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「中期事業計画」策定のお知らせ 
 
 
当社は、平成19年4月25日開催の取締役会において、下記の通り平成20年2月期から平成22年2月期までを
実行期間とする「中期事業計画」を策定いたしましたのでお知らせいたします。 
 

記 
 

1. 計画策定の背景 
当社は、平成 18年 10月 1日付にて会社分割により事業持株会社体制へ以降し、平成 19年 3月 1日

付にて「株式会社 プロジェ・ホールディングス」へと商号変更いたしました。これは、昭和 23 年の創業以来

当社の基幹事業であった紡績業から、総合不動産事業を基幹事業として展開する新事業体へと生まれ変

わった当社を表すものであります。 

当社グループは従来、繊維事業、システム事業ならびに不動産事業を展開しておりましたが、既存事業

の延長上ではなく、積極的に収益に貢献する戦略的事業を展開する必要性を感じておりました。そこで当

社は戦略的事業展開を行う事業を総合不動産事業と定め、平成 19年 2月期下期において、株式会社グロ

ーバルコーポレーション（以下「グローバルコーポレーション」といいます）の完全子会社化を行い、同社の

不動産事業へ当社資金を積極活用した結果、従来土地取得を複合しないコンサルティング業務の比重が

高かった同社売上高が、土地取得を複合するソリューション業務の拡大が可能となった事で同社の増収増

益へとつながり、ひいては当社好業績の基盤となりました。 

このように、グローバルコーポレーションの当社グループ入りを奇禍として、総合不動産事業を中核事業と

据えたグループ展開を行う事が可能となりました。よって、新たな事業展開を期して平成 20年 2月期から平

成 22年 2月期までを実行期間とする「中期事業計画」を策定した次第です。 

今後は「中期事業計画」の下、総合不動産事業を中核事業、それを担うグローバルコーポレーションを当

社グループの中核企業と位置づけ連結企業価値の向上に邁進いたします。 

 

 

2. 「中期事業計画」による平成 20年 2月期以降の見通し 
(1) 不動産事業から総合

．．
不動産事業へ 

当社は従来、自社工場跡地の活用として賃貸業務を行っております。平成 18年 10月にグローバルコー

ポレーションが当社グループ入りすることにより、当社グループの不動産事業に新たにコンサルティング業

務およびソリューション業務（土地売買）が事業領域として加わる事になりました。これにより、繊維事業、シ
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ステム事業という既存 2 事業に加え、①不動産賃貸業務、②コンサルティング業務、③ソリューション業務

（土地売買）、④サブリース業務と広がりをもった総合不動産事業を据えた 3 事業軸による事業持株会社体

制が完成いたしました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グローバルコーポレーションを当社グループにおける不動産事業の中核企業と位置づけると同時に、グ

ローバルコーポレーションから当社の不動産事業担当取締役として 2 名を招聘するなど、拡大された不動

産事業の基盤整備に取組んでまいりました。また、グローバルコーポレーションも当社グループの当社グル

ープ入りを果たす事で、今まで資金的な制約から展開を控えていたソリューション業務（土地売買）を積極

的に展開することが可能となりました。 

 

(2) グループ全体の収益性の向上 

平成 19年 2月期*（平成 18年 4月～平成 19年 2月）は、事業持株会社体制移行によりコスト削減・生

産性向上を実行すると同時に、不動産事業の強化に努めた結果、当社グループにおける各事業の収益性

が大きく改善いたしました。一方、グローバルコーポレーションを中核とした総合不動産事業の展開は相乗

効果をもたらし、当社グループの総合不動産事業全体で見ても大きな成長を果たす事ができました。これ

により総合不動産事業が繊維事業およびシステム事業を越える非常に重要な事業軸となり、当社グループ

の基盤強化と安定化をもたらしました。 
 
* 平成 18年 11月 22日開催の当社臨時株主総会において、当社の事業年度の末日（決算日）を親会社である株式会社ア
ポロ・インベストメントと同日の 2月末日に変更したため、平成 19年 2月期は 11 ヶ月の変則決算となっております。 

 

【完全子会社化前後でのグローバルコーポレーションの売上構成推移】   （単位：千円） 

平成 19年 2月期上期 平成 19年 2月期下期  

子会社化前 子会社化後 

ソリューション売上 555,361 55.13% 3,865,376 92.25% 

コンサルティング売上 432,808 44.87% 324,789 7.75% 

売 

上 

高 合 計 1,009,169 100.00% 4,190,165 100.00% 

グローバルコーポレーションの完全子会社化前後における、売上高の構成は上記のとおりであり、土地

取得を複合するソリューション売上の構成が増加しております。 

繊維事業 システム事業 総合不動産事業 

同興ニット 

ドーコーボウ グローバル 

コーポレーション 

グローバルアセットマ

ネージャーズ

当  社 

 

事業持株会社 

同興 

システムズ 
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剰余金の配当に関しましても、不動産事業による安定的な収益確保の目処が立ったことにより、当初無

配予想であった配当予想を、平成 19年 2月 7日に 1株当たり 5円の剰余金の配当予想に修正すること

ができました。当該剰余金の配当につきましては、平成 19年 5月下旬開催予定の第 85回定時株主総会

に付議する予定です。 

 

平成 19年 2月期のおいては下期のみの連結対象だったグローバルコーポレーションは、平成 20年 2月

期以降、通期の連結対象となります。このような状況を反映した「中期事業計画」におきまして、平成 20年 2

月期から平成 22年 2月期までの業績は下記のように推移すると予想しております。 
 

【「中期事業計画」による業績予想（連結）】                          （単位：千円） 

        平成 19年 2月期 平成 20年 2月期 平成 21年 2月期 平成 22年 2月期

 （ 実績 ） （ 予想 ） （ 予想 ） （ 予想 ） 

売上高 5,772,996 10,605,700 13,700,600 18,895,600

営業利益 603,623 755,600 1,430,200 2,550,700

経常利益 503,060 700,900 1,204,200 2,106,700
※1 平成 20年 2月期（予想）数値は、平成 19年 4月 12日付「決算短信（連結）」による平成 20年 2月期の予

想数値と異なりますが、正式な公表数値である決算短信の予想は、当計画上の目標数値に対して更に状

況の不確実性を考慮し、保守的に算出しております。なお、当該決算短信におきまして、平成 20年 2月期
の連結通期業績予想は、売上高 10,600百万円、経常利益 700百万円と発表しております。 

 
※2 本資料に記載している業績予想につきましては、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作

成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって異なる結果となる可能性があることをご了承お

き下さい。 
 

 
3. 中期経営計画の骨子 
上述したように総合不動産事業は当社グループの事業軸を構成する中で、非常に重要な事業軸となって

おります。繊維事業、システム事業に関しては、経営資源の有効活用という観点から、不採算業務のリストラク

チャリングを行い業務の選択と集中を図る予定です。 
そこで、総合不動産事業の展開を中心に策定した「中期事業計画」の骨子は以下のようになります。 

 
 
 
 
 
 
(1) 総合不動産事業の拡大および展開による最大限の利益確保 

グローバルコーポレーションが従来中心業務としてきたコンサルティング業務および当社グループ入り後注

力してきたソリューション業務を、さらに拡大展開する事により、最大限の利益確保を目指します。コンサルテ

ィング業務は、顧客となる企業から所有・取得予定の不動産について調査、分析を行い、その結果に基づき

顧客企業へ提案を行う業務です。同業務については在庫保有リスクがなく、収益性も高いため、引続き総合

不動産事業の中核業務の一つである点に変わりはなく、一層の業務の拡大を目指します。ソリューション業務

は、土地取得と共にコンサルティングノウハウを活用して土地に付加価値を加え売却する業務であり、通常の

コンサルティングサービスと比し土地取得を行う分収益が増大します。当社グループ入り以前、グローバルコ

－ 中期事業計画の骨子 － 

(1) 総合不動産事業の拡大および展開による最大限の利益確保 

(2) プロパティ・マネジメントへの積極展開による安定収益の確保 
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ーポレーションは在庫保有と有利子負債調達を極力避けた経営を行っていたため、土地取得を伴うソリュー

ション業務については、積極展開を行わずにおりました。しかしながら顧客企業からのニーズが強いため、今

後は当社グループの経営資源を積極的に投入し、より高収益の見込めるソリューション業務の積極展開を行

い利益の極大化を目指します。 
 

(2) プロパティ・マネジメントへの積極展開による安定収益の確保 

さらに総合不動産事業の展開を図るにあたっては、当社親会社である株式会社アポロ・インベストメントが保

有する豊富な経営資源に基づいた資金の積極活用も行ってまいります。アポロ・インベストメントの経営資源

は、ソリューション業務にて行う土地取得に対してではなく、リート（REIT）、不動産ファンドに代表される多彩

な不動産ソリューション業務に対して中長期的に投入してまいります。これにより、不動産ソリューション業務の

中において当社の優位性が保たれ、プロパティ・マネジメント業務へ展開することが可能になります。 

プロパティ・マネジメントとは不動産に関する資産管理業務（建物の物理的な維持・管理、賃貸借業務の代

行、賃料・共益費などの請求・回収、トラブル時の対応等）を意味します。プロパティ・マネジメントは管理に対

する手数料収入を得られ、売上の極端な増減や貸倒リスクが少ない事から、一度保有すれば安定した収益が

見込めます。当社においても積極的に業務展開を図り、不動産の有効活用を可能にする業務との融合により

付加価値を付けたプロパティ・マネジメントへ発展させてまいります。しかしながらプロパティ・マネジメントにお

いて収益を上げるには、ある程度規模の経済が求められます。今後ファンドおよびリートなどを活用した取引

を行う事で、取扱件数の増加を図り、不動産保有に対するリスクを分散化させると同時にプロパティ・マネジメ

ントの受託を可能にしてまいります。 

                                                             以上 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

新中期事業計画  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

株式会社 プロジェ・ホールディングス 

平成 19年 4月 
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中期経営計画の総括 
 

当社は、平成 19 年 3 月 1 日付にて「株式会社 プロジェ・ホールディングス」へと商号変更いたしまし
た。これは、昭和 23 年の創業以来当社の基幹事業であった紡績業から、総合不動産事業を基幹事業と
して展開する新事業体へと生まれ変わった当社を表すものであります。 
当社は、「株主重視の経営方針」を基本指針として、最大限の利益を株主の皆様へ還元すべく、今後

成長性の低い紡績事業についてはリストラクチャリングを行い、総合不動産事業へ当社の経営資源を優

先的に投入することで、経営資源の有効活用と株主利益の極大化を図ってまいります。 
 
平成 19年 2月期下期において、株式会社グローバルコーポレーションの完全子会社化を行い、同社
の不動産事業へ当社資金を積極活用した結果、従来土地取得を複合しないコンサルティング業務の比

重が高かった同社売上高が、土地取得を複合するソリューション業務の拡大が可能となった事で同社の

増収増益へとつながり、ひいては当社好業績の基盤となりました。今後も、当社の経営資源を優先投入

する事で、総合不動産事業の積極拡大を図り、利益の極大化を目指します。 
 
 また、当社の総合不動産事業で強みとなるコンサルティング業務に、更なる資金が供給されれば、利益

の極大化だけでなく、新たな総合展開が可能となります。 
そこで、ファンドおよび投資家のエクイティ資金からなるリート（REIT）、SPC（特定目的会社）、LPS（投
資事業有限責任組合）等を活用した取引を行い、取扱件数の増加のみならず、不動産保有に対するリス

クの分散化およびプロパティ・マネジメン（不動産の管理運営業務）の受託を行っていきます。 
プロパティ・マネジメントは、不動産の管理運営を受託形式で行う業務であり、不動産業務に関する知

識および金融商品に関する知識の双方が必要となる事から、新規参入の障壁が高く競合による競争が

起き難い分野であるため、安定的収益の確保が可能となります。 
当社においても積極的にプロパティ・マネジメントの業務展開を図り、安定的に株主の皆様へ利益を

還元する所存です。 
 
 

    － 3 ヵ年における当社の事業戦略 － 

 
① 総合不動産事業の拡大による最大限の利益確保 
 
② プロパティ・マネジメントへの積極展開による安定収益の確保 

 
③ 紡績事業のリストラクチャリングによる経営資源の有効活用 
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この 3つの取組みから中期 3ヵ年計画において以下のとおり、黒字発展に努め、連結企業価値の向上
に邁進いたします。なお、グローバルコーポレーションは、平成 19 年 2 月期においては、完全子会社化
後 5ヶ月間の連結となっておりますが、平成 20年 2月期より通期の連結となるため大幅な増収増益予想
が見込めます。 

 
 【中期 3 ヵ年計画】 

                                                      （単位：千円） 

        平成 19年 2月期 平成 20年 2月期 平成 21年 2月期 平成 22年 2月期
 （ 実績 ） （ 予想 ） （ 予想 ） （ 予想 ） 

売上高 5,772,996 10,605,700 13,700,600 18,895,600

営業利益 603,623 755,600 1,430,200 2,550,700

経常利益 503,060 700,900 1,204,200 2,106,700

 

連結業績の予想の前提 

 

1. 各事業子会社の単体業績を積み上げ、必要なのれん等の償却計算を加味した上で連結予想を
算出しております。単体業績については、グループ各社別の利益計画をご参照ください。 

2. 3 ヵ年の予想数値を掲げておりますが、あくまで当社グループの現時点での予測や仮定に基づい
た目標数値であり、多分に不確定な要素が含まれております。 

3. 平成 20 年 2 月期（予想）数値は、前回平成 19 年 4 月 12 日付け公表の決算短信による平成 20
年2月期の予想数値と異なりますが、正式な公表数値である決算短信の予想は、当計画上の目標

数値に対して更に状況の不確実性を考慮し、保守的に算出しております。 
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Ⅰ 総合不動産事業展開 
 
1.  平成 19年 2月期以前の状況 
 
(1) 平成 18年 10月期以前における当社グループの不動産事業の展開 
 

当社は従来、繊維事業、システム事業ならびに不動産事業を展開しておりました。 
長引く経済不況という状況において、利益の極大化という当社グループの基本方針を果たすため

には、抜本的な組織再編による体制変更を図る必要性が生じ、平成 18年 10月の会社分割により繊
維事業とシステム事業を新設した分割会社に事業移転し、当社は不動産事業を担う事業持株会社

体制へ移行いたしました。 
事業持株会社体制へ変更後、グループ内部において繊維事業、システム事業、不動産事業の権

限と責任を明確にして、経営効率の向上ならびに収益力の強化を図り、グループ各社がそれぞれの

特性と機能を最大限に活かし、機動的に営業活動を行う事で当社グループ全体の企業価値向上に

努めてまいりました。 
なお平成 18年 10月以前の当社グループが行っていた不動産事業は自社工場跡地の賃貸業務

であり、当社グループにとっての安定収益源ではあるものの、戦略的事業ではありませんでした。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 繊維事業 システム事業 不動産事業 

同興ニット 

ドーコーボウ 

同興紡績 
 
事業持株会社 

同興 
システムズ 

平成 18年 10月 1日～平成 18年 10月 13日 

平成18年10月1日前

不動産事業 
システム事業

 

 
不動産事業

システム事業

繊維事業
同興ニット 

同興紡績 

 平成 18年 10月 1日前 



 6

(2) グローバルコーポレーションの取得 
 
利益の極大化という基本方針を果たすため、当社グループは既存事業の延長上ではなく、積極

的に収益に貢献する戦略的事業を展開する必要性を感じておりました。ここにおいて当社は戦略的

事業展開を行う事業を総合不動産事業と定め、平成 18年 10月 2日開催の当社取締役会において、
株式会社グローバルコーポレーション（以下「グローバルコーポレーション」といいます）の株式を譲

渡により取得し、100％子会社化することを決議いたしました。 
グローバルコーポレーションは、平成 13 年の創業以来一貫して不動産全般に関する調査・分析
および提案を行うコンサルティング業務ならびに土地取得を付随するソリューション業務を展開する

会社です。 
同社が傘下入りすることにより、当社グループの不動産事業に新たにコンサルティング業務および

ソリューション業務（土地売買）が事業領域として加わる事になりました。これにより、繊維事業、シス

テム事業という既存 2事業に加え、①不動産賃貸業務、②コンサルティング業務、③ソリューション業
務（土地売買）、④サブリース業務と広がりをもった総合不動産事業を据えた 3 事業軸による事業持
株会社体制が完成いたしました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

【総合不動産事業における各事業子会社の事業領域】 

主  体 総合不動産事業における事業領域 

当社（プロジェ・ホールディングス） 不動産賃貸業務 

コンサルティング業務 
グローバルコーポレーション ソリューション業務（土地売買） 

サブリース業務 

 
 
 

平成 18年 10月 13日以降 

繊維事業 
システム事業 

総合不動産事業 

同興ニット 

ドーコーボウ グローバル 
コーポレーション 

グローバルアセットマ

ネージャーズ

同興紡績 
 

事業持株会社 

同興 
システムズ 



 7

【ご参考： 買収時（平成 18年 10月時点）のグローバルコーポレーションの会社概要】 
商 号  株式会社 グローバルコーポレーション 
代 表 者  田中 大輔 
本 店 所 在 地  東京都千代田区丸の内 1丁目 8番 2号 

第一鉄鋼ビルディング 8階 
設 立 年 月 日  平成 13年 4月 16日 
主 な 事 業 の 内 容  1. 動産の取引に関する研究、コンサルタント業 

2. 土地、建物の有効利用に関する企画、調査、設計 
3. 不動産の売買、交換、賃貸およびその仲介、代理な
らびに管理業務 

4. 信託受益権の販売、その代理又は媒介業務 
5. 建築物ならびに建設工事の企画、設計、監理等 
6. 都市再開発観光開発その他土地開発に関する設計
ならびに建設コンサルタント業務 

決 算 期  3月末日 
従 業 員 数  31人（連結ベース） 
主 な 事 業 所  東京都港区芝浦 3丁目 20番 2号 
資 本 金  176,510千円 
発 行 済 株 式 総 数  22,100株 

 
【ご参考： 取得直近のグローバルコーポレーション業績動向】 

 平成 17年 3月期 平成 18年 3月期 

売 上 高 1,181百万円 1,346百万円

売 上 総 利 益 413百万円 740百万円

営 業 利 益 270百万円 403百万円

経 常 利 益 270百万円 384百万円

当 期 純 利 益 145百万円 158百万円

総 資 産 995百万円 823百万円

株 主 資 本 171百万円 583百万円

1 株 当 た り 配 当 金 －円－銭 －円－銭

 （注） 平成 17年 3月期は個別財務諸表数値、平成 18年 3月期は連結財務諸表数値となっております。 
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(3) グローバルコーポレーション取得による効果 
 
当社グループ全体としての収益性向上 
 
買収後はグローバルコーポレーションを当社グループにおける総合不動産事業の中核企業と位置づ

けると同時に、グローバルコーポレーションから当社の総合不動産事業担当取締役として 2 名を招聘す
る等、拡大された総合不動産事業の基盤整備に取組んでまいりました。また、グローバルコーポレーショ

ンも当社グループの傘下入りを果たす事で、今まで資金的な制約から展開を控えていたソリューション業

務（土地売買）を積極的に展開することが可能となりました。 
 買収の具体的成果として、平成 19年 2月期*（平成 18年 4月～平成 19年 2月）について、事業持
株会社体制移行によりコスト削減・生産性向上が見られました。またグローバルコーポレーションの 100%
子会社化による総合不動産事業の強化に努めた結果、当社グループにおける各事業の収益性が改善

いたしました。一方グローバルコーポレーションにおいても、完全子会社化後 5 ヶ月間のみの連結となり
ますが、同社を中核とした総合不動産事業の展開は相乗効果をもたらし、当社グループの総合不動産

事業全体で見ても大きな成長を果たす事ができました。これにより総合不動産事業が当社グループの事

業軸を構成する中で、繊維事業、システム事業を越える非常に重要な事業軸となり、当社グループの基

盤強化と安定化をもたらしました。 
グローバルコーポレーションの完全子会社化前後における、売上高の構成は下記のとおりであり、土

地取得を複合するソリューション売上の構成が増加しております。 
 
【完全子会社化前後での売上構成推移】 

（単位：千円）       

平成 19年 2月期上期 平成 19年 2月期下期  
子会社化前 子会社化後 

ソリューション売上 555,361 55.13% 3,865,376 92.25% 
コンサルティング売上 432,808 44.87% 324,789 7.75% 

売 

上 

高 合計 1,009,169  4,190,165  

 
 
剰余金の配当に関しましても、総合不動産事業による安定的な収益確保の目処が立ったことにより、

当初無配予想であった配当予想を、平成 19年 2月 7日に 1株当たり 5円の剰余金の配当予想に修正
することができました。当該剰余金の配当につきましては、平成 19年 5月下旬開催予定の第 85回定時
株主総会に付議する予定です。 

 
* 平成 18年 11月 22日開催の臨時株主総会において、当社の事業年度の末日（決算日）を親会社である株式会社アポ
ロ・インベストメントと同日の 2月末日に変更したため、平成 19年 2月期は 11 ヶ月の変則決算となっております。 
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 【連結業績予想の修正】 
 平成 18年 4月 1日～平成 19年 2月 28日                     （単位：百万円） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

修 正 後 予 想 （ A ） 
（平成 19年 4月 9日発表） 

5,770 500 280

当 初 予 想 （ B ） 
（平成 18年 11月 21日発表） 

3,120 300 160

増 減 額 （C ） ： （A ）－（B ） 2,650 200 120

増 減 率 （ C ） / （ B ） 84.9% 66.7% 75.0%

前期実績（平成 18年 3月期） 2,606 △64 △724
（注） 上表は下記の発表資料をもとに作成しております 

平成 19年 2月 7日付「通期業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ」 
平成 19年 4月 10日付「通期業績予想の修正に関するお知らせ」 

 
【配当予想の修正】 
平成 19年 2月期 

1株当たりの配当金（円） 
現 金 配 当 

平成 19年 2月期 期末 平成 19年 2月期 年間 

修 正 後 配 当 額 （ A ） 
（平成 19年 2月 7日発表） 

5 5 

当 初 配 当 予 想 （ B ） 
（平成 18年 5月 24日発表） 

－ － 

増 減 額 （ A ） － （ B ） 5 5 

前期実績（平成 18年 3月期） － － 
（注） 1.  上表は下記の発表資料をもとに作成しております 

平成 18年 5月 24日付「平成 18年 3月期 個別財務諸表の概要」 
2.  発表当時は決算期変更決定前であったため、「平成 19年 3月期」の予想として発表しております 
平成 19年 2月 7日付「通期業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ」 

 
今後の当社グループ全体としての事業展開の方向性 
 

今後は当社グループにおける最大限の利益を追求するため、グローバルコーポレーションを中核

とした総合不動産事業へ経営資源を優先的に投入し、総合不動産事業の展開による当社グループ

全体の飛躍的成長を目指すとともに、連結企業価値の極大化を目指して参ります。 
これに伴い、当社は今までの同興紡績から平成 19年 3月 1日付にて「株式会社プロジェ・ホール
ディングス」へ商号変更をおこないました。「プロジェ（PROJE）」とは、「企画する」「提案する」という
意味の英語“PROJECT”の一部をとった造語です。当該商号には、企画提案型の不動産ビジネス
を展開してゆくとともに、事業持株会社としてグループ運営を積極的に行って行くという決意が込め

られております。平成 19年 2月期におきましても、グローバルコーポレーションの連結対象となる期
間は 5 ヶ月間のみとなっておりますが、形式的にも内実的にも総合不動産事業を中核としてグルー
プ運営を行っていく基盤が整ったといえます。平成 20年 2月期からは、通期 12 ヶ月間の連結とな
ることから、より一層の拡大を行ってまいります。 
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【ご参考 平成 19年 2月期における当社の主な事業展開】 

平成 18年   
5月 17日  会社分割（新設分割）による持株会社体制移行への取締役会決議および発表 

6月 29日  第 84回定時株主総会開催 
・ 会社分割（新設分割）による持株会社体制移行ご承認 

10月 1日  会社分割（新設分割）効力発生日 
・ 当社は事業持株会社となる 
・ 株式会社ドーコーボウ（繊維事業）および株式会社同興システムズ（システ

ム事業）設立 

2日  ・ 株式会社グローバルコーポレーションの株式取得（子会社化）を発表 
・ 決算期変更を発表 
（2月末日へ変更。平成 19年 2月期は 11 ヶ月決算となる） 

10日  ・ 平成 19年 2月期 中間期（連結・個別）業績予想の修正および持株会社後
の通期（連結・個別）業績予想を発表 

・ 商号変更を発表 

13日  株式会社グローバルコーポレーション株式取得日（子会社化） 

11月 16日  平成 19年 2月期 中間期（連結・個別）業績予想の修正を発表 

22日  臨時株主総会開催 
・ 取締役 6名の選任および監査役 1名選任ご承認 
（新役員体制に移行・・・株式会社グローバルコーポレーションより不動産事

業担当の取締役 2名招聘） 
・ 資本準備金の額の減少ご承認 （繰越損失の一掃） 
・ 商号変更および決算期変更（定款の一部変更）ご承認 

平成 19年   
2月 7日  平成 19年 2月期 通期（連結・個別）業績予想および配当予想の修正を発表 

（平成 19年 2月期 1株あたり 5円に復配へ配当予想修正） 

2月 28日  第 85期 事業年度の末日（決算日） 

3月 1日  株式会社プロジェ・ホールディングスへの商号変更日 

26日  東京本社開設 （東京都港区愛宕） 

4月 9日  平成 19年 2月期 通期（連結・個別）業績予想の修正を発表 

4月 12日  平成 19年 2月期 決算短信を発表 
（注） 主として本中期事業計画と関連のある事項のみを記載しております 
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2. 総合不動産事業の中期事業戦略 
 
(1) 今後の総括的方向性 
 
現在において、当社は工場跡地の不動産賃貸事業をおこなっており、グローバルコーポレーション

は不動産の有効活用という視点から、他社にはない独自の付加価値を顧客企業へ提供するコンサル

ティング業務を行っております。今後、当社グループとしては、「人と土地を豊かにしたい」という経営理

念の下、総合不動産事業に経営資源を優先的に投入し既存の不動産事業の領域を更に広げ、「総合

不動産事業」として当社グループ全体で不動産事業へ積極的に取り組みます。 
 
当社グループの総合不動産事業への取組みは、コンサルティング業務に土地取得を複合するソリュ

ーション業務の積極展開であり、これにより売上高および利益の拡大を図ってまいります。当社保有の

経営資源は、このソリューション業務拡大において、積極的に投入いたします。 
 
 また、当社親会社である株式会社アポロ・インベストメント（以下「アポロ・インベストメント」といいます）

が保有する豊富な経営資源に基づいた資金の積極活用も行ってまいります。アポロ・インベストメント

の経営資源は、ソリューション業務にて行う土地取得に対してではなく、リート、不動産ファンドに代表

される多彩な不動産投資商品に対して中長期的に投入してまいります。そうすることにより、不動産投

資商品の中において当社の優位性が保たれ、安定的に収益をもたらすプロパティ・マネジメント業務

へ展開することが可能となります。 
 
   【総合不動産事業への展開】 
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(2) 展開事業 
 
「（1）今後の総括的方向性」にて記述した方針に基づきまして、今後当社グループとして取り組む総合
不動産事業一覧は、下記のとおりとなります。 
  以降下記においては当社グループが取り組む総合不動産事業について詳述いたします。 

― 総合不動産事業としての展開業務 － 
1. ソリューション業務 
2. コンサルティング業務 
3. プロパティ・マネジメント業務 
4. 不動産賃貸業務 

 
 
ソリューション業務 
 
グローバルコーポレーションが行ってまいりました不動産を媒介とした提案については、どのような土地

についても新たな活用方法を見出し、土地の価値を向上させる独自のノウハウおよび情報を付加してプ

ランを作成します。当該業務を受注後には土地購入の要否によってコンサルティング業務またはソリュー

ション業務に分かれ、土地購入を伴う場合はソリューション業務となります。 
 ソリューション業務に関しましては、原則的に売却先の決定を行った後、収益性および健全性等を検

討した上で土地の取得を行い、各種業務の付加価値を資産に加え顧客企業へ提供しております。ソリュ

ーション業務は、土地取得と共にコンサルティングノウハウを活用して土地に付加価値を加え売却する業

務となるので、通常のコンサルティングサービスと比し土地取得を行う分収益が増大します。 
例えば、マンション開発業者の土地取得であれば、マンション建設が可能な土地に条件が絞られてし

まいますが、当社においては、様々な土地に見合った業種の企業へ提案を行う事で、どの様な土地に

ついても活用を見出す事が可能となります。 
 
 【通常の不動産業における土地取得例（例マンション開発業者）】 
下記のとおり、マンション開発業者の土地取得であれば、マンション建設が可能な土地の取得に絞ら

れてしまい、マンション建設に向かない土地に関しては、土地取得を行わない。 

 

非購入非購入
購入

土地
土地

土地 土地

マンション
開発業者
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 【当社ソリューション業務での土地付加価値化】 
 当社では、下記のとおり様々な条件の土地を、飲食業店舗用地、商業ビル用地、ロードサイド店舗用地

等土地の条件に見合った企業へ提案する事が可能となっております。 

 
これまでグローバルコーポレーションは、在庫保有と有利子負債調達を極力避けた経営を行っていた

ため、土地取得を伴うソリューション業務については、積極展開を控えておりました。 
グローバルコーポレーションのコンサルティングノウハウを付与したソリューション業務は、顧客企業に

非常に望まれているため、当社グループの経営資源を最大限活用してソリューション業務の積極展開を

行い、利益の極大化を目指します。 
 
 
コンサルティング業務 

 
グローバルコーポレーションのコンサルティング業務とは、顧客企業が所有・取得を予定している不動

産について調査、分析を行い、その結果に基づき顧客企業へ提案を行う業務であります。 
 前述したソリューション業務とは、土地購入を要しない点で異なります。同事業については在庫保有

リスクがなく、収益性も高いため、引続き総合不動産事業の中核業務の一つである点に変わりはありませ

ん。 また、ソリューション業務へ対応する時間が増加すると、土地取得を伴わないコンサルティング業務

へ割く時間割合が減り、売上構成が変化すると予想されます。しかし限りなくリスクのない取引で生み出

す収益により安定的収益の確保を図ること、および当社の核となるノウハウを習得できる業務のため人材

教育も含めた積極的人材登用等、人的資源の充実による経営基盤の強化を図る目的として、コンサル

ティング業務の拡大を目指します。 
 
更に、ソリューション業務、コンサルティング業務および後述のプロパティ･マネジメント業務について、

ファンドおよび投資家のエクイティ資金からなるリート（REIT）、SPC（特定目的会社）、LPS（投資事業有
限責任組合）等を活用した取引を行う事で、土地取得に際して有利子負債の増加負担を懸念して取引

グローバルコーポレーション（プロジェ・ホールディングス）

コンサルティング
ソリューション（土地購入）
市場調査・物件調査
コーディネート

高付加価値化

グローバルコーポレーション（プロジェ・ホールディングス）

コンサルティング
ソリューション（土地購入）
市場調査・物件調査
コーディネート

高付加価値化

土地土地
土地土地

土地土地 土地土地

マンション
開発用地

マンション
開発用地飲食業店舗飲食業店舗 商業ビル商業ビル ロードサイド店舗ロードサイド店舗
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を控えていた顧客企業を取り込むことも期待でき、取引高の増加が見込まれます。 
 
【ファンド等エクイティ資金活用による新たな業務展開】 

 
 
プロパティ・マネジメント業務 

 
プロパティ・マネジメントとは不動産に関する資産管理業務（具体的には建物の物理的な維持・管理、

賃貸借業務の代行、賃料・共益費等の請求・回収、トラブル時の対応等）を意味します。プロパティ・マネ

ジメントは一度保有すれば安定した収益が見込めますが、収益を上げるにはある程度規模の経済が求

められます。 
今後ファンドおよび投資家のエクイティ資金からなるリート（REIT）、SPC（特定目的会社）、LPS（投資
事業有限責任組合）等を活用した取引を行う事で、取扱件数の増加だけではなく、不動産保有に対する

リスクの分散化およびプロパティ・マネジメント業務の受託が可能となります。 
このプロパティ・マネジメント業務は、上記リート、SPCおよびLPSから不動産の管理業務全般の委託を
受け、不動産を統括的に管理して行くもので、管理に対する手数料収入となります。また、売上の極端な

増減や貸倒リスクが少ない事から、安定的収益の確保が可能となり、当社においても積極的に業務展開

を図り、取扱件数の拡大に努めるとともに、以下のとおり、当社業務との融合により付加価値を付けたプロ

パティ・マネジメント業務へ発展させてまいります。 

土地取得・ビル建設

テナントリーシング

ファンドへ売却

プロパティ･マネジメント受託

既存事業での取り組み

サブリース業務の展開

ファンド・リート等の活用

安定収益業務の確保

土地情報
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【プロパティ・マネジメントと不動産投資商品スキームのモデル】 
 

 
 
【プロパティ・マネジメントからの発展】 
 
① サブリース業務 
 
サブリース事業に関しましては、テナントビル所有者に対して当社が賃料収入の保証をした上で

一括借上げを行い、当社から他社へ賃貸を行っております。不動産所有者にとって安定した資産

運用の手段として位置づけられ、当社グループの総合不動産事業としても安定的なストック型の

収益事業となっております。今後プロパティ・マネジメントを行うにあたり不動産投資商品への運用

利回りを保証して運営管理する事で、当社独自の付加価値を付けた業務展開を図ります。 
また、プロパティ･マネジメント業務の競合による価格競争にも備えるため、飲食業への特化も検

討しております。飲食業店舗は、店舗立地についても比較的多様な立地での出店が可能なため、

当社のソリューション業務により土地価格の低減が図れ、低コストでの運用が可能となります。 
 
 
② 特化型運営管理業務への展開 

 

 総合不動産事業の展開により、当社グループでは従来培ったソリューションおよびコンサルテ

ィングに関するノウハウを活かし、不動産を有効活用した新業務への展開を常に検討しておりま

す。 

特にプロパティ・マネジメントを行う上で、今後需要が見込まれそうなビジネスホテルホテルおよ

び老人介護施設に特化した運営管理を検討しております。 

この 2つの事業については、エクイティ資金の投資需要と供給希望はありますが、エクイティ資金
による金融商品スキームや介護施設運営については、近年急成長した事業のため、他の事業に

プロパティ・マネジメント

出資

貸付

　
レバレッジ

ローン

ファンド

金融

機関

会計監査人

（負債）（資産）

不動産
SPC等

SPC等

SPC（特定目的会社）

投資資産 LPS

（資産） （資本）

当社

投資家

（資本）

LPS

(投資事業有限責任組合）

（当社）
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比べて専門知識が必要となる事から、両者を理解する専門家が不足しております。またビジネスホ

テル事業については、一般的にホテルの事業再生部分だけがクローズアップされ運営管理分野

への対応が遅れている事から、ワンストップで両者に対応できる運営管理者が稀少となっておりま

す。 

このように潜在需要のある業態へ進出し、施設の運営管理を行う事により、安定的収益確保の拡

大および付加価値化による競合回避を考えております。 

 
 
 
不動産賃貸業務 
 

当社では操業停止後の工場跡地による不動産賃貸業を行っております。操業停止後遊休資産と

なっていた土地において、有効活用を図る目的で商業施設による賃貸を行った結果、当社におい

て安定的な収益の獲得に寄与しております。 
不動産事業の総合展開を行う上で各会社の不動産事業を融合させて行くことが、相乗効果を最も

求め易いという視点から、グローバルコーポレーションを中心として同社のコンサルティングによるノ

ウハウを最大限活用して、当社グループにおける不動産賃貸業の最適化を行ってまいります。 
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(3) 総合不動産事業展開のための施策 
 

 「（2）展開事業」にて記述したとおり、総合不動産事業の展開を図り、企業価値の極大化を目指
すためには、当社が現在有している経営資源（当社親会社であるアポロ・インベストメントのファイナ

ンス、戦略的事業提携、M&A等の財務戦略に関するノウハウおよび資金力を含む）以外にも様々な
経営資源が戦略的に必要となります。 
当社グループでは下記 2つの方法で必要な経営資源の入手を図ってまいりたいと考えています。 

 
 

 不動産ファンドおよびリートの有効活用 
 シナジー効果が見込める企業との効果的なM＆A 

 
 

不動産ファンドおよびリートの有効活用 
 
総合不動産事業の展開には資金調達を欠かす事ができません。今後の更なる拡大を求めるため、

事業展開に必要な資金を、中期的には不動産ファンドおよびリートから調達する事で計画しておりま

す。  
不動産ファンドおよびリートによる資金調達により、さらに潤沢な資金調達が可能になり、より大規

模に事業展開を図ることが可能になります。また、当社親会社のアポロ・インベストメントの経営資源

を不動産ファンドおよびリートへの中長期的投資に向ける事により、不動産投資商品における当社

の優位性が保たれ、プロパティ・マネジメントによる運用受託収益の拡大に繋がります。 
プロパティ・マネジメント業務の収益は、手数料収入となるため、当社の安定収益の確保にもつな

がるので、積極的な拡大を目指します。 
 
 

シナジー効果が見込める企業との効果的な M＆A 
 
総合不動産事業の展開を図る上では、当社グループおよび当社親会社グループが保有している

経営資源だけでなく、グループ外に営業戦略面での経営資源を求める事も必要になると考えられま

す。そこで当社グループでは各種不動産業務を営む企業の M&A を行い、当社の総合不動産事業
による経営基盤を強化していく方針としています。 

M&A実行に関しては下記二点に留意し、シナジー効果が見込める企業との効果的なM&Aを展
開していく所存です。 

 
① 総合不動産事業を展開する上で、付加価値向上を図れる業態の吸収による総合展開化 
② 既存業態と同業態で規模拡大を図れる企業の吸収 



 18

 
① については、当社が今まで行っていなかった不動産業務を営む企業および当社のプロパティ･

マネジメント業務での付加価値向上が図れる飲食業等の異業種企業のM&Aを行うことです。 
異業種については、飲食業の他、流通業およびホテル業等を行う企業が考えら、異業種企業が

持つ業務運営管理ノウハウの取得が図れます。 
これにより、不動産事業の総合展開化の範囲が広がり、新たな収益を生み出すことが見込めます。 
 
②については、当社の既存不動産業務と同様の業務を当社以上の規模を持って営む企業の

M&A を行うことです。これにより既存不動産の規模拡大が図れ、当社の優位性を確保することが可
能となり、取扱高の増加やコスト削減による利益率の増加が見込めます。 

 
M&A 実行時には、50％超の議決権取得による支配権の獲得を絶対条件とします。なぜなら、議
決権の 50%超の保有とは、当社グループの連結子会社となることを意味し、子会社として経営管理
および事業支援を行うことが可能になるからです。これにより連結業績の管理・拡大が可能になりま

す。さらに事業展開において即時に相乗効果を出せるよう、事業再生を必要とする企業の M&A は
行わず、当社グループおよび吸収会社においても効果の上がる企業様の選定を、親会社であるア

ポロ・インベストメントのノウハウを活用して行ってまいります。 
 
【M&A展開イメージ】 

当グループプロパティマ
ネジメント

デベロップ
メント

コンサルティ
ング業務

ソリューショ
ン業務

不動産
証券化

不動産
賃貸業務

マンション
販売

不動産
ファンド

同種大規模業務
（不動産賃貸など）

新業態

M&A
（規模拡大）

M&A
（総合展開）

当社グループ 
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Ⅱ 企業価値向上のためのリストラクチャリング（事業再構築） 
 
日本における繊維産業の現状としましては、成長著しい中国・インド等の企業の影響から縮小を余

儀なくされており規模縮小はもとより、工場閉鎖や廃業等が続いております。当社も例外なくこれらの

影響を受けており、工場閉鎖や生産調整による販売価格の維持を行い、更に日々経費削減による体

質強化を続けている状況です。 
 当社グループといたしましては、経営基盤の強化および最大限の利益獲得を目指す観点から総合

不動産事業へ経営資源を優先投入する方針であり、繊維事業およびシステム事業に対する積極投資、

資金負担は取り止め、コスト削減等に割いていた人員や組織体制を総合不動産事業へ効果的に配置

して、最大限の利益確保を目指してまいります。 
 

 

 
 
 当社グループのリストラクチャリング（事業再構築）については、次項のとおりとなります。 

 
 
 

  
 

経営基盤の強化
利益の極大化

不採算事業の
戦略的撤退

収益拡大

業務の採算性検討

不動産事業へ優先投資事業の選択と集中
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1. 紡績事業の選択的撤退と継続 
  

(1) 沿革・概要 
 
 株式会社ドーコーボウ（以下「ドーコーボウ」といいます）は、当社主軸事業であった繊維事業を、平

成 18年 5月 17日開催の取締役会および平成 18年 6月 29日開催の第 84回定時株主総会にお
いて決議され、平成 18年 10月 1日に会社分割法制により、繊維事業を承継した新設会社でありま
す。 
 現在は、インド製糸の輸入販売（以下「糸販売課」といいます）、縫製委託加工販売（以下「加工糸

課」といいます）、その他織物・ニットの仕入販売を運営（以下「織物課」「ニット課」といいます）してお

ります。糸販売課につきましては、インド製糸工場の現地生産に対する技術援助を通して優良な輸

入販売ルートを開拓したこともあり、平成 19年 2月期（10月～2月）は糸販売課単体で 305百万円
の売上、21％の売上総利益率が見込まれます。また加工糸課につきましても、顧客ニーズに柔軟に
対応できること、外注コストが比較的安価に抑えられることから、平成 19年 2月期は 147百万円の売
上、20%の売上利益率が確保できる見通しです。しかし織物課については、綿や麻による天然素材
から合繊素材によるトレンドに移行したため、販売数量の維持が難しく減収となっております。またニ

ット課についても、低価格競争および短サイクル化、小ロット化需要となり、薄利に対するコスト負担

が見合わない状況となり、減収減益が続いております。 
 平成 19年 2月期におけるドーコーボウの各部課別売上高および売上総利益は以下のとおりとなり
ます。 
 
【平成 19年 2月期 部課別売上】 

（単位：千円）    

 

  
合計 

糸販売課 加工糸課 織物・ニット課

売上高 611,334 305,300 147,621 158,400 

売上原価 490,013 241,100 118,800 130,100 

売上総利益 121,321 64,200 28,821 28,300 

売上総利益率 19.84% 21.02% 19.52% 17.86% 
（注） 平成 18年 10月に新設分割されたため、平成 19年 2月期は 5 ヶ月間の決算となっております。 

 
(2) 施策 

 
この様な状況を鑑み、売上規模のみを追及して事業を維持する方針では、当社および当社グル

ープとしてのグループ連結企業価値の極大化および効率化に多大な影響を及ぼすと判断いたしま

した。そこで、販売ルートの確保、安価な仕入、安定した需要、低い在庫リスク等、採算の取れる収益

構造が確立されている糸販売課および加工糸課を除き、不採算の続く織物課・ニット課については

撤退する方針であります。 
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(3) 効果 

 
 平成 20 年 2 月期において撤退によるリストラクチャリングを進め、利益率の安定している糸販売課
および加工糸課を残すことで、販売に係る人員を絞り込み、仕入在庫負担および余剰コスト負担に

よる収益の圧迫やキャッシュフロー負担を削減することが可能となります。収益面では、事業縮小の

ため売上高は減少してしまうものの採算事業部のみを存続するため、繊維事業部全体で 20%の売
上総利益率を維持していくことが可能となります。一方費用面につきましては、不採算部門を閉鎖す

ることで販売管理費を当初の約 20%削減できる見通しです。 
 全社的な方針で総合不動産部門に最優先で経営資源を投入することから、繊維事業に対する積

極的な事業投資は今後難しいと予測されます。従って「限られた経営資源を如何に効率よく回転さ

せていくか」ということに主眼を置き、紡績事業の収益性向上を目指していく所存です。 
  

 
2. システム事業のリストラクチャリング（売却） 

 
(1) 沿革・概況 

 
当社のシステム事業を構成する株式会社同興システムズ（以下「同興システムズ」といいます）は、

平成 18年 5月 17日開催の取締役会および平成 18年 6月 29日開催の第 84回定時株主総会に
おいて決議され、平成 18年 10月 1日に会社分割法制により、システム事業を承継した新設会社で
す。 
元来昭和 57年に同興紡績株式会社（当社＝現株式会社プロジェ・ホールディングス）の非繊維事

業部として発足し、第一次システムインテグレーターに登録される等、高度な技術と広範深詳な開発

力を要した当時としても革新的なシステムインテグレーターでありました。当時から ITおよび FA（ファ
クトリー・オートメーション）を中心とした事業展開を図り、設備投資を行う等、顧客企業のビジネスモ

デルに高付加価値を与えるソフトウェア開発およびシステム構築を行ってまいりました。 
 しかし平成 7年から急速に普及したウィンドウズOSに相乗する競合他社に比し、既存システムに過
大な投資を行っていたので、ウィンドウズに対応する投資を迅速に行うことができず、既存システムで

の業務展開を行うか、設備投資の係らない業務領域に進まざるを得ませんでした。 
ウィンドウズが市場をほぼ席捲していた当時、既存システムでの営業展開はほぼ不可能であった

ため、自社開発できる技術力がありながら、既存システムベースのシステム開発を断念せざるを得ず、

事業領域も上流過程を大手ベンダーに押さえられた中、下流工程となる詳細設計や開発作業となっ

てしまいました。 
 以後、システム開発工程において開発作業やネットワークシステムのシステム構築等を行っており

ますが、人材育成も事業規模に比した育成を行わざるを得ず、開発作業やシステム構築に秀でた人

材の育成は行ってまいりましたが、営業部門の育成は後手に回ってしまいました。 
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【過去 3 ヵ年における当社グループとシステム事業の対比】 
 （単位：千円） 

平成 16年 3月期 平成 17年 3月期 平成 18年 3月期  

プロジェ 同興システムズ 比 率 プロジェ 同興システムズ 比 率 プロジェ 同興システムズ 比 率

売上高(社外) 3,551,340 134,438 3.8% 3,454,870 144,297 4.2% 2,606928 113,302 4.3% 

営業利益 275,065 47,274 17.2% 186,709 56,381 30.2% △4,769 8,194 － 

総資産 7,836,501 29,621 0.4% 7,954,769 29,228 0.4% 10,280,993 23,668 0.2% 

（注） 上記は分割前のため、事業部門別の数値となります。 

 
 
【過去三ヵ年における当社グループとシステム事業の対比】にもあるとおり、システム事業軸となる

同興システムズは、当社グループ内において堅調な収益は計上しているものの事業規模は過小とな

っております。また、今後の営業部門等に対する人材補強、人材育成および設備投資についても、

当社グループにおいては経営基盤強化と連結企業価値の極大化を目指す観点から、総合不動産

事業へ経営資源を最優先に投入していく方針となっているため、システム事業に対するこれ以上の

経営資源投入は難しい状況となっております。 
 

(2) 施策 
 
以上により当社といたしましては、システム事業となる同興システムズへの経営資源投入による負

担を最小限に抑えるため、人材と技術力を持った同興システムズと相乗効果を生むことが可能な企

業へ資本関係を異動させることを検討しております。 
 

(3) 効果 
 
 同興システムズを売却することにより、存続していれば発生が見込まれる同社の販売管理費 90 百
万円（平成 21年 2月期発生予測分）をコストダウンすることができます。 
当該資本異動の時期や方法については現時点では未定ですが、平成 20年 2月期中迄には当社
および親会社（株式会社アポロ・インベストメント）グループ外の企業と同興システムズの資本関係が

構築できるよう目処をつける予定です。 
 つきましては本中期経営計画において、同興システムズの利益計画は平成 20年 2月期のみ計上
しております。平成 21年 2月期以降については、利益計画上、同興システムズの業績予想を反映さ
せておりません。 
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3. 名古屋本社から東京本社への移転・統合によるリストラクチャリング 

 
 当社グループの中核事業を不動産事業として総合展開を図っていく中で、現状の名古屋、東京に

よる 2拠点体制では、経営資源を最適な時期に最適な形で投入することが困難になる場合が予測さ
れます。総合不動産事業を機軸に利益の極大化を目指していく中で、複雑な指揮命令系統は全社

的な経営判断の遅れを招き、そのために経営資源投入の最適なタイミングを逸し、効率的な事業経

営を進めることが困難となるおそれがあります。 
 そこで、名古屋本社から東京本社へ経営の決定に関する機能や管理部署等の本社機能を移行さ

せる方針です。 
 それにより、繊維事業および不動産事業の統括管理が実現されます。二つの事業管理体制だった

ものが東京本社による一元管理に変わることで合理化され、迅速な経営判断、外部環境の変化に柔

軟に対応できる社内体制の構築が可能になると考えております。 
同時に、事業管理に係る一般管理費の削減が見込まれます。変動費につきましては、東京－名

古屋間の通信・輸送・役員従業員の往来が無くなるため、通信費・運送費・旅費交通費等を当初計

画に比べ 4百万円（変動費総額で）削減できる見通しです。固定費につきましても、2拠点体制各々
で発生していた固定費用の削減を行うことで、消耗品修繕費・光熱費・諸会費等をはじめ固定費全

体で 40百万円削減（当初計画比）する予定であります。 
また、名古屋本社につきましては遊休地となるため、今後賃貸を行う方向で検討しております。そ

れに伴い賃料収入が見込めます。 
内部管理費用につきましては、平成 20年 2月期以降も、不断の経営努力と従業員の意識改革に

より継続的に削減していく所存です。 
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Ⅲ 当社グループ各社および事業別の中期利益計画 
 
 
【当社グループの中期利益計画】 

（単位：千円） 

 平成 19年 2月期 平成 20年 2月期 平成 21年 2月期 平成 22年 2月期
 （ 実績 ） （ 予想 ） （ 予想 ） （ 予想 ） 

売上高 5,772,996 10,605,700 13,700,600 18,895,600

売上総利益 1,280,557 1,907,950 2,686,360 3,926,400
売上総利益率 （22.18%） （17.99%） （19.61%） （20.78%）

販売管理費 676,933 1,152,350 1,256,160 1,375,700

営業利益 603,623 755,600 1,430,200 2,550,700

営業外損益 △100,564 △54,700 △226,000 △444,000

経常利益 503,060 700,900 1,204,200 2,106,700
経常利益率 （8.71%） （6.61%） （8.79%） （11.15%）
連結業績の予想の前提 
（注） 1.  各事業子会社の単体業績を積み上げ、必要なのれん等の償却計算を加味した上で連結予想を算出してお

ります。各年度における各事業子会社の詳細は下記をご参照ください。 
2.  3 ヵ年の予想数値を掲げておりますが、あくまで当社グループの現時点での予測や仮定に基づいた目標数

値であり、多分に不確定な要素が含まれております。 
3.  平成 20年 2月期（予想）数値は、前回平成 19年 4月 12日付公表の決算短信による平成 20年 2月期の

予想数値と異なりますが、正式な公表数値である決算短信の予想は、当計画上の目標数値に対して更に状

況の不確実性を考慮し、保守的に算出しております。 
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【連結利益計画】 
 
 
（平成 19 年 2 月期 実績見込） 

 

（注） 1.  上記は、下記の発表資料をもとに作成しております。 
     平成 19 年 4月 12 日付「平成 19 年 2月期決算短信（連結）」 

2.  株式会社グローバルコーポレーションにつきましては、平成18年10月より当社の事業子会社となったため、

平成 19 年 2月期の連結対象期間は 5 ヶ月となっております。 

3.  株式会社同興システムズおよび株式会社ドーコーボウにつきましては、平成18年10月に会社分割により設

立した当社の事業子会社であるため、平成 19 年 2月期の会計期間は 5 ヶ月となっております。 

 
 
 
 

（平成 20年 2月期 利益予想） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（注） 予想数値につきましては、あくまで当社グループの現時点での予測や仮定に基づいた 
目標数値となっております。 

 
 
 

19/2 期 プロジェ 
グローバル

コーポ 

同興 

ニット 

同興 

システム 

ドーコー 

ボウ 

のれん 

償却 

内部取引 

消去 
連結合計

売上高 973,593 4,190,165 122 58,179 611,334 － △60,397 5,772,996

売上総利益 344,857 873,072 121 1,569 121,321 － △60,383 1,280,557

売上総利益率  35.42% 20.84% 99.18% 2.70% 19.85% － － 22.18%

販売管理費 284,635 294,968 999 11,422 93,074 53,268 △61,433 676,933

営業利益 60,222 578,104 △878 △9,854 28,247 △53,268 1,050 603,623

営業外損益 6,060 △72,771 △29,173 8 △4,505 － △183 △100,564

経常利益 66,282 505,333 △30,051 △9,845 23,742 △53,268 △31,337 503,060

経常利益率 6.81% 12.06% △24,631.97% △16.92% 3.88% － － 8.71%

20/2 期 プロジェ 
グローバ

ルコーポ 

同興 

システム 

ドーコー

ボウ 

のれん 

償却 

内部取引

消去 
連結合計 

売上高 522,960 9,121,800 137,900 950,000 － △126,960 10,605,700 

売上総利益 315,360 1,515,300 5,000 199,250 － △126,960 1,907,950 

売上総利益率 60.30% 16.61% 3.63% 20.97% － － 17.99% 

販売管理費 325,146 630,400 20,000 175,920 127,844 △126,960 1,152,350 

営業利益 △9,786 884,900 △15,000 23,330 △127,844 － 755,600 

営業外損益 34,800 △89,500 － － － － △54,700 

経常利益 25,014 795,400 △15,000 23,330 △127,844 － 700,900 

経常利益率 4.78% 8.72% △10.88% 2.46% － － 6.61% 

（単位：千円） 

（単位：千円）
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（平成 21年 2月期 利益予想） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（注） 予想数値につきましては、あくまで当社グループの現時点での予測や仮定に基づいた 
目標数値となっております。 

 
 
 
（平成 22年 2月期 利益予想） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（注） 予想数値につきましては、あくまで当社グループの現時点での予測や仮定に基づいた 

目標数値となっております。 
 
 
 
 
 
 

21/2 期 プロジェ 
グローバ

ルコーポ 

ドーコー

ボウ 

のれん 

償却 

内部取引

消去 
連結合計

売上高 2,323,000 10,700,000 804,600 － △127,000 13,700,600

売上総利益 854,960 1,800,000 158,400 － △127,000 2,686,360

売上総利益率 36.80% 16.82% 19.69% － － 19.61%

販売管理費 364,646 750,000 140,670 127,844 △127,000 1,256,160

営業利益 490,314 1,050,000 17,730 △127,844 － 1,430,200

営業外損益 △76,000 △150,000 － － － △226,000

経常利益 414,314 900,000 17,730 △127,844 － 1,204,200

経常利益率 17.84% 8.41% 2.20% － － 8.79%

22/2 期 プロジェ 
グローバ

ルコーポ 

ドーコー

ボウ 

のれん 

償却 

内部取引

消去 
連結合計

売上高 5,123,000 13,095,000 804,600 － △127,000 18,895,600

売上総利益 1,695,000 2,200,000 158,400 － △127,000 3,926,400

売上総利益率 33.09% 16.80% 19.69% － － 20.78%

販売管理費 434,186 800,000 140,670 127,844 △127,000 1,375,700

営業利益 1,260,814 1,400,000 17,730 △127,844 － 2,550,700

営業外損益 △244,000 △200,000 － － － △444,000

経常利益 1,016,814 1,200,000 17,730 △127,844 － 2,106,700

経常利益率 19.85% 9.16% 2.20% － － 11.15%

（単位：千円）

（単位：千円）


