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１【提出理由】
当社、一建設株式会社(以下「一建設」といいます。)、株式会社飯田産業(以下「飯田産業」といいます。)、株式会社東

栄住宅(以下「東栄住宅」といいます。)、タクトホーム株式会社(以下「タクトホーム」といいます。)、及び株式会社

アーネストワン(以下「アーネストワン」といいます。)は、共同株式移転の方法により共同持株会社（以下「共同持株

会社」といいます。）を設立（以下「本株式移転」といいます。）し、経営統合を行うことについて基本合意に達し、平

成24年12月25日付で基本合意書を締結しております。

当社、一建設、飯田産業、東栄住宅、タクトホーム、及びアーネストワンは、平成25年6月27日付の各社取締役会において

決議の上、統合契約書を締結し、共同して株式移転計画書を作成いたしました。そこで、金融商品取引法第24条の5第4項

及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の3の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】
（1）当該株式移転において、提出会社の他に株式移転完全子会社となる会社がある場合における当該他の株式移転完全

子会社となる会社についての事項

①　商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

一建設

商号 一建設株式会社

本店の所在地 東京都練馬区石神井町二丁目26番11号

代表者の氏名 代表取締役社長　堀口 忠美

資本金の額（平成25年1月31日現在）3,298百万円

純資産の額（平成25年1月31日現在）（連結）71,579百万円、（単体）68,092百万円

総資産の額（平成25年1月31日現在）（連結）185,813百万円、（単体）169,095百万円

事業の内容 戸建分譲事業、マンション分譲事業、請負工事事業、その他

　

飯田産業

商号 株式会社飯田産業

本店の所在地 東京都武蔵野市境二丁目2番2号

代表者の氏名 代表取締役社長 兼井 雅史

資本金の額（平成25年4月30日現在）2,000百万円

純資産の額（平成25年4月30日現在）（連結）63,645百万円、（単体）58,627百万円

総資産の額（平成25年4月30日現在）（連結）149,792百万円、（単体）111,695百万円

事業の内容
戸建分譲住宅事業、分譲マンション事業、注文住宅事業、土地分譲

事業、金融事業、その他

（注）資本金の額、純資産の額および総資産の額の各数値は、いずれも金融商品取引法第193条の２に基づく監査

手続きは終了しておりません。
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東栄住宅

商号 株式会社東栄住宅

本店の所在地 東京都西東京市芝久保町四丁目26番3号

代表者の氏名 代表取締役社長　西野 弘

資本金の額（平成25年1月31日現在）7,818百万円

純資産の額（平成25年1月31日現在）（連結）38,486百万円、（単体）38,105百万円

総資産の額（平成25年1月31日現在）（連結）87,484百万円、（単体）86,698百万円

事業の内容
戸建住宅分譲事業、マンション分譲事業、建築請負事業、不動産賃

貸事業

　

タクトホーム

商号 タクトホーム株式会社

本店の所在地 東京都西東京市東伏見三丁目6番19号

代表者の氏名 代表取締役社長　山本 重穂

資本金の額（平成24年5月31日現在）1,429百万円

純資産の額（平成24年5月31日現在）（連結）23,985百万円、（単体）23,970百万円

総資産の額（平成24年5月31日現在）（連結）42,245百万円、（単体）42,182百万円

事業の内容
戸建住宅の販売、マンションの分譲、注文住宅の建築、請負工事、不

動産の賃貸、損害保険代理店業務、その他

　

アーネストワン

商号 株式会社アーネストワン

本店の所在地 東京都西東京市北原町三丁目2番22号

代表者の氏名 代表取締役社長　西河 洋一

資本金の額（平成25年3月31日現在）4,269百万円

純資産の額（平成25年3月31日現在）69,745百万円

総資産の額（平成25年3月31日現在）100,421百万円

事業の内容
分譲マンション事業、分譲戸建住宅事業、建築工事設計施工、土木

工事設計施工、不動産売買・仲介

（注）連結財務諸表を作成しておりません。

　　

②　最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

　一建設

（連結）

事業年度 平成23年１月期 平成24年１月期 平成25年１月期

売上高（百万円） － － 278,662

営業利益（百万円） － － 25,679

経常利益（百万円） － － 24,940

純利益（百万円） － － 16,182

（注）平成25年１月期より連結財務諸表を作成しております。
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（単体）

事業年度 平成23年１月期 平成24年１月期 平成25年１月期

売上高（百万円） 209,758 218,838 241,437

営業利益（百万円） 23,874 20,310 22,648

経常利益（百万円） 23,503 19,856 22,030

純利益（百万円） 13,884 11,615 12,975

　

　飯田産業

（連結）

事業年度 平成23年4月期 平成24年4月期 平成25年4月期

売上高（百万円） 120,304 137,507 156,398

営業利益（百万円） 14,033 12,226 14,348

経常利益（百万円） 13,364 11,398 13,769

純利益（百万円） 8,296 6,390 8,650

（注）平成25年４月期における売上高、営業利益、経常利益および純利益の各数値は、いずれも金融商品取引

法第193条の２に基づく監査手続きは終了しておりません。

　

（単体）

事業年度 平成23年4月期 平成24年4月期 平成25年4月期

売上高（百万円） 103,973 113,956 129,216

営業利益（百万円） 11,981 9,966 12,141

経常利益（百万円） 11,585 9,611 11,809

純利益（百万円） 6,893 5,460 7,566

（注）平成25年４月期における売上高、営業利益、経常利益および純利益の各数値は、いずれも金融商品取引

法第193条の２に基づく監査手続きは終了しておりません。

　東栄住宅

（連結）

事業年度 平成23年1月期 平成24年1月期 平成25年1月期

売上高（百万円） 91,535 102,973 112,820

営業利益（百万円） 9,065 7,038 6,905

経常利益（百万円） 7,971 6,225 6,328

純利益（百万円） 6,797 3,904 3,661

　

（単体）

事業年度 平成23年1月期 平成24年1月期 平成25年1月期

売上高（百万円） 90,164 102,132 111,915

営業利益（百万円） 8,987 6,950 6,832

経常利益（百万円） 7,898 6,153 6,270

純利益（百万円） 6,754 3,855 3,627

　

EDINET提出書類

アイディホーム株式会社(E25310)

臨時報告書

 4/23



　タクトホーム

（連結）

事業年度 平成22年5月期 平成23年5月期 平成24年5月期

売上高（百万円） － － 76,871

営業利益（百万円） － － 8,164

経常利益（百万円） － － 7,980

純利益（百万円） － － 4,587

（注）平成24年5月期より連結財務諸表を作成しております。

　

（単体）

事業年度 平成22年5月期 平成23年5月期 平成24年5月期

売上高（百万円） 46,784 61,754 76,786

営業利益（百万円） 5,380 8,531 8,097

経常利益（百万円） 5,338 8,439 7,907

純利益（百万円） 3,135 4,839 4,551

　

　アーネストワン

（単体）

事業年度 平成23年3月期 平成24年3月期 平成25年3月期

売上高（百万円） 160,809 187,275 203,357

営業利益（百万円） 21,354 21,820 18,097

経常利益（百万円） 21,365 21,924 18,480

純利益（百万円） 12,560 12,884 11,715

（注）連結財務諸表を作成しておりません。

　

③　大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

　一建設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成25年1月31日現在）

大株主の氏名又は名称
発行済株式の総数に占める

大株主の持株数の割合（％）

有限会社樹商事 37.81

飯田一樹 4.90

株式会社みずほ銀行(常任代理人資産管理サービス

信託銀行株式会社)
4.20

株式会社飯田産業 4.20

小泉公善 3.00
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　飯田産業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （平成25年4月30日現在）

大株主の氏名又は名称
発行済株式の総数に占める

大株主の持株数の割合（％）

森和彦 28.75

有限会社一商事 20.16

有限会社Ｋ.フォレスト 17.72

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1.86

石丸郁子 1.54

　

　東栄住宅　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成25年1月31日現在）

大株主の氏名又は名称
発行済株式の総数に占める

大株主の持株数の割合（％）

株式会社バンブーフィールド 31.75

有限会社一商事 13.94

佐々野俊彦 2.96

東栄住宅取引先持株会 2.16

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信

託口9） 
1.54

　

　タクトホーム　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成24年5月31日現在）

大株主の氏名又は名称
発行済株式の総数に占める

大株主の持株数の割合（％）

山本商事株式会社 25.58

飯田和美 12.81

有限会社一商事 6.98

有限会社Ｋ.フォレスト 3.95

タクトホーム株式会社 3.54

　

　アーネストワン 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成25年3月31日現在）

大株主の氏名又は名称
発行済株式の総数に占める

大株主の持株数の割合（％）

西河洋一 38.19

伏見管理サービス株式会社 4.26

ゴールドマンサックスインターナショナル（常任

代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社）
4.14

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託

口）
3.74

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託

口)
3.23
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④ 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

　一建設 

資本関係 該当事項はありません。

人的関係 特記すべき事項はありません。

取引関係 特記すべき事項はありません。

　

　飯田産業 

資本関係 該当事項はありません。

人的関係 特記すべき事項はありません。

取引関係 特記すべき事項はありません。

　

　東栄住宅 

資本関係 該当事項はありません。

人的関係 特記すべき事項はありません。

取引関係 特記すべき事項はありません。

　

　タクトホーム 

資本関係 該当事項はありません。

人的関係 特記すべき事項はありません。

取引関係 特記すべき事項はありません。

　

　アーネストワン 

資本関係 該当事項はありません。

人的関係 特記すべき事項はありません。

取引関係 特記すべき事項はありません。

　　

（2）当該株式移転の目的

６社は、これまで、「高品質な住宅をより低価格で提供する」という共通する理念に基づいて、お客様に新築一戸

建住宅を中心に提供してまいりました。しかしながら、将来的な人口・世帯数の減少による中長期的な住宅市場の

縮小、他業界からの戸建分譲市場への新規参入等により競争が激化する事業環境下において、これまで以上にお客

様の期待に応え満足して頂く商品・サービスを提供し続けるには、個々の会社ごとの経営努力だけでは限界があ

り、各社の経営資源・ノウハウを結集させ、新築住宅の分譲事業だけでなく、新しい顧客価値の創造、更には海外市

場への展開を行い、新たな収益源を確保することが不可欠であると認識しております。

このような背景から、環境変化を事業機会として取り込むためには、将来的に総合不動産住宅メーカーとしてグ

ローバル市場に展開していくという共通のビジョンを持つ６社が経営統合し、強固な経営基盤を構築することが不

可欠であると判断しました。

また、持株会社の傘下で統一的な基本戦略を取りながらも、これまで築き上げてきた各社の独自のノウハウを活か

し、互いの自主性を尊重した経営を行っていくことで最大のシナジー効果を得られると判断し、共同株式移転の方

法により共同持株会社を設立することと致しました。

本経営統合により、これまで以上により多くの人々が幸せに暮らせる住環境を創造し、豊かな社会作りに貢献して

まいります。すなわち、雇用不安が拡大し、個人所得が伸び悩む厳しい経済環境下においても、我々がコスト努力を

率先して進めることにより、不動産業界全体のコスト低減をリードし、ひいてはお客様が良質な住宅を求めやすい

価格で手に入れることができるような環境を実現することを目的としております。

　

（3）当該株式移転の方法、株式移転に係る割当ての内容その他の株式移転計画の内容

①　株式移転の方法

当社、一建設、飯田産業、東栄住宅、タクトホーム及びアーネストワンの株主がそれぞれ保有する株式を、平成25年11

月１日をもって共同持株会社に移転するとともに、６社の株主に対し、共同持株会社の発行する新株式を割り当てる

予定です。ただし、今後の手続きを進める中で、６社協議の上、日程を変更する場合があります。

　

②　本株式移転に係る割当ての内容(株式移転比率)

会社名 当社 一建設 飯田産業 東栄住宅 タクトホーム アーネストワン

株式移転

比率
2.62 3.14 1.00 1.16 108 1.16

　

（注1）　本株式移転に係る株式の割当ての詳細
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1. 当社の普通株式１株に対して、共同持株会社の普通株式2.62株を割当て交付致します。

2. 一建設の普通株式１株に対して、共同持株会社の普通株式3.14株を割当て交付致します。

3. 飯田産業の普通株式１株に対して、共同持株会社の普通株式１株を割当て交付致します。

4. 東栄住宅の普通株式１株に対して、共同持株会社の普通株式1.16株を割当て交付致します。

5. タクトホームの普通株式１株に対して、共同持株会社の普通株式108株を割当て交付致します。

6. アーネストワンの普通株式１株に対して、共同持株会社の普通株式1.16株を割当て交付致します。

但し、上記株式移転比率は、算定の基礎となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、６社協議の上、変更すること

があります。

（注2）　共同持株会社の単元株式数は100株とします。

（注3）　共同持株会社が交付する新株式数　(予定)

普通株式：294,151,996株

上記は、平成25年6月11日に公表した自己株式の消却実施後の時点における当社の発行済株式総数(4,761,010株)、

一建設の発行済株式総数(28,562,130株)、飯田産業の発行済株式総数(59,479,534株)、東栄住宅の発行済株式総数

(26,958,535株)、タクトホームの発行済株式総数(231,892株)及びアーネストワンの発行済株式総数(65,687,321株)

に基づいて算出しておりますので、変動することがあります。 

（注4）　単元未満株式の取り扱いについて

本株式移転により、1 単元(100 株）未満の共同持株会社の株式（以下「単元未満株式」といいます。）の割当て

を受ける６社の株主の皆様につきましては、その保有する単元未満株式を東京証券取引所及び大阪証券取引所、その

他の金融商品取引所において売却することはできません。そのような単元未満株式を保有することとなる株主の皆

様は、会社法第192 条第1 項の規定に基づき、共同持株会社に対し、自己の保有する単元未満株式を買い取ることを

請求することが可能です。

　

③　株式移転の日程

経営統合に関する基本合意書締結 平成24年12月25日

株式移転契約書締結 平成25年6月27日

統合承認定時株主総会(飯田産業) 平成25年7月30日(予定)

統合承認臨時株主総会(当社) 平成25年8月8日(予定)

統合承認定時株主総会(タクトホーム) 平成25年8月23日(予定)

統合承認臨時株主総会(一建設、東栄住宅、アーネストワン)平成25年8V月30日(予定)

６社の株式の上場廃止日 平成25年10月29日(予定)

統合予定日(共同株式移転効力発生日) 平成25年11月1日(予定)

（注）上記は現時点の予定であり、今後手続を進める中で、６社協議の上、日程を変更する場合があります。

　

④　株式移転計画の内容

別紙１「株式移転計画書」をご参照下さい。
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（4）株式移転に係る割当ての内容の算定根拠

別紙２「本株式移転に係る割当ての内容の算定根拠等」をご参照下さい。

　

（5）当該株式移転の後の株式移転設立完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産

の額、総資産の額及び事業の内容

① 商号
飯田グループホールディングス株式会社

(英文表示 : Iida Group Holdings Co., Ltd.)

② 本店の所在地 東京都西東京市北原町三丁目2番22号

③ 代表者の氏名 代表取締役社長 西河　洋一 　

④ 資本金の額 100億円

⑤ 純資産の額 未定

⑥ 総資産の額 未定

⑦ 事業の内容
戸建分譲事業、マンション分譲事業、請負工事事業及びこれらに関連する事業を行

う子会社及びグループ会社の経営管理ならびにこれらに附帯する業務

　

　

（別紙１）　

株式移転計画書

　

　一建設株式会社(以下、「一建設」という。)、株式会社飯田産業(以下、「飯田産業」という。)、株式会社東栄住宅(以下、

「東栄住宅」という。)、タクトホーム株式会社(以下、「タクトホーム」という。)、株式会社アーネストワン(以下、

「アーネストワン」という。)及びアイディホーム株式会社(以下、「アイディホーム」といい、一建設、飯田産業、東栄住

宅、タクトホーム、アーネストワン及びアイディホームを個別に、以下、「当事者」という。)は、共同株式移転の方法によ

り株式移転を行うことにつき合意したので、以下のとおり共同して株式移転計画(以下、「本株式移転計画」という。)を

作成する。

　

第１条 (株式移転)

　各当事者は、本株式移転計画に定めるところに従い、共同株式移転の方法により、新たに設立する株式移転設立完全親

会社(以下、「持株会社」という。)の設立の登記をすべき日(以下、「持株会社成立の日」という。)において、全当事者の

発行済株式の全部を持株会社に取得させる株式移転(以下、「本株式移転」という。)を行うものとする。

　

第２条 (持株会社の目的、商号、本店所在地及び発行可能株式総数、その他持株会社の定款で定める事項)

　１．持株会社の目的、商号、本店所在地及び発行可能株式総数は以下のとおりとする。

(１) 目的：別紙の定款第２条に記載のとおりとする。

(２) 商号：「飯田グループホールディングス株式会社」とし、英文では「Iida Group Holdings Co., Ltd.」と表示

する。

(３) 本店所在地：持株会社の本店所在地は東京都西東京市とし、本店所在場所は東京都西東京市北原町三丁目２番22

号とする。 

(４) 発行可能株式総数：11億株とする。

　２．前項に掲げるもののほか、持株会社の定款で定める事項は別紙の定款に記載のとおりとする。

　

第３条 (持株会社の設立時取締役及び設立時監査役の氏名並びに設立時会計監査人の名称)

　持株会社の設立時取締役及び設立時監査役の氏名並びに設立時会計監査人の名称は、以下のとおりとする。

(１) 設立時取締役

　飯田　一男

　森　和彦

　西河　洋一

　佐々野　俊彦

　山本　重穂

　久林　欣也

　堀口　忠美

　兼井　雅史

　西野　弘

　松林　重行

(２) 設立時監査役

　石丸　郁子
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　宮尾　建夫

　佐々木　延行

　林　千春

(３) 設立時会計監査人

　新日本有限責任監査法人

　

第４条 (持株会社が株式移転に際して交付する株式及びその割当て)

１．持株会社は、本株式移転に際して、各当事者の株主に対して、それぞれの所有する普通株式に代わり、次の(１)、(２)、

(３)、(４)、(５)及び(６)の合計の数の持株会社の普通株式を交付する。

(１) 本株式移転により持株会社が全当事者の発行済株式の全部を取得する時点の直前時(以下、「基準時」とい

う。)における一建設の発行済株式総数に3.14を乗じて得た数

(２) 基準時における飯田産業の発行済株式総数に１を乗じて得た数

(３) 基準時における東栄住宅の発行済株式総数に1.16を乗じて得た数

(４) 基準時におけるタクトホームの発行済株式総数に108を乗じて得た数

(５) 基準時におけるアーネストワンの発行済株式総数に1.16を乗じて得た数

(６) 基準時におけるアイディホームの発行済株式総数に2.62を乗じて得た数

２．持株会社は、本株式移転に際して、前項の持株会社の普通株式を、基準時の各当事者の株主に対し、その所有する各当

事者の普通株式(但し、会社法第806条第１項の規定に基づき株式買取請求がなされた株式を除く。)に代わり、以下の

とおり割り当てる。

(１) 一建設の株主については、その所有する一建設の普通株式(但し、会社法第806条第１項の規定に基づき株式買取請

求がなされた株式を除く。)１株につき、持株会社の普通株式3.14株

(２) 飯田産業の株主については、その所有する飯田産業の普通株式(但し、会社法第806条第１項の規定に基づき株

式買取請求がなされた株式を除く。)１株につき、持株会社の普通株式１株

(３) 東栄住宅の株主については、その所有する東栄住宅の普通株式(但し、会社法第806条第１項の規定に基づき株

式買取請求がなされた株式を除く。)１株につき、持株会社の普通株式1.16株

(４) タクトホームの株主については、その所有するタクトホームの普通株式(但し、会社法第806条第１項の規定に

基づき株式買取請求がなされた株式を除く。)１株につき、持株会社の普通株式108株

(５) アーネストワンの株主については、その所有するアーネストワンの普通株式(但し、会社法第806条第1項の規

定に基づき株式買取請求がなされた株式を除く。)１株につき、持株会社の普通株式1.16株

(６) アイディホームの株主については、その所有するアイディホームの普通株式(但し、会社法第806条第1項の規

定に基づき株式買取請求がなされた株式を除く。)１株につき、持株会社の普通株式2.62株

なお、各当事者の株主に交付しなければならない持株会社の普通株式の数に１株に満たない端数が生じる場合に

は、会社法第234条その他関係法令の規定に従い処理するものとする。

３．持株会社における単元株式数は100株とする。

　

第５条 (持株会社の資本金及び準備金)

　持株会社成立の日における資本金及び準備金の額は、以下のとおりとする。

(１) 資本金の額：100億円

(２) 資本準備金の額：25億円

(３) 利益準備金の額：０円

　

第６条 (持株会社成立の日)

　持株会社成立の日は、平成25年11月１日とする。但し、本株式移転の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場

合は、全当事者間で協議・合意の上で、これを変更することができる。

　

第７条 (株式移転計画承認株主総会)

１．一建設は、平成25年８月30日を開催日として臨時株主総会を招集し、本株式移転計画の承認及び本株式移転に必要

な事項に関する決議を求めるものとする。

２．飯田産業は、平成25年７月30日を開催日として定時株主総会を招集し、本株式移転計画の承認及び本株式移転に必

要な事項に関する決議を求めるものとする。

３．東栄住宅は、平成25年８月30日を開催日として臨時株主総会を招集し、本株式移転計画の承認及び本株式移転に必

要な事項に関する決議を求めるものとする。

４．タクトホームは、平成25年８月23日を開催日として定時株主総会を招集し、本株式移転計画の承認及び本株式移転

に必要な事項に関する決議を求めるものとする。

５．アーネストワンは、平成25年８月30日を開催日として臨時株主総会を招集し、本株式移転計画の承認及び本株式移

転に必要な事項に関する決議を求めるものとする。

６．アイディホームは、平成25年８月８日を開催日として臨時株主総会を招集し、本株式移転計画の承認及び本株式移
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転に必要な事項に関する決議を求めるものとする。

７．本株式移転の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合は全当事者間で協議・合意の上で、前六項に定め

る株主総会の開催日を変更することができる。

　

第８条 (株式上場)

　持株会社は、持株会社成立の日において、その発行する普通株式を株式会社東京証券取引所へ上場することを予定して

いる。

　

第９条 (株主名簿管理人)

　持株会社の株主名簿管理人は、みずほ信託銀行株式会社に委託するものとする。

　

第10条 (剰余金の配当)

１．一建設は、平成25年７月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して、１株当たり

60円及び総額18億円を限度として、剰余金の配当を行うことができる。

２．一建設は、平成25年10月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して、１株当たり

30円及び総額９億円を限度として、剰余金の配当を行うことができる。

３．飯田産業は、平成25年10月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して、１株当た

り16円及び総額10億円を限度として、剰余金の配当を行うことができる。

４．東栄住宅は、平成25年７月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して、１株当た

り20円及び総額5.4億円を限度として、剰余金の配当を行うことができる。

５．東栄住宅は、平成25年10月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して、１株当た

り10円及び総額2.7億円を限度として、剰余金の配当を行うことができる。

６．タクトホームは、平成25年10月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して、１株

当たり1,875円及び総額4.5億円を限度として、剰余金の配当を行うことができる。

７．アーネストワンは、平成25年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して、１

株当たり22円及び総額15億円を限度として、剰余金の配当を行うことができる。

８．アーネストワンは、平成25年10月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して、１

株当たり４円及び総額３億円を限度として、剰余金の配当を行うことができる。

９．アイディホームは、平成25年６月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して、１

株当たり66円及び総額3.2億円を限度として、剰余金の配当を行うことができる。

10．アイディホームは、平成25年10月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して、１

株当たり44円及び総額2.2億円を限度として、剰余金の配当を行うことができる。

11．各当事者は、本条第２項、第３項、第５項、第６項、第８項及び第10項に基づく剰余金の配当は、平成25年10月31日の最

終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して、平成25年10月31日より前の各当事者におけ

る直近の剰余金の配当に係る基準日から平成25年10月31日までの支援に応えることを目的とするものであることを

確認する。

12．各当事者は、第１項から第10項に定める場合を除き、本株式移転計画の作成後持株会社成立の日までの間、持株会社

成立の日以前の日を基準日とする剰余金の配当の決議を行ってはならない。

　

第11条 (自己株式の消却)

　各当事者は、持株会社成立の日の前日までに開催されるそれぞれの取締役会の決議により、各当事者の保有する自己株

式の全部(本株式移転に際して行使される会社法第806条第１項に定める反対株主の株式買取請求に係る株式の買取り

によって取得する自己株式を含む。)を基準時の直前時をもって消却するものとする。

　

第12条 (善管注意義務)

各当事者は、本株式移転計画の作成後持株会社成立の日に至るまでの間において、善良なる管理者の注意をもってそれ

ぞれの業務の執行及び財産の管理、運営を行い、それぞれの子会社をして善良なる管理者の注意をもってその業務の執行

及び財産の管理、運営を行わせるものとする。各当事者は、その財産又は権利義務に重大な影響を及ぼす行為並びに子会

社の財産及び権利義務に重大な影響を及ぼす行為については、あらかじめ全当事者間で協議・合意の上で、これを行い又

は子会社をしてこれを行わせるものとする。

　

第13条 (株式移転計画の効力)

本株式移転計画は、第７条に定める各当事者の本株式移転計画を承認するための株主総会のいずれかにおいて本株式

移転計画の承認が得られない場合又は法令に定める関係官庁等の承認等が得られない場合は、その効力を失うものとす

る。

　

第14条 (事情変更)
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本株式移転計画の作成後持株会社成立の日に至るまでの間において、各当事者のいずれかの財産又は経営状態に重大

な変更が生じた場合、本株式移転の実行に重大な支障となる事態が生じた場合、その他本株式移転の目的の達成が著しく

困難となった場合には、全当事者間で協議・合意の上で、本株式移転計画の条件その他の内容を変更し又は中止すること

ができる。

　

第15条 (協議事項)

本株式移転計画に定めるもののほか、本株式移転計画に定めのない事項、その他本株式移転に必要な事項は、本株式移

転計画の趣旨に従い、全当事者間で別途協議の上定めるものとする。　　　

　

本株式移転計画の作成を証するため、本書６通を作成し、各当事者記名押印の上、各自１通を保有する。

　

　平成25年６月27日

　

東京都練馬区石神井町二丁目26番11号

一建設株式会社

代表取締役社長 堀口　忠美

　

東京都武蔵野市境二丁目２番２号

株式会社飯田産業

代表取締役社長 兼井　雅史

　

東京都西東京市芝久保町四丁目26番３号

株式会社東栄住宅

代表取締役社長 西野　弘

　

東京都西東京市東伏見三丁目６番19号

タクトホーム株式会社

代表取締役社長 山本　重穂

　

東京都西東京市北原町三丁目２番22号

株式会社アーネストワン

代表取締役社長 西河　洋一

　

東京都西東京市西原町一丁目４番１号

アイディホーム株式会社

代表取締役社長 久林　欣也

　

　

（別紙）

定　款

　

第１章　総　則

　

(商号)

第１条　当会社は、飯田グループホールディングス株式会社と称し、英文では、Iida Group Holdings Co., Ltd.と表示す

る。

　

(目的)

第２条　当会社は、次の事業を営む会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理すること

を目的とする。

(１) 建築工事設計施工

(２) 土木工事設計施工

(３) 建築解体工事業

(４) 測量調査業務全般

(５) 不動産の売買、仲介、賃貸及び管理

(６) 建築資材、家具、室内装飾品の製造及び販売並びに輸出入

(７) 住宅設備機器等の製造、販売、輸出入並びに施工
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(８) インテリアデザインの企画及び設計並びに施工

(９) 都市開発、地域開発、宅地造成、その他土地開発に関する設計並びに建設コンサルタント業

(10) 商業施設、宿泊施設、飲食店等の管理、賃貸及び経営

(11) 物品販売店の経営

(12) 不動産特定共同事業法に基く事業

(13) 投資信託委託業

(14) 信託受益権の売買

(15) 管理型信託業務

(16) 金融業

(17) 損害保険代理店業及び生命保険の募集に関する業務

(18) 住宅ローン並びにその他一般の融資の斡旋、保証及び事務代行業務

(19) 医療、福祉、介護、健康に関する教育研修事業並びに施設の経営及び管理の受託

(20) コンピューターソフトウェアの企画、設計、開発、販売及びインターネットを利用した各種情報提供サー

ビス業

(21) 経営コンサルタント業

(22) 酒類、清涼飲料等の製造及び販売

(23) マッサージ、エステティックサロン、トリートメントスパの経営

(24) 外国人技能実習生の受入及び養成

(25) 技能者の養成及び養成施設の運営

(26) 前各号に附帯関連する一切の業務

２ 当会社は、前項各号の事業を営むことができる。

　

(本店の所在地)

第３条　当会社は、本店を東京都西東京市に置く。

　

(機関)

第４条　当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。

(１) 取締役会

(２) 監査役

(３) 監査役会

(４) 会計監査人

　

(公告方法)

第５条　当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をする

ことができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

　

　

第２章　株　式

　

(発行可能株式総数)

第６条　当会社の発行可能株式総数は、11億株とする。

　

(自己の株式の取得)

第７条　当会社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる。

　

(単元株式数)

第８条　当会社の単元株式数は、100株とする。

　

(単元未満株式についての権利)

第９条　当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

(１) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(２) 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

(３) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

　　

(株主名簿管理人)

第10条　当会社は、株主名簿管理人を置く。

２ 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。
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３ 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務

は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。

　

(株式取扱規則)

第11条　当会社の株式に関する取扱い、手数料及び株主の権利行使に際しての手続等は、法令又は本定款のほか、取締役会

において定める株式取扱規則による。

　

　

第３章　株　主　総　会

　

(招集)

第12条　当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後３ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時こ

れを招集する。 

　

(定時株主総会の基準日)

第13条　当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年３月31日とする。

　

(招集権者及び議長)

第14条　株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。

２ 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集

し、議長となる。

　

(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)

第15条　当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべ

き事項に係る情報を、法令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に

対して提供したものとみなすことができる。

　　

(決議の方法)

第16条　株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主

の議決権の過半数をもって行う。

２ 会社法第309条第２項の定めによる決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有す

る株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う。

　　

(議決権の代理行使)

第17条　株主は、当会社の議決権を有する他の株主１名を代理人として、その議決権を行使することができる。

２ 株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。

　

　

第４章　取締役及び取締役会

　

(取締役の員数)

第18条　当会社の取締役は、12名以内とする。

　

(選任方法)

第19条　取締役は、株主総会において選任する。

２ 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その

議決権の過半数をもって行う。

３ 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。

　

(任期)

第20条　取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと

する。

２ 増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。

　

(代表取締役及び役付取締役)

第21条　代表取締役は、取締役会の決議によって選定する。

２ 取締役会は、その決議によって、取締役の中から取締役会長及び取締役社長各１名、必要に応じてその他の役付取
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締役若干名を定めることができる。

　

(取締役会の招集権者及び議長)

第22条　取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役がこれを招集し、議長となる。

２ 代表取締役が複数の場合、又は代表取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、

取締役が取締役会を招集し、議長となる。

　

(取締役会の招集通知)

第23条　取締役会の招集通知は、会日の５日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があると

きは、この期間を短縮することができる。

２ 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。

　

(取締役会の決議方法)

第24条　取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。

　

(取締役会の決議の省略)

第25条　当会社は会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。

　

(取締役会規程)

第26条　取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。

　

(報酬等)

第27条　取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、

株主総会の決議によって定める。

　

(取締役の責任免除)

第28条　当会社は、会社法第426条第１項の規定により、同法423条第１項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償

責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

２ 当会社は、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役との間に、同法423条第1項の損害賠償責任を限定する

契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額とする。

　

　

第５章　監査役及び監査役会

　

(監査役の員数)

第29条　当会社の監査役は、５名以内とする。

　

(監査役の選任方法)

第30条　監査役は、株主総会において選任する。

２ 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その

議決権の過半数をもって行う。

　

(監査役の任期)

第31条　監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと

する。

２ 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時ま

でとする。

　

(常勤の監査役)

第32条　監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。

　

(監査役会の招集通知)

第33条　監査役会の招集通知は、会日の３日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間

を短縮することができる。

２ 監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開催することができる。

　

(監査役会の決議の方法)
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第34条　監査役会の決議は、法令に特段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。

　

(監査役会規程)

第35条　監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。

　

(報酬等)

第36条　監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。

　

(監査役の責任免除)

第37条　当会社は、会社法第426条第１項の規定により、同法423条第１項の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償

責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

２ 当会社は、会社法第427条第１項の規定により、社外監査役との間に、同法423条第1項の損害賠償責任を限定する

契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額とする。

　

　

第６章　会計監査人

　

(選任方法)

第38条　会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。

　

(会計監査人の任期)

第39条　会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時ま

でとする。

２ 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任

されたものとみなす。

　

(報酬等)

第40条　会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。

　

　

第７章　計算

　

(事業年度)

第41条　当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月31日までの１年とする。

　

(期末配当金)

第42条　当会社は、株主総会の決議によって毎年３月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権

者に対し金銭による剰余金の配当を支払う。

　

(中間配当金)

第43条　当会社は、取締役会の決議によって毎年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権

者に対し会社法第454条第５項に定める金銭による剰余金の配当を支払う。

　

(配当金の除斥期間等)

第44条　配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満３年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその

支払義務を免れる。 

２ 前項の金銭には利息をつけない。

　

　

附　則

(最初の事業年度)

第１条　当会社の最初の事業年度は、第41条の規定にかかわらず、当会社の設立の日から平成26年３月31日までとする。

　

(最初の取締役及び監査役の報酬等)

第２条　第27条及び第36条の規定にかかわらず、当会社の設立の日から最初の定時株主総会の終結の時までの取締役及び

監査役の報酬等の額は、取締役につき総額金10,000万円以内とし、監査役につき総額金3,000万円以内とする。
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(附則の削除)

第３条　本附則は、最初の定時株主総会終結の時をもって削除されるものとする。

　

　

（別紙２）

本株式移転に係る割当ての内容の算定根拠等

　

１.　算定の基礎

　

６社は、本株式移転の株式移転比率の算定にあたって公正性・妥当性を確保するため、それぞれが独立した財務アドバ

イザーに株式移転比率に関する財務分析を依頼し、一建設は、株式会社パートナーズ・コンサルティング(以下「パート

ナーズ・コンサルティング」)を、飯田産業は、株式会社プルータス・コンサルティング(以下「プルータス・コンサル

ティング」)を、東栄住宅は、山田FAS株式会社(以下「山田FAS」)を、タクトホームは、株式会社AGSコンサルティング(以下

「AGSコンサルティング」)を、アーネストワンはベネディ・コンサルティング株式会社(以下「ベネディ・コンサルティ

ング」)を、アイディホームは東海東京証券株式会社(以下「東海東京証券」)を起用致しました。

これらの財務アドバイザーによる、株式移転比率に関する財務分析の概要については、別紙２-１「株式移転比率に関す

る各財務アドバイザーの分析概要」をご参照下さい。

なお、東栄住宅が、それぞれの財務アドバイザーに対して提出したディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（以下、

「DCF法」）による分析の基礎となる将来の利益計画には、対前年度比較において大幅な増益となる事業年度が含まれて

おります。これは、主力マーケットである首都圏以外への新規エリア展開による販売棟数の大幅な増加を見込んでいるた

めです。

一建設、飯田産業、タクトホーム、アーネストワン、及びアイディホームがそれぞれの財務アドバイザーに対して提出し

たDCF法による分析の基礎となる将来の利益計画においては、大幅な増減益を見込んでおりません。

　

　

２.　算定の経緯

　

一建設はパートナーズ・コンサルティングによる株式移転比率に関する財務分析の結果を参考に、飯田産業はプルータ

ス・コンサルティングによる株式移転比率に関する財務分析の結果を参考に、東栄住宅は山田FASによる株式移転比率に

関する財務分析の結果を参考に、タクトホームはAGSコンサルティングによる株式移転比率に関する財務分析の結果を参

考に、アーネストワンはベネディ・コンサルティングによる株式移転比率に関する財務分析の結果を参考に、アイディ

ホームは東海東京証券による株式移転比率に関する財務分析の結果を参考に、それぞれ各６社の財務の状況、資産の状況、

将来の事業・業績見通しならびに本取引により期待される戦略上、財務上および事業運営上のメリット等の要因を総合的

に勘案し、６社で株式移転比率について慎重に交渉・協議を重ねた結果、本日、最終的に本紙の２．(３) ② 「本株式移転

に係る割当ての内容 (株式移転比率)」記載の株式移転比率が妥当であるとの判断に至り、合意・決定致しました。

　

　

３.　財務アドバイザーとの関係

　

一建設の財務アドバイザーであるパートナーズ・コンサルティング、飯田産業の財務アドバイザーであるプルータス・

コンサルティング、東栄住宅の財務アドバイザーである山田FAS、タクトホームの財務アドバイザーであるAGSコンサル

ティング、アーネストワンの財務アドバイザーであるベネディ・コンサルティング、アイディホームの財務アドバイザー

である東海東京証券は、それぞれ一建設、飯田産業、東栄住宅、タクトホーム、アーネストワン及びアイディホームの関連当

事者には該当せず、本株式移転に関して記載すべき重要な利害関係を有しません。

　

　

４.　上場廃止となる見込みおよびその事由

　

本株式移転に伴い、一建設、飯田産業、東栄住宅、タクトホーム、アーネストワン及びアイディホームは平成25年10月29日

をもって、東京証券取引所の上場廃止基準により上場廃止となる予定です。

　

　

５.　公正性を担保するための措置

　

一建設は、上述の株式移転比率に関する財務分析の結果の受領に加え、平成25年６月26日付にて、パートナーズ・コンサ

ルティングから、別紙２-１記載の前提条件その他一定の前提条件のもとに、合意された株式移転比率が一建設の株主に

とって財務的見地から妥当または公正である旨の意見書（いわゆる「フェアネス・オピニオン」）を取得しています。
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飯田産業は、上述の株式移転比率に関する財務分析の結果の受領に加え、平成25年６月26日付にて、プルータス・コンサ

ルティングから、それぞれ別紙２-１記載の前提条件その他一定の前提条件のもとに、合意された株式移転比率が飯田産業

の株主にとって財務的見地から妥当または公正である旨の意見書（いわゆる「フェアネス・オピニオン」）を取得して

います。

東栄住宅は、上述の株式移転比率に関する財務分析の結果の受領に加え、平成25年６月26日付にて、山田FASから、それぞ

れ別紙２-１記載の前提条件その他一定の前提条件のもとに、合意された株式移転比率が東栄住宅の株主にとって財務的

見地から妥当または公正である旨の意見書（いわゆる「フェアネス・オピニオン」）を取得しています。

タクトホームは、上述の株式移転比率に関する財務分析の結果の受領に加え、平成25年６月26日付にて、AGSコンサル

ティングから、それぞれ別紙２-１記載の前提条件その他一定の前提条件のもとに、合意された株式移転比率がタクトホー

ムの株主にとって財務的見地から妥当または公正である旨の意見書（いわゆる「フェアネス・オピニオン」）を取得し

ています。

アーネストワンは、上述の株式移転比率に関する財務分析の結果の受領に加え、平成25年６月26日付にて、ベネディ・コ

ンサルティングから、それぞれ別紙２-１記載の前提条件その他一定の前提条件のもとに、合意された株式移転比率がアー

ネストワンの株主にとって財務的見地から公正である旨の意見書（いわゆる「フェアネス・オピニオン」）を取得して

います。

アイディホームは、上述の株式移転比率に関する財務分析の結果の受領に加え、平成25年６月26日付にて、東海東京証券

から、それぞれ別紙２-１記載の前提条件その他一定の前提条件のもとに、合意された株式移転比率がアイディホームの株

主にとって財務的見地から妥当または公正である旨の意見書（いわゆる「フェアネス・オピニオン」）を取得していま

す。

　

　

６.　 利益相反を回避するための措置

　

本経営統合にあたって、一建設、飯田産業、東栄住宅、タクトホーム、アーネストワン及びアイディホームは、いずれもそ

れぞれの会社の支配株主には該当せず、また、各社間での役職員の兼任もありません。したがって、特段の利益相反関係は

生じないことから、特別な措置は講じておりません。

　

（別紙２－１）

株式移転比率に関する各財務アドバイザーの分析概要

　

１.　一建設の財務アドバイザーによる分析概要 

　

(パートナーズ・コンサルティング)

パートナーズ・コンサルティングは、６社の普通株式それぞれについて市場株価が存在していることから市場株価法に

よる算定を行うとともに、６社についてディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（以下「DCF法」）及び類似公開会

社比較法による算定を行いました。

飯田産業の１株当たりの株式価値を１とした場合の各手法における株式移転比率の評価レンジは、以下のとおりです。

　

採用手法

一建設

株式移転比率の評

価レンジ

東栄住宅

株式移転比率の評

価レンジ

タクトホーム

株式移転比率の評

価レンジ

アーネストワン

株式移転比率の評

価レンジ

アイディホーム

株式移転比率の評

価レンジ

市場株価法 2.91～4.130.92～1.2991.00～124.881.02～1.382.29～3.42

DCF法 2.93～4.381.11～1.66119.24～178.131.21～1.803.06～4.56

類似公開会社

比較法
3.10～3.680.79～1.0084.29～136.640.99～1.983.06～4.65

　

なお、市場株価法については、平成25年６月25日を算定基準日として、東京証券取引所市場第１部あるいは大阪証券取引

所JASDAQスタンダード市場における基準日の終値、基準日から遡る１ヶ月間、３ヶ月間の株価終値平均、ならびに基準日か

ら「経営統合に関する基本合意書の締結について」が公表された翌営業日である平成24年12月26日まで遡る期間におけ

る株価終値平均を採用致しました。また、DCF法については、６社から提供された財務予測を算定の基礎と致しました。

株式移転比率の分析および意見の前提条件・免責事項については下記(注)をご参照下さい。

　

（注）

パートナーズ・コンサルティングは、フェアネス・オピニオンの提出及びフェアネス・オピニオンに記載された意見の

表明並びにその基礎となる株式移転比率の算定に際して、６社より提供を受けた情報および一般に公開された情報等を原

則としてそのまま採用し、採用したそれらの資料および情報等が、全て正確かつ完全なものであることを前提としており、
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独自にそれらの正確性および完全性の検証を行っておりません。また、６社とその関係会社の資産または負債（偶発債務

を含みます。）について、個別の資産および負債の分析および評価を含め、独自に評価、鑑定または査定を行っておらず、第

三者機関への鑑定または査定の依頼も行っておりません。パートナーズ・コンサルティングの株式移転比率の算定は、平

成25年６月25日現在までの情報および経済条件を反映したものであり、６社の財務予測については、６社の経営陣により

現時点で得られる最善の予測および判断に基づき合理的に作成または検討されたことを前提としております。

　

　

２.　飯田産業の財務アドバイザーによる分析概要 

　

(プルータス・コンサルティング)

プルータス・コンサルティングは、複数の算定手法の中から株式移転比率の算定にあたり採用すべき算定手法を検討の

上、市場株価法、類似会社比較法、及びディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（以下「DCF法」）の各手法を用いて

算定を行いました。

飯田産業の１株当たりの株式価値を１とした場合の各手法における株式移転比率の算定結果は、以下のとおりです。
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採用手法

一建設

株式移転比率の評

価レンジ

東栄住宅

株式移転比率の評

価レンジ

タクトホーム

株式移転比率の評

価レンジ

アーネストワン

株式移転比率の評

価レンジ

アイディホーム

株式移転比率の評

価レンジ

市場株価法 3.399～3.5721.078～1.179105.074～110.1781.157～1.2272.675～3.108

類似会社比較法 2.399～2.5810.740～0.799109.208～112.9731.549～1.6083.742～3.876

DCF法 2.885～4.2020.738～1.33398.553～136.3720.964～1.5462.501～4.183

　

なお、市場株価法では、2013年６月26日を算定基準日として、一建設株式会社及びアイディホーム株式会社については大

阪証券取引所JASDAQ（スタンダード）市場、株式会社飯田産業、株式会社東栄住宅、タクトホーム株式会社及び株式会社

アーネストワンについては東京証券取引所市場第一部における、算定基準日の終値、並びに算定基準日から遡る１ヶ月、

３ヶ月及び６ヶ月の終値平均値を採用致しました。

株式移転比率の分析および意見の前提条件・免責事項については下記(注)をご参照下さい。

　

（注）

プルータス・コンサルティングは、意見書の提出及び意見書に記載された意見の表明並びにその基礎となる株式移転比

率の算定に際し、第三者機関が行った会計、税務及び法務に係る調査報告書、６社から提供を受けた情報並びに一般に公開

された情報等を原則としてそのまま採用し、それらの資料及び情報等が、全て正確かつ完全なものであることを前提とし

ており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っておりません。また、６社とそれらの関係会社の資産及び負債（簿

外資産及び負債、その他偶発債務を含みます。）に関して独自の評価・査定を行っておらず、当社として第三者機関への鑑

定又は査定の依頼も行っておりません。また、６社の財務予測に関する情報については、現時点で得られる最善の予測と判

断に基づき合理的に作成されたことを前提としております。プルータス・コンサルティングの算定は、2013年６月26日ま

での上記情報を反映したものであります。

　

　

３.　東栄住宅の財務アドバイザーによる分析概要 

　

(山田FAS)

山田FASは、６社のそれぞれについて、市場株価法、類似会社比較法およびDCF法による分析を行いました。各手法による

本株式移転における株式移転比率の評価レンジは以下の通りです。なお、下記の株式移転比率の評価レンジは、飯田産業の

株式１株当たりの株式価値を１とした場合の評価レンジを記載したものです。

なお、市場株価法については、平成25年６月25日を算定基準日として、東京証券取引所または大阪証券取引所における算

定基準日時点の株価終値、算定基準日から遡る１ヶ月間、３ヶ月間、及び６ヶ月間の株価終値平均を採用致しました。また、

DCF法については、６社から提供されたスタンド・アローンベースでの事業計画を算定の基礎と致しました。

　

採用手法

一建設

株式移転比率の評

価レンジ

東栄住宅

株式移転比率の評

価レンジ

タクトホーム

株式移転比率の評

価レンジ

アーネストワン

株式移転比率の評

価レンジ

アイディホーム

株式移転比率の評

価レンジ

市場株価法 2.91～4.130.92～1.29 91～125 1.02～1.382.29～3.42

類似会社比較法 1.35～6.650.76～1.82 57～181 0.55～2.111.29～6.58

DCF法 2.62～4.201.01～1.73 105～173 1.09～1.662.74～4.52

　

株式移転比率の分析および意見の前提条件・免責事項については下記(注)をご参照下さい。

　

（注）

山田FASは、上記の分析及び分析の結果を記載した算定書・フェアネスオピニオンの提出に際し、６社から提供を受けた

情報及び一般に公開された情報等を原則としてそのまま採用し、採用したそれらの資料及び情報等が、全て正確かつ完全

なものであること、また、株式移転比率の分析・算定に重大な影響を与える可能性がある事実で未開示の事実はないこと

を前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っておりません。また、６社とその関係会社の資産及び負

債(簿外資産、負債、その他の偶発債務を含みます。)に関して独自の評価・査定は行っておらず、その他検討の基礎とする

情報について一定の制約のもと分析を行っています。加えて、６社の事業計画は６社の経営陣により現時点で得られる最

善の予測と判断に基づき合理的に作成されたことを前提としております。

　

　

４.　タクトホームの財務アドバイザーによる分析概要 

　

(AGSコンサルティング)
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AGSコンサルティングは、６社の株式それぞれについて市場株価が存在していることから市場株価法による算定を行い、

また、市場株価法に加え、６社の将来の事業活動の状況を評価に適切に反映するためにDCF法による算定を行うとともに、

６社と類似の事業を営む上場企業が複数存在することから類似会社比較法による算定も行いました。各手法における算定

結果は以下のとおりです。

なお、下記の株式移転比率の評価レンジは、飯田産業の普通株式１株当たりの株式価値を１とした場合の一建設、東栄住

宅、タクトホーム、アーネストワン及びアイディホームの普通株式1株当たりの株式価値の評価レンジを記載したもので

す。

また、市場株価法については、平成25年６月25日を算定基準日として、算定基準日から遡る１ヶ月間の終値平均株価、

３ヶ月間の終値平均株価、及び６ヶ月間の終値平均株価を採用致しました。

　

採用手法

一建設

株式移転比率の評

価レンジ

東栄住宅

株式移転比率の評

価レンジ

タクトホーム

株式移転比率の評

価レンジ

アーネストワン

株式移転比率の評

価レンジ

アイディホーム

株式移転比率の評

価レンジ

市場株価法 3.40～3.571.08～1.15 105～110 1.15～1.212.67～3.11

DCF法 2.37～5.270.82～2.09 95～225 1.14～2.352.36～5.55

類似会社比較法 1.95～3.690.57～1.41 73～103 0.98～1.502.26～3.63

　

株式移転比率の分析および意見の前提条件・免責事項については下記(注)をご参照下さい。

　

（注）

AGSコンサルティングは、フェアネス・オピニオンの提出及びフェアネス・オピニオンに記載された意見の表明並びに

その基礎となる株式移転比率の算定に際して、６社から提供を受けた情報、一般に公開された情報等を使用し、それらの資

料、情報等が全て正確かつ完全なものであることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行ってお

りません。また、６社及びその関係会社の資産または負債（偶発債務を含みます。）について、個別の資産及び負債の分析

及び評価を含め、独自に評価又は検証を行っておりません。AGSコンサルティングのフェアネス・オピニオンに記載された

意見及びその基礎となる株式移転比率の算定は、平成25年６月25日現在までの情報及び経済条件を反映したものであり、

また、６社の財務予測（利益計画その他の情報を含みます。）については、６社の経営陣により現時点で得られる最善の予

測及び判断に基づき合理的に準備・作成されたものであり、タクトホームの同意に基づき、その予測等に従って、当事会社

の財務状況が推移することを前提としております。

　

　

５.　アーネストワンの財務アドバイザーによる分析概要 

　

(ベネディ・コンサルティング)

ベネディ・コンサルティングは、６社の普通株式それぞれについて市場株価が存在していることから市場株価基準方式

による算定を行うとともに、６社の将来収益力等を多角的に分析するため、本株式移転の諸条件並びに法務、財務及び税務

デュー・ディリジェンスの結果等を分析したうえで、６社についてDCF方式及び類似会社比準方式による分析を行いまし

た。

各方式による算定結果は以下のとおりです（以下の株式移転比率の算定レンジは、飯田産業の普通株式１株に対する、

その他の統合当事会社各社の普通株式の評価レンジを記載したものです。）。

　

採用手法

一建設

株式移転比率の評

価レンジ

東栄住宅

株式移転比率の評

価レンジ

タクトホーム

株式移転比率の評

価レンジ

アーネストワン

株式移転比率の評

価レンジ

アイディホーム

株式移転比率の評

価レンジ

市場株価

基準方式
3.40～3.571.08～1.15104.8～110.01.15～1.212.67～3.11

DCF方式 3.03～4.580.80～1.2572.5～109.41.15～1.622.41～3.58

類似会社

比準方式
2.46～3.570.70～1.37101.8～104.30.96～1.712.24～3.86

　

なお、ベネディ・コンサルティングは、市場株価基準方式による算定においては、2013年６月25日を基準日として、最近

における６社の株式の市場取引状況を勘案のうえ、算定基準日から遡る１ヶ月間、３ヶ月間及び６ヶ月間の株価終値平均

を採用致しました。

株式移転比率の分析および意見の前提条件・免責事項については下記(注)をご参照下さい。

　

（注）
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ベネディ・コンサルティングは、フェアネス・オピニオンを述べるにあたり、また、その基礎となる株式移転比率算定書

（以下「ベネディ算定書」）の提出及び株式移転比率分析の実施に際し、６社から提供を受けた情報（６社以外の第三者

によって作成された資料を含みます。）及び一般に公開された情報等を原則としてそのまま採用し、それらの資料及び情

報等が全て正確かつ完全なものであることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っておりませ

ん（独自にその検証を行う責任も義務も負っておりません。）。また、６社とその関係会社の資産及び負債（簿外資産及び

負債、その他偶発債務を含みます。）について、独自に評価、鑑定又は査定を行っておらず、第三者機関への鑑定又は査定の

依頼も行っておりません。加えて、６社の財務予測については、将来の財務状況に関する現時点で得られる最善の予測と判

断に基づき、各社の経営陣により合理的に作成されたことを前提としております。ベネディ・コンサルティングの意見及

びベネディ算定書は、2013年６月25日現在までの上記情報等を反映したものであります。なお，ベネディ・コンサルティ

ングの意見及びベネディ算定書は、アーネストワンの取締役会の参考のためのみに提出されたものであり、アーネストワ

ンの取締役会が本株式移転比率の検討に関して使用するためその便宜のためにのみ作成されており、他のいかなる目的の

ためにも、また他のいかなる者によっても、依拠又は使用することはできません。

　

　

６.　アイディホームの財務アドバイザーによる分析概要 

　

(東海東京証券)

東海東京証券は、６社について、市場株価分析、類似企業比較分析、DCF分析に基づく分析結果を総合的に勘案して本株式

移転の株式移転比率の分析を行っております。なお、市場株価分析については、平成25年６月25日を算定基準日として、東

京証券取引所または大阪証券取引所における算定基準日から１ヶ月前、３ヶ月前、６ヶ月前のそれぞれの期間の株価終値

平均ならびに「経営統合に関する基本合意書の締結について」が公表された日の前営業日株価終値および算定基準日の

株価終値に基づく株式移転比率の評価レンジを採用致しました。また、DCF分析については、６社から提供された６社のス

タンド・アローンベースの本株式移転による影響を加味していない財務予測を算定の基礎と致しました。

東海東京証券による本株式移転における株式移転比率の評価結果の概要は、以下のとおりです（飯田産業の株式の１株

当たりの株式価値を１とした場合の各算定手法による評価レンジを記載しております。）。

　

採用手法

一建設

株式移転比率の評

価レンジ

東栄住宅

株式移転比率の評

価レンジ

タクトホーム

株式移転比率の評

価レンジ

アーネストワン

株式移転比率の評

価レンジ

アイディホーム

株式移転比率の評

価レンジ

市場株価分析 3.05～3.571.08～1.20 105～111 1.15～1.422.54～3.11

類似企業

比較分析
2.56～4.040.55～1.36 93～137 1.06～1.932.49～4.09

DCF分析 3.97～6.571.05～1.07 58～139 1.86～2.481.35～3.22

　

株式移転比率の分析および意見の前提条件・免責事項については下記(注)をご参照下さい。

　

（注）

東海東京証券は、意見書の提出および意見書に記載された意見の表明ならびにその基礎となる株式移転比率の分析・算

定に際し、６社から提供を受けまたは６社と協議した情報、東海東京証券が検討の対象としたまたは東海東京証券のため

に検討されたその他一切の情報、および一般に公開された情報が全て真実、正確かつ完全なものであること、また、意見書

の提出および意見書に記載された意見の表明ならびにその基礎となる株式移転比率の分析・算定に重大な影響を与える

可能性がある情報で東海東京証券に対して未開示の情報はないこと等を前提としてこれに依拠しており、独自にそれらの

真実性、正確性および網羅性の検証を行っておりません（また、独自にその検証を行う責任も義務も負っておりませ

ん。）。

また、６社とそれらの関係会社の資産および負債（簿外資産、負債、その他偶発債務を含みます。）に関して独自の評価

・査定は行っておりません（また、独自にその評価・査定を行う責任も義務も負っておりません。）。

加えて、６社の事業・財務状況の予測については、６社の経営陣により現時点で得られる最善の予測と判断に基づき合

理的に作成されたことを前提としており、それらの予測に従い予測される金額が予測される時期に実現することを前提と

しています。そして、東海東京証券は、かかる分析もしくは予測またはそれらの根拠となった前提については、何ら見解を

表明するものではありません。

また、本株式移転を行うに際して発生する６社および６社の株主への課税関係については考慮していません。

さらに、本株式移転に関する契約書案が、６社間にて適法かつ有効に締結および履行され、同契約書案に規定されている

前提条件が、全て放棄されることなく成就されることを前提とします。

なお、東海東京証券の同意見書および分析は、アイディホームの取締役会の参考のためのみに提出されたものであり、ア

イディホーム取締役会が本株式移転に係る株式移転比率の検討に関して使用するためその便宜のためにのみ作成されて

おり、他のいかなる目的のためにも、また他のいかなる者によっても、依拠または使用することはできません。
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また、東海東京証券は、本株式移転について開催されるアイディホームの株主総会におけるアイディホームの株主の議

決権行使またはその他の行動に関して意見を述べたり、また、本株式移転への賛同を推奨したりするものでもありません。

東海東京証券の同意見書および分析は、６社がその権利義務に基づいて行っている同意見書または分析の日付現在の事

業の財務、経済、市場、法制その他の状況を前提としており、かつ、同日現在において東海東京証券が入手可能であった、同

日までに東海東京証券が入手している情報に基づくものです。同意見書または分析の時点以降に発生する事象が意見また

は分析の内容に影響を与える可能性があり、あるいは当該時点において意見もしくは分析の内容に与える影響が明らかで

はない事象がありますが、東海東京証券は、その意見または分析を修正、変更または補足する義務を負うものではありませ

ん。

東海東京証券の意見書は、同意見書中に記載された事項のみを対象として同意見書中の意見を表明しており、同意見書

において明示的に述べられていないいかなる事項についても意見を表明するものではなく、また、東海東京証券の意見を

本株式移転以外の他の事例に適用することはありません。

東海東京証券は、本株式移転に関し、そのサービスに対し、アイディホームから手数料を受領致します。東海東京証券お

よび東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社（以下「東海東京FH」といいます。）ならびに東海東京FHの関

係会社は、６社および６社の関係会社との間で、過去、現在および将来において、証券取引その他金融取引等を行い、または

行うことを予定しております。東海東京証券および東海東京FHならびに東海東京FHの関係会社は、過去、現在または将来に

おいて、６社および６社の関係会社の株式、社債その他の有価証券の自己勘定または顧客勘定における保有もしくは取引

等を行うことがあります。東海東京証券の意見書における意見表明が、将来における６社および６社の関係会社と、東海東

京証券および東海東京FHならびに東海東京FHの関係会社との間で発生するあらゆる取引関係を制限することはありませ

ん。

　

以　上
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