時期、関連する取引
の仕組み、買付け等の方法の適法性、買付け等の実行の蓋然性等を含みます。）について 

(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
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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。 

(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。 

(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。 

(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。 

(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。 

(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。 

 

3. 買付け等の価格の算定根拠（算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報及び買付等にか
かる一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、そのうち少数株主に対して分配

されるシナジーの内容を含みます）について 

(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。 

(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
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等）をお示しください。 

(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。 

(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。 

(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。 

(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。 

 

4. 買付け等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的な提供者を含みます）の具体的な名称、調達方
法、関連する取引の内容を含みます） 

(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。 

(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。 

 

5. 買付け等の後における当社及び当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策 

(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。 

(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。 

(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。 

(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
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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。 

(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。 

(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。 

(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。 

(8) 貴社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。 

(9) 貴社買付説明書 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。 

 

6. 買付け等の後における当社の従業員、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 

(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。 

 

7. 当社の株主との利益相反を回避するための具体的な方策 

(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
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さい。 

(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。 

(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。 

 

8. その他当社取締役会が合理的に必要と判断する情報 

(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。 

(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。 

(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。 

(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および取引先」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
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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。 

(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。 

 

以 上 


