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代 表 者 名  代表取締役社長 小佐野 台 
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株式会社原弘産への再質問書及び回答書の送付について 

 

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。また、「原弘産」という場

合、必要に応じて原弘産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、原弘産と併せて「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、当社は、平成 20

年 3 月 5日に、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、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。）を追加的にご提供いただくため、原弘産に対して質

問事項を送付し、原弘産から、平成 20 年 3 月 19 日に当該質問事項に対する回答書を受領いたしま

した（以下、この回答のことを「原弘産回答書」といいます。）。 

 

当社取締役会は、本プランに基づき、原弘産回答書受領後、その内容が本必要情報として必要か

つ十分か否かについて、外部専門家を交え、慎重に評価・検討してまいりましたが、この度、原弘

産買付説明書及び原弘産回答書によって提供された情報では、未だ原弘産からの買付提案への賛否

を当社株主の皆様にご判断いただくために十分ではないとの判断に至りました。そこで、再度追加

的に情報を提供していただくために、原弘産に対し、平成 20 年 4 月 16 日を回答期限として、再質

問事項を送付することといたしましたので、お知らせいたします。 

 

また、平成 20 年 3 月 24 日付で原弘産から受領いたしました「ご質問の件」と題する書簡にて頂

戴しておりますご質問に対する回答書（以下「本回答書」といいます。）も併せてお送りいたしてお

ります。 

 

なお、当社といたしましては、原弘産の平成 20 年 2月期の決算短信が公表され、かつ、再質問事

項に対して原弘産から真摯な内容のご回答をいただけた場合には、当社取締役会として、本プラン

に定める本必要情報が原弘産から提供されたと判断できる可能性が高いものと考えております。 

 

当社といたしましては、引き続き、本プランに則り、原弘産からの買付提案に対して真摯に対応

してまいります。 

以 上 
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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、当社は、平成 20 年 3 月 5 日に、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、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。）

を追加的にご提供いただくため、貴社に対して質問事項を送付し、貴社から、平成 20 年 3

月 19 日に当該質問事項に対する回答書を受領いたしました（以下、この回答のことを「貴

社回答書」といいます。）。 

当社取締役会は、本プランに基づき、貴社回答書受領後、その内容が本必要情報として

必要かつ十分か否かについて、外部専門家を交え、慎重に評価・検討してまいりました。

その結果、当社取締役会としては、貴社買付説明書及び貴社回答書によって提供された情

報では、未だ貴社からの買付提案への賛否を当社株主の皆様にご判断いただくために十分

ではないとの判断に至りました。そこで、再度追加的に情報を提供していただくために、

貴社に対し、再質問事項を送付することといたしました。つきましては、添付の再質問事

項について、平成 20 年 4 月 16 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。 
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また、平成 20 年 3 月 24 日付で貴社から受領いたしました「ご質問の件」と題する書簡

にて頂戴しておりますご質問に対する回答書（以下「本回答書」といいます。）も併せてお

送りいたします。こちらについてもご確認くださいますよう、よろしくお願い申し上げま

す。貴社のご指摘する貴社と当社との間の認識の相違を解消する一助になれば幸甚です。 

 

なお、当社といたしましては、貴社の平成 20 年 2 月期の決算短信が公表され、かつ、再

質問事項に対して貴社から真摯な内容のご回答をいただけた場合には、当社取締役会とし

て、本プランに定める本必要情報が貴社から提供されたと判断できる可能性が高いものと

考えております。本プランに基づくスケジュールに関しましては、本回答書 7頁「３. 質問

３．『必要情報が十分であると判断される客観的基準の存否、及び取締役会分析・検討期間の開

始時期にかかる本プランの解釈について』に対する回答」にて説明しておりますので、ご参照

ください。 

 

当社といたしましては、引き続き、本プランに則り、貴社からの買付提案に対して真摯

に対応してまいります。 

 

敬 具 
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再質問事項 

 

 

（注）この再質問事項にて用いられる用語は、別途再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、本プラン及び当社が貴社に平成 20 年 3 月 5日付で送付いた

しました「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」の

添付資料「貴社らに対する質問事項」（以下「当初質問書」といいます。）において定めら

れている定義に従うものといたします。なお、この再質問事項については、質問項目ごと、

当初質問書及び当社が貴社に平成 20 年 3 月 14 日付で送付いたしました「要請書」の添付

資料「追加質問事項」に記載の質問事項に続くものとして、番号を付しております。 

 

 

1. 買付者等及びそのグループの詳細について 

 

(18)当社にとって経営の信頼性及び安定性は重要な要素であると考えておりますが、

貴社におかれましては、以下のとおり、取得した不動産を短期間で他社に転売し

た事例が見られます。また、質問 1－(3)においてご回答いただいた貴社の事業別

販売実績によれば、貴社における不動産販売事業による販売実績は急速に増加し、

平成 19 年 2 月期においては、貴社の不動産分譲事業における販売実績の半分以上

を占めているとのことです。つきましては、平成 20 年 2 月期を含む過去 3期にお

ける不動産販売による売上総利益の金額をご教示ください（なお、平成 20 年 2 月

期の数字については、貴社の平成 20 年 2 月期の決算短信公表後にご教示いただく

ということで結構です。）。 

 不動産所在地 貴社取得日 貴社売却日 

１ 神奈川県川崎市川崎区港町 平成 17 年 7 月 22 日 平成 17 年 8 月 26 日

２ 埼玉県和光市丸山台二丁目 平成 17 年 12 月 16 日 平成 18 年 2 月 28 日

３ 神奈川県相模原市上鶴間本町五丁目 平成 17 年 12 月 16 日 平成 18 年 8 月 31 日

４ 東京都武蔵野市御殿場一丁目 平成 18 年 8 月 7日 平成 19 年 2 月 28 日

５ 福岡県北九州市小倉北区浅野二丁目 平成 19 年 12 月 28 日 平成 20 年 2 月 28 日

 

（注：表の記載は全て不動産登記事項証明書によるものです。なお、不動産所在地につい

ては地番の記載を省略しております。） 

 

(19)質問 1-(4)に対する回答によれば、貴社は、成長分野である環境事業を強化し、特

に風力発電事業を主力事業と捉え、積極的に経営資源を投入していくとのことで

すが、風力発電事業における貴社及び貴社グループの現在までの投資額及び今後 5
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年間の投資見込額をご説明ください。また、質問 1-(4)に対する回答によれば、貴

社及び貴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いるとのことですが、他方、貴社の

第 21 期有価証券報告書によると、貴社は、中国においては持分法適用関連会社で

ある湖南湘電風能有限公司、日本においては株式会社日本製鋼所、インドにおい

ては Jyoti Ltd．との間で契約を締結の上、各々風力発電機の製造及び販売を行っ

ているとの記載があります。つきましては、国内における独自の設計・開発から

製造販売に至るまでの一貫体制の構築について、貴社の方針をご説明ください。 

 

(20)質問 1-(5)に対する回答によれば、貴社は、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ことから、当社との提携・協力関係の構築を具体的

に検討するようになったとのことですが、その点について以下の質問にご回答く

ださい。 

① 「フロー型ビジネス」及び「ストック型ビジネス」の定義は必ずしも明確ではご

ざいません。貴社が想定されている「フロー型ビジネス」及び「ストック型ビジ

ネス」の定義についてご説明ください。また、当社として考えておりますフロー

型ビジネス及びストック型ビジネスの各売上につき、貴社との対照表（別表 1 ご

参照）を作成しましたので、ご参照いただき、相違点がある場合には、別表 1 を

変更していただくとともにその理由について具体的かつ詳細にご説明ください。 

② 質問 1-(5)に対する回答によれば、貴社が事業提携の内容として提案されているス

トック型ビジネスには、今後、競合企業の参入が予想されるとのことですが、ス

トック型ビジネスとされております中古マンションの買取事業・リフォーム事

業・再販事業・マンションの建替事業の各事業において想定される競合企業及び

当該競合企業と比較して貴社が事業提携のパートナーとして優位である点につき、

具体的かつ詳細にご教示ください。 

 

(21)質問 1-(5)に対する回答によれば、貴社は、今後、貴社の開発するマンションの管

理について当社が受託できるよう全面的に協力されるとのことですが、この点に

関し、貴社の 2008 年 3 月以降の各都道府県単位での新規マンション分譲予定棟数

及び分譲予定戸数並びにこれまでに貴社が開発した各都道府県単位での分譲マン

ションの分譲棟数及び分譲戸数（共に 2008 年 2 月末現在の累計）を、別表 2に記

載のうえ、ご教示ください。 

 

(22)質問 1－(8)に対する回答によれば、貴社はこれまで子会社及び関連会社に対して

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こられたとのことです

が、貴社がこれまで買収又は設立した子会社について、そのような支援が当該子
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会社の企業価値の向上に繋がったのかどうか、買収又は設立の目的、買収又は設

立当初の当該子会社に係る事業運営の方針、買収又は設立時及び現在の当該子会

社の業績等を踏まえつつ、具体的かつ詳細にご説明ください。例えば、質問 1－(6)

に対する回答によれば、貴社が 2006 年 1 月 17 日に株式を取得した子会社である

株式会社ベツダイ（以下「ベツダイ」といいます。）においては、新規案件の受注

を行っていないとのことですが、ベツダイにおいて新規案件の受注を中止した理

由、ベツダイの不動産管理事業に対して貴社が講じた施策、また、ベツダイの不

動産管理事業の事業拡大を達成できなかった理由についての貴社の分析を、具体

的かつ詳細にご説明ください。 

 

(23)質問 1－(10)でご回答いただいた貴社におけるコンプライアンス推進体制につい

て、貴社の平成 19 年 2 月 9日付プレスリリースによれば、貴社が経営する高齢者

賃貸住宅の入居募集に関し、同月 8 日付で公正取引委員会から排除措置命令を受

けたとあります。貴社が平成 18 年 5月に「取締役会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」を定めた後に、かかる違法行為が起きた原因

について貴社のお考え及び排除措置命令を受けて貴社が採った具体的措置につい

て、詳細にご説明ください。また、上記排除措置命令以外に、過去において、監

督官庁その他の公的機関から指導等を受けた事実がございましたら、その具体的

内容も併せてご説明ください。 

 

(24)質問 1－(10)でご回答いただいた貴社におけるコンプライアンス推進体制につい

て、貴社の平成 19 年 11 月 19 日付プレスリリースによれば、貴社は、福岡市東区

の人工島（アイランドシティ）での事業に関し、福岡市の第三セクターである博

多港開発株式会社から事業予定者の決定の取消通知を受けたとあります。貴社は、

上記プレスリリースにおいて、かかる決定取消の理由につき、関係機関に対し収

支の改善策を提出したが折り合いがつかなかったためとご説明されております。

しかしながら、博多港開発株式会社のホームページ(http://www.port- hakata.co. 

.jp/）によれば、決定取消の理由につき、貴社が「契約間際に土地売買単価につ

いて、公募条件を下回る購入価格を提示し、この変更が受け入れられなければ事

業を実施しないとする一方的な辞退の申し入れを行ってきており、このことは公

募条件に反する行為であるため」と記載されております。かかる博多港開発株式

会社の説明が事実かどうか、また、貴社においてアイランドシティにおける事業

者公募の後に公募条件を下回る購入価格の提示を行うことに関して、貴社の「企

業倫理基準」である法令順守及び社会倫理の遵守との関連でどのような検討がさ

れたかを含め、事業者公募への応募から決定取消に至るまでの経緯につき、具体

的かつ詳細にご説明ください。 
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(25)質問 1－(10)でご回答いただいた貴社におけるコンプライアンス推進体制につい

て、過去 5 年間において、貴社又は貴社の子会社若しくは関連会社に対し、暴力

団、総会屋その他反社会的勢力から何らかの要求、クレーム、接触等がございま

したら、相手方を含めたその内容及び貴社における対応につき、具体的かつ詳細

にご説明ください。 

 

(26)質問 1－(13)は、井上投資も買付者等に該当することから、当社の発行する株式に

ついて（貴社にとっての共同保有者及び特別関係者はご説明いただいていると理

解しておりますが）、井上投資にとっての（貴社以外の）共同保有者及び特別関係

者（もしいれば）の詳細をご説明いただきたい趣旨です。再度ご回答をお願いし

ます。 

 

(27)質問 1－(15)に対する回答によれば、貴社が開発・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）する場合が多いとのことで

すが、貴社がこれまで開発・販売した分譲マンションの竣工当初の管理会社を、

別表 3 に記載のうえ、ご教示ください。また、合人社を管理業者として推薦（指

定）したものについては、合人社のみから管理業者として推薦（指定）するよう

働きかけがあったのか、それとも合人社以外の業者からもかかる働きかけがあっ

たのかについてもあわせてご教示ください。さらに、貴社提案事業提携等の後も、

貴社は資本関係のない合人社を推薦（指定）するという関係を継続するのか否か、

併せてご教示ください。 

 

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 

 

(7) 質問 3－(4)に対する回答に関連してご提供いただいた別表「業績予測のサマリー」

に関しまして、貴社の提案に係る事業提携によるシナジーが、「業績予測のサマリ

ー」の売上高及び営業利益に反映されているのか、また反映されているならば、

どの事業部門にどのように反映されているか、具体的かつ詳細にご説明ください。 

 

(8) 質問 3－(5)に対する回答において貴社も言及されておりますとおり、事業価値の

結果は資本・負債構成をどのように設定するかによって大きく変動します。貴社

における事業価値の評価において、当社の分譲マンション開発建設事業及び管理
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事業の資本・負債構成をどのように設定したか、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） 

 

(3) 質問 4－(1)に対する回答において、設備投資実績及び計画の額についてはご回答

いただいていないように見受けられますので、当該金額についてご教示ください。 

 

(4) 質問 4－(2)に対する回答によれば、不動産取引について突発的に発生する場合も

多いとのことですが、貴社の事業用資金として保有しておくべき手元資金の額を

ご教示ください。なお、保有しておくべき手元現金の代替として、コミットメン

トラインを設定されている場合はその旨ご回答頂くとともに、当該コミットメン

トラインの内容（金融機関、設定極度額、設定期間等）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 

 

(10)社外取締役の選任の提案のほか、当社の経営に対するモニタリングの一環として

想定されている施策がございましたら、具体的かつ詳細にご説明ください。また、

貴社グループにおいて子会社に関する権限規程等の規程がございましたら、当該

規程の内容をご説明ください。 

 

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 

(2) 質問 6－(1)に対する回答によれば、「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。」とありますが、どのような

機会をどのような形で提供することを検討されているか、具体的な方策をご説明

ください。また、ベツダイに対して同様の機会を提供した実績があれば、当該実

績についても、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 

(8) 質問 8－(4)では、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

についてお尋ねしておりましたが、貴社の回答では、貴社と合人社との関係につ

いてはご説明いただいているものの、貴社とランドマークを含む合人社グループ
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との関係については必ずしも十分な説明がなされていないものと思われます。つ

きましては、貴社とランドマークを含む合人社グループとの関係について、具体

的かつ詳細にご説明ください。 

 

以 上
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別表 1：フロー型ビジネスとストック型ビジネスの貴社との対照表 

 

会社名 フロー比率 フロー型ビジネス ストック比率 ストック型ビジネス フロー比率 フロー型ビジネス ストック比率 ストック型ビジネス

不動産分譲事業 47,725 90.3% 47,725 0.0% 18,076 87.7% 18,076 0.0%

分譲マンション 16,885 32.0% 16,885 0.0% 0.0% 0.0%

　不動産販売
　（仕入から販売まで6ヶ月未満）

26,620 50.4% 26,620 0.0% 0.0% 0.0%

内訳
　不動産販売
　（仕入から販売まで6-12ヶ月）

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

　不動産販売
　（仕入から販売まで1年以上）

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

その他 4,219 8.0% 4,219 0.0% 0.0% 0.0%

2,008 0.0% 3.8% 2,008 1,551 0.0% 7.5% 1,551

3,107 5.9% 3,107 0.0% 974 4.7% 974 0.0%

52,841 96.2% 3.8% 20,602 92.5% 7.5%

28,590 0.0% 26.4% 28,590 14,897 0.0% 51.0% 14,897

4,473 0.0% 4.1% 4,473 2,198 0.0% 7.5% 2,198

3,316 0.0% 3.1% 3,316 1,726 0.0% 5.9% 1,726

11,684 4.5% 4,857 6.3% 6,827 5,912 8.7% 2,536 11.6% 3,376

60,071 55.6% 60,071 0.0% 4,487 15.4% 4,487 0.0%

108,136 60.0% 40.0% 29,221 24.0% 76.0%

会社名 フロー比率 フロー型ビジネス ストック比率 ストック型ビジネス

不動産分譲事業

分譲マンション

　不動産販売
　（仕入から販売まで6ヶ月未満）

内訳
　不動産販売
　（仕入から販売まで6-12ヶ月）
　不動産販売
　（仕入から販売まで1年以上）

その他

平成19年度本決算（見込）

合計金額
売上内訳

日本ハウズイング

マンション管理事業

ビル管理事業

不動産管理事業

営繕工事業（大規模営繕と保守管理を分離）

開発建設事業

合計

事業の種類別セグメント

原弘産

不動産賃貸事業

環境事業

合計

事業の種類別セグメント

不動産賃貸事業

環境事業

売上内訳
合計金額

日本ハウズイング

原弘産

ビル管理事業

不動産管理事業

営繕工事業（大規模営繕と保守管理を分離）

開発建設事業

合計

マンション管理事業

合計

平成18年度本決算 平成19年度中間期

合計金額
売上内訳

 



 
 
  

 8

別表 2：都道府県別の貴社分譲マンション棟数及び戸数（実績・予測） 

 

棟数 戸数 棟数 戸数 棟数 戸数 棟数 戸数 棟数 戸数 累計棟数 棟数 戸数 棟数 戸数 棟数 戸数 棟数 戸数 棟数 戸数
北海道 0
青森県 0
岩手県 0
宮城県 0
秋田県 0
山形県 0
福島県 0
茨城県 0
栃木県 0
群馬県 0
埼玉県 0
千葉県 0
東京都 0
神奈川県 0
新潟県 0
富山県 0
石川県 0
福井県 0
山梨県 0
長野県 0
岐阜県 0
静岡県 0
愛知県 0
三重県 0
滋賀県 0
京都府 0
大阪府 0
兵庫県 0
奈良県 0
和歌山県 0
鳥取県 0
島根県 0
岡山県 0
広島県 0
山口県 0
徳島県 0
香川県 0
愛媛県 0
高知県 0
福岡県 0
佐賀県 0
長崎県 0
熊本県 0
大分県 0
宮崎県 0
鹿児島県 0
沖縄県 0

2006年
都道府県

2011年 2012年
実績 予測

2007年 2008年 2009年 2010年2003年 2004年 2005年
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別表 3：ADVANCE シリーズ一覧 

 

エリア 物件名 所在地 総戸数 間取り 竣工（予定）日
竣工当初契約した管理会

社

アドバンス幡生文教台 山口県下関市幡生本町 24戸 3LDK・4LDK 平成19年11月

アドバンス21ベイスクエア・エルフィオーレ 山口県下関市南部町 77戸  2LDK～4LDK 平成19年2月

アドバンス21ベイスクエア・コンコルディア 山口県下関市南部町 69戸  2LDK～4LDK 平成18年2月

アドバンスフルーア新下関駅南 山口県下関市一の宮町 42戸  2LDK～4LDK 平成18年1月

アドバンス21ベイスクエア　タイムズモア 山口県下関市細江町 39戸  2LDK～4LDK 平成17年2月

アドバンス21ベイスクエア下関 山口県下関市細江町 108戸+9  2LDK～4LDK 平成16年7月

アドバンス21宮の下Ⅲ 山口県下関市幡生宮の下町 24戸 3LDK・4LDK 平成15年 8月

アドバンス21宮の下Ⅱ 山口県下関市幡生宮の下町 16戸 3LDK・4LDK 平成14年 7月

アドバンス21丸山 山口県下関市丸山町 20戸   4LDK 平成13年4月

アドバンス21貴船 山口県下関市貴船町 32戸 3LDK・4LDK 平成13年3月

アドバンス21川中 山口県下関市稗田西町 22戸   4LDK 平成12年12月

アドバンス21東駅 山口県下関市後田町 32戸 3LDK・4LDK 平成12年10月

アドバンス21宮の下 山口県下関市幡生宮の下町 14戸   4LDK 平成12年2月

アドバンス21熊野 山口県下関市熊野西町 44戸  4LDK 平成10年11月

アドバンス21山の田（西原台） 山口県下関市武久西原台 24戸 3LDK・4LDK 平成9年8月

アドバンス21新下関 山口県下関市伊倉東町 11戸 3LDK・4LDK 平成9年3月

アドバンス長府三島 山口県下関市長府三島町 40戸   4LDK 平成7年12月

アドバンス宮田 山口県下関市宮田町 19戸 3LDK・4LDK 平成7年8月

アドバンス武久 山口県下関市武久町 15戸 3LDK・4LDK 平成6年12月

アドバンス長府 山口県下関市長府古江小路 12戸   4LDK 平成6年1月

アドバンス幡生 山口県下関市幡生本町 19戸   4LDK 平成4年2月

アドバンス21山口駅通り 山口県山口市駅通り 69戸 2LDK～4LDK 平成20年2月

アドバンス21山口本町 山口県山口市本町 39戸 3LDK・4LDK 平成20年2月

アドバンス21ヴェルテ白石ⅠⅡⅢ 山口県山口市白石 126戸 3LDK・4LDK 平成16年2月

アドバンス21周布Ⅱ 山口県山口市若宮町 38戸 3LDK・4LDK 平成13年5月

アドバンス21ツインタワー黄金町 山口県山口市黄金町 45戸 4LDK 平成12年11月

アドバンス21ツインタワー周布 山口県山口市葵 48戸 4LDK 平成12年3月

アドバンス山口Ⅱ 山口県山口市葵町 24戸 3LDK・4LDK 平成10年3月

アドバンス21大殿 山口県山口市古熊 26戸 4LDK 平成9年7月

アドバンス山口 山口県山口市大字吉敷字上植ノ木 39戸 3LDK・4LDK 平成8年5月

アドバンス21毛利町弐番館 山口県周南市毛利町 39戸 3LDK・4LDK 平成20年2月

アドバンス21パンセ琴芝 山口県宇部市琴芝町 27戸 3LDK・4LDK 平成19年4月

アドバンス21ブルーシェル黒石 山口県宇部市妻崎開作 27戸 3LDK・4LDK 平成18年2月

アドバンス21パルフェ宇部 山口県宇部市常盤町 24戸 3LDK・4LDK 平成18年1月

アドバンス21シューペルブ毛利町 山口県周南市毛利町 20戸 2LDK～4LDK 平成17年4月

アドバンス21プレッソ新山口 山口県吉敷郡小郡町大江町 27戸 3LDK・4LDK 平成17年2月

アドバンス21パークサイド小野田 山口県小野田市中川 28戸 3LDK・4LDK 平成16年8月

アドバンス21コンソラーレ黒石 山口県宇部市大字妻崎開作字 28戸 3LDK・4LDK 平成16年7月

アドバンス21御弓町 山口県周南市大字徳山 47戸 3LDK・4LDK 平成15年10月

アドバンス21防府Ⅱ 山口県防府市車塚町 39戸 3LDK 平成15年2月

アドバンス21厚狭駅前 山口県厚狭郡山陽町大字山川 24戸 3LDK・4LDK 平成14年7月

アドバンス21東萩 山口県萩市椿東新川南区大広津 29戸 3LDK・4LDK 平成14年1月

アドバンス21小郡 壱番館 山口県吉敷郡小郡町御幸町 36戸 4LDK 平成14年1月

アドバンス21みどり町 壱番館・弐番館 山口県防府市緑町 28戸 4LDK 平成14年1月

アドバンス宇部 山口県宇部市上町 55戸 3LDK・4LDK 平成10年7月

アドバンス21佐賀駅南 佐賀県佐賀市大財 56戸 3LDK・4LDK 平成21年2月

アドバンス21春日の杜 大分市勢家町 46戸 3LDK・4LDK 平成20年8月

アドバンス21泉街コリンズ 長崎県長崎市泉 181戸 3LDK・4LDK 平成19年2月

アドバンス21国分中央 鹿児島県霧島市国分中央 65戸 3LDK・4LDK 平成20年2月

アドバンス21岩田町 大分県大分市大字下郡字 107戸 3LDK・4LDK 平成20年3月

アドバンス21西春日 大分県大分市西春日町 42戸 3LDK・4LDK 平成20年2月

アドバンス21デコル川内駅 鹿児島県薩摩川内市平佐町字百田町 52戸 3LDK・4LDK 平成19年2月

アドバンス21ブレスティア南春日 大分県大分市南春日町 128戸+2 2LDK～4LDK 平成18年7月

グリーンヒル上田の湯弐番館 大分県別府市上田の湯町 49戸 3LDK・4LDK 平成18年3月

アドバンス21ベイスクエア県庁海岸通り 鹿児島県鹿児島市与次郎町 244戸 2LDK～4LDK 平成18年2月

アドバンス21タイムズスクエア辛島公園 熊本県熊本市辛島町 51戸 2LDK～4LDK 平成17年7月

アドバンス21祇園之洲 鹿児島県鹿児島市清水町 32戸 3LDK・4LDK 平成17年7月

アドバンス21上荒田 鹿児島市上荒田 90戸 2LDK～4LDK 平成16年3月

アドバンス21セントラルパークⅠⅡⅢ 熊本県熊本市坪井 96戸 3LDK・4LDK 平成15年11月

アドバンス石垣東 大分県別府市石垣東 36戸 3LDK・4LDK 平成15年2月

アドバンスシティ大森 東京都大田区南馬込 23戸 1LDK～4LDK 平成20年6月 合人社計画研究所

アドバンスシティ所沢 埼玉県所沢市大字北秋津 30戸 3LDK・4LDK 平成20年4月 合人社計画研究所

アドバンスシティ南行徳 千葉県市川市相之川 30戸 2LDK～4LDK 平成19年11月 合人社計画研究所

アドバンスDC町田 神奈川県相模原市上鶴間本町 81戸 2LDK・3LDK 平成19年10月

アドバンスDC金町 東京都葛飾区金町 28戸 2LDK～4LDK 平成19年2月

アドバンスシティ市川 千葉県市川市田尻 54戸 3LDK・4LDK 平成18年12月

グリーンリーブス白金台 東京都港区白金台 29戸 1LDK 平成16年2月

東北エリア アドバンス21福島駅前クレアール 福島県福島市三河南町 26戸 4LDK 平成17年7月

山口県下関市エ
リア

山口県その他エリ
ア

山口県その他エリ
ア

首都圏エリア

山口県山口市エ
リア

九州エリア



 

 

平成 20 年 4 月 1 日 

株式会社原弘産 

代表取締役社長 原 將昭 殿 

 
回 答 書 

 

日本ハウズイング株式会社 

代表取締役社長 小佐野 台 

 

 

 貴社より受領いたしました、平成 20 年 3 月 24 日付「ご質問の件」に記載されたご質問

事項に関し、下記のとおり当社の見解をご連絡いたします。 

 なお、本書に記載する用語は、本文中に別途定義する場合を除き、別紙 1 記載の意味を

有するものとします。 

 

記 

 

１. 質問１．「当社に対する、貴社株式取得の中止要請の根拠について」に対する回答 

 

(1) 本要請に至った当社の考え方について（総論） 

 

 当社としましては、貴社追加買付けには以下に説明するような問題点があり、当社の

株主の皆様が、貴社買付説明書に基づく事業提携・事業統合の提案を検討されるに際し、

いたずらに混乱し、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る可

能性があるとの重大な懸念から、本要請書を提出させていただきました。すなわち、当

社は貴社追加買付けに関して、以下の点において問題があると考えます。 

 

 まず、本要請書に記載のとおり、当社としては、貴社追加買付けは貴社買付説明書の

内容に反するのではないかと考えております。この点については、本要請書 2頁 3行目

以降に指摘させていただきましたが、貴社回答書及び貴社質問書において明確なご説明

は頂戴できませんでした。貴社買付説明書から読み取れる内容と、実際の貴社の行動が

異なれば、株主の皆様が「混乱」し、「正確な事実関係を把握することが妨げられるこ

と」は明らかであると考えております。この点に関する当社の考え方は、以下(2)にお

いて詳述します。 
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 また、貴社もご承知のとおり、一部報道等では、現時点での貴社の実質的な当社株式

保有割合が 20%を超過している疑いがある旨の指摘もあったところです。当社としては、

このような報道がなされること及びそのような報道がなされるような事情が存在する

こと自体が、株主の皆様が「混乱」し、「正確な事実関係を把握することが妨げられる

こと」になるものと考えております。そこで、貴社には、かかる懸念が生じないよう慎

重な行動をお願いした次第です。詳細は、以下(3)において記載します。 

 

 さらに、本公開買付けを公表し、当社株式の 50%超の取得を具体的に目指されている

貴社が、市場内外で本公開買付けの対象となる当社株式を大量に買い付けることは、法

令上の公開買付規制の趣旨との関係で、問題があるのではないかとの疑問もあります。

万一、公開買付規制の趣旨に反するような内容であれば、株主の皆様が「混乱」し、「正

確な事実関係を把握することが妨げられること」は明らかであると考えております。こ

の点は、法令の解釈の問題であり、本要請書には記載しておりませんでしたが、貴社か

らのご質問に回答する目的で、以下(4)において詳述します。 

 

 上記の理由から、当社としては、貴社に本要請を行う合理性・必要性があると考えて

おり、また、本要請は、事業提携・事業統合の検討や本公開買付けを何ら制限するもの

ではないことから、要請内容としても相当であると判断いたしました。 

 

 以上のとおり、本要請は当社の経営上の判断として合理的かつ相当な要請であり、貴

社による本プランを自ら破るに等しいもの」（貴社回答書 73 頁等）とのご批判は、全く

当たらないものと考えます。 

 

(2) 貴社買付説明書の「買付予定の株券等の数」の記載について 

 

 当初貴社買付説明書 9頁によれば、当初貴社買付説明書提出日現在で貴社及び井上投

資が保有していた当社株式（合計 1,737,600 株）を超える部分については、本公開買付

けにより取得することが予定されていることが明記されていました。つまり、「買付予

定の株券等の数」として、「5,602,500 株から 8,049,000 株」と記載されており、貴社が

本公開買付けによりこの数の株券等を取得されるご意向であったことは明白です。この

ような当初貴社買付説明書の記載からは、貴社が当社株式を追加取得する方法は、本公

開買付けの方法のみによることを表明したものと理解せざるを得ません(1)。この点は、

                                                  
1 あるいは本公開買付け以外の方法により株式を取得することはあるが、その場合でも上記買付予定の株

券等の数を変更しないという趣旨とのご説明かもしれませんが、「本買付けを行った後における株券等所有

割合」が明記されていること、及び、そのような場合には金融商品取引法上全部買付け義務が生じ、本公

開買付けにおいて上限を設定することはできなくなることから、貴社及び井上投資の保有株式数には変更

の予定がない（本公開買付け以外の方法による追加買付けの予定はない）というご意向を表明されたと考
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本公開買付けの買付予定の株券等の数に直接的に影響する事項ですので、当社としては、

重要な内容であると認識しております(2)。 

 

 なお、貴社は当初貴社買付説明書の提出日から 3 日後の平成 20 年 2 月 21 日付で当

社に対して「買付説明書における買付内容の一部変更の件」と題する書面（以下「当初

貴社買付説明書変更届」といいます。）を送付されました。確かに、この書面には、「買

付者の保有株数が変化した場合」に貴社買付け予定数に変動がある可能性を注記してい

ます。しかし、当初貴社買付説明書の一部変更の理由・内容として、当社自己株公開買

付けが実施されたことに伴う変更である旨の記載(3)がございました。 
 

 当初貴社買付説明書変更届の記載から明らかなように、修正後貴社買付説明書は、当

社自己株公開買付けが実施されたことに対応する修正が行われたものと理解しており

ました。そして、同日現在では、既に市場価格は当社自己株公開買付けにおける買付価

格を大幅に上回る価格で推移しておりましたので、現実には当社が自己株式を取得する

ことにより貴社の買付予定の株券等の数が大きく変動する可能性はなく、当社は修正後

貴社買付説明書の内容は当初貴社買付説明書と比較して実質的な修正はないものと理

解しておりました。したがって、貴社が当社株式を追加取得する方法は、本公開買付け

の方法のみによるとの当初貴社買付説明書の記載は変更なく、株主の皆様にとってもそ

のように読み取れる内容であったと考えております。 

 

 他方で、事後的に確認できた事実関係からは、当初貴社買付説明書変更届が提出され

た時点（2月 21 日）では、貴社は当社株式を追加取得しており、買付予定の株券等の数

が修正後貴社買付説明書から変更となることが明らかな状況にあったことが判明いた

しました(4)。 

 

 以上のような経緯から、当社としては、貴社が本公開買付け以外の方法で積極的に当

                                                                                                                                                  
えざるを得ません。 
2 当初買付説明書 9頁※2等において、当社の大株主が賛同した場合には本公開買付けの買付予定の株券

等の数を変更する趣旨の記載がございます。この点に関して、そもそも貴社が本公開買付けによらずに株

式を取得する可能性を示唆する記載でもなく、また、特に特定の株主の合意が得られる見通しではない状

況での記載とのことですので（貴社回答書 33 頁）、当初貴社買付説明書の記載内容は、基本的には買付予

定の株券等の数に記載された数は上記で変更はないとの予定を表明されたものと考えております。 
3 当初貴社買付説明書変更届には、「今般、貴社（※当社のこと）は、平成 20 年 2 月 18 日付の「自己株式

の取得および自己株式の公開買付けに関するお知らせ」により、公開買付けにより公開買付けによる自己

株式の取得を表明されました。つきましては、貴社（※当社のこと）の自己株式の変更及び総株主の議決

権の変動が生じる可能性等を考慮し、当社が予定する買付けの内容のうち、議決権の個数、買付予定の株

券等の数について変動する可能性がある旨を買付説明書に注記いたしましたので、ここに注記した買付説

明書を提出いたします。」（※は本書作成に際し当社が追記したものです。）と記載されています。 
4 かかる事実関係から、当社としては、貴社が、なぜ、当初貴社買付説明書変更届に記載されるような一

部変更の理由・内容をあえて明記されたのかという点について、貴社のご意図を図りかねています。 
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社株式を追加買付けをされることは、貴社買付説明書に記載された買付予定の株券等の

数の記載と整合しないものと判断し、その点に関し、本要請書で指摘した上で、貴社買

付説明書に記載される内容に沿った行動をとられるよう本要請に至ったものです。 

 

(3) ランドマークとの関係 

 

 ランドマークは、井上投資から、当社株式 650,000 株を証券会社を通じた市場外取引

によって取得し（貴社回答書 70 頁）、また、貴社買付説明書の提出前（貴社 1 月 23 日

株式取得前後の）平成 20 年 1 月 7 日から同年 2 月 5 日まで、及び貴社買付説明書の提

出後の同年 2 月 21 日以降、継続して当社株式を取得しています。このような状況もあ

り、貴社もご承知のとおり、一部報道等では、ランドマークの保有株式数を貴社の保有

株式数と合算して、貴社による当社株式の議決権保有割合とする指摘もあります。 

 

 また、本要請書にも記載のとおり、貴社買付説明書提出直後の平成 20 年 2 月 21 日か

ら 3 月 5 日までの 10 営業日における、当社株式の市場での売買株式総数に占める貴社

及びランドマークの合計の買付株式数の比率が約 80%に達している状況（特定の投資家

による売買が極めて集中しているような状況）は、上場会社の経営者として、大変不安

に感じる面が強く、また、株主の皆様にとっても重要な関心事であることは十分にご理

解いただけるものと考えております。 

 

 上記のような状況の中、貴社とランドマークが軌を一にして当社株式を取得し続ける

ことは、貴社とランドマークとの間に何らかの意思の連絡があるのではないかという疑

いを増幅させることにもなりかねません。仮に、貴社とランドマークが共同投資を行っ

ていた場合、貴社が当社株式を取得し続けることは、貴社が本プランから逸脱すること

を意味します。そこで、本プランの遵守を要請する必要性から、本要請を行う必要があ

るものと判断しました。また、貴社が上記の取得を継続されることは、当社として、（将

来当社の親会社となって上場会社としての当社に影響力を行使することを提案されて

いる）貴社が、当社株式の取引に関連する公正かつ透明な市場の形成に関し、どのよう

な考え方をお持ちなのかという点について疑問を抱かざるを得ませんでした。 

 

 かかる状況において、貴社とランドマークが当社株式を取得し続けることは、当社、

ひいては当社株主にとって混乱をもたらす状況にあると考え、貴社に対して本要請を行

ったものであります。 

 

(4) 金融商品取引法の趣旨との関係 
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 ご承知のとおり、金融商品取引法第 27 条の 2 第 1 項第 4 号は、一定期間内に行われ

る取引所有価証券市場内外等の取引を組み合わせた急速な株券等の取得を一連の取引

として規制しております(5)。 

 貴社は、平成 20 年 1 月 23 日、当社株式の約 5.6％に相当する株数を、ToSTNeT取引に

より取得されています（貴社回答書 26 頁）。貴社買付説明書には、当社の賛同が早期に

得られた場合には、買付け等の期間が早まることがある旨の記載がございますが（貴社

買付説明書 9 頁※1）、貴社は、貴社 1 月 23 日株式取得から 3 ヶ月間は、本公開買付け

を実施することはできないと解されます(6)。 

 

 上記金融商品取引法の規定は、平成 18 年 12 月に施行された関係で、解釈が定まらな

い点があるようですが、本公開買付けが一定の条件付きであれ、既にその内容が公表さ

れているという点に鑑みれば、少なくとも当該公表後においては、仮に公表時点で公開

買付けが実施されていたと同視した場合に、同条の規制する一連の取引に該当するよう

な株式取得は、疑義を避けるため自粛されることが望ましいものと考えております(7)。 

 

 実質的に見ても、貴社がToSTNeT取引により取得されている、3 月 10 日の 320,100 株

(8)及び 3 月 24 日の 150,000 株(9)に関しては、他の一般株主から取得する場合と同様

に、本公開買付けにより取得されるのが公平と思われます。すなわち、本公開買付けが

実施され、あん分比例方式による決済となった場合を考えれば、上記ToSTNeT取引の売

主は、売却する株式数に関し他の一般株主に比して優遇されることは明らかです。少な

くとも貴社買付説明書提出後においてToSTNeT取引等の本公開買付け以外の方法により

当社株式を大量に取得することは、株主・投資者の平等的取扱いの確保という公開買付

け規制の趣旨との関係で望ましくないものと考えております。 

 

 上記の点は、公開買付け規制の趣旨を重視した解釈との指摘もありうるところですの

                                                  
5 池田唯一他編著「新しい公開買付制度と大量保有報告制度」商事法務 34 頁 
6 同上 
7 貴社は、2月 18 日に本公開買付けを公表する前提で、ToSTNeT取引により当社株式の約 5.6％を取得さ

れておりますが、本公開買付けの開始が 3ヶ月以上先であるから問題ないという解釈に立たれたものであ

ると推察しております（しかしながら、例えば、ToSTNeTにより株式を取得した会社が、3ヶ月以内に公開

買付けを実施することを公表した場合に、金融商品取引法第 27 条の 2 第 1項第 4号に違反しないかという

点は議論のありうるところではないかと考えております。）。そして、貴社は、当社株式の 50%超を取得す

ることを予定していることを表明した本公開買付け公表後においても、当社株式を取得し続け、1月 23 日

から 3月 24 日の約 2ヶ月の間に、ToSTNeTにより 1,307,700 株、市場取引と合計で 1,472,700 株（10.03%）

を取得されています。形式的には、本公開買付けの開始日を調整すれば問題はないとの解釈もありうると

ころと思いますが、実際に公開買付けを公表している実態を考えれば、異なる考え方も成り立ちうる局面

ではないかと考えております。 
8 貴社回答書 26 頁参照 
9 貴社回答書 30頁及び貴社提出の平成 20年 3月 25日付変更報告書No.7 5 頁最終行の記載から推定してお

ります。 
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で、本要請書においては明記いたしませんでしたが、貴社からのご質問でございますの

で、本書に記載させていただいた次第です。 

 当社は上場会社として公開買付け規制を重要視しており、本プランに基づく買付者等

には公開買付け規制の趣旨に沿った対応をしていただきたいと考え、貴社に対して本要

請を行ったものです。 

 

 

２. 質問２．「当社が過去において貴社に対して事業提携・事業統合の提案をおこなった

ことに関する事実認識の相違について」に対する回答 

 

 貴社は、当社が、「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」と開

示した点について、「事実と異なった開示をなされておられます」と批判されますが、当社

において、事実と異なった開示は一切しておりません(10)。 

 

 すなわち、貴社から当社に対して、ご指摘のような「両社で経営統合及び提携等の検討

をしたいという」簡単な申し入れがあったことは、2 月 25 日付当社プレスリリースにおい

て当社も開示しているところでございます(11)。しかし、当該申し入れの内容は、貴社から

経営統合等のための検討を行いたいとの要請があったに過ぎず、2 月 18 日付貴社プレスリ

リースに記載されているような当社の「開発建設事業部門の当グループへの統合と日本ハ

ウズインググループが行う管理事業を軸とした新規事業の共同開発を内容とする事業提

携・事業統合」といった内容や貴社と当社の資本関係の強化（貴社による当社株式の取得）

といった内容（以下「貴社提案内容」といいます。）については、何らの申し入れも受けた

ことはありません。しかも、かかる申し入れに関しては検討自体をお断りしております。 

 

 このように、貴社より統合を検討したいという簡単な申し入れは受けましたが、貴社提

案内容の説明を受けたことはなく、かつ、具体的な検討を行ったこともないという点は、

貴社の回答書での記載内容と当社の 2月 25 日付当社プレスリリース開示内容に、大きな齟

齬はないものと考えております。 

                                                  
10 なお、貴社回答書 64 頁から 65 頁記載の【事業提携・事業統合の提案に関する流れ】に記載された事実

関係については、例えば①平成 18 年 11 月 27 日の当社社長の訪問は純粋な営業のための訪問であり、貴社

原社長宛の訪問ではなく、かつ、貴社部長職との面談も事実はなかったこと、②平成 19 年 11 月 20 日に貴

社原社長から電話を受けた事実はなく、かつ経営統合について打診された事実はない等、当社の認識と異

なる部分が多々ございますが、本書においては詳細に言及することは差し控えます。 
11 質問 8-(1)に対する貴社の回答の本文中に「下表のように、本買付説明書に先立って、平成 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。」との記載がありま

すが、当社が貴社よりかかる申し入れを受けたのは平成 19 年 11 月 19 日の決算説明時及び同年 11 月 21 日

の電子メールによる提案時の計 2回のみであり、いずれもごく簡単な申し入れに過ぎませんでした。 
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 にもかかわらず、2 月 18 日付貴社プレスリリースには、貴社が当社に対して、貴社買付

説明書に記載されるような内容の「事業提携・事業統合を行うため、かねてより同社に対

して協議の申し入れをしてまいりましたが」（2月 18 日付貴社プレスリリース 1頁）と記載

されるなど、全体的に、貴社提案内容に関して 2月 18 日付貴社プレスリリースよりも前に

当社に申し入れがあり、既に交渉はスタートしていたとも読み取れる記載がございました。

当社は、そのような誤解を避ける趣旨で、事実に沿った内容を開示したものであり、貴社

の指摘されるような「事実と異なった開示」を当社が行ったことはありません。 

 

 なお、貴社の当社に対する事業提携・事業統合の申し入れに至る重要な背景として、貴

社の完全子会社である井上投資による当社株式の保有があることは貴社ご自身が指摘され

ているところです（2月 18 日付貴社プレスリリース 2頁）。 

 貴社がご主張のような具体的な申し入れを当社に対して再三行っていたということであ

れば、井上投資の当社株式保有目的が純投資のままで、変更されなかったということは不

自然ではないかと思われます(12)。 

 現に、貴社は貴社買付説明書提出日である平成 20 年 2 月 18 日を義務発生日として、2月

25 日付変更報告書 No.5 で、貴社及び井上投資の当社株式の保有目的を「純投資」から「事

業提携・事業統合の提案を行うため」と変更されております。それ以前より、事業提携・

事業統合のお考えがあったのであれば、何故その時点まで保有目的を変更されなかったの

か疑問に感じます。 

 

 上記のとおり、貴社の提出されている大量保有報告書（変更報告書）の保有目的の記載

及びその変更は、むしろ 2月 25 日付当社プレスリリースの記載内容と整合するものである

と考えております。 

 

 

３. 質問３．「必要情報が十分であると判断される客観的基準の存否、及び取締役会分析・

検討期間の開始時期にかかる本プランの解釈について」に対する回答 

 

 既に、プレスリリース等(13)で公表のとおり、当社は、貴社買付説明書を受領後、貴社買

                                                  
12 なお、貴社回答書によれば、貴社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ヶ月とのことであり（貴社回答書 63 頁）、貴社買付説明書の提出は、当初より、平成 20 年

2月 18 日に行うことが予定されていたとあります（貴社回答書 64 頁）。かかる事実関係からは、貴社 1月

23 日株式取得の際の保有目的が「純投資」であったこと（平成 20 年 1月 30 日提出の大量保有報告書（2

月 1日付で変更報告書No.4 に訂正されたもの）参照）については、当社として理解しがたい面があるよう

に感じております。 
13 2 月 25 日付当社プレスリリース、3月 5日付当社プレスリリース及び 3月 14 日付当社プレスリリース等

参照。 
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付説明書の内容を精査・検討する作業を開始し、本プランに従って真摯に対応しておりま

す。貴社が貴社質問書の中で記載されるような、一般的な意味での貴社買付説明書に関す

る「分析・検討」は、既に当社が行っているものと考えていただいて差し支えございませ

ん。 

 

 他方、本プランでは一般的な用語としての取締役会における検討とは異なる意味で、「取

締役会検討期間」という用語が定義されております（本プラン 5頁、3.(1)(c)①）。本プラ

ンに記載のとおり、取締役会検討期間は、「買付者等から情報・資料等（追加的に要求した

ものも含みます。）の提供が十分になされたと当社取締役会が認めた場合」に設定されるこ

とになります。 

 この点に関しましては、当社質問書及び当社再質問書に記載のとおり、当社取締役会と

しては、本プランに記載する必要情報については、未だ当社株主の皆様にご判断いただく

に十分な提供を受けていないと考えております。 

 したがって、貴社質問書に記載された「本プランに必要情報として定められていた事項

については、すべて、当社の平成 20 年 2 月 18 日付買付説明書において提供済みであり」

という点は、貴社の誤解に基づくものです。この点は、当社質問書（及び当社再質問書）

において、貴社に対して通知したとおりです。 

 

 上記のような貴社に対する一連の情報提供の要求については、当社は、本プランに基づ

き適正に行っております（本プラン 4頁、3.(1)(b)）(14)。この点、貴社は、貴社質問書に

おいて「現段階に至っても、さらに追加質問しなければ分析・検討期間に入ることができ

ないとすることは、本プランを、どのように解釈しても理由がない」などとご指摘されて

いますが、本プランを再度ご確認いただくようお願いいたします。 

 

 上記の説明に基づき、改めて現状を整理すると、以下のとおりとなります。 

 

①「現段階に至っても、さらに追加質問をしなければ分析・検討期間に入ることができな

い」とのご指摘ですが（貴社質問書 2 頁下から 4 行目）、既に当社は貴社のご指摘の趣

旨での分析・検討を開始しておりますのでご安心下さい。 

 

②「本プランに定められた事項について、情報提供がない」という点（貴社質問書 2 頁下

から 8行目）については、当社としては現時点でもそのような認識であり、現時点で不

足すると考える情報に関しては当社再質問書にその内容を記載しております。この点を

                                                  
14 なお、本プランに記載する必要情報との関係で、どの情報に不足があるかという点を明確にする趣旨（本

必要情報と質問内容（情報提供要請の内容）との関係を明確にする趣旨）で、本プラン 3.(1)(b)①ないし

⑧のいずれの事項に関連する情報提供の要請であるかを質問書において明記しております。 
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ご理解いただき、別途お送りしております当社再質問書に関しましては、十分なご回答

をいただきますようお願い申し上げます。 

 

③ 上記②の理由から、本プランに定める取締役会検討期間は現時点では設定しておりませ

ん。但し、上記①のとおり、既に受領した情報の範囲内での分析・検討を開始している

こと、及び、貴社のご質問のご趣旨を推察するに、貴社は当社取締役会での検討期間を

短くするよう要請されるご意向であると思われることから、当社といたしましては、貴

社から十分な情報提供を受けた後に設定する取締役会検討期間（本件の場合には上限 60

日間）に関しましては、貴社のご質問のご趣旨を十分に斟酌できるよう最大限努力する

所存でございます。 

 

 なお、本プランでは、「どのような情報が提供されれば必要情報として十分であると判断

されるかについての客観的基準」は定めておりません。これは、本プランは株主意思の確

認を重視するものであり、本プランに定義する本必要情報は、単に取締役会が判断するた

めの情報ではなく、株主の皆様の判断にとって必要な情報を開示いただくという重要な目

的があるため、予め客観的な基準を定めるよりも、買付者等の個別具体的な事情を考慮の

上、取締役会が、株主の視点に立って、その都度慎重に判断する方が株主意思確認の際の

十分な情報提供につながるとの考え方に基づくものであります。 

 

 

４. 質問４．「貴社取締役会の事業計画・業績予測値・公正株価の存在の有無について」

に対する回答 

 

 まず、当社の企業価値を判断していただくために必要な情報に関しましては、関係法令・

東京証券取引所の規則に基づき、既に適時かつ適切に開示しています。また、本プラン上、

買付者等に対して当社の非開示の情報を特別に開示することを要請するような規定は置か

れていない点について、ご理解いただければと存じます。 

 

 上記のように当社が既に開示している情報を超えて、貴社の要請に応えて、当社が、一

般の上場会社が公表しないような内容の事業計画なり業績予測値を開示するか否かという

問題は、基本的には当社の経営判断にかかると考えております。 

 

 また、本プランの具体的な内容に照らしても、当社取締役会がまず判断すべき内容は、

株主意思確認を行うか否か、すなわち、貴社の買収提案が「当社の企業価値及び株主共同

の利益の最大化に資する」（本プラン 6 頁、3（3）。この場合には、対抗措置の発動を行わ

ないことを取締役会が決定することになります。）か否かです。したがって、当社としては、
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まずは貴社のご提案内容を検討することになります。よって、当社取締役会として貴社提

案に関する意見を述べるために、貴社及び一般投資家の皆様に対して、貴社が要請されて

いるような事項の情報を開示することは、常に必要となるわけではないと考えております。 

 

 なお、繰り返しになりますが、本プランは、買付者等からの買収提案に関連する事項に

関して当社の株主の皆様に十分な情報提供を行った上で、当該買収提案を受け入れるべき

か否かを株主の皆様にご判断いただくものです。 

 今後、貴社の提案を検討する過程で、当社として株主の皆様に対して、貴社が貴社質問

書質問４において開示を要請されているような事項の情報提供が必要であると判断した場

合には、かかる情報を開示する可能性があることについては、ご理解いただければと思い

ます。 

 

 

５. 質問５．「事業提携・事業統合について協議・検討する意思の有無について」に対す

る回答 

 

 まず、「当社は、平成 20 年 2 月 18 日に事業提携・事業統合の提案を行う前から、代表取

締役社長原みずから、貴社取締役に協議を行うよう、繰り返し、申し入れをしてきました」

との点は、当社の認識とは異なることは上述したとおりです。また、貴社からの「両社で

経営統合及び提携等の検討をしたいという」簡単な申し入れをお断りした理由は、2 月 25

日付当社プレスリリース記載のとおりであり、当社取締役会は、貴社から申し入れを受け

た時点では、貴社を含む第三者との事業提携の必要性を感じておらず、当社独自に社内の

体制強化などに集中することが最優先であるとの認識から、貴社との間で、事業提携に関

する協議・検討を行わなかったものです(15)。 

 

 その後、突然に貴社買付説明書を受領することになった経緯については、当社質問書

8-(1)に記載のとおりです。当社としては、貴社が通常のビジネスとして、具体的に事業提

携・事業統合（当社の株式取得のご提案部分を除きます。）をご提案されたのであれば、貴

社がご指摘されるような「経営者ないしビジネスマン同士」で協議をする可能性もあった

と思っております。 

 

                                                  
15 また、当社としては、かかる当社の立場は既に貴社に対してご説明済みであり、貴社にもご理解いただ

けたものと認識しておりました。現に、平成 20 年 11 月 21 日の電子メールによる、両社で経営統合及び提

携等の検討をしたいという貴社からの申し入れをお断りするため、（既に平成 20 年 11 月 21 日にメールで

はお断りしておりましたが）11 月 26 日に当社社長より、貴社原社長へ架電にてご連絡の際に、貴社原社

長より、「分かりました。（経営統合の申し入れは、）なかったことにしてください。」とのご返答をい

ただいております。 

 10



 

 しかしながら、今回のように当社株式の大量買付行為を前提としたご提案を一旦頂戴し

た以上、当社は、株主総会の承認をいただいた本プランに定める手続を、公正かつ透明性

の高い方法で履践することが要求されます。さらに、当社の取締役として善管注意義務を

尽くすためには、弁護士等の専門家による助言が不可欠です。そのため、貴社買付説明書

を受領した以降は、弁護士を含めた専門家とも協議しつつ、貴社に対し質問するとともに、

貴社のご要請に回答するなどの対応をしてきた次第です。このように、貴社買付説明書提

出後の貴社からのご要請に関し、「当初の段階から代理人弁護士が窓口となって」回答した

理由は、貴社より大量買付行為を前提とした提案を受けた以上、本プランに従った手続を

適正に行う必要があったからであり、この点につき、貴社にも当然にご理解いただけるも

のと思料いたします。 

 

 貴社は、平成 20 年 2 月 18 日以降のやりとりに関し、「本プランを盾にとって型どおりの

対応をしているだけで、およそ、貴社企業価値の向上のため、当社が提案したビジネス・

プランについて真摯に協議をしようとの姿勢が欠けていると思わざるを得ないご対応を続

けておられます」などと記載されております。しかし、株主の皆様にご判断いただくため

の本必要情報については、書面にて正確な開示をしていただくことが肝要であると考えて

おります。そこで、当社企業価値の向上のため、貴社が提案したビジネス・プランについ

て真摯に検討し、貴社からの買付提案を当社株主の皆様にご判断いただくために、十分な

情報を提供いただけるよう、本プランに従い、貴社との書面のやりとりをすることをもっ

て、何故かようなご批判を受けなければならないのか理解しかねております。 

 

 なお、当社から貴社に対して送付した面談をお断りする旨の回答書にも記載のとおり、

当社は、「本プランに従った検討の過程において、貴社と直接お会いしてお話をお伺いする

必要があると判断した場合に、あらためて当社から貴社に面談の申し入れをさせていただ

く所存で」(16)あり、貴社買付説明書に関しましては、本プランに基づき、引き続き真摯に

対応する所存です。 

 

 

６. 質問６．「貴社取締役会は、当社提案の対応に関し、法律事務所のほかにどのような

アドバイザーを起用しているのか、またそれらアドバイザー（法律事務所を含む）に対す

る報酬はいくらなのか、ご説明下さい。」に対する回答 

 

 本件に関しましては、平成 20 年 2 月 18 日に貴社より買付説明書が提出されたことによ

り、貴社の指摘されるような「経営者ないしビジネスマン同士」の協議に委ねることはで

                                                  
16 当社が貴社に対して送付した平成 20 年 2 月 26 日付回答書において、当社が記載した内容をそのまま引

用しております。 
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きず、本プランに従い、弁護士等の専門家の助言を受けつつ、対応する必要が生じました。 

 

 当社は、本プランに基づく手続を、正確かつ公正に行うために、当社取締役会による検

討作業の助言を目的として、本プラン 3.(1)(c)①に記載されるように外部専門家等を起用

しております。また、繰り返しになりますが、当社の取締役として善管注意義務を尽くす

ためには、弁護士等の専門家による助言が不可欠なこともご理解いただけると思います。

このような対応は、経済産業省及び法務省が平成 17 年 5 月 27 日に発表した「企業価値・

株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の趣旨に合致するもの

であると考えております（同指針Ⅳ 3 (注 6) ）。 

 

 上記の考え方に基づき、当社は、法律事務所及びアドバイザーを起用しておりますが、

当該アドバイザーに対して支払われる費用の見積もりや報酬に関する規程については、各

アドバイザーとの間の秘密保持義務により開示することはできませんので、ご理解の程宜

しくお願いします。 

 

以 上 
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（別紙 1） 

本文中に用いた用語の定義 

 

 

「貴社 1月 23 日株式取得」とは、貴社が、平成 20 年 1 月 23 日に当社株式 822,600 株を立

会外取引（ToSTNeT）により取得した行為をいう。 

 

「貴社買付説明書」とは、当初貴社買付説明書及び修正後貴社買付説明書の総称をいう。 

 

「貴社回答書」とは、当社が貴社から受領した平成 20 年 3 月 19 日付「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」の添

付資料「回答書」をいう。 

 

「貴社質問書」とは、当社が貴社から受領した平成 20 年 3 月 24 日付「ご質問の件」との

標題の書面をいう。 

 

「貴社追加買付け」とは、貴社買付説明書提出後における貴社による当社株式の市場内又

は市場外での買付けをいう。 

 

「3 月 5 日付当社プレスリリース」とは、当社の平成 20 年 3 月 5 日付プレスリリース「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」をいう。 

 

「3 月 14 日付当社プレスリリース」とは、当社の平成 20 年 3 月 14 日付プレスリリース「買

付説明書に関連した書面の送付について」をいう。 

 

「修正後貴社買付説明書」とは、当初貴社買付説明書変更届に添付された「買付説明書」

をいう。 

 

「当初貴社買付説明書」とは、当社が貴社らから受領した平成 20 年 2 月 18 日付「買付説

明書」をいう。 

 

「当初貴社買付説明書変更届」とは、当社が貴社から受領した平成 20 年 2 月 21 日付「買

付説明書における買付内容の一部変更の件」との標題の書面をいう。 

 

「当社再質問書」とは、当社が送付した平成 20 年 4 月 1日付「平成 20 年 2 月 18 日付『買

付説明書』に関する再質問事項のご回答のお願い及び平成 20 年 3 月 24 日付『ご質
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問の件』に対する回答書の送付について」の添付資料「再質問事項」との標題の書

面をいう。 

 

「当社自己株公開買付け」とは、平成 20 年 2 月 19 日から同年 3月 17 日にかけて実施され

た、当社による自己株式の公開買付けをいう。 

 

「当社質問書」とは、当社が貴社らに対して送付した平成 20 年 3 月 5 日付「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」の添付資料「貴社ら

に対する質問事項」との標題の書面をいう。 

 

「2 月 18 日付貴社プレスリリース」とは、貴社の平成 20 年 2 月 18 日付プレスリリース「日

本ハウズイングに対する事業提携・事業統合の提案及び買付説明書の提出のお知ら

せ」をいう。 

 

「2 月 25 日付当社プレスリリース」とは、当社の平成 20 年 2 月 25 日付プレスリリース「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」をいう。 

 

「本公開買付け」とは、貴社が貴社買付説明書に記載される内容により当社の賛同を得た

上で実施する予定の公開買付けをいう。 

 

「本要請」とは、当社による貴社に対する本要請書記載の要請をいう。 

 

「本要請書」とは、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」との標題の書面をいう。 

 

「ランドマーク」とは、株式会社ランドマークをいう。 
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