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株式会社リロ・ホールディングとの間の業務提携に関する正式協議の開始 

及び買付説明書に基づく当社株式買付けに対する対抗措置の不発動の決定に関するお知らせ 

 

平成 20 年 10 月 20 日付当社プレスリリース「株式会社リロ・ホールディングからの買付説明書の

受領について」（以下「10 月 20 日付プレスリリース」といいます。）でお知らせしておりますとお

り、当社は、株式会社リロ・ホールディング（以下「リロ・ホールディング」といいます。）から当

社第 44 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。）に基づく買付説明書（以下「本買付説明書」といいます。）

を受領いたしました（なお、リロ・ホールディング及びそのグループの詳細等の本買付説明書の内

容については、10 月 20 日付プレスリリース添付の本買付説明書をご参照下さい。）。 

当社は、本日開催の取締役会において、本買付説明書の内容に関し慎重な審議を行った結果、 

①リロ・ホールディングとの間で業務提携に関する正式協議を開始することとし、当社とリロ・

ホールディングとの間で「業務提携に関する基本合意書」（以下「本基本合意書」といいます）

を締結すること 

②本買付説明書に記載された内容のリロ・ホールディングによる当社株式の取得（以下「本株式

取得」といいます）については、本プランに基づく対抗措置の発動を行わないこと 

を決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします（以下、上記①及び②の決議を併せ

て「本決定」といいます。）。 

 

 

1．本買付説明書の受領及び本決定に至る経緯について 

 

リロ・ホールディングは、平成 20 年 10 月中旬ころから、株式会社原弘産、井上投資株式会社及

び株式会社カテリーナ・イノウエ（以下「本売主」と総称します。）との間で、本売主の保有する当

社株式の全部（合計 3,977,000 株・当社の発行済株式数の約 27.09％。以下「本株式」といいます。）

の譲受けに関する協議・交渉を行っておりました。一方、リロ・ホールディングは、当社に対し、

当社との業務提携に関する非公式な打診を行っておりました。 

そして、当社とリロ・ホールディングは、両社の業務提携が各社の企業価値及び株主共同の利益

の最大化に資することとなるかを初期的に検討するため、協議を行ってまいりました。その協議の

中で、当社は、リロ・ホールディングから本プランの要請する本必要情報に含まれる情報を入手し、

検討してまいりました。その結果、当社は、リロ・ホールディングとの間の業務提携の実現のため

正式な協議・検討を開始することは、当社の企業価値及び株主共同の利益の最大化に資する可能性

が高いと考えるに至りました。そして、本株式取得はリロ・ホールディングの当社株式に係る株券

等保有割合が 20％以上となる買付けに該当し、本プランの適用対象となることから、当社は、リロ・

 1



ホールディングに対して、本株式取得の実行の蓋然性が高まった段階で、本株式取得に関する正式

な買付説明書を当社に提出することを要請しておりました。 

上記の経緯を経て、リロ・ホールディングは、本売主との間で、本プランに基づく対抗措置が発

動されないことが確定することを停止条件とした株式譲渡契約を締結のうえ、平成 20 年 10 月 20

日に当社に対して本買付説明書を提出いたしました。 

本株式取得は、本プランとの関係では、①リロ・ホールディングと本売主との間の協議・交渉に

基づく市場外での相対取得が予定されており、各当事者は本株式取得の実行の可否について早期の

結論を期待しているものと考えられること、②いかなる場合でも株主総会における特別決議を阻止

できる 3分の 1といった基準を下回る約 27％の当社株式を取得するものであること、③リロ・ホー

ルディングが念頭においているのは、当社との友好的な業務提携であり、本株式取得が実施された

場合においても、リロ・ホールディングが当社を子会社化する等により当社の経営を支配すること

は予定されていないこと、及び④リロ・ホールディングは、平成 20 年 5 月 13 日に公表した当社の

成長戦略（同日付当社取締役会意見書第 7 参照、以下「平成 20 年 5 月成長戦略」といいます。）を

支持しており、本株式取得が実施された場合においても、当社の基本的な経営方針には変化はない

こと、といった事情が認められます。 

そのような点を考慮のうえ、当社は、本買付説明書の受領後速やかに本株式取得に関する当社の

判断を行うのが適切であると考え、本日臨時取締役会を開催するとともに本買付説明書の内容に関

する慎重な審議を経て、本決定を行いました。 

 

2．本基本合意書の締結について 

 

当社は、上記 1．の本決定を経て、本日付でリロ・ホールディングの間で本基本合意書を締結い

たしました。本基本合意書は、当社及びリロ・ホールディングの相互の業務分野を生かしてシナジ

ーを実現し、相互の事業における更なる成長・発展を達成し、もって両社の企業価値の最大化を図

ることを目的とした業務提携（以下「本業務提携」といいます。）の具体的内容について協議を開始

することとし、かかる協議を円滑に行うため、両社で統括プロジェクトチームを発足させることを

主たる内容としております。 

このように本業務提携については、現時点で具体的に合意・決定した事項はございませんので、

「業務上の提携」の内容については、決定次第別途開示することを予定しています。 

両社では平成 20 年 12 月末までを目処に本業務提携の内容を決定できるよう誠実に協議をするこ

とに合意しております。 

 

3．本プランに基づく本株式取得に対する対抗措置の不発動の決定について 

 

リロ・ホールディングは、本プランに定める大規模買付ルールを遵守しており、また、平成 20

年 10 月 20 日付で当社に対して本プランに定められた手続を遵守することを誓約した誓約書を提出

しております。 

そして、本株式取得が実行された場合、リロ・ホールディングは、当社株式の約 27％を保有する

当社の筆頭株主及び関係会社となります。リロ・ホールディングは、当社の平成 20 年 5月成長戦略

を遂行することが当社の企業価値の向上に資するとの判断を表明されており、当社の筆頭株主とし

ての立場から平成 20 年 5月成長戦略を支援していただけるものと考えております。また、当社とし

ても、リロ・ホールディングとの関係を強化し、本業務提携を実施していくことは、平成 20 年 5

 2



月成長戦略の実現に資するものであると考えております。 

当社としては、リロ・ホールディングが当社の関係会社となること及び本業務提携について、別

紙 1 のとおり検討のうえ、評価いたしました。 

以上の点を総合的に考慮のうえ、当社取締役会は、本株式取得によりリロ・ホールディングが当

社の筆頭株主及び関係会社となることは、平成 20年 5月成長戦略の実現可能性を高めることを通じ

て、当社の企業価値及び株主共同の利益の最大化に資すると判断し、本株式取得に対して対抗措置

の発動を行わないことを決定いたしました。 

 
4．本株式取得に関連する開示予定について 

 
本株式取得が実行された場合、「主要株主の異動」、「主要株主である筆頭株主の異動」及び「上場

会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社の異動」が生じることになります。こ

れらについては、大量保有報告書の提出等を通じて、本株式取得が実行されたことが確認された段

階で、別途開示することを予定しております。 

 
以 上 
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別紙 1 

 

リロ・ホールディングが当社の関係会社となること及び本業務提携に関する当社の考え方 

 

第 1 リロ・ホールディングとの関係強化について 

 

 当社では、リロホールディングとの間で強固な資本関係を築き、リロ・ホールディングが当社の

関係会社となることについては、以下のとおり当社に好影響を与えるものであると考えております。 

 

1. リロ・ホールディングの企業グループの概要 

 

リロ・ホールディングは、連結子会社 13 社及び持分法適用関連会社 5社により構成される企業グ

ループ（以下「リログループ」といいます。）を統括するいわゆる持株会社です。リログループは、

住宅分野（リロケーション事業）とレジャー・ライフサポート分野（福利厚生代行サービス事業）

の双方にまたがった企業福利厚生のアウトソーシングサービスを主力事業とし、その事業基盤を活

かした関連事業（リゾート事業及びその他の事業）を展開しております。 

リログループのビジネスモデルは、リロケーション事業における管理戸数や福利厚生代行サービ

ス事業における会員など、ストックに起因するもので、当社のビジネスモデルと共通であります。 

リログループは、「世界規模で展開する生活総合支援サービスの創出」をビジョンとして掲げ、当

社の経営理念である「安全で快適な住環境づくりを通じて広く社会の発展に貢献する」とは、人々

の暮らしを支えるという考え方を共通にしており、親近感を覚えるものです。 

また、当社は、転勤者の留守宅の賃貸管理事業、企業の福利厚生代行サービス及び借上社宅の管

理業務アウトソーシングへの取り組みに代表される、リログループの先駆的なビジネスに積極的に

挑戦する姿勢を高く評価しております。 

 

2. 当社の主力事業との親和性 

 

当社はマンション管理事業を主力事業としておりますが、デベロッパー系列の管理会社が業界の

主流である中、当社は親会社にデベロッパーを持たない数少ない「独立系」の会社であります。当

社は、デベロッパー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の推薦を得て多くの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可能となります。 

当社は、デベロッパーを親会社に持たないがゆえに、厳しい受注競争を勝ち抜くための企業努力

を重ね、数多くのマンション管理を経験する中で、管理のノウハウを積上げてまいりました。その

ような「独立系」管理会社としての経験が、現在では、新規受注の際のデベロッパー・管理組合の

多種多様なニーズに合わせることができるという当社の最大の強みとなり、平成 20 年 3月末現在で

は国内管理受託戸数は 32 万戸を超え、業界 2位の実績を有しております。 

リログループは、住宅関連事業を主たる事業とする会社でありますが、開発（デベロッパー）事

業は行っておりませんので、リログループとの関係強化により当社の企業価値の源泉かつ最大の特

徴でもあります「独立系」が損なわれる懸念はございません。 

また、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
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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、また、管理会社が財務体質の脆弱な

会社と資本関係・提携関係等を結ぶことも不安視されます。 

リログループの財務内容は、平成 20 年 3 月期において自己資本比率 44.1%、連結有利子負債 25

億円、有利子負債依存度 8.9%など、財務の安全性を示す各指標においていずれも良好な数値を示し

ており、極めて健全です。 

さらに、当社とリログループは住生活産業の中でどちらもストックに起因するビジネスを展開し

ている点や人々の暮らしを支えるという考えを共通にしていることから、当社の主力事業について

の正確な理解と適切な判断が期待でき、リログループとの関係強化により当社の主力事業の更なる

成長に好影響を与えるものと考えております。 

 

3. リログループとの関係強化の取引先・従業員に与える好影響 

 

当社とリログループは、住生活という同じフィールドの中で各々の異なるビジネスドメインを確

立しております。具体的にはリログループのサービスが個人の住まい、生活といった専有部分への

提供であるのに対して、当社事業の各サービスは建物の共用部分を主な対象として、共同の利益の

確保・向上のために展開されております。このように両社には明確な棲み分けができており、互い

の強みを活かした協業体制が構築可能であることから、当社の取引先、管理組合にとっては、提供

されるサービスの拡充・バリエーションの拡大・質の向上が期待できると考えております。また、

当社の従業員に関しては、上記のような顧客サービスのメニューの拡充等により、結果的に顧客満

足度向上がもたらされることによる士気高揚効果が期待できると考えております。 

昨今の管理業務においては、顧客ニーズはますます多様化・高度化しており、それらの期待に応

えられるサービスの提供が求められております。当社のコーポレートスローガンである「Your Life 

First （何よりも、あなたのこと、暮らしのこと）」にありますように、顧客の期待に応えるサービ

スの提供は当社の行動指針であり、まさに時機を得たものであります。 

 

4. 小 括 

 

上記のとおり、リログループのサービスが個人の住まい、生活といった専有部分への提供である

のに対して、当社事業の各サービスは建物の共用部分を主な対象として、共同の利益の確保・向上

のために展開しております。このように両社には明確な棲み分けと互いを補完し合う十分なバック

グラウンドが存在し、住まいやオフィスに集う人々へのトータルなサポートが実現できる最良のパ

ートナーであると考えております。また、リロ・ホールディングからは、当社の平成 20 年 5月成長

戦略を遂行することが当社の企業価値の向上に資するとの評価をいただいており、当社の経営方針

を十分に理解していただいていると思われます。 

以上の点から、当社では、リロ・ホールディングと強固な資本関係を築き、リロ・ホールディン

グが当社の関係会社となることは、当社の企業価値及び株主共同の利益の最大化に資するものと評

価しております。 
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第 2 本業務提携について 

 

本業務提携の具体的内容は、今後リロ・ホールディングとの間で誠実に協議の上決定していくこ

とになりますが、現時点で当社がイメージしている本業務提携の内容及び当社のビジネスに与える

好影響・シナジー効果については、以下のとおりです。 

 

1. 想定される本業務提携の概要 

 

マンション管理業務においては、居住者の高齢化、ライフスタイルの多様化などの影響から管理

会社に求められるニーズが変化してきております。具体的には、これまでの共用部分管理、建物管

理に加え、個人の生活支援、充実をサポートするいわゆる専有部分におけるサポートが求められ始

めております。 

リログループでは、転勤などによる空室の賃貸管理サービス、住居リフォームに加え小修理や突

発的な故障にも 24 時間 365 日対応するサービスなどを既に自らの顧客に提供しており、本業務提携

が実現した場合には、希望する当社顧客に対してこのサービスを提供することが可能であると考え

ております。また、リログループの福利厚生代行サービスを利用することにより、当社の顧客に国

内外のリゾートをはじめとするレジャー並びにチャイルドケア、介護及びハウスクリーニングなど

からなるライフサポートサービスを様々な特典にて利用できるプログラムの提供が可能となるもの

と考えております。 

リログループのサービスの具体的な提供方法については、当社の管理員・マンション担当者を介

さず、専用窓口等による直接対応が可能となりますので、マンション管理員等の活用によるサービ

スの提供とは異なり、マンション管理組合にも受け入れられやすいものであり、当社の現在のビジ

ネスモデルとの親和性が強いものと考えております。また、提供可能なサービスは、特定の分野に

限定されない生活全般にわたる支援が対象であり、広範な分野での充実したサービスの提供が可能

になります。このように、リログループによるサービスを当社の顧客に提供することで、まさに人々

の暮らしを支える総合的なサービスの提供が可能になります。 

 

2. 平成 20 年 5月成長戦略と本業務提携との関係 

 

当社は平成 20 年 5 月成長戦略において、マンション管理で毎年 17,000 戸の受託戸数増加を計画

しておりますが、これには、新築物件の新規受託及び既存物件のリプレースの成否が重要な鍵を握

っています。 

当社では 24 時間駆付サービスやリロケーションサービスを行う専有部分サービスとして既に「安

心快適生活」を提供しておりますが、リログループとの業務提携により、前述のとおり、サービス

メニューの拡大・充実が実現可能であり、人々の暮らしを支える総合的なサービスの提供が可能で

あると考えております。管理業務におけるサービスメニューの充実は、新規受託の際の営業ツール

としても効果を発揮することが期待され、成長戦略の達成へ向けた具体的な施策のひとつとなるも

のです。 

 

3. 本業務提携推進による新規ビジネスへの期待 

 

マンション管理業界は成熟した市場でありますが、老朽化物件の増加、居住者の高齢化や物件の
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賃貸化、国土交通省による管理業務の管理会社への全面外部委託の検討などの影響により、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ってま

いります。 

リログループは、これまでにも転勤者の留守宅の賃貸管理事業をはじめ、企業の福利厚生代行サ

ービス、借上社宅の管理業務アウトソーシングなど、他に先駆けたビジネスに積極的に取り組んで

きております。 

リログループとの提携により、当社の管理事業における 50 年の歴史が培ったノウハウ・経験とリ

ログループの独創的な発想と商品企画力を融合し、他の管理会社にはない独自の新サービス、新商

品を開発することが可能であると考えております。 

 

4. 小 括 

 

冒頭記載のとおり、本業務提携の具体的内容は現時点では未定ですが、当社では、本業務提携が

実現した場合には、当社の顧客満足度の向上等を通じて平成 20年 5 月成長戦略の達成に大きく寄与

するものと考えており、当社の企業価値及び株主共同の利益の最大化に資するものと評価しており

ます。 

 

以 上 
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