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公開買付説明書の訂正事項分 

 

 本公開買付説明書の訂正事項分(以下「本訂正事項分」といいます。)に係る公開買付けは、金融商品

取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)第２章の２第１節の規定の適用を受けるもの

であり、本訂正事項分は金融商品取引法第27条の９第３項の規定により作成されたものであります。 

 

【届出者の氏名又は名称】 日本アジアグループ株式会社 

【届出者の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内三丁目１番１号 

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内三丁目１番１号 

【電話番号】 03(4476)8000(代表) 

【事務連絡者氏名】 取締役 清見 義明 

【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません。 

【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません。 

【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません。 

【電話番号】 該当事項はありません。 

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。 

【縦覧に供する場所】 日本アジアグループ株式会社 

(東京都千代田区丸の内三丁目１番１号) 

株式会社東京証券取引所 

(東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

(注１) 本書中の「公開買付者」とは、日本アジアグループ株式会社をいいます。 

(注２) 本書中の「対象者」とは、サンヨーホームズ株式会社をいいます。 

(注３) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。 

(注４) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、別段の記載がない限り、日本国における日

数又は日時を指すものとします。 

(注５) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、日本の金融商品取引法(昭和23年

法律第25号。その後の改正を含みます。)で定められた手続及び情報開示基準に従い実施されるものです。 
  

 



１ 【公開買付説明書の訂正の理由】 

平成30年４月27日付で提出いたしました公開買付届出書の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、こ

れを訂正するため、法第27条の８第２項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を提出いたしました。これに

伴い、法第27条の９第３項及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成２年大蔵省令

第38号。その後の改正を含みます。)第24条第５項の規定に基づき、公開買付説明書を訂正いたします。 

  

２ 【訂正事項】 

第５ 対象者の状況 

６ その他 

  

３ 【訂正前の内容及び訂正後の内容】 

訂正箇所には下線を付しております。 
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第５ 【対象者の状況】 

６ 【その他】 

(訂正前) 

該当事項はありません。 

 

(訂正後) 

(1) 平成30年３月期決算短信の公表 

対象者は、平成30年５月９日に、東京証券取引所において「平成30年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」を

公表しております。当該公表内容の概要は下記のとおりです。なお、下記の公表内容の概要は、対象者が公表した

内容を一部抜粋したものであり、公開買付者はその正確性及び真実性については独自に検証しうる立場になく、ま

た実際にかかる検証を行っておりません。詳細につきましては、当該公表文をご参照ください。 

① 平成30年３月期の連結業績(平成29年４月１日～平成30年３月31日) 

損益の状況(連結) 

 

決算年月 平成30年３月期(連結) 

売上高 54,117百万円 

営業利益 1,894百万円 

経常利益 1,911百万円 

親会社株主に帰属する当期純利益 1,243百万円 

 

１株当たりの状況(連結) 

 

決算年月 平成30年３月期(連結) 

１株当たり当期純利益 100.93円 

１株当たり配当額 15.00円 

１株当たり純資産 1,374.32円 
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② 平成30年３月期の個別業績(平成29年４月１日～平成30年３月31日) 

損益の状況(個別) 

 

決算年月 平成30年３月期(個別) 

売上高 47,672百万円 

営業利益 1,819百万円 

経常利益 1,793百万円 

当期純利益 1,182百万円 

 

１株当たりの状況(個別) 

 

決算年月 平成30年３月期(個別) 

１株当たり当期純利益 96.02円 

１株当たり純資産 1,325.01円 

 

(2) 平成30年３月期期末配当 

対象者は、平成30年５月９日に、「剰余金の配当に関するお知らせ」を公表しております。当該公表によれば、

対象者は、同日開催の対象者の取締役会において、平成30年３月31日を基準日とする剰余金の配当を、配当金を１

株当たり15円として行うことを決議したとのことです。詳細につきましては、当該公表文をご参照ください。 

 

(3) 代表取締役の異動 

対象者は、平成30年５月９日に、「代表取締役の異動に関するお知らせ」(「(訂正)「代表取締役の異動に関する

お知らせ」の一部訂正について」により訂正された事項を含みます。)を公表しております。当該公表によれば、対

象者は、同日開催の対象者の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動について決議したとのことです。

詳細につきましては、当該公表文をご参照ください。 

① 異動の理由 

経営体制をより一層の強化・充実することにより、対象者グループの更なる企業価値の向上を図るため。 

 

② 異動の内容 

 

氏名 新職 旧職 

松 岡 久 志 
代表取締役 副会長執行役員 
兼 マンション事業本部長 

代表取締役社長 兼 ＣＯＯ 
兼 マンション事業本部長 

松 本 文 雄 代表取締役社長 社長執行役員 
取締役 副社長執行役員 兼 ＣＦＯ 

兼 経営戦略本部長 

 

③ 異動予定日 

平成30年６月27日 
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(4) 役員人事等 

対象者は、平成30年５月９日に、「役員人事等に関するお知らせ」(「(訂正)「役員人事等に関するお知らせ」の

一部訂正について」により訂正された事項を含みます。)を公表しております。当該公表によれば、対象者は、同日

開催の対象者の取締役会において、下記のとおり同年６月27日付け取締役の人事を内定したとのことです。なお、

かかる取締役の人事については、同日開催予定の対象者第22回定時株主総会及び取締役会において決定されるとの

ことです。詳細につきましては、当該公表文をご参照ください。 

① 取締役(監査等委員である取締役を除く)の候補者 

 

氏名 新役職名 現役職名 

田中 康典 (重任) 代表取締役会長 
代表取締役会長 

兼 Chief Executive Officer(CEO) 

松岡 久志 (重任) 
代表取締役 副会長執行役員 
兼 マンション事業本部長 

代表取締役社長 
兼 Chief Operating Officer(COO) 

兼 マンション事業本部長 

松本 文雄 (重任) 代表取締役社長 社長執行役員 
取締役 副社長執行役員 

兼 Chief Financial Officer(CFO) 
兼 経営戦略本部長 

美山 正人 (重任) 
取締役 副社長執行役員 

兼 大阪支店長 
取締役 副社長執行役員 

兼 大阪支店長 

田中 教二 (重任) 
取締役 専務執行役員 

兼 東京支店長 
取締役 専務執行役員 

兼 東京支店長 

世良 守 (重任) 
取締役 常務執行役員 

兼 フロンティア事業責任者 
兼 Ｐ＆Ｆ本部長 

取締役 常務執行役員 
兼 フロンティア事業責任者 

兼 Ｐ＆Ｆ本部長 

下井 裕史 (重任) 
取締役 常務執行役員 

兼 中部支店長 
取締役 常務執行役員 

兼 中部支店長 

福井 江治 (新任) 
取締役 常務執行役員 
兼 経営戦略本部長 

兼 財務部長 

常務執行役員 
兼 経営戦略副本部長 

小路 梅之 (新任) 
取締役 常務執行役員 

兼 九州支店長 
常務執行役員  
兼 九州支店長 

 

② 監査等委員である取締役の候補者 

 

氏名 新役職名 現役職名 

薗 吉輔 (重任) 取締役 監査等委員 (社外) 取締役 監査等委員 (社外) 

田原 祐子 (新任) 取締役 監査等委員 (社外) ― 
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