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原弘産らの買付提案に対する当社取締役会意見書の公表について 

 

 

平成 20 年 4 月 23 日付当社プレスリリース「原弘産らの大量取得行為に関する取締役検討期間の

設定について」（以下「平成 20 年 4 月 23 日付当社プレスリリース」といいます。）等でお知らせし

ておりますとおり、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（以下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」（その後の変更等を含みます。）に基づく買付提案（以下「原弘産買付提案」といいます。）

について、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）」に基づき取締役会検討期間（平成 20年 4 月 24 日（木）から平成 20 年 5月 27 日（火）

まで）を設定し、真摯に検討してまいりました。 

そして、平成 20 年 4 月 23 日付当社プレスリリースに記載のとおり、当社取締役会は、株主の皆

様への適切な情報開示の観点から、上記取締役会検討期間のうちできるだけ早い段階で株主の皆様

へ情報を開示できるよう努力し、本日開催の当社取締役会において、添付の「原弘産らの当社株式

の買付提案に対する当社取締役会意見書」（以下「本意見書」といいます。）を作成し、本買付提案

に対する当社取締役会の意見表明を行うことを決議いたしました。 

 

本意見書に記載のとおり、当社取締役会は、原弘産買付提案に基づく当社株式の買付行為は、当社

の企業価値を著しく毀損し、株主共同の利益に反すると判断し、原弘産買付提案に反対いたします。 

 

原弘産買付提案に対する当社取締役会の意見表明の内容については、添付の本意見書をご参照下

さい。 

 

また、当社取締役会は、開発建設事業においては参入企業の増加等により適正な利益率を確保す

ることが困難となっていること、及び事業の性格上、安定的な収益を上げることが困難であること

等を考慮し、本日、当社の今後の成長戦略の一環として、開発事業から撤退し、管理事業及び営繕

工事業に経営資源を集中することを決定いたしました。 

 

なお、平成 20 年 5 月 12 日付当社プレスリリースに記載のとおり、本日開催予定の原弘産買付提

案に関する説明会用の資料（「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」）につきましては別途開示いたします。 

 

以 上 
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日本ハウズイング株式会社 

取締役会意見書 

 

当社取締役会は、原弘産買付説明書を受領後、本プランに従い、原弘産らから提供された

情報・資料等に基づき、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、原弘

産らによる本買付提案の内容の検討を行ってまいりました。当社取締役会は、本日、本プ

ランに基づき、本買付提案がなされた事実とその概要、本必要情報の概要その他の状況及

び当社取締役会としての意見をとりまとめ、株主の皆様に情報開示を行うことを目的とし

て、本買付提案に対する取締役会意見書（以下「本意見書」といいます。）を作成し、当社

取締役会の意見表明を行うことといたします。 

 

本意見書は、以下の事項を前提として作成されておりますので、本意見書を参照される際

には、ご留意下さい。 

 

・本意見書は、本買付提案の内容及びそれに対する当社取締役会の意見を、当社株主の皆様に

ご理解いただくことを目的として作成したものです。したがって、本意見書は、当社の株主

の皆様に対して、2008 年 6 月 27 日に開催予定の当社定時株主総会における議決権の行使に

関し、当社又は第三者に議決権の行使を代理させることを勧誘するものでは一切ありません。 

 

・当社では本意見書に掲載した情報を、公開情報を含め、一般に信頼できると思われる情報源

から入手しておりますが、その正確性、完全性又は適切性を保証するものではありません。 

 

・本意見書に記載した業績予想は、当社取締役会が本意見書を作成した時点の判断を反映した

ものに過ぎず、将来の業績等に関して変更される場合があります。また、過去の実績は将来

の業績を示唆・保証するものではありません。 

 

なお、本意見書に使用する用語は、本文中に別途定義する場合又は文脈上明らかに別意に

解すべき場合を除き、別紙1に定義した意味を有するものとします。 

また、原弘産買付説明書に関する本プランに規定する取締役会検討期間は、平成 20 年 4

月 24日から5月 27日までの期間で設定されております。そのため、今後本買付提案に関

し、追加的に情報収集がなされた場合等には、当社取締役会として、株主の皆様に対して、

追加的な情報開示又は意見表明等を行う場合も考えられます。当社は、本買付提案に関す

る重要事項を決定した場合には、今後も速やかに開示します。 

 

以 上 
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取締役会意見要旨 

 

第 1 当社取締役会の意見

 

原弘産らの本買付提案に基づく当社株式の買付行為は、当社の企業価値を著しく毀損し、株主

共同の利益に反します。 

よって、当社取締役会は、本買付提案に反対いたします。 

 

第 2 原弘産が当社の親会社になった場合、当社の企業価値を毀損し、株主共同の利益

に反する

 

1 企業価値の源泉である独立系管理会社であることが毀損される 

 

当社は、創業以来50年間にわたり、特定のマンション開発会社と資本関係又は事業提携関

係を結ばない「独立系」管理会社としての立場を継続してきました。当社が開発会社を親

会社に持たない「独立系」であるがゆえに、管理会社をグループに持たないデベロッパー

から多くの推薦を得て新築物件の管理を受託することができ、また、既存物件の管理組合

が管理会社を変更（リプレース）する際の新たな受託先となることが多くなっています。

こうした「独立系」を理由とする新築物件・既存物件の新規受託により、当社は継続的に

管理実績を伸ばし、成長を遂げてきました。このように、「独立系」であることは、当社の

継続的な成長を支える当社の企業価値の源泉であると言えます。 

当社が、デベロッパーである原弘産の子会社となることは、当社の企業価値の源泉である

独立系管理会社としての強みを完全に損なうものであり、管理組合やデベロッパーといっ

た顧客との関係を破壊し、当社のビジネスモデルを崩壊させるものです。原弘産の子会社

となれば、これらの顧客からの新築物件・既存物件の受注が大幅に減少する可能性が極め

て高く、当社の継続的な成長を阻害するばかりか、後退させかねません。したがって、原

弘産の子会社となることにより、当社の企業価値が著しく毀損されます。 

 

2 原弘産の財務状況は当社に比べて脆弱であり、原弘産が当社の親会社となった場

合、マンション管理組合やデベロッパーからの新規受託に悪影響が及ぶなど、当

社の企業価値を著しく毀損し、株主共同の利益に反する 

 

（1） 原弘産の財務状況 

 

原弘産の財務内容は当社に比して脆弱です。すなわち、過去３期間、原弘産の有利子負債

は増加傾向にあり、平成20年 2月期において、有利子負債が417億円と、純資産146億円
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に対し3倍近い金額に達しています。 

さらに、不動産市況の悪化を受け、原弘産の平成 20 年 2 月期における棚卸資産は約 336

億円と、平成18年 2月期の142億円の2.4倍となっており、棚卸資産の増加も顕著です。

棚卸資産の評価方法としていわゆる低価法が適用されるため、原弘産は、平成22年 2月期

にまでに、利益率を犠牲にした販売により在庫の圧縮を図るか、棚卸資産の評価損を計上

する可能性があります。 

 

（2） 原弘産による子会社化の影響 

 

一方、当社は、不動産市況の先行き等を懸念し、平成19年 3月期より開発建設事業の縮小

及び財務体質の強化に努めたことにより、有利子負債を圧縮し、自己資本比率を改善して

まいりました。その結果、当社は、自己資本比率、有利子負債依存度など安全性を示す財

務指標等において原弘産を大きく上回っています。原弘産は当社に比して財務状況が脆弱

です。 

当社の主力事業であるマンション管理事業は、お客様の貴重な資産を長期にわたって管理

するものであり、当社が今後も成長を続けるためには、マンション管理組合から信頼され

る健全な財務内容を維持することが必要不可欠です。つまり、当社の主要な顧客であるマ

ンション管理組合にとって、管理会社の財務体質は極めて重大な関心事であり、仮に当社

より財務体質の劣る原弘産が親会社となった場合、既存物件の管理組合が他のマンション

管理会社から当社に管理会社を変更するリプレースが減少する要因になり得ることは明ら

かです。また、契約更新を拒絶されるケースも増える可能性も高いと思われます。さらに

当社が健全な財務内容を有するがゆえに、管理会社をグループに持たないデベロッパーも、

開発した新築物件について当社を管理会社として推薦するのであり、原弘産が親会社とな

った場合、デベロッパーからの新築物件の受託件数も減少する可能性が高くなります。 

以上のとおり、原弘産による本買付が行われ、当社が原弘産の子会社となった場合、当社

のマンション管理事業における受託件数が減少するなどの悪影響が及び、ひいては当社の

企業価値を著しく毀損し、株主共同の利益に反します。 

 

3 原弘産の経営姿勢は、マンション管理会社である当社の親会社としてふさわしいとは

いえない 

 

原弘産は、不動産の短期売買を中間期・決算期に複数回行っており、短期的利益を追求するよ

うな経営姿勢が窺われます。原弘産の経営姿勢が短期利益を重視するものなのであれば、例え

ば、原弘産の財務状況が悪化した場合、連結での利益増大の要請から、原弘産は親会社として

当社の経営を支配し、現場第一主義といった当社の経営方針を突然方向転換させるといった事

態が起こり得るのではないかと懸念されます。 

また、原弘産は運営する有料老人ホームの入居者募集に際し、公正取引委員会から排除命令を
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受けており、同社のコンプライアンスに対する懸念が拭えません。このほか、アイランドシテ

ィの高齢者関連施設事業に関する一連の経緯、金融商品取引法の趣旨を軽視するとも受け取れ

る態度等、同社の企業としてのモラルを疑わざるを得ない事例も見られます。 

このような原弘産の経営姿勢は当社とはかけ離れたものであり、安定を第一に求められるマン

ション管理会社の親会社としてふさわしいものとはいえません。仮に原弘産が当社の親会社と

なった場合、当社の経営姿勢やレピュテーションが悪影響を受ける結果、当社の顧客であるマ

ンション管理組合からの信頼を失い、ひいては当社の企業価値を著しく毀損するおそれがあり

ます。 

 

4 当社の取引先、管理組合及び従業員からの懸念 

 

当社の取引先デベロッパーや、幹部従業員から、原弘産が当社の親会社となることを懸念する

声が多く寄せられております。 

あるデベロッパーからは、当社の価値は独立性にあり、その特色が失われては当社に発注する

意味がないとのご意見を頂戴し、実際に新規の発注がキャンセルされました。また、ある管理

組合の定期総会では、当社が独立系であることを評価しているため、原弘産の系列下になるの

であれば、以後は管理委託契約を更新するべきではないのではないか、との意見が出されまし

た。従業員からも、企業文化が極端に違う会社の子会社になることは顧客に理解されないので

はないか等の意見が出ております。 

当社の企業価値の源泉である顧客、取引先及び従業員より上記のような懸念が表明されている

ことは、原弘産が当社の親会社となった場合、当社の企業価値が大きく毀損されるとの当社取

締役会の意見を裏付けています。 

 

第 3 原弘産が提案する事業統合・事業提携には到底賛同できない 

 

1 原弘産が提案する事業統合について 

 

原弘産らは、本買付提案において、当社の開発建設事業を原弘産グループに移管し、当社の経

営資源を管理事業とその関連分野に特化することを提案しています(「本件事業統合」)。しか

しながら、当社は、開発建設事業においては参入企業の増加等により適正な利益率を確保

することが困難となっていること、及び事業の性格上、安定的な収益を上げることが困難

であること等を考慮し、本日、開発事業から撤退し、管理事業及び営繕工事業に経営資源

を集中することを決定いたしました。 

原弘産は、本件事業統合により、当社には、①資本コストの低下、②経営資源の集中によ

る成長力の向上、③コスト効率の改善、といった効果があるとしておりますが、当社が独

自に開発事業から撤退することにより、かかる効果を同様に得ることが可能です。当社に

とって、原弘産による本件事業統合の提案は、既に意味を有しないものとなりました。 
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2 原弘産が提案する事業提携について 

 

原弘産らは、当社が管理するマンション約32万戸をベースに、中古マンションの買取り、

リフォーム、販売事業及び建替え事業等（「中古マンションビジネス」）を展開することを

主たる内容とする事業提携（「本件事業提携」）を提案しております。 

しかしながら、マンション管理組合は、管理会社に対して中立・公平な立場からマンショ

ン管理に専念することを求めるのが一般であり、管理会社が区分所有者・居住者との接点

を利用してビジネスを行うことには反発する場合が多いといえます。本件事業提携を進め

るならば、結果として管理組合の離反を招きかねず、当社にとって多大なリスクがあると

いえます。原弘産による本件事業提携は、このようなマンション管理事業の本質を全く理

解しないものです。また、本件事業提携は、むしろ財務基盤が脆弱な原弘産にとっての事

業再構築プランというべきであり、当社がそれにより享受できるメリットはほとんどあり

ません。 

以上から、本件事業提携は、当社の企業価値を著しく毀損し、株主共同の利益に反するも

のといえ、当社として到底賛同できるものではありません。 

 

第 4 原弘産らによる本買付提案の内容は不適切である 

 

本買付提案は本公開買付け後少数株主を残存させるという内容の部分買付けであり、本公

開買付け後残存する当社の少数株主にとって、原弘産らがいかなる目的をもって当社の株

式の過半数の取得を目指しているのか、買付後当社の経営を支配する計画があるのか、買

付後当社のステークホルダーとの関係をどのように維持し又は変更するのかといった情報

は極めて重要ですが、原弘産はこれらの事項に関して十分な情報を提供していません。こ

のように、原弘産らによる本買付提案の内容は合理性に乏しく不適切であり、当社の企業

価値を著しく毀損し、株主共同の利益に反する可能性があると評価せざるを得ません。 

 

第 5 総括 

 

以上から、当社取締役会は、原弘産の本買付提案は当社の企業価値を著しく毀損し、株主

共同の利益に反すると判断し、本買付提案に反対するとの結論に達しました。 

 

第 6 当社の成長戦略 

 

当社取締役会は、本日、開発事業から撤退することを決定するとともに、本文61頁以下に

記載した当社の成長戦略を策定しました。当社取締役会としては、当社の株主に対し、当

社の成長戦略についてご評価をいただいた上、当社の株式を中長期的に保有されることを
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切に希望します。 

 

第 7 今後の当社取締役会としての対応 

 

以上のとおり、当社取締役会は、原弘産らの本買付提案に基づく当社株式の買付行為は、

当社の企業価値を著しく毀損し、株主共同の利益に反すると判断したことから、平成 20

年 6月 27日開催予定の第44回定時株主総会において、原弘産らの買付行為に対する対抗

措置の発動の賛否に関する株主意思の確認手続を実施する方針を決定いたしました。 
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取締役会意見書 

 

 

第 1 当社取締役会の意見 

 

原弘産らの本買付提案に基づく当社株式の買付行為は、当社の企業価値を著しく毀損し、

株主共同の利益に反します。 

 

よって、当社取締役会は、本買付提案に反対いたします。 

 

 

第 2 買付け等に係る提案がなされた事実とその概要、本必要情報の概要その他の状況 

 

1 買付け等に係る提案がなされるに至った経緯 

 

当社は、平成20年 2月 18日、原弘産らより、当初買付説明書を突然に受領し、同書面及

び2月18日付原弘産プレスリリースに記載された本買付提案の内容を初めて認識するに至

りました。 

 

2 月 18 日付原弘産プレスリリース及び 3月 19 日付原弘産回答書には、原弘産が同年 2月

18日よりも前から当社に対して事業統合・事業提携の申し入れをしており、既に当社との

交渉はスタートしていたかのように読み取れる記載がありました1。確かに、平成19年 11

月ころ、原弘産から、経営統合等のための検討を行いたいとのごく簡単な申し入れを受け

たことはありました。しかし、2月 18日付原弘産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」といった内容や原

弘産と当社の資本関係の強化（原弘産による当社株式の取得）といった内容については、

何らの申し入れを受けたことはありません。しかも、原弘産のかかる申し入れに対しては、

当社としては当該時点では原弘産を含む第三者との事業提携の必要性を感じておらず、社

内の体制強化に集中するのが 優先であるとの認識から、検討自体を断りました。 

 

このように、当社は、平成20年 2月 18日より前に、原弘産から本買付提案の内容を含め、

具体的な事業統合・事業提携の説明を受けたことがなく、したがって、これらについて具

体的な検討を行ったこともなかったため、同年2月 18日の原弘産らによる当初買付説明書

                             
1 2月 18日付原弘産プレスリリース1頁及び3月19日付原弘産回答書63頁（質問8-(1)に対する回答） 
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の突然の提出は、当社にとって全く予期しないものでした。 

 

 

2 買付け等に係る提案がなされた事実とその概要 

 

原弘産らによる本買付提案の内容につきましては、原弘産らによる原弘産買付説明書（別

紙 3）をご参照下さい。本買付提案を検討し、当社取締役会としての意見を形成するため

に、本買付提案のうち当社にとって重要と考える概要をまとめると、以下の3点となりま

す。 

 

＜その1＞ 当社の連結子会社化 

 

原弘産らは、原弘産グループと当社グループとの事業統合・事業提携の基盤を形

成することを目的として、買付け等の価格を1株について1,000円、買付け等の

期間を平成20年 7月上旬から20営業日、買付けを行った後における株券等所有

割合の下限を 50.00％、上限を 66.67％とする当社株式の公開買付け（本公開買

付け）を行うとしております。本公開買付けが行われた場合、当社は原弘産の連

結子会社となります。原弘産は、当社株式の東京証券取引所第二部への上場は維

持する予定としています。 

 

＜その2＞ 当社の開発建設事業の移管・統合（事業統合） 

 

原弘産らは、当社グループから開発建設事業を切り離し、原弘産グループに移

管・統合することにより、当社の経営資源を管理事業（特にマンション管理事業）

に集中させ、当社が管理事業に特化することを提案しています。 

 

なお、具体的な当社の開発建設事業の原弘産グループへの移管の方法、時期及び

移管に要する期間等の具体的計画については、当社グループ各社の内容を精査し

た上で決定するとしています。 

 

＜その3＞ 新規事業の創造（事業提携） 

 

原弘産らは、当社のマンション管理事業をベースに、当社と事業提携を行い、

中古マンションの買取り、リフォーム、販売事業及び中古マンションの建替え

事業等の新規事業（原弘産は、これを「ストック型ビジネス」と呼んでいます。）

を創造・展開していくと提案しています。 
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原弘産によれば、原弘産グループと当社グループが、上記の事業統合・事業提携を通じて協働

体制を確立し、経営資源を相互補完し有効活用することが、両者の企業価値・株主価値の向上

に資するとのことです。 

 

 

3 買付け等に係る提案の受領から取締役会意見表明に至るまでの経緯 

 

原弘産らから当初買付説明書を受領した日以降、取締役会意見表明に至るまでの主な経緯

については別紙2をご参照下さい。 

 

 

4 本必要情報の概要 

 

原弘産から提供された本必要情報については、各項目につき以下の原弘産買付説明書及び

原弘産回答書の該当頁をご参照下さい。 

 

（1） ①買付者等およびそのグループの詳細 

 

・原弘産買付説明書 Ⅰ.当社及びそのグループの詳細 

・3月 19日付原弘産回答書 質問1-(1)ないし1-(17）に対する回答 

・4月 16日付原弘産回答書 質問1-(19)ないし1-(21）、1-(23)及び 1-(25)ないし1-(27)

に対する回答 

・4月 22日付原弘産回答書 質問1-（18）、1-(22)及び 1-(24)に対する回答 

 

（2） ②買付け等の目的、方法および内容 

 

・原弘産買付説明書 Ⅱ.本買付けの目的、方法及び内容 

・3月 19日付原弘産回答書 質問2-(1)ないし2-(6）に対する回答 

 

（3） ③買付け等の価格の算定根拠 

 

・原弘産買付説明書 Ⅲ.本買付けの価格の算定根拠 

・3月 19日付原弘産回答書 質問3-(1)ないし3-(6）に対する回答 

・4月 16日付原弘産回答書 質問3-(7)及び 3-(8）に対する回答 

 

（4） ④買付け等の資金の裏付け 
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・原弘産買付説明書 Ⅳ．本買付けの資金の裏付け 

・3月 19日付原弘産回答書 質問4-(1)及び 4-(2）に対する回答 

・4月 16日付原弘産回答書 質問4-(3)及び 4-(4）に対する回答 

 

（5） ⑤買付け等の後における当社および当社グループの経営方針、事業計画、資本政

策および配当政策 

 

・原弘産買付説明書 Ⅴ．本買付けの後における貴社および貴社グループの経営方針、事

業計画、資本政策、及び配当政策 

・3月 19日付原弘産回答書 質問5-(1)ないし5-(9）に対する回答 

・4月 16日付原弘産回答書 質問5-(10)に対する回答 

 

（6） 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 

 

・原弘産買付説明書 Ⅵ．本買付けの後における貴社の従業員、取引先、顧客、地域社会

その他の貴社にかかる利害関係者の処遇等の方針 

・3月 19日付原弘産回答書 質問6-(1)に対する回答 

・4月 16日付原弘産回答書 質問6-(2)に対する回答 

 

（7） ⑦当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策 

 

・原弘産買付説明書 Ⅶ．貴社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策 

・3月 19日付原弘産回答書 質問7-(1)及び 7-(2)に対する回答 

 

（8） ⑧その他当社取締役会が合理的に必要と判断する材料 

 

・3月 19日付原弘産回答書 質問8-(1)ないし8-(7)に対する回答 

・4月 16日付原弘産回答書 質問8-(8)に対する回答 
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第 3 原弘産が当社の親会社になった場合、当社の企業価値が著しく毀損され、株主共

同の利益に反する（原弘産の提案-その1） 

 

1 企業価値の源泉である独立系管理会社であることが毀損される 

 

（1） 「独立系」の意義 

 

当社は、創業以来50年間にわたり、特定のマンション開発会社（いわゆるデベロッパー）

と資本関係又は事業提携関係を結ばない、独立系管理会社としての立場を継続し、マンシ

ョン管理会社市場シェア第2位2という現在の地位を築いてまいりました。 

 

マンション開発会社の多くは、グループに管理会社を持ち、自社開発物件の管理を新規受

託させるのが通常です。そうすることにより、開発会社は、自社開発物件の販売後も、マ

ンションを販売した顧客から管理委託料という安定した収入源を得ることができるからで

す。現在、大手管理会社の多くはこのようなデベロッパーの系列会社であり、平成19年度

の総合管理受託戸数上位15社のうち、親会社に開発会社を有しないのは、当社を除けばわ

ずか1社のみであり、上位5社に限っては当社のみとなっております3。 

 

このように、親会社に開発会社を持たない独立系管理会社であることが、管理会社として

の当社の 大の特徴であり、同時に、以下に述べるように、当社のマンション管理事業に

おける 大の強みとなっているのです。つまり、独立系管理会社であることは当社の企業

価値の源泉です。 

 

（2） 「独立系」としての当社の強み 

 

ア 管理会社をグループに持たないデベロッパーからの推薦の獲得 

 

マンション管理は、マンションの管理組合と管理委託契約を締結して行いますが、分譲時

は、当該マンションの開発会社が推薦した管理会社と契約を締結する場合がほとんどです。 

 

デベロッパー系の管理会社は、親会社である開発会社の推薦を得て、親会社の開発物件の

管理を中心に行っております。開発会社自身の系列会社ということで推薦されるため、管

理組合からの信用も得やすく、当社の場合と比較して、親会社の意向を反映させて管理委

託料を設定することができます。デベロッパー系の管理会社は、分譲当時より管理会社と

なる場合が多いため、管理業務の遂行に当たっても様々な業務を規格化しやすいというメ

                             
2 マンション管理新聞709号（平成19年5月25日発行） 
3 同上 
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リットがある一方、個別物件毎に異なる業務仕様を設定することが困難であるというデメ

リットがあります。 

 

ところで、管理会社をグループに持たないデベロッパーが、競合関係にあるデベロッパー

の系列管理会社を推薦することは通常ありません。一方、かかるデベロッパーは、販売す

るマンションの管理が優良であれば、販売に際してより高い付加価値をつけることができ

ますので、優良な管理会社を推薦することを望みます。その結果、推薦先として、独立系

管理会社であり、かつ比較的中小の管理会社が多い中で上場会社としての信用を有し、し

かもサービスには定評のある当社が選ばれることが多いのです。 

 

こうして、当社は、親会社の開発物件の管理が主流であるデベロッパー系管理会社と異な

り、管理会社をグループに持たないデベロッパーから多くの推薦を得ております。当社の

年間の管理増加戸数のうち、新築物件の受託によるものは約4割ありますが、そのほぼ全

てが管理会社をグループに持たないデベロッパーの推薦を得て新規受託したものです。 

 

このように、当社が独立系である結果、管理会社をグループに持たないデベロッパーから

多くの推薦を獲得することが可能なのです。 

 

イ 既存物件の管理組合からの受託（リプレース） 

 

前述のとおり、マンションの管理組合は、分譲時は当該マンションの開発会社が推薦した

管理会社に管理委託する場合がほとんどですが、その後、当該管理会社の管理に満足でき

ない、管理委託料が高いといった理由から、管理会社を変更することも珍しくありません。

特に、現在はマンション管理契約については期間が通常 1 年となっており、1 年ごとに管

理会社を見直す機会があります。 

 

特に、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」（マンション管理適正化法）が施

行された平成13年 8月以降、マンション管理における管理組合の主体性が強化され、管理

組合が、管理の品質と価格の両面についてより関心を高め、管理会社を選別する傾向が高

まりました。 

 

管理組合が、分譲時推薦を受けたデベロッパー系管理会社による管理に満足できず、管理

会社を変更（リプレース）する場合の多くで、独立系 大手である当社は候補に挙がって

いると思われます。この結果、マンション管理適正化法施行以降、当社の新規受託戸数の

うち、新築物件の受託と既存物件の受託の比率が逆転し、現在は既存物件の受託が約6割

となっております。このように管理会社を当社へと変更した管理組合の多くは、当社が「独

立系」であることをその理由の1つに挙げております。 
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前述したとおり、デベロッパー系の管理会社は、管理業務の内容を規格化する結果、個別

の案件毎の柔軟な対応が困難です。これに対し当社は、独立系管理会社として様々なリプ

レース案件を担当し、現場第一主義を経営理念として、各管理組合の多種多様なご要望に

お応えしてきた結果、物件毎に柔軟に対応することが可能となっており、これが当社のノ

ウハウとなっています。このようなノウハウを有するがゆえに、様々なデベロッパーの開

発したリプレース物件の管理を行うことができるのです。 

 

このように、管理組合が、当初委託したデベロッパー系管理会社に満足せずに、管理会社

を変更する際に、当社が新たな管理会社として管理組合と管理委託契約を締結する可能性

が高いという点も、当社が独立系であることが1つの大きな要因です。 

 

ウ 独立系ゆえの継続的な成長 

 

以上述べてきたように、当社が、開発会社を親会社に持たない「独立系」管理会社である

がゆえに、管理会社をグループに持たないデベロッパーからの多くの推薦を得て新築物件

の管理を受託することができ、また、既存物件の管理会社変更の際の新たな受託先になる

ことが多くなっております。 

 

当社のここ 5 年間のマンション管理戸数の平均成長率は 7.1％に上ります。国内における

平成 18 年度の新規受託戸数は約 1万 5,000 戸であり、これは業界トップの数字です4。こ

のように当社が継続的に管理実績を伸ばし成長を遂げることができるのは、当社が独立系

であるがゆえです。 

 

当社が開発会社を親会社に持たない「独立系」管理会社であることは、まさに当社の企業

価値の源泉であるといえます。 

 

（3） 原弘産が当社の親会社となることによる弊害 

 

ところが、仮にデベロッパーである原弘産が当社の親会社になれば、かかる強みが失われ

ることになり、当社が長年かけて築き上げてきたビジネスモデルが崩壊する可能性が高い

と考えます。 

 

すなわち、開発会社である原弘産の子会社となることにより、当社は管理組合や他のデベ

ロッパーからデベロッパー系の管理会社というレッテルを貼られることは不可避です。そ

                             
4 マンション管理新聞709号（平成19年5月25日発行） 
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うなれば、これまで新築物件につき当社を管理会社として推薦していた、管理会社をグル

ープに持たないデベロッパーが、競業他社の系列に入った当社をその後も推薦し続けると

いうことは基本的に考えられません。したがって、当社の新規受託戸数増加をもたらして

きた新築物件の受託が相当程度落ち込むものと予想されます。また、当社が独立系である

ことを理由とする管理組合からの既存物件の受託（リプレース）も、独立系という特徴が

失われれば大幅に減少することが容易に想定されます。 

 

このように、原弘産が当社の親会社になれば、当社は、新築物件・既存物件につき当社の

管理戸数増加をもたらしてきた管理組合及び管理会社をグループに持たないデベロッパー

という顧客を失ってしまうことになるのです。 

 

現に開発会社や管理組合から、原弘産の子会社になり独立系という特徴が失われるのなら

ば、当社との取引を考え直さざるを得ないというご意見も多数寄せられております。また、

当社の従業員も原弘産による子会社化が当社の独立系という特徴を失わせるという懸念を

表明しております。詳細については、後記5をご参照下さい。 

 

（4） 原弘産による反論に対する再反論 

 

なお、当社の上記の懸念に対し、原弘産は、①当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原弘産の開発案件は当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（開発会社からの推薦が減るとの懸念に関し）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きていること、④原弘産の提案により

当社の開発事業が切り離されて独立色が強まること、⑤原弘産の開発した物件が当社の管

理対象になりうること、などの理由から、かかる懸念はあてはまらないと反論しています5。 

 

しかし、①については、そもそも当社は開発事業を手がけてきたものの、主力は管理事業

であり、また開発物件もワンルームタイプが中心で大規模なプロジェクトが少なかったこ

とから、顧客からの当社のイメージは「開発会社」ではなく依然として「管理会社」であ

ったのであり、当社の独立系という特徴が失われることはありませんでした。そして、今

後は、後述するとおり開発事業からの撤退により、当社のデベロッパーとしての側面は消

えることになります。 

 

②について、原弘産は、すでに西日本のみならず首都圏においてもマンションを分譲して

おり、当社の管理事業のシェアが高い東日本において開発業務の強化を図ろうとしていま

                             
5 3月 19日付原弘産回答書48頁（質問5-(3)に対する回答） 
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す6。また、少なくとも、デベロッパーには、西日本に限らず原弘産は競業他社として認識

されており、これらのデベロッパーとの関係では、原弘産が当社の親会社になったという

事実だけで当社の独立系としての特徴は失われ、東日本における新築物件の受託にも悪影

響を及ぼす可能性が高いと考えられます。③については、既存物件のリプレースに関し、

管理組合もまた当社が独立系であるという理由を重視して当社を管理会社に選んでいる場

合が多いのは前述のとおりです。また、④については、原弘産の子会社となることで「独

立色」は失われることとなります7。 

 

⑤については、原弘産の開発物件につき管理会社として受託できたとしても、原弘産の事

業規模からすると、当社が「独立系」であることが失われることの見返りにはなり得ませ

ん。また、原弘産は、事業提携後は当社を管理会社として推薦していきたいと回答してい

ますが8、現在原弘産開発物件のほとんどについて、原弘産の推薦を得て管理を受託してい

る合人社9との密接な関係からすれば、今後当社を管理会社として推薦していくという原弘

産の言葉がどこまで信憑性のあるものかは甚だ疑わしいと考えざるを得ません。 

 

このように、当社の独立系管理会社としての強みが失われるという懸念に対する原弘産の

回答は、いずれも上記懸念を払拭するには不十分です。 

 

（5） 小括 

 

以上見てきたとおり、デベロッパーである原弘産の子会社になることは、当社の企業価値

の源泉である独立系管理会社としての強みを完全に損なうものであり、管理組合あるいは

デベロッパーといった顧客とこれまで築き上げてきた関係を破壊し、当社のビジネスモデ

ルを崩壊させ、ひいては当社の企業価値を毀損する可能性が極めて高いものです。万が一

かかる事態に陥れば、これら顧客からの新築物件・既存物件の受託が大幅に減少し、当社

がこれまで管理事業において実現してきた継続的な成長が不可能となるおそれが非常に高

いのです。 

 

したがって、当社の企業価値の源泉である独立系管理会社としての強みを損ない、管理事

                             
6 当初原弘産買付説明書7頁 
7 原弘産は、3月19日付原弘産回答書48頁（質問5-(3)に対する回答）において、「独立系」の対立概念として

「デベロッパー系」（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）を挙げながら、

独立系の意義を狭義では「管理事業に特化している会社」、広義では「自社開発物件以外を中心に管理事業を行

っている会社」としています。しかし、デベロッパー系の管理会社も「管理事業に特化している会社」である

ことには違いなく、原弘産の言うデベロッパー系と独立系とは対立の関係にはありません。一般に「独立系管

理会社」というときは、前述のように特定の開発会社と資本関係又は業務提携関係を結んでいない会社を指す

ものであり、原弘産の独立系の定義付けは、原弘産が親会社になることにより当社の独立系としての強みが損

なわれるという批判を避けるための詭弁であると評価するほかありません。 
8 4月 16日付原弘産回答書16頁（質問1-(27)に対する質問） 
9 4月 16日付原弘産回答書16頁（質問1-(27)に対する質問）別表3参照。 
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業における当社の継続的な成長を阻害するばかりか、後退させかねないという点で、原弘

産の買付提案は当社の企業価値を著しく毀損し、株主共同の利益に反するものと考えます。 

 

 

2 原弘産の財務状況は当社に比べて脆弱であり、原弘産が当社の親会社になった場

合、マンション管理組合やデベロッパーからの新規受託に悪影響が及ぶなど、当

社の企業価値を著しく毀損し、株主共同の利益に反する 

 

（1） 原弘産の財務状況 

 

ア 有利子負債の状況  

 

過去 3 期間、原弘産の有利子負債10は増加傾向にあります（以下、断りのない限り、連結

財務諸表上の数値を引用します。）。特に平成19年 2月期の増加が顕著であり、平成18年

2月期において133億円だった有利子負債が、429億円に増加しました。平成20年 2月期

においても高水準が維持され、有利子負債が417億円と、純資産146億円に対し3倍近い

金額に達しております。 

 

なお、有利子負債の調達方法について原弘産は、平成20年 2月期以降、金融機関からの調

達よりも新株予約権付社債による調達を積極化しております。平成20年 2月期末の残高を

みると、金融機関からの長短借入金合計は、平成19年 2月期末362億円から、平成20年

2月期末では300億円に減少しているのに対し、新株予約権付社債の残高は、平成19年 2

月期末の 60 億円から、平成 20 年 2 月期末においては、110 億円へと大きく増加していま

す。 

                             
10有利子負債は、短期借入金、長期借入金、1 年内返済長期借入金、1 年内償還予定社債、社債及び新株予約権

付社債の合計です。 
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表 1 当社と原弘産の有利子負債・純資産推移 （連結ベース） 

（単位：百万円）

当社    

 平成 18年 3月期 平成19年 3月期 平成20年 3月期 

有利子負債 62,036 19,454 11,389 

 内借入金 58,036 15,954 8,389 

 内社債 4,000 3,500 3,000 

純資産 10,618 11,830 12,360 

原弘産    

 平成 18年 2月期 平成19年 2月期 平成20年 2月期 

有利子負債 13,343 42,914 41,726 

 内借入金 12,613 36,224 30,075 

 内新株予約権

付社債 
0 6,000 11,000 

 内社債 730 690 650 

純資産 9,699 14,768 14,656 

（当社直近2期決算短信及び原弘産直近2期決算短信より作成）

 

 

イ 棚卸資産の状況  

 

棚卸資産の増加も顕著です。平成 20 年 2 月期における棚卸資産は約 336 億円と、平成 18

年2月期の142億円の2.4倍となり、大幅に増加しています。平成20年2月期においては、

子会社(有)ニューハーバー・プロパティー・ホールディングスが保有する信託土地建物(簿

価169億円)の信託受益権を売却したものの、流動資産計上の棚卸資産額は大幅に増加して

います。 
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表 2 当社及び原弘産の棚卸資産推移 

（単位：百万円）

当社    

 平成 18年 3月期 平成19年 3月期 平成20年 3月期 

棚卸資産 48,232 10,813 10,086 

原弘産    

 平成 18年 2月期 平成19年 2月期 平成20年 2月期 

棚卸資産 14,209 18,766 33,657 

信託土地建物（固

定資産計上分） 
 16,992  

（当社直近2期決算短信及び原弘産直近2期決算短信より作成）

 

 

ウ 原弘産の財務状況に関する当社の見解 

 

現在の原弘産の財務状況について、当社としては以下のような見解を有しています。 

 

（ア） 当社よりも財務基盤は脆弱である 

 

当社も、これまで不動産開発事業を営んでおりましたが、不動産市況の先行き等を懸念し

平成19年3月期より、開発事業の縮小及び財務体質の強化に努めてまいりました。その後、

昨年夏以降の米国サブプライム問題に端を発する、世界的な金融市場の混乱や国内不動産

市況の悪化等は、当社想定を上回るものであり、今回、不動産開発事業からの撤退を決断

するに至りました。財務内容につきましても借入金の圧縮に務め、体質強化を進めてまい

りました。下記表3にあるとおり、平成18年 3月期と比較し、当社の安全性を示す財務指

標は著しく改善しました。 

 

一方で、原弘産の財務状況は平成20年 2月期においては平成19年 2月期の数値よりは一

部に改善も見られるものの、昨今の急激な環境変化に十分に対応できているものとは言い

難いと考えています。原弘産の財務内容は不動産開発型企業としては典型的なものではあ

りますが、自己資本比率、有利子負債依存度など安全性を示す財務数値は当社を大きく下

回っています。 

 

当社は、マンションを中心とした不動産管理会社であります。当社の主要な顧客であるマ

ンションの管理組合等にとって、業務を委託するマンション管理会社の財務体質は極めて
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重大な関心事項であり、仮に原弘産が当社の親会社となった場合は、当然原弘産の財務体

質も管理会社選定の際の判断項目となります。当社と比べ財務体質の劣る原弘産が当社の

親会社となれば、当社管理事業の受注活動にも多大な悪影響を及ぼす可能性が高いと懸念

しています。 

 

表 3 当社と原弘産の安全性を示す財務指標推移 

当社    

 平成18年 3月期 平成19年 3月期 平成20年 3月期

自己資本比率 11.9％ 26.5% 33.7% 

有利子負債依存度 69.4% 44.7% 31.3% 

Ｄ／Ｅレシオ 5.84倍 1.64倍 0.92倍 

原弘産    

 平成18年 2月期 平成19年 2月期 平成20年 2月期

自己資本比率 31.4% 20.9% 21.0% 

有利子負債依存度 43.4% 61.5% 61.2% 

Ｄ／Ｅレシオ 1.38倍 2.91倍 2.85倍 

（当社直近2期決算短信および原弘産直近2期決算短信より作成）

注1 自己資本比率は各決算短信に記載されている数値を使用 

注2 有利子負債依存度の算出式は以下のとおり 有利子負債依存度＝有利子負債（表1記載

のもの）／総資産 

注3 Ｄ／Ｅレシオの算出式は以下のとおり Ｄ／Ｅレシオ＝有利子負債（表1記載のもの）

／純資産 

 

 

（イ） 原弘産の財務状況に関する懸念（その1） 有利子負債の内容 

 

より具体的には、当社としては、原弘産の財務状況について以下に説明する点を懸念して

います。 

 

まず有利子負債の内容ですが、すでに述べましたとおり、平成20年 2月末時点で110億円

の新株予約権付社債があります。これは3本の新株予約権付社債の合計額です。この3本

の新株予約権付社債の満期はいずれも平成24年ですが、それぞれに社債権者の選択による

繰上償還が可能となる条項が付与されています。現在の原弘産の株価は3本の新株予約権

付社債の転換価額に対し3割前後下回る水準で推移しています。将来原弘産の株価が上昇

せず、仮に新株予約権の行使が進まない状況が継続した場合、社債権者の意向次第では平

成21年から22年にかけて100億円を超える社債の借り換え需要が発生する可能性があり
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ます。この場合、この金額は原弘産にとって決して小さなものとは言えず、資金調達面か

ら原弘産の主力事業である不動産開発事業の運営に大きな制約を与える懸念を有しており

ます。 

 

表 4 原弘産の新株予約権付社債の概要 （抜粋） 

 

2012年満期円貨

建転換社債型新

株予約権付社債

2012 年満期ﾕｰﾛ円

建 A 種転換社債型

新株予約権付社債

2012年満期ﾕｰﾛ円B

種建転換社債型新

株予約権付社債 

発行日 2007年 2月 22日 2007年 12月 21日 2007年 12月 21日 

発行金額 60億円 25億円 25億円 

償還期限 2012年 2月 22日 2012年 12月 21日 2012年 12月 21日 

転換価額 273,935円 244,260円 233,910円 

転換価格の下方

修正を行う日 

効力発生日 2009

年 1 月 22 日（下

限は決定日に有

効 な 転 換 価 額

80％） 

効力発生日2010年2

月 1 日（下限は引受

契約締結日終値） 

効力発生日2011年2

月 1 日（下限は引受

契約締結日終値） 

社債権者の選択

により繰上償還

される日 

2009年 2月 20日 2009年 12月 21日 2010年 12月 21日 

（平成19年 2月 1日付原弘産プレスリリース及び平成19年 12月 5日付原弘

産プレスリリースより作成） 

 

 

（ウ） 原弘産の財務状況に関する懸念（その2） 棚卸資産の圧縮の必要性 

 

原弘産の財務状況に関する二点目の懸念は、同社の棚卸資産に関するものであります。原

弘産は棚卸資産の評価方法として原価法を採用しておりますが、平成20年 4月 1日以降開

始する事業年度より棚卸資産の評価に関する会計基準がいわゆる低価法（収益性の低下に

よる簿価切下げの方法。）に一本化されます。当社を含め複数の企業で既に前倒し適用も始

まっており、原弘産も平成22年 2月期までには低価法が適用されることになります。 

 

平成 20年 4月 18日付の原弘産第22期（平成20年 2月期）決算説明会資料（原弘産平成

20年 2月期決算説明会資料）には「2割強の完成在庫」、「金融引き締め（により）下期に

予定していた大型物件の売却が進まず」といった記載が見られ、原弘産の不動産事業の状

況が芳しくないことが窺えます。 
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その後の不動産業界の状況は悪化こそすれ決して改善はしていません。とくに分譲マンシ

ョンは、株式市場低迷や景気減速により消費者心理が悪化したことや、マンション用地取

得価格や原材料など建築費の高騰によるコスト増が販売価格に転嫁されたこと等により、

下記表 5「首都圏地域の分譲マンション契約率」からも明らかなとおり、発売しても売れ

ないという市況悪化の様相を呈しております。今後も暫くはこのような状況が継続するこ

とが予想されます。原弘産によれば、平成20年 2月期のマンション販売総数は10棟、引

渡戸数451戸（単体）に対して、平成21年 2月期については、6棟、引渡戸数250戸と予

想しているところです11。 

 

よって、平成22年 2月期までに棚卸資産の評価方法として低価法が適用されることから、

原弘産は、当平成21年 2月期以降において、ある程度利益率を犠牲にした販売等により在

庫の圧縮を図るか、またはいずれかのタイミングで棚卸資産の評価損計上を余儀なくされ

る可能性を否定しきれません。 

すでに述べたとおり、原弘産の財務内容は当社よりも脆弱でありますが、その内容がさら

に悪化する懸念を当社としては有しています。 

 

表 5 首都圏地域の分譲マンション契約率12

平成 18年上期 平成18年下期 平成19年上期 平成19年下期 

80.6% 76.3% 75.2% 65.0% 

 （㈱不動産経済研究所調べ）

 

 

（2） 原弘産の収益力 

 

ア 不動産分譲事業の状況 

 

原弘産は売上高の 80%以上が不動産分譲事業で構成されており、内訳は分譲マンション事

業が売上高の約 30%、不動産販売が売上高の 50％以上を占めております（下記表 6「原弘

産の直前2期の事業別売上詳細（連結）」参照）。 

                             
11 4月 16日付原弘産回答書別表2 
12 実際に売却された戸数を発売戸数で除したもの。 
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表 6 原弘産の直前2期の事業別売上詳細（連結） 

  （単位：百万円、％）

 平成19年 2月期 平成20年 2月期 

売上高 構成比 売上高 構成比
 

52,841 100.0 55,338 100.0

不動産分譲事業 47,725 90.3 47,557 85.9 

 うち分譲マンション

事業 
16,885 32.0 15,994 28.9 

 うち不動産販売事業 26,620 50.4 30,416 55.0 

その他 5,115 9.7 7,780 14.0 

（4月 22日付原弘産回答書別表1より作成）

 

 

不動産分譲事業のうち、分譲マンション事業は、仕入れた不動産にマンションを建築して

分譲するもの、不動産販売事業は、開発不動産への投資、商業ビル等の仕入・販売等です。

原弘産の場合、下記表 7「原弘産の不動産短期取引事例」のとおり、取得した不動産を短

期間で他社に売却した事例が複数見受けられ、かかる短期的な不動産売買から生じる収益

が原弘産の業績の一定割合を占めていることが窺えます。これは、原弘産の収益力が必ず

しも安定的ではないことを示しています。 

 

表 7 原弘産の不動産短期取引事例 

 不動産所在地 原弘産取得日 原弘産売却日 

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山一丁目 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。） 

 

イ 環境事業の状況 

 

原弘産は、風力発電を中心とした環境事業を今後の成長分野として位置付け、不動産事業
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から環境事業への経営資源シフトを経営方針として掲げています。しかし、下記表8に見

られるとおり、これまでの原弘産の環境事業は、売上高こそ急激に拡大しておりますが、

営業利益率は前平成20年 2月期においても1％台であり、利益面ではまだほとんど貢献し

ていない状況にあります。 

 

表 8 原弘産の環境事業セグメントの業績推移 

   （単位：百万円）

 平成18年 2月期 平成19年 2月期 平成20年 2月期 

売上高 718 3,107 5,003 

営業利益 ▲261 126 61 

（原弘産直近2期決算短信より作成）

 

ウ 子会社の状況 

 

原弘産グループは前平成20年 2月期において連結子会社12社を有しています。そのうち

平成20年 2月期決算説明会資料に記載されている9社の業績を見ますと、下記表9に見ら

れるとおり、9 社すべてが原弘産の修正計画値を下回っています。さらに 7 社が経常赤字

であり、比較可能な8社のうち7社が前期業績よりも悪化しております。 

 

表 9 原弘産の連結子会社の平成20年 2月期経常利益 

   （単位：百万円）

経常利益  

 H19/2実

績 

H20/2 

修正計画 
H20/2実績 前期比 

修正 

計画比

㈱ｴｽﾄﾗｽﾄ 47 100 71 ↑ ↓ 

Harakosan Europe 

B.V. 
2 140 ▲64 ↓ ↓ 

住吉重工業㈱ ▲106 100 ▲153 ↓ ↓ 

原弘産ﾗｲﾌｻｰﾋﾞｽ ▲58 ▲150 ▲211 ↓ ↓ 

㈱ﾍﾞﾂﾀﾞｲ 68 120 9 ↓ ↓ 

㈱原弘産 PFI ｲﾝｳﾞｪ

ｽﾄﾒﾝﾄ 
▲8 0 ▲15 ↓ ↓ 

㈱ﾚｰﾍﾞｯｸ ▲2 0 ▲201 ↓ ↓ 

井上投資㈱ 431 90 ▲76 ↓ ↓ 

㈱原弘産ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ － 0 ▲76 － ↓ 

（原弘産平成20年 2月期決算説明会資料より作成）
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エ 原弘産の収益力に関する当社の見解 

 

原弘産の収益獲得に も重要と考えられる不動産販売については、不動産市況にかげりが

出ていた状況下で、サブプライムローン問題を発端とする金融機関による不動産セクター

への貸出し引き締め等の影響が懸念されるという逆境にあります。現在の厳しい事業環境

は原弘産の顧客の資金繰りにも少なからず影響を与えていることが窺えます。以上のよう

な点から原弘産の不動産販売事業が、今後も従来と同様な利益を確保できるかは疑問です。 

 

分譲マンション事業についても、上記のとおり、昨年来、市況の悪化は顕著であり、当面

このような状況が継続するとすれば、やはり収益性の低下は免れないと予想します。 

 

環境事業については売上高こそ高い伸びを示していますが、利益面ではまだほとんど貢献

しておらず、原弘産の主力事業として利益貢献するには、まだ時間がかかると推察します。 

 

さらに、原弘産の子会社の業績推移を見ると、前期決算においてほとんどが赤字計上とな

っており、原弘産の連結業績に対しては貢献できていません。 

 

以上、それぞれの事業の収益力を分析していきますと、今後原弘産の収益力は悪化する懸

念こそあれ、短期間のうちに大幅に改善するとはことは考えにくい状況にあると思われま

す。とくに、(1)の「原弘産の財務状況」で述べましたとおり、原弘産の財務状況は決して

良好とは言えず、今後原弘産は財務体質の改善にも努めなければならないと推察します。 

 

なお、表10に示しましたとおり、収益性においても当社は原弘産の数値を凌駕しておりま

す。 

 

表 10 当社と原弘産の主な経営指標の比較 

 当社 原弘産 

（平成20年 3月期） （平成20年2月期）

売上高営業利益率 4.4% 2.9% 

売上高経常利益率 3.9% 0.3% 
収益性 

自己資本当期純利益率（ROE） 8.6% 0.6% 

（平成20年 3月期当社決算短信及び平成20年 2月期原弘産決算短信より作成）
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（3） 原弘産による子会社化に伴い想定される問題 

 

ア 親会社の子会社に与える影響 

 

「（1）原弘産の財務状況」で既述のとおり、マンション管理事業を主要事業とする当社は、

原弘産よりも優れた財務内容を有しておりますが、仮に当社が原弘産の子会社となった場

合、当社の事業運営及び財務状況に悪影響が及び、ひいては当社の企業価値を毀損し、株

主共同の利益に反する可能性が高いといえます。 

 

すなわち、一般的に、子会社は、親会社の、①総合的な信用力（レピュテーションを含む）

の向上、②財務の安定性及び資金調達力、③収益機会の創出及び安定的な収益確保、④経

営指導力、等々を背景に、企業価値の向上を実現すべく事業戦略を優位かつ安定的に展開

していくことができます。 

原弘産による当社の子会社化は、上記①ないし③の観点からは、明らかに当社にとっての

メリットがないばかりか、逆に多大なデメリットが生じ、事業に悪影響を及ぼす可能性が

高いと考えております。また、上記④の観点からも、当社にメリットがあるとは思われま

せん（この点は、後記4、（2）「子会社経営の実績」にて説明します。）。 

 

イ マンション管理組合等の当社顧客に与える悪影響 

 

まず、当社の事業上の観点から言えば、当社が不安定な財務状況を有する原弘産の子会社

となった場合、上記アの①の総合的な信用力の観点からも、当社のメリットが見当たらな

いばかりか、逆に多大なデメリットが生じ、事業に悪影響を及ぼす可能性が高いことは以

下のとおり明らかです。また、③の「収益機会の創出及び安定的な収益確保」の観点から

は、逆に当社の収益機会を奪い、安定的な収益源を毀損することになります。 

 

すなわち、当社の主力事業であるマンション管理事業は、住宅というお客様の 大かつ貴

重な資産を、長期にわたって管理することから、安全で快適な管理サービスを安定的に提

供することが事業の根幹であります。ことに、マンション管理会社は、マンション管理組

合の管理費や修繕積立金を一時的にお預かりすることもあり、マンション管理組合から信

頼される健全な財務内容を有する企業であることが不可欠の前提です。とくに、昨今の金

融情勢を鑑みれば、今後そのような傾向は一層強まっていくと考えます。 

 

この点、当社の主たる事業であるマンション管理事業に即してより具体的に説明します。

当社の新規の受託戸数の6割が、他のマンション管理会社からの委託替え（リプレース）

によるものですが、マンション管理組合が管理会社を選択するに当たっては、管理会社の

財務状況を確認するのが通常です。仮に当社が原弘産の子会社となった場合、当然のこと
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ながら原弘産自体の財務状況も判断項目の1つになると思われます。財務内容が当社に見

劣りする原弘産の子会社となった場合、当社の新規受託の障害となり得ることは明らかで

す。また、マンション管理会社は、通常、1 年ごとに管理組合との契約を更新する必要が

ありますが、仮に当社が原弘産の子会社となった場合、契約更新を拒絶されるケースも増

える可能性が高いと思われます。 

 

さらに、既に述べたとおり、管理会社をグループに持たないデベロッパーは、販売するマ

ンションの管理が優良であれば、販売に際してより高い付加価値をつけることができるこ

とから、優良かつ安定した財務内容を有する管理会社を推薦することを望みます。上記の

とおり、当社が原弘産の子会社となった場合、当社の財務面に与える影響を考えれば、従

前当社をご推薦いただいたマンション開発会社も必ずしも当社を推薦するとは限らず、当

社の新規受託の4割を占める開発会社による推薦による受託にも、悪影響が及ぶ可能性は

高いと思われます。 

 

以上のとおり、当社が不安定な財務状況を有する原弘産の子会社となった場合、マンショ

ン管理組合との契約継続、管理組合からの既存物件の受託（リプレース）及び管理会社を

グループに持たないデベロッパーからの推薦による新規受託という面において、当社の受

託件数の減少をもたらし、マンション管理事業に悪影響が及ぶ可能性が高いと考えます。 

 

ウ 株式市場からの当社の評価が悪化するおそれ 

 

次に、アの②のうち、財務の安定性の観点からデメリットが生じることを説明します。株

式市場においては、当社自身に対する評価が重要であることは言うまでもありませんが、

親会社を含めたグループ全体としても評価されることになります。当社が昨今のサブプラ

イム問題に絡んで不安定な色合いを強める不動産販売事業を主要事業とする原弘産の子会

社になった場合、株式市場において、当社が原弘産から独立して評価されることはありえ

ず、本来関係のなかった原弘産の財務状況から多大な影響を受けることは不可避です。 

 

上記のとおり、当社の主要な経営指標は原弘産のそれを上回っておりますが、当社が原弘

産の子会社となった場合、株式市場が原弘産の財務状況の不安定さにリスクを感じ、当社

が本来有する企業価値についてマーケットからの適正な評価を受けられなくなる可能性が

高いと考えております。 

 

まして、当社は、後述のとおり、不安定な収益構造を持つ不動産開発事業の撤退を通じて、

安定的な収益構造を持つ管理系事業に特化するという経営判断を行ったところです。そう

である以上、今後、不安定な不動産販売会社の子会社としての評価を受けるよりは、安定

的な収益構造を持つ企業としての評価を受けたいと考えております。それが、株式市場か
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ら、当社の企業価値を評価してもらうために、必要かつ有効な手段であると考えます。 

このように、株式市場における評価の観点から見ても、当社が原弘産の子会社になること

は、明らかに当社の企業価値を毀損し、株主共同の利益に反します。 

 

エ その他の悪影響 

 

以上に述べたことのほか、当社が、当社に比べ財務状況が脆弱であり、かつ収益状況も不

安定である原弘産の子会社となった場合、専ら親会社の都合（財務状況の悪化に伴う連結

での利益増大の要請等）により、例えば、当社の現場第一主義といった経営方針等が突然

方向転換されてしまう事態が生じたり、親会社の財務状況の問題から当社株式が突然売却

等されるなどのリスクを否定できないといった不安定要素が拭いきれず、その結果、やは

り安全で快適な管理サービスを安定的に提供するという現在の当社の事業の根幹が脅かさ

れるおそれがあると考えております。 

 

オ 原弘産による子会社化に関する当社の見解 

 

以上のとおり、当社としては、原弘産による当社の子会社化が行われた場合、顧客である

管理組合やマンション開発会社との取引関係を維持・発展させることが困難となり、当社

のマンション管理事業に多大な悪影響を及ぼす可能性が高いほか、株式市場からの評価が

悪化する可能性が高く、当社の企業価値を著しく毀損し、株主共同の利益に反すると考え

ております。 

 

（4） 小括 

 

以上、上記（1）から（3）で検討しましたとおり、原弘産による当社の子会社化は、財務

的観点等から見ても、当社の企業価値を著しく毀損し、株主共同の利益に反すると判断し

ます。 

 

 

3 原弘産の経営姿勢は、マンション管理会社である当社の親会社としてふさわしい

とはいえない 

 

前述したとおり、当社の主力事業であるマンション管理事業においては、区分所有建物と

いうお客様の貴重な資産を、長期にわたって管理することから、安全で快適な管理サービ

スを安定的に提供することにより、マンション管理組合から信頼されることが不可欠です。

このため、当社は、「安全で快適な住環境づくり」を経営理念としております。 
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下記で詳細に説明いたしますが、当社取締役会が収集した情報を総合すると、原弘産は、

短期的利益を追求していると疑われる経営姿勢、コンプライアンス体制、企業としてのモ

ラル感といった面で、マンション管理事業者である当社の親会社としてふさわしいとは到

底いえないと考えます。原弘産が当社の親会社となった場合には、当社自体の経営姿勢ひ

いてはレピュテーションが悪影響を受ける結果、当社の顧客であるマンション管理組合や

マンション開発事業者からの信頼、さらには取引関係を失うおそれが非常に高いといえま

す。 

 

よって、原弘産の経営姿勢の観点からも、原弘産の本買付提案は、当社の企業価値を著し

く毀損し、株主共同の利益に反すると判断しました。 

 

（1） 短期的利益を追求する経営姿勢と疑われること 

 

以下に説明するとおり、原弘産に関する客観的な情報から、原弘産は短期的利益を追求す

る経営姿勢を有しているものとの疑念を払拭できません。当社は、「安全で快適な住環境づ

くり」をモットーとしており、短期的利益を追求する経営姿勢とは両立しないと考えます。 

 

ア 不動産短期売買の例 

 

以下に挙げる具体例が示すように、原弘産は、中間期（8月）及び決算期（2月）の末日又

はその直前に集中して不動産の売買、それも当該不動産を取得してから短期間での売却を

複数回行っており、原弘産の収益はこれらの不動産売買の収益に大きく依存しているもの

と思われます（以下の記載は、主に当該不動産に関する登記事項証明書によります。）。 

 

ケース1：神奈川県川崎市川崎区港町にある土地を、平成17年 7月 22日に約58

億円で取得13し、1ヶ月後の同年8月 25日に売却しています14。 

なお、同土地については、原弘産自身が、総事業費220億円を投じて

全 720 戸の分譲マンションを建設することを発表していましたが15、同

土地が売却された事実は同社からは何ら発表されていません。 

 

ケース2：埼玉県和光市丸山台二丁目にある土地を、平成17年 12月 16日に取得

し、約2ヶ月後の平成18年 2月 28日に売却しています。 

 

                             
13 原弘産の平成17年 7月 19日付プレスリリースの記載に基づいております。 
14 平成18年11月 8日付日本経済新聞地方経済面（26頁）に関連記事が掲載されています。 
15 平成 17 年 7月 19 日付の原弘産プレスリリース「不動産の取得及び今後の事業計画のお知らせ」をご参照く

ださい。 
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ケース3：神奈川県相模原市上鶴間本町五丁目にある土地を、平成17年 12月 16

日に取得し、約8ヶ月後の平成18年 8月 31日に売却しています。 

なお、原弘産は、平成19年 5月 16日に同土地を代物弁済によって再

度取得し、同土地上にマンションを建設し分譲しております。 

 

ケース4：東京都武蔵野市御殿山一丁目にある土地を、平成18年 8月 7日に取得

し、約6ヶ月後の平成19年 2月 28日に売却しています。 

 

ケース5：福岡県北九州市小倉北区浅野二丁目にあるビルを、平成19年 12月 28

日に取得し、約2ヶ月後の平成20年 2月 28日に売却しています16。 

 

ケース6：平成18年 6月 29日に、（有）ニューハーバー・プロパティ・ホールデ

ィングス（以下「本SPC」といいます。）に匿名組合出資をすることによ

って、兵庫県神戸市中央区所在のビルを信託財産とする信託受益権を、

本SPCを介して取得し、平成 19 年 6月 29 日に当該信託受益権を売却す

るとともに、同年 7月 23 日付で本SPCの解散を行い、約 46 億円の譲渡

収益を得ています17。 

 

このように、原弘産の不動産販売事業については、取得した不動産を1年以内、短いもの

では約1ヶ月で売却している例が見られます。そして、これらの不動産の売却は、原弘産

の中間期（8月末）若しくは決算期（2月末）末日又はその直前に集中して行われておりま

す。現に、原弘産の過去3期における四半期ごとの当期利益の推移を見ますと、第1四半

期と第3四半期で赤字が生じている一方、中間期及び決算期では黒字に転じています。 

 

イ 短期売買の例から窺われる経営姿勢 

 

不動産販売事業という不安定な事業にその経営の相当部分を依存していると思われる18原

弘産が、不動産の短期売買を行っている事実からは、短期的利益を追求する同社の経営姿

勢が窺われます。しかも、それらの短期売買が、中間期及び決算期の末日又はその直前に

集中し、事業収支が直前の四半期では赤字となっていたのが中間期及び決算期では黒字に

転じていることに照らすと、原弘産は中間期及び決算期にあえて不動産の売買を行ってい

るのではないかという疑念さえ生じるところです。 

 

                             
16 平成20年3月 14日付日経産業新聞（20頁）に関連記事が掲載されています。 
17 詳細は、原弘産の平成 18 年 6 月 29 日付プレスリリース「資産の取得（匿名組合出資）に関するお知らせ」、

同平成19年 7月 23日付プレスリリース「子会社所有不動産の譲渡及び解散に関するお知らせ」及び同年10月

19日付プレスリリース「業績予想の修正及び特別損失の発生に関するお知らせ」をご参照ください。 
18 前記第3、2、(2)、アをご参照ください。 
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また、分譲マンションの開発を公表したにもかかわらず1ヶ月後に売却し、その売却につ

いては公表していないこと（ケース 1）や、一旦売却した土地を代物弁済によって再度取

得した上で、マンション開発を行ったこと（ケース 3）については、その理由は必ずしも

分かりませんが、少なくとも取引が不透明であるとの批判は免れないと思われます。 

 

不動産の短期売買は、景気動向、金利動向、地価動向等の影響を受けやすく、場合によっ

ては巨額の損失を出すことともなりかねないものです。不動産短期売買を行うことにより、

短期的利益を追求していると疑われる経営姿勢は、安定が第一に求められるマンション管

理会社の親会社の経営姿勢としてふさわしいとはいえません。 

 

前述したとおり、当社が、当社に比べ財務状況が脆弱であり、かつ収益状況も不安定であ

る原弘産の子会社となった場合（なお、後述するとおり、このような場合、原弘産が当社

の経営支配を企図する可能性は否定できないと考えます。）、例えば、財務状況の悪化に伴

う連結での利益増大の要請等から、原弘産の都合により、当社の現場第一主義といった経

営方針等が突然方向転換されてしまう事態が起こり得ないとはいえません。原弘産の経営

姿勢が短期的利益を追求するものであれば、原弘産の置かれる状況によっては、まさにか

ような懸念が現実化することになります。このような意味で、当社としては、マンション

管理会社である当社の親会社としての原弘産の適格性に疑問を有するものです。 

 

（2） コンプライアンス体制に関する懸念 

 

ア 公正取引委員会からの排除命令 

 

原弘産は、同社が運営する有料老人ホームの入居者募集に関し、平成19年 2月 8日、公正

取引委員会より、不当景品類及び不当表示防止法（以下「景品表示法」といいます。）第4

条第 1項第1号（優良誤認）及び同項第3号（有料老人ホームに関する不当な表示）の規

定に違反する不当表示が認められたとして、排除命令を受けています。原弘産も、平成19

年 2月 9日付の「公正取引委員会からの排除命令について」と題するプレスリリースにお

いて、「当社は、この度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ます。」

と排除命令を全面的に受け入れております。 

 

イ 事実関係の詳細19

 

原弘産は、同社が運営する有料老人ホーム「シニアウエルス下関壱番館」及び「シニアウ

エルス下関弐番館」（以下「シニアウエルス下関」と総称します。）の入居者募集に関し、

                             
19 事実関係の詳細については、公正取引委員会のホームページ掲載の附属資料をご参照ください

（http://www.jftc.go.jp/pressrelease/07.february/070208.html）。 
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以下のような実際と異なる表示をしていました。 

 

表示内容（表示媒体・期間） 実  際 

看護師、介護福祉士及びホームヘルパ

ーを24時間配置するかのように表示

（パンフレット・平成 17 年 6 月～平

成18年 6月） 

平成17年 6月から平成18年 6月までの間 

①看護師については昼夜を問わず全く配置

していない。 

②介護福祉士については夜間（19 時から翌

日8時 30分）は全く配置していない。 

③ホームヘルパーについては月曜から土曜

日の夜間は 1 名配置しているが、そのうち

22 時から翌日 5 時までの間は仮眠時間とし

て業務に従事させておらず、日曜日の夜間は

全く配置していない。 

入居者に対する健康診断をシニアウ

エルス下関自身が定期的に実施する

かのように表示 

（パンフレット及びホームページ・平

成17年 3月～平成18年 6月） 

平成16年 10月ころ以降、シニアウエルス下

関自身は入居者に対する定期健康診断を実

施していない。 

シニアウエルス下関と医療機関との

協力関係について、「健康相談・健康

診断などは、『シニアウエルスシリー

ズ』にほど近い提携病院が行います。」

と記載 

（パンフレット・平成 17 年 6 月～平

成18年 8月） 

シニアウエルス下関と協力関係にある医療

機関の名称及び診療科目等協力の内容が明

りょうに記載されていない。 

入居者に提供する介護サービスにつ

いて、「看護士、介護福祉士、ホーム

ヘルパーなど常駐。」、「■万一寝たき

りになられた場合も、必要なサービス

を受けることができる住宅です。」等

と記載 

（パンフレット・平成 17 年 6 月～平

成18年 8月） 

入居者に対する介護サービスは、原弘産がシ

ニアウエルス下関とは別に経営している訪

問介護事業所が提供しているところ、シニア

ウエルス下関自身が当該介護サービスを提

供するものでないにもかかわらず、そのこと

を明りょうに記載していない。 

（公正取引委員会ホームページ20より作成） 

 

                             
20 http://www.jftc.go.jp/pressrelease/07.february/070208-01-tenpu.pdf 
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これらは、サービスの内容について一般消費者に対し、実際よりも著しく優良であること

を示すことによって、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがある表示であ

り、また、有料老人ホームに関する不当な表示に該当する表示でした。 

 

ウ 原弘産のコンプライアンス体制に対する懸念 

 

当社は、高齢者の医療・介護という高齢者の健康に関わる事業において、実際のサービス

よりも著しく優良であるかのような不当な表示がなされたことは、極めて重大な問題であ

ると考えております。このような不当表示の原因について、原弘産は、「結果的に担当者に

まで十分周知徹底されていなかったこと、及び管理者がチェックできていなかったことに

あったと認識しております。」と説明しています21。しかし、担当者への周知徹底や管理者

によるチェックは当然なされていてしかるべき事柄であり、これらが適切になされていな

かったという事実自体が、同社のコンプライアンス体制に対する重大な疑念を生じさせる

ものです。しかも、これらの違反行為は、原弘産が、平成18年 5月に、内部統制の基本方

針を決議し、コンプライアンス規程をはじめとする諸規程を整備した22後に指摘されてい

るのであり、同社のコンプライアンス体制が十分に機能していないのではないか、コンプ

ライアンスが軽視されているのではないかとの疑念を抱かざるを得ません。 

 

当社は、マンション管理会社として、マンション管理適正化法その他の関連法令を遵守す

る必要があり、コンプライアンス軽視の経営姿勢は許容することはできません。また、高

齢者の医療・介護といった事業において、上記のような行為が行われていたことは、やは

り安全が第一に求められるマンション管理会社の親会社の経営姿勢としてふさわしいとは

いえないと考えます。 

 

（3） 原弘産の企業としてのモラルに対する懸念 

 

以下に述べるように、原弘産には、コンプライアンスに限らず、その企業としてのモラル

に疑いを抱かせる事例が見受けられます。かような原弘産が当社の親会社となった場合、

当社自身のレピュテーションに悪影響を及ぼし、当社の企業価値を毀損し、株主共同の利

益に反すると判断しました。 

 

                             
21 4月 16日付原弘産回答書11頁（質問1-（23）に対する回答） 
22 4月 16日付原弘産回答書17頁（質問1-（10）に対する回答） 
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ア アイランドシティでの計画辞退 

 

（ア） 概要 

 

福岡県福岡市東区の人工島（アイランドシティ）での高齢者関連施設事業について、原弘

産は、平成 19 年 10 月 3 日に、同社が事業予定者に決定したことを公表していました23。

しかし、そのわずか1ヶ月半後の同年11月 19日に、収支改善策について関係機関と折り

合いがつかなかったことから計画辞退を申し出たところ、同日付で事業予定者の決定の取

消通知があったと公表しています24。 

 

（イ） 原弘産の説明 

 

この一連の事実関係について、原弘産は、平成19年 9月 25日に事業予定者として内示を

受け、分譲マンション400 戸で計画していた。その後、博多港開発株式会社からマンショ

ンの戸数を減らして医療施設と保育施設を併設し、その運営も一括して行うことの提案が

なされた。しかし、事業採算が合わないことから、10 月 15 日に「アイランドシティ計画

変更のお願い」を提出したが、受け入れられなかったため、辞退の申入れをした、と説明

しております25。 

 

（ウ） 上記説明が事実と異なると思われること 

 

しかし、原弘産は平成19年 10月 3日付のプレスリリースにおいて自ら、「事業計画（予定）」

として、約80室の特別養護老人ホーム、約75室の介護付き有料老人ホーム、約200戸の

マンション、診療所、保育施設を建設する計画であることを明らかにしています26。これ

は、事業予定者として内示を受けるために提出した「事業計画（予定）」において、既に診

療所、保育施設等を計画していたということであり、事業予定者として内示を受けた後に

「博多港開発からマンションの戸数を減らして、医療施設と保育施設を併設し、その運営

も一括して行うことの提案がなされ」たという同社の4月 22日付原弘産回答書5頁の説明

と明らかに矛盾するものです。 

 

また、博多港開発株式会社による平成19年 4月付「アイランドシティ事業提案公募要綱〈高

                             
23 平成 19 年 10 月 3 日付の原弘産プレスリリース「福岡市東区の人工島（アイランドシティ）での事業展開に

ついて」をご参照ください。 
24 平成19年11月 19日付の原弘産プレスリリース「福岡市東区の人工島（アイランドシティ）における事業展

開の取りやめについて」をご参照ください。 
25 4月 22日付原弘産回答書5頁（質問1-（24）に対する回答） 
26 平成 19 年 10 月 3 日付の原弘産プレスリリース「福岡市東区の人工島（アイランドシティ）での事業展開に

ついて」をご参照ください。 
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齢者関連施設〉」によれば、アイランドシティでの高齢者関連施設事業については、そもそ

も公募条件において、特別養護老人ホーム、介護付有料老人ホーム、高齢者福祉施設、介

護施設、健康づくり施設、医療施設などを整備することが求められていました。博多港開

発株式会社のホームページにおいても、原弘産が公募条件に合わせて、80室の特別養護老

人ホーム、75 室の介護付有料老人ホーム、診療所・メディカルフィットネス、保育施設、

計199 戸のユニバーサルマンションを計画案として提示し、その計画案を受け事業予定者

として選定されたことが明らかにされています27。さらに、博多港開発株式会社によれば、

その後、原弘産が、土地価格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入れをしたが、かかる申入

れは公募条件に反する行為であるために、原弘産を事業予定者とする決定を取り消したこ

と28が明らかにされております。 

 

このように、4月 22日付原弘産回答書における原弘産の説明は、自社のプレスリリースに

すら矛盾した、明らかに事実関係に反する説明と考えざるを得ません。 

 

なお、福岡市長は、原弘産の突然の撤退について、「ビジネスの慣習からしていかがなもの

か」と表明しております29。 

 

（エ） 当社の見解 

 

アイランドシティの高齢者関連施設事業に関する原弘産の一連の行動は、自ら公募条件に

沿った計画案を提示し、事業予定者とする決定を受けながら、公募条件を下回る条件を提

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入れを

したという不誠実なものであり、問題と評価せざるを得ません。また、これに関する同社

の説明は事実に反するものと考えます。 

 

イ 金融商品取引法の趣旨を軽視するとも受け取れる当社株式の買付方法 

 

（ア） 原弘産買付説明書提出前後における原弘産による当社株式の取得 

 

原弘産は、平成20年 1月 23日から3月 24日までの約2ヶ月間に、当社株式を1,472,700

株（10.03％30）取得（以下「原弘産株式取得」といいます。）しています31。そのうち1,292,700

                             
27 博多港開発株式会社ホームページ（http://www.port-hakata.co.jp/kourei12kettei.htm）。なお、この記載

は、原弘産の上記平成19年 10月 3日付のプレスリリースと一致します。 
28 博多港開発株式会社ホームページ（http://www.port-hakata.co.jp/jitai12.htm） 
29 平成19年11月 22日日経新聞地方経済面20頁 
30 株式数に関連する比率の記載は、当社の発行済株式総数（14,680,000株）に対する比率を記載しております。

以下同じです。 
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株（8.80％）が市場外取引（件数は3件）による取得（以下「原弘産市場外株式取得」と

いいます。）です32。そして、上記期間中である同年 2 月 18 日に本公開買付けを実施する

予定であることを公表し、かつ、同日以降で 初に東京証券取引所で売買が成立した同年

2月 21日から3月 24日の間の全ての営業日（22営業日）において、原弘産は毎日当社株

式を取得し続けております33。 

 

（イ） 原弘産株式取得と本公開買付けの関係に関する評価 

 

上記のような事実経緯から、当社としては、原弘産市場外株式取得を含む原弘産株式取得

と本公開買付けは一連の取引（以下「本件想定スキーム」といいます。）として評価される

可能性が高いものと考えております。また、本公開買付けの実施予定は原弘産自身により

広く一般に公表され、かつ、原弘産買付説明書の記載内容によれば本公開買付けは平成20

年 2月 18日以降に速やかに行われる可能性もあったこと34から、当社としては、金融商品

取引法上の公開買付規制との関係では、実質的には本公開買付けは平成20年 2月 18日に

実施されたと同視されうることを前提に、公開買付規制の趣旨に反しないような対応が望

ましいものと考えております。 

 

（ウ） 本件想定スキームが金融商品取引法の趣旨に鑑み問題があり得ること 

 

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（以下「急速な買付け等」と

いいます。）として規制しております35。 

 

本件想定スキームが実施され成立した場合、原弘産は、8.80％の原弘産市場外取得を含む

約 10.03％の株式を市場内外取引で取得した上で本公開買付けを実施することにより、株

券等保有割合が 50％超となることになります。このような取引形態は、（実施される具体

的な期間の点を除き）急速な買付け等として規制される典型的な取引形態であり、本件想

                                                                                  
31 原弘産提出の平成20年3月12日付大量保有報告書（変更報告書）No.6及び同月25日付大量保有報告書（変

更報告書）No.7（以下「原弘産3月提出大量保有報告書」と総称します。） 
32 原弘産市場外株式取得については、原弘産大量保有報告書の記載に基づき「市場外取引」として記載してお

りますが、原弘産からの回答に基づけば、ToSTNeTを利用した取引であると考えられます（3月19日付原弘産回

答書26頁、30頁、72頁）。なお、原弘産3月提出大量保有報告書によれば、原弘産市場外株式取得の明細は以

下のとおりです。 

   ① 取得日：平成20年1月 23日   数量：822,600株（5.60％）  取得単価：749円 

   ② 取得日：平成20年3月 10日   数量：320,100株（2.18％）  取得単価：970円 

   ③ 取得日：平成20年3月 24日   数量：150,000株（1.02％）  取得単価：985円 
33 原弘産提出の平成20年3月25日付大量保有報告書（変更報告書）No.7 
34 原弘産買付説明書には、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

載があります（原弘産買付説明書9頁）。 
35 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 
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定スキームは、原弘産市場外株式取得を公開買付けで行わなかったことに関し、金融商品

取引法上の公開買付規制に違反する（急速な買付け等の規制に違反する）可能性について

も、検討する必要があると考えております。 

 

原弘産は、本公開買付けの開始時期を原弘産市場外株式取得から 3 ヶ月以上経過36した後

とすることで、形式的に急速な買付け等の規制を回避しようとするものと思われますが、

上記(イ)記載のとおり、上記(ア)の事実関係のもとでは、そのような形式的な解釈は不合

理であると指摘される可能性も完全には否定しきれないものと思われます。 

上記のような点からは、当社としては、本件想定スキームは、金融商品取引法の規制（急

速な買付け等に関する規制）の趣旨に鑑み問題があり得ると考えております。 

 

（エ） 原弘産の金融商品取引法の趣旨の軽視の姿勢 

 

当社としては、原弘産は、原弘産株式取得をあえて行わずとも、本公開買付けを含む原弘

産買付説明書記載内容について当社の賛同を得た後に本プランに沿って本公開買付けを実

施することで、当社との事業統合・事業提携という原弘産の目的を達成することは十分可

能であったと考えております。そのため、原弘産が本件想定スキームを実施しようとして

いることは、当社の基本的な考え方と異なり、原弘産は金融商品取引法の規制の趣旨を軽

視しているのではないかとの印象を持っております。 

 

このように、金融商品取引法の規制の趣旨を軽視していると疑われる姿勢は、原弘産が当

社に事業統合・事業提携を正式に申し入れる具体的な準備を行っている 中である平成20

年 1月 23日に行った市場外での822,600株（5.60％）の当社株式の取得に関し、「純投資」

として大量保有報告書を提出(提出日平成20年 1月 30日)していることにも表れていると

考えております。すなわち、原弘産は、上記市場外での株式取得日の26日後（当該大量保

有報告書の提出日から19日後）には原弘産買付説明書を提出し、当社株式の保有目的も「純

投資」から「事業提携・事業統合の提案を行うため」と変更しておりますが、当社として

は、大量保有報告制度の目的37及び原弘産での検討状況38を勘案すれば、遅くとも平成 20

年 1月 23日の取得に関する大量保有報告書の提出段階では、保有目的を「事業提携・事業

統合の提案を行うため」等と記載して提出すべきであったのではないかと考えております。 

 

                             
36 金融商品取引法施行令第7条第2項参照 
37 「大量保有報告制度の目的は、経営に対する影響力等の観点から重要な投資情報である上場株券等の大量保

有にかかる情報を、投資者に対して迅速に提供することにより、市場の公正性、透明性を高め、投資者保護を

図ることにある。」とされています（前掲「新しい公開買付制度と大量保有報告制度」161頁）。 
38 原弘産は、平成19年 2月ころから、当社の事業・財務内容を調査分析し、同年11月 21日ころからは、本プ

ランに基づく買付説明書を提出するため、「事業提携・事業統合」案の作成に着手しています（4月23日原弘産

プレスリリース添付資料「株主名簿閲覧謄写仮処分命令申立書」7頁、9頁）。 

 

 

39



 
 

（オ） 買付中止要請の無視 

 

上記の金融商品取引法との関係の他、①原弘産追加買付けは原弘産買付説明書の内容に反

するのではないかと考えられること、②一部報道等では、原弘産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ことから、当社は、当社の株主の

皆様の混乱を回避し、本買付提案に関し正確な事実関係を把握していただく十分な時間を

確保するため、平成20年 3月 14日に原弘産に対し買付中止要請書を送付し、当社株式の

それ以上の買増しを自粛されるよう要請をいたしました39。 

 

しかしながら、原弘産は、上記当社の懸念を「その内容及び理由が全く理解できません」

とし40、当社の買付中止要請を「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」と決めつけ41、その後も平成 20 年 3 月 24 日まで当社株式の買付け

を継続しました。 

 

当社は原弘産に対し、当社回答書において当社の懸念を再度詳細に説明いたしましたが、

原弘産は、当社の説明について、「貴社（※当社のことを指します）取締役会が平成19年

5月 15日に公表した買収防衛策の内容にかかわらず、買付説明書の提出後は、買収防衛策

が規制していない20％未満の株式の買付けであっても行ってはならない。」などと42、当社

の説明を理解するどころか、悪意をもって歪曲しているとしか考えられないような要約を

公表しました。 

 

このような原弘産の態度は、いたずらに当社の対応に対する誤解を広めるものであって、

極めて遺憾であるといわざるを得ません。 

 

（カ） 小括 

 

当社では、本プランの運用上、金融商品取引法の規制の趣旨を十分に考慮し、投資家に対

する公正性・透明性を高めることが重要であると考えておりますが、上記のように原弘産

にはそのような姿勢が不足していると考えます。 

また、原弘産らが実施することを企図している本件想定スキームは、急速な買付け等に関

する規制の趣旨より問題があり得るものと思われます。 

 

                             
39 買付中止要請書の内容及び当社が同要請に至った考え方については、3月14日付当社プレスリリース及び当

社回答書1頁から6頁をご参照下さい。 
40 3月 19日付原弘産回答書73頁（質問8-（7）に対する回答） 
41 3月 19日付原弘産回答書71頁（質問8-（6）に対する回答） 
42 平成20年4月 10日付プレスリリース添付資料「少数株主の提案権行使について」1頁及び平成20年 4月 23

日付原弘産プレスリリース添付資料「株主名簿閲覧謄写仮処分命令申立書」13頁 

 

 

40



 
 

当社は、金融商品取引法の趣旨を軽視する原弘産の企業としてのモラルに疑問を感じると

ともに、金融商品取引法の趣旨より問題があり得る本公開買付けに賛同することはできな

いと判断いたしました。 

 

ウ 合人社グループとの関係による本プラン違反の懸念 

 

（ア） 原弘産の説明 

 

原弘産の新築分譲マンションの、竣工当初の管理会社はほとんどが合人社となっておりま

す。これまで、原弘産は 69 件の分譲マンションを建設しておりますが、そのうちの実に

62件にも上る物件において、合人社が竣工当初の管理会社となっているか、又は予定され

ています43。 

 

この点、原弘産は、合人社の営業担当者が自社サービスを積極的にアピールしていること、

原弘産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）が優れていること等から、結果的に合人社を推薦するケースが多くなって

いるにすぎず44、原弘産と合人社との間に密接な取引関係にはなく、本買付提案に関して

も合人社グループは何ら関与していない45と説明しています。しかし、上記のように69件

中 62件もの分譲マンションの管理会社が合人社という関係にありながら、密接な取引関係

がないとすること自体、にわかに信用しがたいところです。 

 

（イ） 合人社グループとの関係に関する疑念 

 

さらに、原弘産と合人社グループとの間には、以下のような関係が指摘できます。 

 

① 合人社は原弘産の株式（150株）を保有しています。 

② 原弘産と合人社が共同出資（原弘産 80％、合人社 20％）して、原弘産 PFI イン

ヴェストメントを設立しています。 

③ 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ます。 

④ 西日本に限らず、首都圏での原弘産の分譲マンションについても、7件中5件で

合人社が管理会社となっています。 

⑤ 平成 19 年 2月には、原弘産の完全子会社である井上投資から、合人社の子会社

                             
43 4月 16日付原弘産回答書別表3 
44 3月 19日付原弘産回答書24頁（質問1-（15）に対する回答）及び4月16日付原弘産回答書16頁（質問1-

（27）に対する回答） 
45 3月 19日付原弘産回答書68頁（質問8-（4）に対する回答） 
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であるランドマークに当社株式65万株が譲渡されています。 

⑥ 原弘産グループと合人社グループは、平成19年 2月以降（特に平成20年 1月以

降）、軌を一にして当社株式の取得を進めています。 

 

これらの関係を総合すれば、原弘産の上記の説明は不十分であり、当社としては、マンシ

ョン管理事業において当社と競合する合人社グループが、原弘産グループと一体となって

当社株式の買付を行っているのではないかとの疑念を抱かざるを得ません。 

 

エ 当社の対応に対するいわれなき批判の繰り返し 

 

（ア） 原弘産買付説明書に対する当社の対応と原弘産の批判 

 

当社が、原弘産買付説明書を受領してから取締役会検討期間を開始するまでの経緯は、別

紙2において述べるとおりです。当社は、外部専門家の助言を受けつつ、本買付提案を含

む原弘産買付説明書の内容を真摯に検討し、株主の皆様が本買付提案の適否を判断するた

めに必要かつ十分な情報の提供を受けるべく原弘産に対して質問事項を送付し、その後も

原弘産からの回答や質問に対し、可能な限り速やかに対応してまいりました。 

 

これに対して、原弘産は、4 月 10 日付原弘産プレスリリースにおいて、「日本ハウズイン

グ取締役会は、同年4月 1日に至っても、買収防衛策に定める『取締役会検討期間』を開

始しておらず、開始時期については、買収防衛策に客観的基準が定められていないので、

取締役会の主観的裁量で決定することができると回答するなど（同日付日本ハウズイング

回答書）、買収防衛策を恣意的に運用し、定時株主総会という絶好の機会があるにもかかわ

らず、当社提案の是非について日本ハウズイングの株主の皆様の意思確認を行うことを嫌

っているのではないかと疑われるような対応を続けておられます。」などと述べ、当社の対

応を批判しております。 

 

（イ） 原弘産の批判は不当かつ根拠のない批判であること 

 

しかし、かかる原弘産の批判は、全くいわれのない批判です。 

 

まず、取締役会検討期間について、当社は取締役会の主観的裁量によって決定できるなど

と回答したことはありません。当社は、取締役会検討期間の開始時期に関する原弘産の質

問に対し、「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な基準』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
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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いう考え方に基づくものであります。」と回答しており

ます46。この回答を見れば明らかなように、当社は、取締役会検討期間の開始は取締役会

の主観的裁量で決定できるなどという回答は一切しておりません。原弘産の批判は、「『客

観的な基準』は定めておりません」、「取締役会が･･･判断する」との当社の回答の一部分の

みを取り出した上、当社があたかも取締役会検討期間を遅らせているかのように見えるよ

う恣意的に解釈したものであり、当社にとっては全く理解できない批判です。 

 

また、「株主の皆様の意思確認を行うことを嫌っている」との批判も、本プランに対する誤

解に基づく批判であり、不当なものです。本プラン上、取締役会が対抗措置を発動しない

こととした場合には株主意思確認手続は行われないこととされているため、本必要情報の

収集が終了していない段階では、株主意思確認手続を行う旨の正式決定はできません。当

社の対応は、本プランを遵守した対応であって、原弘産の批判は全く不当かつ根拠のない

批判です。 

 

（ウ） 当社の指摘と批判の繰り返し 

 

上記のとおり、4月 10日付原弘産プレスリリースは、当社の見解について誤解を与えかね

ないものでしたので、当社は4月 11日付当社プレスリリースにおいて、その旨指摘してお

りました。それにもかかわらず、原弘産は、当社株主名簿の閲覧謄写仮処分命令申立書の

中で上記とほぼ同様の批判を繰り返し、それを公表すらしています47。 

 

当社は、4月 11日付当社プレスリリースにおいて、原弘産の批判が当社回答書の不正確・

不十分な要約に基づくものであると指摘していたにもかかわらず、原弘産がこれを無視し

て、不当かつ根拠のない批判を繰り返す理由が全く理解できません。 

 

むしろ、原弘産は、当社の株主の皆様に対して、当社が本プランの恣意的な運用を行って

いるとの誤解を持たせることを目的として、当社の見解を悪意をもって歪曲しているので

はないかとの疑念を持たざるを得ません。 

 

オ 原弘産の企業としてのモラルに対する当社の懸念 

 

以上説明したとおり、原弘産には、企業としてのモラルが欠けているのではないかと疑わ

ざるを得ない事例が多数見受けられます。このような原弘産の姿勢は、安全で快適な管理

                             
46 当社回答書9頁 
47 平成20年4月 23日付原弘産プレスリリース添付資料「株主名簿閲覧謄写仮処分命令申立書」13頁 
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サービスを安定的に提供することが何よりも求められるマンション管理会社の親会社とし

てふさわしいものではありません。原弘産が親会社となれば、当社がこれまで築き上げて

きたマンション管理組合をはじめとする顧客からの信頼を損ない離反を招くこととなりか

ねません。このことは、ひいては当社の企業価値を大きく毀損する可能性につながりかね

ないと考えます。 

 

（4） 経営管理体制に対する懸念 

 

原弘産は、平成19年 10月 19日、平成20年 2月期中間決算短信発表のまさに当日に、中

間業績予想の大幅な下方修正を発表しました。また、平成 20 年 4 月 18 日に平成 20 年 2

月期決算短信発表をしましたが、その前日である17日に多額の特別損失の計上と同期の業

績予想の大幅な下方修正を発表しました。原弘産は、業績予想修正を、平成18年 2月期か

ら平成20年 2月期までの過去3事業年度において、通期・中間期を合わせて、6度発表し

ております。 

 

業績予想の修正等は、新たに算出した予想値又は決算において差異を認識した時点で、こ

れが適時開示基準に該当すれば直ちに開示すべきものです。頻繁な業績予想の修正は原弘

産の不動産販売事業に依存した不安定な収益構造によるものと思われます。のみならず、

決算発表日直前での修正開示は、原弘産の経営管理体制等に問題があるのではないかとも

懸念されます。 

 

（5） 小括 

 

以上説明してまいりましたとおり、原弘産の経営姿勢は当社とはかけ離れたものであり、

安定を第一に要求されるマンション管理会社の親会社にふさわしいものとは到底いえませ

ん。 

 

したがって、仮に原弘産が当社の親会社となった場合、当社自体の経営姿勢ひいてはレピ

ュテーションが影響を受けることで、当社の顧客であるマンション管理組合やマンション

開発会社からの信頼、ひいては取引関係を失うこととなり、その結果、当社の企業価値を

著しく毀損し、株主共同の利益に反するおそれがあると判断せざるを得ません。 
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4 子会社経営の実績 

 

（1） 原弘産による子会社経営の内容 

 

原弘産はこれまでM&Aを積極的に展開し、企業買収を進め、株式会社ベツダイ、株式会社エ

ストラスト、株式会社レーベック、住吉重工業株式会社等を買収したとのことです。これ

らの買収した子会社に対する企業価値向上のための支援、施策は、もっぱら金融支援に留

まっているとのことです48。いずれにせよ、前記第3、2、(2)、ウにおいても指摘したとお

り、原弘産第22期（平成20年 2月期）決算説明会資料11頁によると、原弘産の子会社の

業績は全般的に低調あるいは赤字が続いております。 

 

（2） 子会社経営に対する当社の見解 

 

これらの点から、原弘産の子会社に対する経営支援・成長支援の実績はなく、この点から

も、当社の親会社としての適格性には疑問があります。 

 

 

5 原弘産が親会社となることについて、当社の取引先、管理組合及び従業員から懸

念が表明されている 

 

ここまで説明してまいりました原弘産の経営姿勢や子会社経営実績に対する各種の懸念は、

当社のみならず当社の取引先の多くも共通して抱いている懸念です。また、一部の管理組

合や当社の多くの従業員も同様の懸念を表明しております。 

 

（1） 取引先からの懸念表明 

 

原弘産が当社の親会社となることについて、特に当社のマンション管理の新規受託戸数の

4割を占める新築物件の推薦者であるデベロッパーの多くが懸念を表明されております。 

 

某デベロッパー様からは、「当社などは、管理会社などのネームバリューを利用して販売し

ている面もある。日本ハウズイングの価値は、どのデベロッパーの影響もなく独立性があ

り、肌理細やかな対応ができることであり、その特色が失われてしまっては、発注する意

味がない。」とのご懸念を頂戴いたしました。当該デベロッパー様からは、「当面日本ハウ

ズイングへの発注は見送りとさせていただく。」として、予定されていた新規の推薦がキャ

ンセルとなり、実際に当社のマンション管理事業に悪影響が生じております。 

                             
48 3月 19日付原弘産回答書14頁（質問1-（8）に対する回答） 
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また、別のデベロッパー様からは、「当社のように若い会社が分譲を進めていくには、建設

会社や管理会社のネームバリューを利用しているところが大きく、今回の件は営業戦略上

もマイナスと考えられる。現在、新規発注するか否か懸案となっている。」とのご懸念を頂

戴いたしました。 

 

他にも、「管理会社が独立系である方がマンション販売上メリットがある。今回の件が成立

して競争相手になるのは望ましくない。」、「他社の資本が入ると日本ハウズイングの魅力が

なくなる。」などのご懸念を頂戴しております。 

 

（2） 管理組合からの懸念表明 

 

ある管理組合の定期総会では、「独立系としての日本ハウズイングを評価しているのであっ

て、系列下になるのであれば、それ以後は管理委託契約を更新するべきではないのではな

いか。」とのご意見を頂戴いたしました。 

 

（3） 当社従業員からの懸念表明 

 

当社の幹部従業員約170 人に対してアンケートを取ったところ、そのほとんどから原弘産

が当社の親会社となることについて以下のような強い懸念が表明されました。 

 

まず、一般論として、当社がデベロッパーの子会社となることについて、「独立系という独

自性が損なわれ、大手デベ系との競合では戸数は伸びない。」、「管理会社を持たないデベロ

ッパーより敬遠され、ビジネスチャンスを逸する。」、「独立系で地道に事業を拡大してきた

当社としては、経営方針の変更を余儀なくされ、企業イメージが失墜し得策でない。」、「既

に顧客から経営主体変更は経営方針変更となり、経営方針変更に伴う社内体制及びサービ

ス内容変更の危惧が寄せられている。」、「当社の特徴であり強みである『独立系』というも

のが失われる。」、「独立系は、当社にとって長年の営業戦略でもあり根底から崩れるおそれ

がある。」、「独立系の管理会社というイメージから乖離する。」といった懸念が表明されて

おります。 

 

一般論を離れ、原弘産が当社の親会社となることについても、「競合デベより敬遠される。」、

「企業文化が極端に違う会社の子会社になることは、経営方針の変更等危惧されており、

管理組合等の顧客には理解されないのではないか。」、「原弘産の企業イメージと当社の地道

な経営理念とは相反しており、顧客との信頼関係が損なわれるのではと危惧している。」、

「首都圏での業務知名度もなく、また合人社との関係も噂されている企業の子会社として

今後の当社にとってよい影響があるとは思えない。」といった懸念が表明されております。 
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さらに、原弘産が提案する、マンション管理員を介して専有部分に積極的に関与していく

事業についても、「利益偏重主義に見られサービス業として支持されにくい。管理員が本来

業務を疎かにする危惧がある。管理には廉価で入り込み、他方で稼ぐといった穿った見方

をされる危惧もある。」、「現状でも管理会社は管理だけでよいとの声を聞く。積極的に関与

することには疑問を感じる。」、「管理員の日常業務に支障が出ることによる管理の質の低下、

顧客の信用を失う可能性がある。」、「共用部分管理業務と、特定の個人の仲介等の業務が重

複した場合、十分なサービス提供ができない。管理員の業務として負担が多く、共用管理

に悪影響が考えられる。」、「買取り・仲介・リフォームなどで管理員を利用することは、適

正なサービスは不可能で業務においても負担が多く、人員増も必要となり、共用部分の管

理に一番の悪影響が考えられる。」、「現状の管理員には対応できるスキルがなく情報の管理

ができない。他業者への情報の流出、現状の清掃業務に支障が出てくるおそれがある。」と

いった懸念が表明されております。 

 

（4） 関係者が懸念を表明していることについての当社の考え 

 

当社のマンション管理事業の取引先であるデベロッパー及び管理組合から上記のような懸

念が次々に表明され、中には実際に新規のマンション管理の推薦を受けられなかったとい

う事態まで生じたことは、当社の事業にとって深刻な問題であることは明らかです。同様

に、当社の多くの従業員が、デベロッパーである原弘産が当社の親会社になること及び原

弘産の提案する専有部分への積極的進出について、当社の独立系としての特徴が失われ、

本来の管理業務に支障が生じると考えていることは、当社のマンション管理事業の 前線

からの生の声として無視できない重みを持つ言葉です。 

 

改めて言うまでもなく、取引先や従業員は当社の企業価値の重要な源泉であり、その取引

先や従業員が上記のような懸念を表明していることは、当社の企業価値の確保・向上を考

える上で極めて重要な意味を有しております。かかる懸念があることからすれば、原弘産

が当社の親会社となった場合、これまでの独立系という当社の信頼の基礎が失われること

で取引先の多くを失うとともに、従業員の意欲・士気の低下や流出を招き、これまで当社

のマンション管理事業を支えてきた現場のノウハウが失われることにもなりかねず、当社

の企業価値が大きく毀損されるおそれがあります。 

 

また、当社についてよく理解されている取引先や従業員より、上記のような懸念が表明さ

れていることは、原弘産が当社の親会社になった場合に当社の企業価値が著しく毀損され

るとの当社取締役会の意見を裏付けております。 
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第 4 原弘産が提案する事業統合・事業提携には到底賛同できない 

 

1 原弘産が提案する事業統合について（原弘産の提案-その2） 

 

（1） 本件事業統合の概要 

 

原弘産らは、当社が今まで以上に開発建設事業に経営資源を注力することは、当社の企業

価値の向上につながらないとして、当社の開発建設事業を原弘産グループに移管し、当社

の経営資源を管理事業とその関連分野に特化すること（以下「本件事業統合」といいます。）

を提案しています49。もっとも、本件事業統合に係る方法、時期、期間等の具体的内容は、

現時点では、明確にされておりません。 

 

（2） 当社は開発事業から撤退する 

 

ア 当社は開発事業から撤退するため、本件事業統合は意味をなさなくなった 

 

当社は、原弘産からの本件事業統合の提案にかかわらず、当社独自の判断で、本日、開発

建設事業を見直し、開発事業については撤退し、建設事業については営繕工事業と統合し

ていくことを当社取締役会において決定いたしました。これまで開発建設業務で培ってき

た豊富な人材・ノウハウ・経験については、今後管理事業（マンション管理事業、ビル管

理事業及び不動産管理事業）及び営繕工事業に集約し、それらの事業の充実を図ることに

いたします。 

 

原弘産は、本件事業統合の結果、当社には、①資本コストの低下、②経営資源の集中によ

る成長力の向上、③コスト効率の改善、といった効果があるとしております50。しかし、

当社が独自に開発事業から撤退することによっても、かかる効果を同様に得ることは可能

です。そうである以上、当社にとって、本件事業統合の提案は、すでに意味をなすもので

はなくなったと考えます。 

 

以下、当社が開発事業から撤退することを決定した経緯について、ご説明いたします。 

 

イ 開発事業から撤退することを決定した経緯 

 

当社における開発建設事業は、昭和54年、カテリーナ新宿御苑の竣工を第1号として、等

価交換方式による仕入れを主体とする都心型投資用ワンルームマンションの開発に特化し

                             
49 原弘産買付説明書、2月18日付原弘産プレスリリース等 
50  3月 19日付原弘産回答書43頁（質問3-（6）に対する回答） 
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てまいりました。これまでに223棟 10,179戸を供給し、ワンルームマンション開発業界で

の地位を築きあげ、その間、土地の仕入れ、建設、販売等に関する豊富なノウハウ・経験

を蓄えてまいりました。当社は、平成18年 3月期は大型プロジェクト（カテリーナ三田タ

ワースイート）で大幅な赤字を計上しましたものの、不動産市況が低迷してくるなか、都

心部におけるワンルームマンションの開発・販売にあたっては土地の仕入れ、供給戸数を

慎重に検討しており、現在、完成未販売在庫は抱えておりません。 

 

しかしながら、ファミリーマンションを手懸けている当社子会社である株式会社札幌丸増

及び株式会社カテリーナ都市開発においては、昨年後半より顕在化してきた不動産市況の

低迷の影響を受け、急速に需給関係が悪化し、苦戦を余儀なくされています。また、かよ

うな不動産市況の低迷は、いわゆるサブプライム問題で深刻さを増しており、地価の下落、

マンション販売の不振、金融機関の不動産セクターへの融資の消極化、建築資材の価格高

騰分を転嫁したことによる販売価格の上昇、建築基準法改正に伴う建築確認の遅延等が顕

在化しています。このように、不動産業界の停滞の長期化が懸念される中、当社グループ

の開発建設事業も少なからず影響を受けております。 

 

当社といたしましては、かかる状況に対処するべく、ファミリーマンションの開発から撤

退し、当社の強みである都心型投資用ワンルームマンションに特化した開発事業を展開す

ることも検討いたしました。しかしながら、開発建設事業においては参入企業の増加等に

より適正な利益率を確保することが困難となっていること、ワンルームマンション建設に

対する行政の規制が厳しくなってきていること、そもそも事業の性格上、開発建設事業か

ら安定的な収益を上げることが困難であることを考慮し、当社の今後のビジネスモデルを

再検討した結果、当社取締役会は、本日、子会社及び関連会社を含め開発事業から撤退し、

管理事業及び営繕工事業に特化することを決定いたしました。このように開発事業から撤

退することにより、当社の営業利益率の安定性が向上するほか、有利子負債の圧縮による

財務基盤の強化も図ることができます。 

 

今後は、開発事業から撤退することに伴い、経営資源を主力事業である管理事業及び営繕

工事業へ集中することを検討していきます。具体的には、これから増加することが見込ま

れるマンションの建替えや大規模修繕工事等の営繕工事業に対する需要への対応及び建設

業法・建築基準法の改正への対応等に、これまで開発建設事業において培ってきた豊富な

人材・ノウハウ・経験を活用することを想定しております。 
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ウ 原弘産からの本件事業統合に応じるのではなく、当社が独自に開発事業から撤退

することが、株主の皆様をはじめとする当社の利害関係者の中長期的な利益にか

なう 

 

なお、当社といたしましては、開発事業から撤退するとしても、既に開発が完了した物件

又は現時点で開発中の物件については、販売や販売した物件の保証等、 後まで責任をも

ってサポートしてまいります。仮に、原弘産の提案に応じて開発建設事業を原弘産グルー

プへ移管した場合には、移管先となる原弘産と開発当事者である当社とでは、前述のとお

り、経営姿勢や考え方に相違があるため、竣工後のサポートについて当社開発物件の購入

者の方々の信頼を損ない、当社のレピュテーションが低下することとなりかねません。 

 

これらの状況を前提にすれば、原弘産からの本件事業統合に関する提案に応じるのではな

く、当社が独自に開発建設事業を見直し、開発事業については撤退し、建設事業について

は営繕工事業と統合していくことが、株主の皆様をはじめとする当社の利害関係者の方々

の中長期的な利益にかなうと考えます。 

 

（3） 小括 

 

以上のとおり、当社が独自に開発事業から撤退することが、株主の皆様をはじめとする当

社の利害関係者の中長期的な利益にかない、ひいては当社の企業価値・株主共同の利益に

資するのであり、当社といたしましては、本件事業統合には賛同できないと考えておりま

す。 

 

 

2 原弘産が提案する事業提携について（原弘産の提案-その3） 

 

（1） 本件事業提携の概要 

 

原弘産らは、当社が管理するマンション約32万戸をベースに、中古マンションの買取り・

リフォーム・販売事業・建替え事業等（以下、「中古マンションビジネス」と総称します51。）

を展開することを主たる内容とする事業提携（以下「本件事業提携」といいます。）を提案

しております52。かかる本件事業提携は、マンション管理事業が対象とするマンションの

共用部分を超え、マンションの区分所有者の専有部分を対象とした事業を新たに展開して

いくものといえます。本件事業提携では、基本的には、原弘産が主導的に中古マンション

                             
51 原弘産はかかる中古マンションビジネスのことを「ストック型ビジネス」と呼称しております。 
52 原弘産買付説明書、2月18日付原弘産プレスリリース等 
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ビジネスを展開することが予定されております53。 

 

（2） 本件事業提携は、マンション管理事業の顧客であるマンション管理組合の離反を

招きかねない 

 

中古マンションビジネスは、マンションの専有部分を対象とするものであり、マンション

管理事業の範疇を超えるものです。マンション管理組合と締結する管理委託契約において

も、当社が受託する業務は、原則として共用部分を対象とするものであり、専有部分はそ

の対象に含まれておらず、マンション管理組合との間では、基本的には、当社が専有部分

を対象とする中古マンションビジネスのような事業を行うことは想定されておりません。 

 

そもそも、マンション管理組合がマンション管理会社に求めているのは、共用部分におけ

るマンションの区分所有者の安心・安全・快適性であり、マンション管理会社が個々のマ

ンション区分所有者の専有部分にまで介入してビジネスをすることではありません。マン

ション管理組合としては、マンション管理会社に対し、専有部分に介入する時間と労力が

あるのであれば、共用部分におけるマンション管理に注力するよう要求するのが通常です。

マンション管理組合により若干の程度の差はありますが、マンション管理組合は、マンシ

ョン管理会社に対しては、中立・公平な立場からマンション管理に専念することを求める

ものであり、マンション管理会社がマンションの居住者と接点があることを利用してビジ

ネスを行うことには反発される場合が多いといえます。原弘産による本件事業提携の提案

は、マンション管理事業におけるマンション管理組合とマンション管理会社との関係、ひ

いてはマンション管理事業の本質を全く理解していないものといえます。 

 

また、中古マンションビジネスは、マンション管理組合でなく、個々の区分所有者を相手

方とするものではありますが、マンション管理組合はマンションの区分所有者により構成

されるものである以上、個々の区分所有者と当社との関係は、マンション管理組合と当社

との間の関係に少なからず影響を与えることになります。仮に、原弘産が当社と提携して

中古マンションビジネスを展開した場合、その過程で生じたトラブルについては（例えば、

リフォーム業の遂行に際してマンションの区分所有者とのトラブルが多いことはよく知ら

れているとおりです。）、当社も何らかの形で責任を負わなければならない可能性があり、

かかる事態が頻繁に生じれば、マンションの区分所有者と当社との関係が悪化することは

明らかです。そして、そのことは、マンション管理組合と当社との関係にも当然悪影響を

及ぼすことになります。 悪の場合には、かかるトラブルが原因となって、マンション管

理組合が当社との管理委託契約を解約することも考えられます。原弘産は、中古マンショ

ンビジネスは原弘産の事業として行うものであり、当社にリスクを負担してもらうつもり

                             
53 2 月 18 日付原弘産プレスリリース並びに4月 16 日付原弘産回答書6頁（質問1-（20）に対する回答）及び

同24頁（質問6-（2）に対する回答） 
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はないというものの54、当社が原弘産と中古マンションビジネスにおいて提携関係を築く

場合、当社の も重要な顧客であるマンション管理組合の離反を招きかねず、当社にとっ

て、事業上、多大なリスクがあると考えております（しかも、後述するとおり、そのよう

なリスクを当社が負担するだけのメリットもありません。）。 

 

このように、本件事業提携は、マンション管理事業の顧客であるマンション管理組合の離

反を招きかねないものであり、当社のマンション管理事業に多大な悪影響を及ぼすおそれ

があります。 

 

（3） 個人情報保護の観点から、原弘産が中古マンションビジネスを機動的に展開する

ことには限界がある 

 

原弘産は、本件事業提携において、当社が「第3の窓口」となって、マンションの区分所

有者と原弘産との間における中古マンションビジネスの仲介を行うことを提案しておりま

すが、当社がそのような仲介を行う過程において、原弘産は当社に対して当社が把握して

いるマンションの区分所有者の氏名又は名称、住所等の個人情報を提供することを求めて

くることになると思われます。当然のことながら、かかる個人情報の提供は、個人情報保

護法上、原則として、区分所有者本人の同意を得て行うことが必要です。しかしながら、

その都度区分所有者本人の同意を得た上で原弘産にその個人情報を提供するという手続を

踏むとすれば、中古マンションビジネスを機動的に展開していくことは著しく困難であり、

ビジネスとして成り立たないはずです。当然のことながら、当社は、マンションの区分所

有者の個人情報については、個人情報保護法及びその関係法令に則って取り扱う所存であ

り、そのことを前提とすれば、原弘産が、本件事業提携に基づいて自らの提案する中古マ

ンションビジネスを機動的に展開することには限界があると考えられます。 

 

（4） 仮に中古マンションビジネスを展開するとしても、そのパートナーとして原弘産

は不適格である 

 

そもそも、原弘産が提案する中古マンションビジネスは、地域性、個別性が強く、仮に当

社が中古マンションビジネスを展開するのであれば、マンション管理組合の承諾を得なが

ら、全国に多くの拠点を有する企業、又は各地域において実績のある業者と提携すること

が求められます。しかしながら、当社の見る限り、原弘産は、全国に多くの拠点を有する

企業ではなく、また、中古マンションビジネスにおいて実績もないため55、中古マンショ

                             
54 4月 16日付原弘産回答書6頁（質問1-(20)に対する回答） 
55 原弘産は、4月16日付原弘産回答書7頁（質問1-（20）に対する回答）において、中古マンションビジネス

の現行事業について、「第22期（平成20年 2月期）に本格的に着手したばかりであり、過年度においてはほぼ

ゼロです」と認めています。当社が、このように実績のない原弘産をパートナーにしなければならない理由は
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ンビジネスにおける当社のパートナーとして不適格と考えております。また、当社が、そ

のような原弘産と中古マンションビジネスにおいて排他的、独占的な提携関係を築いた場

合、当社が長年かけて築き上げてきた建築業者、改装（リフォーム）業者等の協力会社か

らの信頼を失う可能性もあります。 

 

（5） 本件事業提携は専ら原弘産の利益のためであり、当社にとってメリットはない 

 

さらに、原弘産は、本件事業提携に関し、「『当社が競合他社よりも優位に立ちたいから、

当社が貴社に事業提案した』とお考えください」と回答する56一方で、当社が本件事業提

携により得ることのできるメリットについては、「中古マンションビジネスにおけるお客様

との窓口は貴社にお願いする可能性もあります。そうした場合には、そのサービス内容に

よって、当社は貴社に対して適正な対価を支払うことが考えられます。」と述べるのみであ

り、当社が本件事業提携を推進することによって、事業上、上記の「対価」以外にいかな

るメリットを享受することができるのか明言を避けております。このことは、とりもなお

さず、原弘産自身、本件事業提携によりメリットを得ることができるのは原弘産のみであ

り、当社が享受することのできるメリットはほとんどないことを認めていることに他なり

ません。 

 

以上からすれば、原弘産による本件事業提携の真の狙いは、当社が管理するマンション約

32万戸をベースに中古マンションビジネスを展開することによって、原弘産が安定収益を

確保しようとするものであり、前記のとおり、原弘産の財務基盤が脆弱と考えられること

からすれば、本件事業提携は、むしろ原弘産にとっての事業再構築プランというべきです。

他方、本件事業提携によって当社が享受できるメリットはほとんどないばかりか、当社と

マンション管理組合や取引先との関係を毀損するおそれがあります。当社としては、当社

のマンション管理事業の顧客であるマンション管理組合からの反発を招いてまで、当社に

とってメリットがほとんどない本件事業提携を原弘産のために遂行することなどあり得な

いことは言うまでもありません。 

 

（6） 当社は、既に、原弘産とは全く異なるアプローチから専有部分を対象とするビジ

ネスを行っている 

 

なお、当社は、原弘産からの本件事業提携の提案にかかわらず、昨年より、既に、「安心快

適生活」、「ライフガード 24」等、専有部分を対象としたサービスを展開しております57。

このうち、「安心快適生活」のライフサービスメニューでは、リロケーション全般に関する

                                                                                  
見いだせません。 
56 4月 16日付原弘産回答書6頁（質問1-（20）） 
57 その詳細は、当社ホームページhttp://www.housing.co.jp/ordermade/index.htmlをご参照下さい。 
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取次ぎと手配を行うことができます。例えば、中古マンションの売却を検討されている区

分所有者が、「安心快適生活」のサービスを利用して取次ぎ依頼すると、当社の管理組合担

当社員や現場管理員等の従業員を経由することなく当社のビル・不動産営業部の担当者に

情報が回ることとなります。このアプローチであれば、区分所有者自らが売却を目的とし

て個人情報をビル・不動産営業部に提供することとなり、本件事業提携において当社が懸

念している個人情報保護上の問題をクリアすることができます。また、かかるサービスは、

マンション管理組合の了承を得た上で行っておりますので、この限度で専有部分に関する

サービスを提供したとしても、マンション管理組合の離反を招くことにはなりません。 

 

なお、かかるサービスにおいて、当社は、マンションの区分所有者にリフォーム業者、中

古マンション販売の仲介業者等を紹介しているのみであり、そこから得ることのできる手

数料収入はごく僅かです。当社といたしましては、専有部分を対象としたサービスから収

益を上げようと考えているわけではなく、あくまでマンション管理業務に付加して、その

サービスの質を高めるためにこのようなサービスを行っているのです。また、このように

あくまでマンション管理業務を主とし、これに付加価値を加えるというサービス内容であ

るからこそ、マンション管理組合の理解を得ることができております。これに対して、原

弘産は、中古マンションビジネスを展開することによる収益の大幅な拡大を目論んでいる

といえます。かかる姿勢が、専有部分を対象とするサービスに対する当社のアプローチと

全く異なること、そして、マンション管理組合の理解を得がたく、反発さえ招きかねない

ことは、十分ご理解いただけると思います。 

 

（7） 小括 

 

このように、本件事業提携は、①マンション管理組合の離反を招きかねないこと、②個人

情報保護の観点から機動的に展開することには限界があること、③原弘産は中古マンショ

ンビジネスのパートナーとしての適格性に疑問があること、④財務基盤が脆弱な原弘産が

安定収益を確保するための事業再構築プランに他ならず、当社にとって何らのメリットも

見いだせないこと、⑤当社は、既に、原弘産とは全く異なるアプローチから専有部分を対

象とするビジネスを行っていることから、当社といたしましては、本件事業提携には到底

賛同できません。特に、本件事業提携がマンション管理組合の離反を招きかねないことを

考えると、本件事業提携は、当社の企業価値を著しく毀損し、株主共同の利益に反する可

能性が高いと考えております。 
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第 5 原弘産らは、本買付提案の目的や経営を支配する意図等について満足のいく説明

をしておらず、本買付提案は不適切であり、当社の企業価値を著しく毀損し、株

主共同の利益に反する 

 

1 本買付提案は本公開買付け後に少数株主を残存させるという内容の部分買付け

である 

 

原弘産は、本公開買付け後の株券等保有割合に66.67%の上限を設けており、本公開買付け

が成功した場合であっても、当社には、なお 33.3%強の少数株主が残存することになりま

す。このような部分買付けが実施される場合、結果として残存する当社の少数株主にとっ

て、原弘産らがいかなる目的をもって当社の株式の過半数の取得を目指しているのか、原

弘産が本公開買付け後当社に関してどのような経営を行っていくのか、当社の従業員、取

引先、顧客といった利害関係者（ステークホルダー）との関係をどのように維持し又は変

更するのかといった情報は極めて重要です。そして、当社としても、本買付提案が当社の

企業価値及び株主共同の利益にいかなる影響を及ぼすかを判断するにあたり、かかる事項

についての原弘産らの方針を把握しておくことは大変重要であると考えております。 

 

しかしながら、以下のとおり、原弘産らは、これらの事項に関して十分な情報を提供して

いるとはいえません。 

 

 

2 原弘産らが当社の株式の過半数の取得を目指す目的が不明確である 

 

原弘産は、本買付提案において当社の株式の過半数の取得を目指す目的について、当社経

営陣との間で原弘産が提案する事業統合・事業提携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と回答しております58。しかし

ながら、かかる理由は、当社の株式の過半数を取得しようとする目的として、およそ説得

的とはいえません。 

 

まず、原弘産は、本件事業統合及び本件事業提携に関する協議を円滑に進めるためと説明

しますが、当然のことながら、当社株式の過半数を取得しなければ、本件事業統合及び本

件事業提携を円滑に実現できないというわけではありません。一般的に、資本関係にない

企業同士が事業統合・事業提携を行うことも当然可能であり、また、そのような実例も多

数存在しております。例えば、本公開買付けを前提としなくても、当社の開発建設事業を

事業譲渡、会社分割等の方法により原弘産に移管すること(本件事業統合)は理論的には可

                             
58 3月 19日付原弘産回答書47頁（質問5-（2）に対する回答） 

 

 

55



 
 

能ですし、また地域を限定して原弘産との間で中古マンションビジネスを行う(本件事業提

携)こともやはり理論的に可能です。当社の株式の過半数を取得することと、当社との間で

本件事業統合・本件事業提携に関する協議を行うこととは全く別個の問題というべきです。 

 

また、原弘産は、本公開買付けを実施する目的について、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とも説明し、4月 16日付原弘産回答書においても、当社において

適正な経営が行われているかを適切にモニタリングするための手段として、会社法上株主

に認められた共益権を指摘しつつ、モニタリングの方法の具体例を説明しております59。

しかしながら、当社の株式の過半数を取得しなくても、これら会社法上株主に認められた

共益権を行使することは当然可能です。かかる説明も、当社の株式の過半数を取得しよう

とする理由として、全く説得的ではありません。 

 

このように、原弘産が、当社の株式の過半数の取得を目指す理由は、いずれもおよそ説得

的なものとはいえず、当社といたしましては、当社の企業価値及び株主共同の利益の観点

から、原弘産らによる本公開買付けに対して強い懸念を感じております。 

 

 

3 当社の株式の過半数を取得した場合であっても当社の経営を支配する計画はな

いという原弘産の説明には疑問があり、原弘産は、当社の経営の支配を目指して

いるものと考えざるをえない 

 

原弘産は、原弘産回答書において、仮に本公開買付けの結果当社の株式の過半数を取得し

た場合であっても、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

計画はなく、当社の経営の独立性を確保し、当社の経営陣に当社の経営を委任しつつ、あ

くまでも大株主の立場から当社の経営をモニタリングしていく予定と説明しております60。 

 

他方、原弘産は、当社の株式の過半数の取得を目指す目的について、前記のとおり、本件

事業統合及び本件事業提携に関する協議を円滑に進めるためと説明しております。しかし、

本件事業統合及び本件事業提携に関する協議を円滑に進めるために当社の株式の過半数を

取得しようとするのであれば、それは、取りも直さず、仮に当社の経営陣が本件事業統合

及び本件事業提携に反対の立場であったとしても、経営を支配する支配株主として、本件

事業統合及び本件事業提携の遂行を、場合によっては過半数の株式の議決権を行使し、取

締役の選・解任といった手段により、当社の経営陣の意向に反してでも遂行するためと考

えざるを得ません。このように、原弘産は、一方で、当社の株式の過半数を取得した場合

                             
59 4月 16日付原弘産回答書22頁（質問5-（10）に対する回答） 
60 3月 19日付原弘産回答書47頁（質問5-(2)に対する回答）、同59頁（質問7-(1)に対する回答）及び4月16

日付原弘産回答書22頁（質問5-（10）に対する回答）等 
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であっても当社の経営を支配する計画はないとしながら、他方で、場合によっては資本多

数決の原理により自らの提案を実現するつもりであることを暗に示しており、かかる原弘

産の態度は一貫していないというべきです。 

 

また、そもそも、会社の株式の過半数を取得すれば、当該会社をほぼ意のままに経営でき

るのですから、いくら経営を支配する意図はない、経営の執行については経営陣の独立性

を維持し尊重すると主張しても、かかる主張は説得的とは言えません。投資ファンドであ

るならばともかく、原弘産は当社と同種の不動産関連事業を営む事業会社です。そのよう

な原弘産が、当社の株式の過半数の取得を目指しているにもかかわらず、当社の経営を支

配する計画はないというのは、全く不自然であり、理解に苦しみます。以上に加えて、原

弘産も株式を株式市場に公開している上場企業である以上、多額の費用をかけて当社の過

半数の株式を取得したにもかかわらず、経営については当社の経営陣に委任して、自らは

大株主としての立場から当社の経営をモニタリングするのみというのでは、原弘産の株主

に対する責任を果たすことにはならないのではないかと考えます。このような理由から、

当社といたしましては、当社の経営を支配する計画はないとの原弘産の説明には疑問があ

り、原弘産は、本公開買付けにより当社の経営の支配を目指しているものと考えざるを得

ません。 

 

 

4 原弘産は当社の利害関係者に対する理解が不十分である 

 

原弘産は、原弘産が本公開買付けの結果当社の株式の過半数を取得した場合の利害関係者

の処遇等につき、本公開買付け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上

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当社経営陣に提案又は要望

するとしております61。しかしながら、既に繰り返し述べておりますとおり、本件事業提

携をはじめとする本買付提案は、当社と管理組合をはじめとする当社の顧客、従業員、取

引先等当社の利害関係者（ステークホルダー）との関係に悪影響を及ぼし、その離反を招

く可能性が極めて高いものです。それら当社の利害関係者は当社の企業価値の重要な源泉

である以上、原弘産としては、本買付提案にあたり、本公開買付けの結果原弘産らが当社

の株式の過半数を取得した場合に、当社と当社の利害関係者との関係がどのように変化す

るかを熟慮すべきであったにもかかわらず、これを怠ったか、敢えて無視し、自らにのみ

都合の良い提案をしていると考えざるを得ません。原弘産には、当社の企業価値の重要な

源泉である利害関係者に対する配慮の視点が欠落していると評価せざるを得ません。 

 

 

                             
61 原弘産買付説明書及び3月19日付原弘産回答書55頁（質問6-(1)に対する回答） 
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5 小括 

 

このように、原弘産らは本公開買付けにより当社の経営の支配を目指していると考えられ

るにもかかわらず、原弘産らが当社の株式の過半数の取得を目指す目的、原弘産が当社の

株式の過半数を取得した後の当社の経営に関する方針は不明確であり、原弘産が本買付提

案により何を実現しようとしているのか、満足のいく説明をしておりません。また、当社

の企業価値の重要な源泉である当社の利害関係者に対する配慮も欠落しているといえます。

原弘産が予定している本公開買付けは、上限を66.67%とする部分買付けであり、本公開買

付け後も少数株主が残存することを考えると、かかる原弘産の態度は不十分なものという

べきです。以上からすれば、原弘産らによる本買付提案は不適切であり、当社の企業価値

を著しく毀損し、株主共同の利益に反する可能性があると評価せざるを得ません。 
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第 6 総括 

 

以上から、当社取締役会は、原弘産の本買付提案は当社の企業価値を著しく毀損し、株主

共同の利益に反すると判断し、本買付提案に反対するとの結論に達しました。 
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第 7 当社の成長戦略 

 

以上述べたとおり、当社取締役会は、原弘産らの買付提案に基づく当社株式の買付行為は、

当社の企業価値を著しく毀損し、株主共同の利益に反すると考えます。当社取締役会とし

ては、原弘産らの本買付提案に反対するに際し、当社取締役会による今後の当社の計画（本

件事業統合及び本件事業提携に対する「代替案」）として、すでに述べておりますとおり、

本日、当社が開発事業から撤退することを決定するとともに、以下に述べるような成長戦

略を策定いたしました。当社取締役会としては、当社の株主に対し、当社の開発事業から

の撤退及びこれを前提とする成長戦略についてご評価をいただいた上、当社の株式を中長

期的に保有されることを切に希望いたします。 

 

1 当社の中長期的な成長の基礎 

 

当社の平成 20 年 3月期の売上高は、平成 19 年 3月期比 41.0％減の 63,767 百万円となり

ましたが、これは、前期の開発建設事業における大型プロジェクトの竣工のような特殊要

因がなかったためであり、当社の中心事業である管理系事業（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）に限ってみると、下記のとおり、売上高は順調

に推移しております。 
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5.6%
17.6%

6.7%

4.8%

15.7%
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当社事業部門別売上高推移（連結）
（単位：百万円）

 

 

 

当社の主力事業であるマンション管理事業に限っても、下記のとおり、マンション管理の
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受託戸数は、順調に伸びております。これは、①当社が独立系管理会社として、管理会社

をグループに持たないデベロッパーから、良質なマンション管理サービスを提供するマン

ション管理会社として数多くの推薦を獲得してきたこと、②現場第一主義を貫き、多様な

ニーズに対して機敏に対応するサービスを提供することで、マンション管理組合から既存

の管理物件のリプレース案件を受託してきたこと、③マンション管理組合や、マンション

管理業務を推進していく上で当社をサポートしていただいている保守点検会社、清掃会社

等の協力会社との信頼関係を維持・継続してきたことによるものです。 

 

 

221,597

12,027 15,442
25,650 18,031 14,525

328,411

284,786
266,755

247,247
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当社マンション管理事業管理戸数の総数及び純増数

 

 

 

マンション管理業界は成熟した市場であるものの、①老朽化物件が増加し、マンション管

理から営繕までより高い次元での総合的なサービスが要求されること、②居住者の高齢化

や物件の賃貸化が進み、管理組合の運用が難しくなること、③国土交通省は分譲マンショ

ンの管理制度の抜本的な見直しに伴い、管理業務の管理会社への全面外部委託の検討に入

っており、管理会社には、今まで以上に、組織力・財務力・法令遵守体制・企画提案力が

求められるようになること等から、かかる市場の要請・変化に対応できる管理会社を中心

として、漸次、管理会社の選別が進み、市場の寡占化が進むものと考えられます。当社は、

マンション管理から営繕まで一貫して行うだけの総合力を有していること、50年の歴史が

培ったノウハウ・経験と層の厚い人材を備えていること、すでに現在のマンション管理業

界において高い競争力を有していることから、かかる市場の要請・変化に対応できるだけ

の体制を整えております。 

 

当社は、前述のとおり、開発事業から撤退し、経営資源を主力事業である管理系事業に集
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中することにより、当社の企業価値の向上に努めてまいります。当社といたしましては、

これまで当社が独立系管理会社として培ってきた人材・経験・ノウハウを維持・向上させ、

また、当社の利害関係者との信頼関係を維持・発展させることが、当社の中長期的な成長

を支える基礎になると考えております。 

 

 
当社管理系事業の事業計画（09年3月期～15年3月期）

（単位：百万円）

09/3期(計画)10/3期(計画)11/3期(計画)12/3期(計画)13/3期(計画)14/3期(計画)15/3期(計画)

金額 52,500 55,400 58,140 60,900 63,710 66,600 69,440

昨対％ 3.6% 5.5% 4.9% 4.7% 4.6% 4.5% 4.3%

金額 31,400 33,000 34,600 36,200 37,800 39,400 41,000

昨対％ 5.3% 5.1% 4.8% 4.6% 4.4% 4.2% 4.1%

金額 8,400 8,630 8,840 9,100 9,350 9,650 9,940

昨対％ 5.7% 2.7% 2.4% 2.9% 2.7% 3.2% 3.0%

金額 12,700 13,770 14,600 15,500 16,460 17,450 18,400

昨対％ -1.6% 8.4% 6.0% 6.2% 6.2% 6.0% 5.4%

金額 2,500 2,850 2,920 3,200 3,490 3,780 4,060

昨対％ 7.3% 14.0% 2.5% 9.6% 9.1% 8.3% 7.4%

（参考　開発事業）

金額 10,500

金額 200営業利益

売上高

マンション管理事業

売上高

営業利益

営繕工事業

ビル・不動産管理事業

 
 

 

以下、事業セグメントごとに、当社の考える成長戦略をご説明いたします。 

 

 

2 マンション管理事業 

 

人口動態の変化に見られる少子高齢化に伴い、新築マンション供給戸数の長期的な減少が

予想される中で、従来以上に既存のマンション管理組合からの管理受託物件の増加と管理

受託中の物件の継続率を高めていくことが、マンション管理事業においてはもとより、当

社全体としても 重要課題であります。また、上記のとおり、国土交通省は管理業務の全

面外部委託の検討に入りましたが、今後、前記のような市場の要請・変化に柔軟に応えて

いく社内体制の整備が求められます。 

 

そのため、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。また、不採算案件の収支改善についても積極的に取り組ん

でまいります。さらに、「新管理者管理方式」、「信託活用方式」に代表されるマンション管

理業務の新たな枠組みなど、新制度への対応を視野に入れた準備を進めます。 

 

加えて、マンション管理業界全体のパイが縮小する中、当社としても、シナジー効果を見
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込むことができる友好的な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

ることも視野に入れております。 

 

なお、現在、業務の更なる効率化と経営基盤の一層の強化を図るため次期基幹システムを

構築中（平成22年稼動予定）であり、お客様からの問合せや依頼事項への正確・迅速な対

応を目的に構築しました「業務支援システム」と併せて、安定的に高品質のサービスを提

供する体制を構築してまいります。 

 

マンション管理事業の成長戦略は下記のとおりです。当社の過去10年における平均増加管

理戸数が16,488 戸となっており、毎年16,000 戸以上の積み上げが期待できることから、

マンションの平均増加管理戸数を17,000戸としております。また、売上高を年4.6％の成

長率で算出しております。 

 

 

09/3期 10/3期 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期

31,400 33,000 34,600 36,200 37,800 39,400 41,000

マンション管理事業

当社事業計画値
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当社マンション管理事業の事業計画(売上)

 

 

 

 

3 ビル管理事業 

 

ビル管理事業は、管理物件のオーナー変更により管理会社が変更されるケースが多く、特

定の資本系列に属さない管理会社である当社にとっては、マンション管理事業より厳しい

事業分野といえます。その中で、当社といたしましては、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
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国の中小物件までターゲットを広げることにより、管理物件を増加していきます。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。 

 

ビル管理事業の成長戦略は下記のとおりです。ここでは、売上高を年 2.4％の伸びとして

います。 

 

 

4,600 4,700 4,820 4,950 5,070 5,250 5,400
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当社ビル管理事業の事業計画（売上）

09/3期 10/3期 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期

4,600 4,700 4,820 4,950 5,070 5,250 5,400

ビル管理業

当社事業計画値  

 

 

4 不動産管理事業 

 

不動産管理事業も、ビル管理事業と同様、特定の資本系列に属さない管理会社である当社

にとっては厳しい事業分野ではありますが、これまでは、全国的に拠点を有する強みを活

かした営業が功を奏しております。今後は、政令指定都市を中心に地方案件の開拓を強化

し、個人オーナーの賃貸総合管理事業を推進することにより、受託案件を増加してまいり

ます。また、レジデンス系ファンドによる不動産流動化案件について、全国一律のシステ

ムの活用による賃貸管理を始めとした総合不動産管理を提供してまいります。更に、分譲

マンションの区分所有者に対して、生活関連サービスとして「安心快適生活」等を通じ、

不動産流通事業の強化に努めてまいります。 

 

不動産管理事業の成長戦略は下記のとおりです。ここでは、売上高を年 4.0％の伸びとし

ています。 
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3,800 3,930 4,020 4,150 4,280 4,400 4,540
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当社不動産管理事業の事業計画（売上）

09/3期 10/3期 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期

3,800 3,930 4,020 4,150 4,280 4,400 4,540当社事業計画値

不動産管理業

 

 

 

5 営繕工事業 

 

営繕工事業は当社の管理しているマンションやビルの物件の管理事業と密接に結びついた

成長分野です。営繕工事は10年から 15年周期で必要となる大規模修繕工事（屋上防水、

外壁塗装、管工事等）と日常管理に付随する小修繕工事に分けられます。大規模修繕工事

による売上は営繕工事業の売上高の約45%（平成20年 3月期）を占めております。 

 

当社のマンション管理物件6,584棟（平成19年 3月末）のうち、築後30年以上のマンシ

ョンが527棟、築後15年以上30年未満のマンションが2,304棟と、両者併せて全体の約

4 割を占めており、これらの物件については老朽化が進む中で、大規模修繕工事のニーズ

が増加してきております。特に、首都圏におけるマンションの供給戸数が拡大してきた平

成6年以降に開発され、当社が管理を受託しているマンションが、今後7年間にかけて、

第 1 回目の外壁や屋上防水等の改修工事の時期をむかえること、また、築後 22 年から 25

年が経過した物件については第2回目の改修工事の時期をむかえ、更に25年から 30年が

経過した物件については、給水管・排水管設備の更新工事の時期をむかえること等を勘案

すると、大規模修繕工事の売上は、毎年 8%以上の成長が見込めます。大規模修繕工事は、

大手ゼネコン系の業者や改修工事の専門業者等との価格競争が厳しいのが現実ですが、日

常の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ます。 

 

また、一般営繕工事・保守については、当社の増加管理戸数にも影響されますが、毎年着

実に16,000戸程度受託しており、今後も同程度の増加が予想されます。また、マンション
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の資産価値の維持、長命化や防犯・防災に対する対応、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様々なニーズが生まれており、毎年 4～5%以上の成長が見

込めます。 

 

当社といたしましては、営繕工事部門の担当者のみならず、マンション管理の担当社員の

多くに建築施工管理技士等の資格を取得させた上、常日頃より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とる中で、営繕工事を受注する機会を

増加させること、また、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、かかる営繕工事の受注拡大を図ってまいります。また、

開発建設事業からの人材のシフトにより、そのノウハウ・経験を活かし、着実に業績を積

み上げてまいります。特に、開発建設事業の人材には建築士等の有資格者も含まれており、

これから増加する築30年以上の物件の営繕業務に貢献するものと考えております。 

 

営繕工事業の成長戦略は下記のとおりです。ここでは、売上高を年 5.9％の伸びとしてい

ます。 
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当社営繕工事業の事業計画（売上）

09/3期 10/3期 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期

12,700 13,770 14,600 15,500 16,460 17,450 18,400

営繕工事業

当社事業計画値  

 

 

6 コーポレート・ガバナンス体制の強化 

 

当社といたしましては、平成21年に開催される定時株主総会を目処に、現在のコーポレー

ト・ガバナンス体制を見直し、業務執行の意思決定の迅速化と効率化、執行と経営の分離

による経営効率の向上、経営に対するモニタリングの強化を企図して、取締役の員数の削

減とそれに伴う執行役員制度の導入及び社外取締役の選任を検討しております。 
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第 8 今後の当社取締役会としての対応 

 

1 株主意思確認手続の実施について 

 

以上のとおり、当社取締役会は、原弘産らの買付提案に基づく当社株式の買付行為は、当

社の企業価値を著しく毀損し、株主共同の利益に反すると判断しましたので、本買付提案

に基づく買付行為に対する対抗措置の発動の賛否に関する株主意思の確認手続（以下「本

株主意思確認手続」といいます。）を実施することといたします。 

 

 

2 株主意思確認手続の実施時期について 

 

当社は、本株主意思確認手続を、平成20年 6月 27日開催予定の第44回定時株主総会（以

下「本定時株主総会」といいます。）よりも前に、本プランに規定される株主意思確認総会

を開催する方法により実施することを検討しておりました。しかし、井上投資から、株主

意思確認手続を本定時株主総会で実施することを内容とする株主提案（4月 10日付原弘産

プレスリリースご参照。以下「本株主提案」といいます。）がなされたため、4 月 23 日付

当社プレスリリース記載のとおり本株主提案に対する対応を真摯に検討してまいりました。 

 

かかる検討の結果、当社は、本株主提案の「提案の理由」には不合理な内容が含まれてい

るものと判断いたしましたが、以下の理由から、本株主提案により提案されているところ

に従い、本定時株主総会において本株主意思確認手続を実施する方針を決定いたしました。 

 

（本定時株主総会において本株主意思確認手続を実施する理由） 

 

① 本株主提案に基づく本定時株主総会での株主意思確認手続とは別に、本定時株主総

会の直近に本株主意思確認手続を実施することは、手続上非常にわかりにくいもの

となり、株主の皆様の間に著しい混乱が生じる可能性が高いこと。 

 

② 本株主意思確認手続に関しては、その も密接な関係者である買付者等（本件では

原弘産ら）からの手続に関する要望を、実務上合理的な範囲で尊重することが望ま

しいと考えられること。 

 

③ 本株主提案は、4月 10日付原弘産プレスリリースにより一般に開示されており、当

社の株主の皆様の間においては、既に本株主意思確認手続は本定時株主総会におい

て実施されるとの見通し（本株主意思確認手続に参加できる株主は平成 20 年 3 月

末日現在における当社の株主の方であるとの認識）が既に浸透していると考えられ
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ること。 

 

④ 本株主提案の「提案の理由」における不合理な記載に対する当社の考え方について

は、本定時株主総会に関連する各種の手続の中で、株主の皆様にご理解をいただく

ことが十分に可能であると判断したこと。 

 

 

3 株主意思確認手続に関する今後の予定等について 

 

なお、本定時株主総会に上程する議案の具体的な内容及びスケジュールの詳細は本日現在

未定ですが、株主熟慮期間の設定スケジュールも含め、今後早急に検討・決定の上、速や

かに開示いたします。 

また、4月 23日付当社プレスリリース記載のとおり、本定時株主総会で実施する予定の本

株主意思確認手続に参加できる株主は平成20年 3月末日現在の当社株主の方となります。 

 

以 上 
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別紙 1 

 

本文中に用いた用語の定義 

 

 

＜企業名等＞ 

 

「井上投資」とは、井上投資株式会社をいう。 

 

「合人社」とは、株式会社合人社計画研究所をいう。 

 

「合人社グループ」とは、ランドマークを含む合人社の子会社又は関連会社をいう。 

 

「当社」とは、日本ハウズイング株式会社をいう。 

 

「原弘産」とは、株式会社原弘産をいう。また、必要に応じて原弘産の子会社又は関連会

社を含むものとする。 

 

「原弘産ら」とは、原弘産と井上投資の総称をいう。 

 

「ランドマーク」とは、株式会社ランドマークをいう。 

 

 

＜買収防衛策等＞ 

 

「本プラン」とは、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）」をいう。 

 

「本必要情報」とは、本プランにおいて定められている本必要情報をいう。 

 

 

＜買付提案等＞ 

 

「買付中止要請」とは、当社による原弘産に対する買付中止要請書記載の要請をいう。 

 

「買付中止要請書」とは、当社が原弘産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。 
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「修正後原弘産買付説明書」とは、当初原弘産買付説明書変更届に添付された「買付説明

書」をいう。 

 

「当初原弘産買付説明書」とは、当社が原弘産らから受領した平成20年 2月 18日付「買

付説明書」をいう。 

 

「当初原弘産買付説明書変更届」とは、当社が原弘産から受領した平成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。 

 

「原弘産買付説明書」とは、当初原弘産買付説明書及び修正後原弘産買付説明書の総称を

いう。 

 

「原弘産追加買付け」とは、原弘産買付説明書提出後における原弘産による当社株式の市

場内又は市場外での買付けをいう。 

 

「本買付提案」とは、原弘産買付説明書に基づく、原弘産らによる当社株式の買付提案の

ことをいう。 

 

「本公開買付け」とは、原弘産が原弘産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。 

 

 

＜質問・回答等＞ 

 

「3月 19日付原弘産回答書」とは、当社が原弘産から受領した平成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。 

 

「4月 16日付原弘産回答書」とは、当社が原弘産から受領した平成20年 4月 16日付「平

成 20年 4月 1日付け再質問事項に対する回答について」の添付資料「回答書 平

成20年 4月 1日付『再質問書事項』への回答」をいう。 

 

「4月 22日付原弘産回答書」とは、当社が原弘産から受領した平成20年 4月 22日付「回

答留保質問に対する回答について」の添付資料「回答書 平成20年 4月 1日付『再

質問事項』のうち、平成20年 4月 16日付回答書での回答を留保した質問に対する

回答」をいう。 
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「当社回答書」とは、当社が原弘産に対して送付した平成 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『ご質問の件』に対する回答書の送付について」添付の「回答書」との

標題の書面をいう。 

 

「当社質問書」とは、当社が原弘産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「原

弘産らに対する質問事項」との標題の書面をいう。 

 

「当社再質問書」とは、当社が原弘産らに対して送付した平成 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。 

 

「原弘産回答書」とは、3 月 19 日付原弘産回答書、4 月 16 日付原弘産回答書及び 4 月 22

日付原弘産回答書の総称をいう。 

 

「原弘産質問書」とは、当社が原弘産から受領した平成20年 3月 24日付「ご質問の件」

との標題の書面をいう。 

 

 

＜当社プレスリリース＞ 

 

「2月 19日付当社プレスリリース」とは、当社の平成20年 2月 19日付プレスリリース「株

式会社原弘産からの事業提携・事業統合のご提案及び買付説明書の受領について」

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。 

 

「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。 
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「3月 21日付当社プレスリリース」とは、当社の平成20年 3月 21日付プレスリリース「株

式会社原弘産からの回答書等の受領について」をいう。 

 

「3月 25日付当社プレスリリース」とは、当社の平成20年 3月 25日付プレスリリース「株

式会社原弘産からの文書の受領について」をいう。 

 

「4月 1日付当社プレスリリース」とは、当社の平成20年 4月 1日付プレスリリース「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」をいう。 

 

「4月 9日付当社プレスリリース」とは、当社の平成20年 4月 9日付プレスリリース「株

式会社原弘産に対する協議の申入れについて」をいう。 

 

「4月 16日付当社プレスリリース」とは、当社の平成20年 4月 16日付プレスリリース「原

弘産らからの株主名簿閲覧謄写請求について」をいう。 

 

「4月 18日付当社プレスリリース」とは、当社の平成20年 4月 18日付プレスリリース「株

式会社原弘産からの再質問回答書等の受領及び再質問回答書等に関連した書面の

送付について」をいう。 

 

「4月 23日付当社プレスリリース」とは、当社の平成20年 4月 23日付プレスリリース「原

弘産らの大量取得行為に関する取締役会検討期間の設定について」をいう。 

 

「4月 24日付当社プレスリリース（検査役選任）」とは、当社の平成20年 4月 24日付プ

レスリリース「総会検査役選任申立てについて」をいう。 

 

「4月 24日付当社プレスリリース（仮処分）」とは、当社の平成20年 4月 24日付プレス

リリース「原弘産による仮処分の申立てに関するお知らせ」をいう。 

 

 

＜原弘産プレスリリース＞ 

 

「2月 18日付原弘産プレスリリース」とは、原弘産の平成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。 

 

「3月 3日付原弘産プレスリリース」とは、原弘産の平成20年 3月 3日付プレスリリース

「日本ハウズイングに対する説明資料送付のお知らせ」をいう。 
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「3月 10日付原弘産プレスリリース」とは、原弘産の平成20年 3月 10日付プレスリリー

ス「平成20年 3月 8日（土）の一部報道について」をいう。 

 

「3月 19日付原弘産プレスリリース」とは、原弘産の平成20年 3月 19日付プレスリリー

ス「日本ハウズイングへの回答書の提出について」をいう。 

 

「3月 24日付原弘産プレスリリース」とは、原弘産の平成20年 3月 24日付プレスリリー

ス「日本ハウズイングへの質問書の送付について」をいう。 

 

「4月 10日付原弘産プレスリリース」とは、原弘産の平成20年 4月 10日付プレスリリー

ス「日本ハウズイング株式会社に対する株主提案権の行使及び当該提案内容につい

て」をいう。 

 

「4月 11日付原弘産プレスリリース」とは、原弘産の平成20年 4月 11日付プレスリリー

ス「日本ハウズイング株式会社に対する株主名簿閲覧謄写請求について」をいう。 

 

「4月 16日付原弘産プレスリリース」とは、原弘産の平成20年 4月 16日付プレスリリー

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」

をいう。 

 

「4月 17日付原弘産プレスリリース」とは、原弘産の平成20年 4月 17日付プレスリリー

ス「特別損失の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ」をいう。 

 

「4月 22日付原弘産プレスリリース」とは、原弘産の平成20年 4月 22日付プレスリリー

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」を

いう。 

 

「4月 23日付原弘産プレスリリース」とは、原弘産の平成20年 4月 23日付プレスリリー

ス「日本ハウズイング株式会社の株主名簿閲覧謄写仮処分命令の申立てについて」

をいう。 

 

「平成19年 2月 1日付原弘産プレスリリース」とは、原弘産の平成19年 2月 1日付プレ

スリリース「2012 年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知

らせ」をいう。 

 

「平成19年 12月 5日付原弘産プレスリリース」とは、原弘産の平成19年 12月 5日付プ
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レスリリース「2012 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債発行に関する

お知らせ」をいう。 

 

 

＜決算関係資料＞ 

 

「当社直近2期決算短信」とは、平成19年 3月期当社決算短信および平成20年 3月期当

社決算短信をいう。 

 

「原弘産直近2期決算短信」とは、平成19年 2月期原弘産決算短信および平成20年 2月

期原弘産決算短信をいう。 

 

「原弘産平成20年 2月期決算説明会資料」とは、原弘産の平成20年 4月 18日付で公表さ

れた資料「第22期（平成20年 2月期）決算説明会資料」をいう。 

 

「平成19年 2月期原弘産決算短信」とは、平成19年 4月 20日に公表された原弘産の平成

19年 2月期の決算短信をいう。 

 

「平成19年 3月期当社決算短信」とは、平成19年 5月 15日に公表した当社の平成19年

3月期の決算短信をいう。 

 

「平成20年 2月期原弘産決算短信」とは、平成20年 4月 18日に公表された原弘産の平成

20年 2月期の決算短信をいう。 

 

「平成20年 3月期当社決算短信」とは、平成20年 5月 13日に公表した当社の平成20年

3月期の決算短信をいう。 
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別紙 2 

 

原弘産買付説明書の受領から取締役会意見表明に至るまでの経緯 

 

 

買付け等に係る提案の受領から取締役会意見表明に至るまでの経緯は、以下のとおりです。

なお、かかる経緯の時系列の流れについては、本別紙2の 後に添付しております別表を

合わせてご参照下さい。 

 

1 当初買付説明書受領（2月 18日）から質問事項の送付まで（3月 5日） 

 

本プランにおいては、買付説明書受領後に当社取締役会がまず行うべき手続として、買付

説明書に記載された内容が本必要情報として十分であるか検討し、不十分であると判断し

た場合には、買付者等（原弘産ら）に対し情報提供を要求する旨が定められています（本

プラン 3.(1)(b)）。この観点から、当社としては原弘産買付説明書の分析・検討作業を開

始いたしました。 

 

しかしながら、第2、1記載のとおり、原弘産らからの原弘産買付説明書の突然の提出は、

当社として全く予期していなかったものであり、また、原弘産らによる本買付提案の内容

は、それ以前に全く提案を受けたことのない内容であったことから、その提案内容自体の

評価にも時間を要する状況でした。その一方で、原弘産買付説明書の公表により、取引先

等から多数の問い合わせがあり、それに対する対応及び当社従業員への説明等も十分に行

う必要がありました。 

 

さらに、当社にとっては、本プランに基づく買収提案を受ける初めてのケースであり、国

内における前例も少ないことから、弁護士等の外部専門家を起用して、かかる外部専門家

の助言を受けつつ慎重に検討して対応する必要がありました。 

 

上記のような状況の中で、当社として、原弘産買付説明書の内容を十分に検討した上で、

当社株主の皆様が判断するために必要な情報を整理して、原弘産らに対して追加的に情報

提供を要求する準備を行うことは、かなりの時間を要するものでしたが、鋭意対応いたし

ました。そして、原弘産買付説明書に記載された内容が本必要情報として不十分と判断し、

当初買付説明書を受領した2月 18日からわずか中11営業日後の3月 5日に、回答期限を

3月 19日として原弘産らに対し質問事項を送付しました。 

 

なお、当社は、2月 19日に、原弘産から当社社長小佐野台との面談を希望する旨の文書を

受領しました。当社は、かかる面談申し入れについても、その必要性を真摯に検討し、当
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該時点においては面談の必要がないと判断したものの、本買付提案の検討の過程において

面談の必要があると判断した場合は、改めて当社より面談の申し入れをする旨、2月 26日

付で回答しました。 

 

 

2 原弘産に対する要請及び追加質問送付（3月 5日～3月 19日） 

 

上記のとおり、当社は、原弘産らに対し、3月 5日付で質問事項を提出して本必要情報の

提供を求め、3月 19日までに回答するよう要請しました。 

 

ところが、3月 12日付で原弘産より提出された大量保有報告書（変更報告書）により、原

弘産が、原弘産買付説明書を提出した後も、例えば、平成20年 3月 10日に市場外で32

万 100株（発行済株式総数の約2.18％）という大量の当社株式を取得するなど、市場内外

で当社株式の買付けを継続していたことが確認されました。 

 

また、3 月 6 日付でランドマークより提出された大量保有報告書（変更報告書）により、

ランドマークが当社の主要株主となったことが判明し、さらに、上記各大量保有報告書（変

更報告書）により、原弘産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原弘産及びランドマークの

合計の買付株式数の比率が約 80％に達していると思われる状況にあることが判明しまし

た。 
 

当社は、当社の株主の皆様の混乱を回避し、本買付提案に関し十分な時間をかけて検討し

ていただく時間を確保するため、原弘産に対し、3月 14日付で買付中止要請書を送付し（詳

細は、第 3、3、(3)、イ及び当社回答書 1 頁から 6 頁をご参照下さい。）、当社株式のそれ

以上の買増しを自粛するよう要請するとともに、原弘産の追加買付けに関連して、追加質

問事項を送付し、本プランに従った回答を求めました。 

 

 

3 原弘産回答書受領（3 月 19 日）から再質問書及び質問書に対する回答書送付ま

で（4月 1日） 

 

当社は、3月 19日に、原弘産より質問事項及び追加質問事項に対する回答書を受領し、そ

の内容につき、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・検討いたしました。 

 

その 中の3月 24日、当社は、原弘産より質問書を受領しました。この原弘産質問書に記
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載された質問事項は、当社の各種プレスリリース等での公表内容等を意図的にねじ曲げて

解釈している点が多く見受けられました。本プラン上、当社はこの原弘産質問書に対し回

答する義務はないものの、原弘産に本プランの内容及び当社の真摯な対応を理解してもら

うべく、詳細な回答の準備作業を鋭意行いました。 

 

同時に、3月 19日付原弘産回答書については、評価・検討の結果、原弘産買付説明書及び

3月 19日付原弘産回答書によって提供された情報では、未だ本買付提案への賛否を当社株

主の皆様にご判断していただくために十分ではないとの判断に至り、再度追加的に情報提

供を求めるべく、3月 19日の回答書受領から中7営業日後の4月 1日に、原弘産に対し再

質問事項を送付いたしました（回答期限4月 16日）。 

 

また、原弘産質問書については、原弘産からの回答期限の指定は特になかったものの、4

月 1日に、再質問事項と併せて回答書を提出いたしました。 

 

 

4 原弘産回答準備期間・両社による協議（4月 2日～4月 22日） 

 

（1） 協議申し入れ 

 

このように、原弘産に対し本必要情報の提供を求める中で、原弘産買付説明書等の内容の

検討もある程度進み、当社として、原弘産買付説明書及び提供済みの本必要情報に関して、

原弘産より直接説明を受け、協議する機会を設ける必要があると判断するに至りました。 

 

そこで、原弘産の面談の申し入れに対し、2月 26日付で回答したとおり、4月 9日付で、

当社から原弘産に対し協議の申し入れを行い、4月19日に両社による協議が行われました。 

 

（2） 原弘産決算短信の検討 

 

当社は、原弘産の決算状況に不安を感じていたため、かねてより原弘産の平成20年 2月期

の決算内容は当社が本買付提案の内容を検討するにあたって重要な判断材料であると考え、

その旨当社質問書62において開示しておりました。そこで、4 月 18 日に公表された原弘産

の平成20年 2月期の決算短信の内容についても検討を加えました。 

 

                             
62 当社質問書3頁 質問1-(17) 
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（3） 当社再質問書に関する一部回答受領及び回答留保質問に対する回答要請 

 

また、4月 1日付で原弘産に対し送付した当社再質問書については、4月 16日付で原弘産

より回答書を受領したものの、一部質問については、原弘産の経営上の重要な内容に係わ

るものであるといった理由から、回答が留保されていました（以下「回答留保質問」とい

います。）。 

 

しかし、当社は、本必要情報の提供は、当社株主の皆様の判断にとって必要な情報を開示

していただくという重要な目的を有するものであると考えていたため、4月 18日付で、原

弘産らに対し、回答留保質問につき改めて回答を要請いたしました。その結果、原弘産よ

り、4月 22日付で、回答留保質問に関する回答を受領いたしました。 

 

5 取締役会検討期間設定（4月 23日） 

 

以上のとおり、当社は、原弘産買付説明書に関し、原弘産らに対し、2回にわたり書面に

よる質問を行い、回答留保質問に対する回答を含めそれぞれ回答を受領いたしました。ま

た、4月 19日には、原弘産と直接面談の上、原弘産買付説明書に関し協議を行いました。 

 

原弘産らから受領した回答には、なお当社取締役会が想定した程度の具体的な情報が提供

されていない項目もありましたが、当社取締役会は、上記の経緯を通じて、原弘産らから

情報・資料等の提供が十分になされたと認められる水準に達していると判断いたしました
63。 

 

そこで、当社は、4月 23日開催の当社取締役会において、4月 24日から5月 27日までの

34日間を本プラン上の取締役会検討期間として設定いたしました。 

 

当社は、原弘産らから当初買付説明書を受領した2月 18日以降、原弘産買付説明書の内容

を精査・検討し、これまで述べてきた経緯を通じて、原弘産買付説明書に関して様々な観

点からの検討を継続して行ってまいりました。また、原弘産からの種々の連絡内容から、

原弘産らは早期に本プラン上の株主熟慮期間が設定されることを望んでいると認識いたし

ました。 

 

そこで、当社は、取締役会検討期間につき、本プラン上の上限である90日から大幅に短縮

した34日間と設定いたしました。 

6 取締役会意見表明（5月 13日） 

                             
63 ただし、不足すると考えられる回答項目については、そのような回答状況自体を評価の対象として勘案する

こととしております。 
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4 月 23日付当社プレスリリースに記載のとおり、当社は株主の皆様への適切な情報開示の

観点から、取締役会検討期間のうちできるだけ早い段階で株主の皆様へ情報を開示できる

よう尽力し、取締役会検討期間中ではありますが、本日、これまでに収集した情報に基づ

く取締役会としての意見をとりまとめ情報開示（意見表明）を行うことといたしました。 

 

7 結論 

 

以上のとおり、当社は、原弘産らによる原弘産買付説明書の提出時以降、一貫して、本プ

ランに従って真摯に検討・対応し、本日の意見表明に至ったものであります。 
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別紙 3 

 

原弘産ら作成の「買付説明書」 

 

 

（既に一般に公表済みのものですので、添付は省略いたします。） 

 

 

なお、原弘産買付説明書の内容は、以下の原弘産のホームページて確認することが

できます。 

 

 http://www.harakosan.co.jp/ir/teian/document.html 

 

（上記で表示される「資料（送付資料・プレスリリース）」の下から3行目の、「先

方への提出資料 買付説明書 (2008/02/21)」が、当社が受領した 終の「買

付説明書」となります。） 
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