
平成29年11月24日公表
　→ここからは公表版では非表示

No 資料名 タイトル 頁 質問 回答

1 公募要綱
公募事業者の構
成等

24 第4 1 ①
「応募事業者は、複数の企業で構成されるグルー
プであること。」とされていますが、単独企業で
行うことはできないのでしょうか。

応募事業者として、公募要綱第４ １及び２に記
載の要件を満たす複数の企業で構成されるグルー
プとしてください。

2 公募要綱 構成員 24 第4 1 ④

構成員の中に設計・監理、建設及び維持管理業務
に従事する全ての企業を含める必要があるか？例
えば、建設業務はA社（福岡市に本社）とB社（福
岡市以外に本社）で行うが、構成員はA社のみの
明示でもよいか？また、構成員のこれまでの業務
実績が評価対象となる場合があるか？（類似の規
模の建設業務の業務実績の有無が評価対象となる
場合等）

構成員は、提出時に確定している企業名を提出し
てください。
なお、提出された参加資格審査申請書類に基づ
き、代表企業及び構成員が公募要綱第４の各要件
を満たしているか審査することとしています。

3 公募要綱
公募事業者の構
成等

24 第4 1 ⑤

応募事業者の構成員の定義をご教示下さい。「福
岡市に本社を置く企業が、応募事業者の設計・管
理業務、建設業務及び維持管理業務にそれぞれ一
社以上含まれること。」とありますが、この要件
の企業とは構成員そのものを指すのでしょうか。
それとも、応募事業者から各業務を受託すれば足
りるのでしょうか。
（代表企業参加資格審査申請書兼応募事業者構成
表）の構成メンバーに入れる必要がありますで
しょうか。

構成員は、応募事業者の代表企業以外の企業であ
り、「出資やSPCの設立等を伴って代表企業と共
同で事業を実施する企業」又は「各業務の主たる
部分を直接受託又は請け負う企業」とします。な
お、各業務を間接的に受託又は請け負う企業は、
構成員には含まないものとします。
様式2-1代表企業参加資格審査申請書兼応募事業
者構成表は、提出時に確定している企業名を記載
してください。

4 公募要綱
応募事業者の構
成等

24 第4 1 ⑦

資本関係にある親会社・子会社が別の応募事業の
構成員となった場合でも、それぞれの事業提案グ
ループ内で守秘義務を結び、相互にファイヤー
ウォールを引いている場合で、かつ落選した構成
員は、他の事業グループに参画できないので、資
本関係があっても問題がないと思われますが、い
かがでしょうか？

公募要綱第４ １ ⑦のとおりとします。
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5 公募要綱
応募事業者の構
成員の変更・追
加について

24 第4 1 ⑨
構成員の定義をご提示ください。委託先も構成員
になるのでしょうか？また、優先交渉権者決定後
における構成員の変更・追加は可能でしょうか。

質問No.3を参照してください。
また、提案書提出（平成30年１月30日締切）から
基本協定締結までの構成員の変更又は追加は、提
案書提出時点での事業の実施体制を評価し優先交
渉権者を決定するため、公募要綱第４　１　⑨に
記載のとおり原則として認めておりません。
基本協定締結後の構成員の変更及び追加は、市の
事前の承諾を得れば可能としています。

6 公募要綱
公募事業者の構
成等

24 第4 1
応募事業者の構成員以外の建設会社に業務を発注
してもよろしいでしょうか。

質問No.5を参照してください。

7 公募要綱
応募企業の構成
員

24 第4 1

応募企業の構成員の定義をご教示ください。⑤の
条件等を見ると、設計会社、施工会社、ビルの維
持管理会社を決定した上で提案書提出しなければ
ならないと読み取れますが、現時点で各種協力会
社を決定しまう事は事業の自由度が失われ、事業
性が損なわれますので、再検討をお願い出来ない
でしょうか。

質問No.3及び質問No.5を参照してください。

8 公募要綱
公募事業者の構
成等

24 第4 1
金融機関または、出資のみの企業については、構
成員と考えず、様式2-1の応募事業者構成表に記
載不要と考えて宜しいでしょうか。

ご理解のとおりです。
様式3-1-4「計画の実現性－事業収支計画等」及
び様式3-4-3「資金調達計画書」に記載してくだ
さい。

9 公募要綱 維持管理業務 24 第4 1 ⑤

維持管理業務とは、具体的にどのような業務で
しょうか？提案施設の運営管理（テナント管理や
新規テナントリーシング等）、広場の運営管理、
緑の維持管理、設備管理、警備、清掃業務をイ
メージしておりますが、具体的にご教示願いま
す。

事業対象地全体の日常管理・安全管理や広場、提
案施設の維持管理（公共施設の専用部分を除く）
としています。
テナント管理や新規テナントリーシングは、運営
業務としています。
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10 公募要綱
SPCを設立する場
合の要件

26 第4 3 ①

通常、不動産事業を運営するSPCには、合同会社
や特定目的会社を用いることが一般的だと考えて
おりますが、株式会社でなければならないので
しょうか。

株式会社以外の法人を提案する場合は、SPCの体
制、代表企業及び構成員の関係等を示す事業ス
キームを様式3-1-2「事業の実施体制」に記載し
てください。
なお、SPCを設立する場合の事業契約の当事者
は、SPCを想定しておりますが、提案された事業
スキームでSPCと代表企業の関係が分かりづらい
場合は、代表企業も当事者とします。

11 公募要綱
ＳＰＣを設立す
る場合の要件

26 第4 3 ①
開発事業者にとっては合同会社や特定目的会社等
の別形態のＳＰＣが望ましく、再検討をお願い出
来ないでしょうか。

質問No.10を参照してください。

12 公募要綱 26 第4 3 ①
SPCは、合同会社や特定目的会社等ではなく、株
式会社に限定される理由をご教示頂きたい。

質問No.10を参照してください。

13 公募要綱
SPCを設立する場
合の要件

26 第4 3 ⑤

「応募事業者の出資比率は、SPCの全議決権株式
の50％を超えること。」とありますが、公募要綱
P24　第4の1の①で「応募事業者は、複数の企業
で構成されるグループであること」とあるため、
応募事業者＝複数企業で構成されるグループの出
資比率が、SPCの全議決権株式の50%を超えるとい
う解釈で間違いないでしょうか。すなわち、応募
事業者の代表企業が出資の50%を超える必要はな
いという解釈でよろしいでしょうか。又、株式の
50%未満は応募事業者以外の者が(匿名で)出資し
ても構わないのでしょうか。

ご理解のとおりです。
SPCの出資者については、様式3-1-4「計画の実現
性－事業収支計画等」及び様式3-4-3「資金調達
計画書」に記載してください。なお、匿名組合出
資については、議決権株式の出資比率の計算対象
には含みません。
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14 公募要綱
SPCを設立する場
合の要件

26 第4 3 ⑤

応募事業者の出資比率は、SPCの全議決権株式の
50%を超えることとされていますが、SPCへの出資
について、議決権を持たない種類株式の発行も可
能でしょうか。又種類株式や匿名組合出資を活用
する場合に、当該種類株式等による出資を出資比
率に含めることは可能でしょうか。それとも議決
権株式のみが出資比率の計算対象となりますで
しょうか。

議決権を持たない種類株式の発行も可能です。
応募事業者の議決権保有割合は、50%を超えるも
のとしてください。

15 公募要綱 26 第4 3 ⑤
代表企業のSPCへの出資比率に規定は無く、筆頭
株主であれば、応募事業者の出資比率の合計が
50%超でよいのか？

ご理解のとおりです。

16 公募要綱 SPCの株式の譲渡 26 第4 3 ⑥
SPCの株式の一部のみを分割して譲渡する事はで
きないという理解でしょうか。

株式分割して譲渡する場合は、事前に市の承諾を
得ることとしています。

17 公募要綱
SPCを設立する場
合の要件

26 第4 3

優先株式や匿名組合出資を活用してSPC財務基盤
を強化することは構わないでしょうか。優先株主
や匿名組合出資者も提案書中に開示いたします。
また、SPCの借入について、シニアローンと劣後
ローンと条件を変えて階層別の調達を行うことも
構わないでしょうか。

優先株式や匿名組合出資を活用する提案や優先劣
後構造の借入を行う提案は可能です。
様式3-1-4「計画の実現性－事業収支計画等」に
想定する事業スキームを記載した上で、様式3-4-
3「資金調達計画書」に予定する出資者、匿名組
合員及び借入する金融機関を記載してください。

18 公募要綱
SPCを設立する場
合の要件

26 第4 3

SPCが匿名組合契約を締結することは、要件違反
とみなされるでしょうか。（匿名組合員がSPC
（営業者）に出資をして、事業の利益配当を受け
取ることを想定しています。）

匿名組合契約を締結する提案は可能です。
様式3-1-4「計画の実現性－事業収支計画等」に
想定する事業スキームを記載した上で、様式3-4-
3「資金調達計画書」に予定する匿名組合員を記
載してください。
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