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平成 20 年 5 月 21 日 

各   位 

 

 

 

ユナイテッド・テクノロジー・ホールディングス株式会社からの 

当社臨時株主総会における事前質問に対する回答 

 

 

当社は、当社筆頭株主である、ユナイテッド・テクノロジー・ホールディングス株式会社（以

下、「UT 社」といいます。）より、平成 20 年 5月 23 日に開催が予定されている当社臨時株主総

会に当社が会社提案議案として上程する第 1号議案（定款一部変更の件）及び第 2号議案（第

三者割当てによる募集株式発行の件）の賛否を判断するためとして、「グッドウィル・グループ

株式会社 臨時株主総会に対する質問書」を昨日 5月 20 日付にて受領致しました。 

 当該質問に対する回答に関しては、他の株主様にも議決権行使の参考として頂くため、別紙

の通りその内容をお知らせ致します。 

 

以上 

会社名 グッドウィル・グループ株式会社 

代表者名 代表取締役社長 堀井 愼一 

 （コード番号 4723  東証第一部） 

問合せ先 経営企画本部 ＩＲ部長 前田 智之 

 （TEL． 03-3405-9262） 
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別紙 

 

ユナイテッド・テクノロジー・ホールディングス株式会社 

代表取締役社長兼 CEO 若山陽一殿 

 

 

グッドウィル・グループ株式会社 

代表取締役社長 堀井愼一 

 

ご質問事項に対する回答書 

 

拝啓 

貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申

し上げます。 

 

さて、平成 20 年 5 月 20 日付で貴社より受領致しました「グッドウィル・グループ株式会社 

臨時株主総会に対する質問書」について、下記の通りご回答申し上げます。 

 

なお、平成 20 年 5 月 23 日に開催予定の当社臨時株主総会において、当社が会社提案議案と

して上程する第 1号議案及び第 2号議案を含む、今回の財務リストラクチャリングのパッケー

ジ（以下、「本件財務リストラクチャリング」といいます。）は、昨年末から本年始めにかけて

当社が直面した財務上の危機を解決するものであるとともに、度重なる不祥事により毀損して

しまった当社の事業基盤を回復させる大前提となるものであり、本件財務リストラクチャリン

グの確実なる遂行は、当社の取引金融機関も注視するところであります。したがって、上記議

案が否決された場合、下記ご質問 2に対する回答に記載しておりますとおり、当社のキャッシ

ュフローが悪化することに加え、金融機関の当社に対する見方がより慎重になり、当社株価が

本件財務リストラクチャリングの実現を織り込んで価格形成されていると仮定すると、当社株

価が大きく下落し、結果的に当社の株主価値を著しく毀損するおそれがあります。 

貴社におかれましては、ぜひ、本件財務リストラクチャリングの必要性をご理解の上、当社

の企業価値及び株主価値の維持・向上という観点から、A 種優先株式発行のための第 1 号議案

及び第 2号議案にご賛同下さいますよう、お願い申し上げます。 

敬具 
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記 

 

【ご質問】 

1. 155 億円の債務の株式化（DES）の合理性について 

(1) Promontoria からの債務免除の可能性 

貴社が財務リストラクチャリングの手段として提案している A 種優先株式の発行による

DES は、株式の大幅な希薄化をまねくこととなり、既存株主に不利益の甘受を求めるもので

あります。 

しかしながら、財務リストラクチャリングは、株主への負担を最小限にするべく検討され

るべきであり、貴社の最大債権者であり A 種優先株式の割当先である Promontoria 

Investments I B.V.（以下、「Promontoria」といいます。）から債務免除を受け、DES の対象

となる債務の金額をできるだけ小さくすることの検討が第一になされるべきであると考え

ます。 

この点、当社は、貴社の前代表者であり現 GW Premier America, Inc.のアドバイザーであ

る折口雅博氏及び有限会社折口総研（以下「折口総研」といいます。） が、220 億円の債務

免除を受けているとの情報を関係当事者から得ておりますが、事実でしょうか。仮に、折口

雅博氏及び折口総研についての債務免除が認められたのであれば、貴社についても同様に債

務免除を受けることが十分可能であると思料いたします。 

貴社は、Promontoria とこのような債務の減免に関する交渉をこれまでに行っていますでし

ょうか。行っている場合は、その交渉の経緯及び結果をご説明いただきたく存じます。 

 

 

【ご回答】 

当社は、債務免除の交渉も含め、Promontoria Investments I B.V.（以下、「Promontoria」

といいます。）と度重なる交渉の結果、一連の財務リストラクチャリングパッケージの合意に至

っております。 

当社は、平成 19 年 12 月末時点における当社株主資本が約 194 億円と債務超過ではない状態

であったため、債務免除自体は受けておりませんが、平成 20 年 3月末が借入期限であった 753

億円を含む 795 億円の Promontoria からの借入金について、返済期限について 5年への長期化

を行い、かつ、毎月の弁済額を当初 2年間は 5億円、その後、段階的に 10 億円までとし、残額

を借入期限の一括返済とすることについて Promontoria と合意することができました。 

これは、その当時の当社が置かれた財務状況及び経営環境を踏まえると、当社の財務状態を

大きく改善する効果を有するものであります。そして、本件財務リストラクチャリングは、こ

の(i)借入返済条件の緩和に加え、(ii)平成 20 年 4月 25 日に払込完了の 45 億円の普通株式に

よる第三者割当増資、及び(iii)平成 20 年 5 月 23 日の臨時株主総会でご審議頂く A種優先株式

発行による債務 155 億円の資本転換、という 3つのパッケージにより構成されており、借入債
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務の長期化及び DES による借入債務削減並びに合計 200 億円の資本増強を実現し、財務基盤を

安定させることを目的としております。 

なお、当社の前代表者である折口氏及び同氏の資産管理会社である有限会社折口総研が、何

らかの債務免除を受けているか否かについてのご質問については、当社の株主に関するもので

あり、当社は知る立場にございませんので、この点ご了承下さい。 

 

 

【ご質問】 

(2) 役員の責任負担による債務圧縮の可能性 

貴社が財務リストラクチャリングを余儀なくされたのは、介護事業での不正請求問題、派

遣事業での二重派遣等の労働者派遣法違反などの重大なコンプライアンス違反による業績

悪化の影響が大きく、この責任は、当時の代表者である折口雅博氏を始め旧経営陣が負担す

べきであると考えます。 

従いまして、貴社が既存株主に対し、A 種優先株式の発行による DES が引き起こす株式の

大幅な希薄化という不利益の甘受を求めるのであれば、その前に、まず貴社が折口雅博氏を

始め旧経営陣に対して責任を追及し、折口雅博氏を始め旧経営陣から私財の提供を受けるこ

となどにより負債を返済し、DES の対象となる債務の金額をできる限り小さくすることが検

討されるべきであるといえます。 

155 億円もの債務の株式化（DES）を検討する前に、まずは、折口雅博氏及び折口総研が保

有するグッドウィル・グループ株を含む資産を売却させることなどによる責任負担を求める

ことが必要であると思料いたしますが、貴社はこのような行動をとられていますでしょう

か。既にこのような行動をとられている場合はその具体的内容及び現状を、とられていない

場合はその理由をご説明いただきたく存じます。 

 

 

【ご回答】 

当社グループにおけるたび重なる不祥事については、その当時の代表者である折口雅博氏を

始めとする旧経営陣の経営責任は重大なものであり、折口雅博氏は、その責任をとって、当社

グループの全企業の役員から退任いたしました。また、今回の退任時において、折口雅博氏に

対して役員退職慰労金の支払いも一切行っておりません。 

他方、現時点までの検討の結果、当社は、折口雅博氏ら旧経営陣に、社会的責任を超えて違

法行為などの法的責任まではなく、旧経営陣に対する損害賠償請求等を行うことはできないと

判断しております。 

なお、折口氏の当社株式を含む個人資産は、全て担保に供されていると伺っており、折口氏

から私財の提供を受けることにより当社負債を減少させることは、そもそも困難であると考え

られます。 
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本件財務リストラクチャリングにより株主の皆様に生ずる負担については、当社は、再び事

業面における成長戦略を描き、当社の企業価値・株主価値の向上を図ることこそ、唯一最大の

回復方法であると確信しておりますので、当社事業の建て直しに向かい、前役職員一丸となっ

て一層邁進する所存でございます。何卒ご理解下さいますよう、お願い申し上げます。 

 

 

【ご質問】 

(3) 自己資金の活用による債務圧縮の可能性 

半期報告書によれば、貴社には 596 億円1の現金同等物があり、これらを返済に回すことを優

先的に検討すべきであると思料いたしますが、これらの全部又は一部は返済に充てられていま

すでしょうか。返済に充てられている場合はその金額及びその金額の根拠を、返済に充てられ

ていない場合はその理由をご説明いただきたく存じます。 

 

 

【ご回答】 

ご指摘の通り、当社は、昨年末以後、自己資金により債務圧縮を図っております。 

具体的には、平成 19 年 12 月末以降、平成 20 年 3 月末までに手元資金より 329 億円を借入金

の返済に充当しており、結果として、当社グループ連結の現預金残高は平成 20 年 6 月期中間期

末（平成 19 年 12 月末）時点の 580 億円より、平成 20 年 6 月期第 3四半期末（平成 20 年 3 月

末）時点暫定値で約 271 億円まで減少しております。 

なお、借入金返済額は、当社グループにおける平成 20 年 1 月 1日より同年 3月末までの返済

実績額、現預金残高は、同年 3月末における当社グループ連結の見込数値となります。 

 

 

【ご質問】 

2. 優先株に付された取得請求権の対象となる普通株式の取得価額について 

A 種優先株式には、普通株式を対価とする取得請求権が付与され、この取得請求権の当初

取得価額は 9,000 円とされています。 

貴社は、平成 20 年 3月 11 日付のプレスリリースにおいて、当該金額の根拠について、

同年 4 月 25 日決議の普通株式の発行価額と同様、当該株式発行にかかる取締役会決議の

直近取引日までの 2ヶ月（平成 20 年 1月 11 日から平成 20 年 3月 10 日）の東京証券取引

所における貴社株価終値の平均値を参考とし、子会社コムスン等介護・介護関連事業から

の撤退や子会社グッドウィルにおける労働者派遣法違反にかかる行政処分を受けている

等の貴社を取り巻く事業環境や業績を勘案して決定した旨を説明されております。 

                                                  
1 596 億円は、平成 19 年 6 月末の残高になります。 
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しかしながら、当該株式発行にかかる取締役会決議のなされた前日終値は 23,400 円で

あり、当初取得価格は当該価額の 38%と極めて低額であります。また、当該取締役会決議

から 1 ヶ月ないし 6 ヶ月について、1 ヶ月ごとに期間をとった場合の貴社株価の終値平均

をみても、下表のとおり 2ヶ月の終値平均だけが格段に低くなっております。 

 

期間 始期 終値平均 9,000 円/終値平

均 

1 日 3 月 10 日 23,400 円 0.3846 

1 ヶ月 2 月 12 日 12,566 円 0.7192 

2 ヶ月 1 月 11 日 9,813 円 0.9171 

3 ヶ月 12 月 11 日 12,825 円 0.7017 

4 ヶ月 11 月 12 日 16,168 円 0.5566 

5 ヶ月 10 月 11 日 17,759 円 0.5067 

6 ヶ月 9 月 11 日 17,650 円 0.5099 

 

また、介護・介護関連事業からの撤退は、平成 19 年 7 月に方針決定がなされ、同年 12

月 3 日にはコムスンの事業移管が完了したとの公表をしていること、並びに子会社グッド

ウィルの行政処分についての通知を受けたのは平成 19 年 12 月 22 日であり、平成 20 年 6

月期の業績及び配当の下方修正を発表したのが同月 25 日であることからも、2ヶ月という

期間の設定の合理性について十分な説明がなされているとはいい難い状況にあります。 

以上より、当初取得価額 9,000 円で普通株式の取得請求権を付した A 種優先株式の発行

は、既存株主の株式価値を毀損させ、その分 Promontoria を利することになると解さざるを

得ませんが、このような取得価額での取得請求権を付した優先株式を発行することとした根

拠、及び当該優先株式の発行による既存株主の株式価値への影響についての貴社のお考えを

教えて頂きたいと存じます。また、当該優先株式の価値に関する第三者の評価書等を取得さ

れている場合は、開示をお願いいたします。 

 

 

【ご回答】 

 普通株式への取得請求権価額を含む A種優先株式の発行条件は、当社の外部専門家チームの

アドバイスを受けながら Promontoria との度重なる交渉を経て、本件財務リストラクチャリン

グを構成するパッケージ全体として合意したものであり、当初取得価額（いわゆる普通株式へ

の 1株当たり転換価額）のみを取り出して、発行条件の合理性を判断することは適切でないと

考えております。 

ご指摘の通りＡ種優先株式には、普通株式を対価とする取得請求権が付されており、この取

得請求権の当初取得価額は 9,000 円とされています。この価格は、Promontoria に対する第三
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者割当増資の取締役会決議を実施した日である平成 20 年 3 月 11 日の前日から 2ヶ月間遡った

期間、すなわち、平成 20 年 1 月 11 日から平成 20 年 3 月 10 日の東京証券取引所における当社

株式の終値の平均値を参考とし、これに対して 8.3％のディスカウント率を掛けた金額であり

ます。 

 当初取得価額のみに着目したとしても、この価格決定の考え方は、当社が平成 20 年 4 月 25

日に払込を完了した当社普通株式の発行価額の決定に際して採用した考え方と同じであり、日

本証券業協会が定めるルールに則ったものであります。この発行価額決定ルールを採用した背

景ですが、平成 19 年 12 月 25 日から平成 20 年 3月 10 日までの間、当社普通株式の株価は多く

の売買高を伴いつつ激しく乱高下しており、当社の株主価値を正常に反映したものではないと

判断されたため、一時点の株価を発行価額として採用するのではなく、一定期間の当社普通株

式の終値の平均値を基準として採用することが適切であるとの結論に至りました。そこで、当

社子会社である株式会社グッドウィルに対し東京労働局から業務停止命令及び業務改善命令が

出された平成 20 年 1月 11 日以後の期間の平均値を基準として、当社は、平成 20 年 3月 11 日、

1株あたり 9,000 円で当社普通株式の発行決議を行いました。 

当社は、本件財務リストラクチャリングの実施に先立って、第三者機関であるアイ・アール・

ビー株式会社より当社株主資本価値に関する評価報告書を取得しており、総合評価として下限

値 4,139 円、上限値 13,020 円、中央値/平均値として 8,253 円との評価を受けており、本評価

の妥当性については、早稲田大学大学院商学研究科の花堂靖仁教授及び西山茂教授より意見書

を頂いております。当社は、かかる第三者機関による上記評価も考慮した上で、平成 20 年 3

月 11 日の前日から 2ヶ月間遡った期間の平均値を参考とし、これに対して 8.3％のディスカウ

ント率を掛けた今回の普通株式の発行価額 9,000 円について、妥当であるとの判断を致しまし

た。更に、当社は発行価額 9,000 円での普通株式発行が有利発行に該当しない旨の法律意見書

も受領しており、これについては、平成 20 年 4月 25 日に無事に払込が完了しております。 

今回の A種優先株式に付与されている取得請求権の当初取得価額 9,000 円についても、上記

の普通株式発行の発行価額と同様の論拠により決定されており、既存株主の皆様に対して著し

く不利な内容ではないものと考えております。 

また、本件 A種優先株式の発行に伴い、株式の希薄化が起こりますが、本件財務リストラク

チャリングを実行することにより、安定した財務基盤を構築することが出来ることとなり、そ

の結果として、当社の企業価値及び株主価値は向上するものと考えております。つまり、議決

権の希薄化はあるものの、発行時点での経済的な希薄化は生じていない、あるいは生じたとし

ても十分吸収することができると考えております。当社の平成 19 年 12 月期半期報告書で既に

開示されているように、平成 20 年 5月 23 日に予定される当社臨時株主総会において A種優先

株式の発行決議が承認されなければ、本件財務リストラクチャリングのパッケージ合意の一環

として毎月 5億円であった約定返済額が毎月 15 億円に上昇し、事業面で回復途上である当社の

キャッシュフローに大きなマイナスの影響をもたらします（ご参考資料参照）。また、財務指標

の改善に寄与する A種優先株式の発行が予定どおり実行されるか否かについて、当社の取引金
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融機関は、当社との取引継続の観点から非常に注目しております。したがって、A 種優先株式

の発行を可能とする議案が否決された場合、当社のキャッシュフローが悪化することに加え、

金融機関の当社に対する見方がより慎重になり、当社株価が本件財務リストラクチャリングの

実現を織り込んで価格形成されている仮定とすると、当社株価は大きく下落することは避けら

れないと予想されます。 

さらに、A 種優先株式の発行を含む本件財務リストラクチャリングについては、外部の有識

者より構成される第三者機関である特別委員会からも、さる平成 20 年 5 月 20 日に「当社の財

務状況及びそのおかれている経営環境を踏まえると、当社が事業の集中と選択による企業再編

という企業戦略を遂行するためには、本件財務リストラクチャリングを実施することは合理的

な（やむを得ない）選択であると認められ、本件臨時株主総会における第 1号議案及び第 2号

議案が、原案どおり承認可決されることが要請される。」旨の中間答申を頂戴しております。 

 

 

【ご質問】 

3. 第三者割当による A 種優先株式の募集決議の公正性等について 

平成 20 年 5月 1日に Promontoria より提出された大量保有報告書には、Promontoria と折

口雅博氏及び折口総研との間で議決権の共同行使の合意があることの記載があります。ま

た、当社は、Promontoria の取得・保有する貴社株式について、将来折口雅博氏及び折口総

研が第一買取交渉権を持つとの情報を関係当事者から得ておりますが、事実でしょうか。仮

に、事実といたしますと、今回の優先株式の発行により利益を受けるのは Promontoria のみ

ならず、折口雅博氏及び折口総研も含まれることになります。 

本総会における Promontoria、折口雅博氏及び折口総研の議決権を合わせると、合計で全

体の約 40%となり、優先株の発行により利得を受ける者が株主総会の議決権の多数を保有し

ていることになりますが、このような状況下で行われる株主総会決議は、その決議の公正性

に疑義があると解さざるを得ません。 

また、上記の合意を前提といたしますと、将来、優先株式の転換により大量に発行される

ことになる普通株式についても、折口雅博氏又は折口総研が取得する可能性があるといえま

す。この場合、貴社が「The Goodwill Group, Inc. “Revival Plan 2012”」にて表明され

ておられるコンプライアンスの徹底についても、その実効性に疑義が生じます。 

以上より、株主総会決議の公正性を確保する観点、及び貴社が目指すコンプライアンスの徹

底という観点から、Promontoria と折口雅博氏及び折口総研との間の貴社株式の第一買取交

渉権に関する合意を解消させるべきであると考えますが、この点に関する貴社のお考えをご

説明いただきたく存じます。 
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【ご回答】 

Promontoria により平成 20 年 5 月 1日に提出された大量保有報告書には、次のような記載が

あります。そのまま記載いたしますと、「提出者は、平成 20 年 3月 11 日付けで、共同保有者で

ある有限会社折口総研及び折口雅博氏（以下「折口総研等」）から借入金担保として 493,387

株、同月 28 日付けで折口雅博氏から 36,000 株の提供を受け、また、同月 11 日付けで、折口総

研等との間で、(i)平成 20 年 5 月下旬に予定される発行者の株主総会にて、新取締役の選任及

び定款変更等の議案について折口総研等が賛成の議決権を行使すること、(ii)その後の発行者

の株主総会において、折口総研等が議決権行使について提出者の事前承認を得ること、及び、

(iii)一定の要件のもとにおける先買権に関する事項、を合意しております。」となっておりま

す。 

Promontoria と折口総研等との当社株主間の合意内容については、当社としては知る立場に

はないため、上記以上の情報は有しておりません。 

しかし、当社は、これまでご説明してきましたとおり、本件財務リストラクチャリングは、

当社が直面する財務上の危機を解決する唯一の手段であり、その適法性・妥当性については、

弁護士や公認会計士など外部の有識者から構成される特別委員会においても、慎重な検討の結

果、合理性及び必要性が確認されているものであって、まったく問題ないものと判断しており

ます。そして、このことは、第三者の間でどのような合意がなされていようと、左右されるも

のではございません。 

なお、来る当社臨時株主総会の第 1号議案及び第 2号議案を決議するにあたり、当社株主で

ある Promontoria、折口雅博氏及び有限会社折口総研が議決権を行使することが適法であるこ

とについては、当社顧問弁護士にも確認済みです。 

 

以 上 
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ご参考資料：本件財務リストラクチャリング実施による借入元本返済の変更イメージ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮に A 種優先株式の発行が否決された場合、当社グループは返済する借入元本総額が 155

億円増加するだけでなく、借入元本返済額が毎月 15 億円に増加することにより、当初の 2

年間だけでも合計 240 億円の財務キャッシュフローが悪化することになります。 

 

残元本
全額返済

2008年2月時点（財務リストラクチャリング実行前）

A種優先株式の発行が「可決」された場合

A種優先株式の発行が「否決」された場合

残元本
全額返済

残元本
全額返済


