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各  位 

 株式会社ジャレコ・ホールディング 

 代表取締役社長 後藤 克誓 

 （JASDAQ コード 7954） 

 問合せ先 執行役員 CFO 大浦 隆文 

 TEL 03-5412-6100 

 

特別損失の発生および通期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ 

 

 平成 19 年 12 月期（平成 19 年１月１日～平成 19 年 12 月 31 日）の業績予想について、平成 19 年 11

月 22 日付当社「平成 19 年 12 月期通期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ」にて発表いた

しました業績予想を、下記のとおり修正いたしましたのでお知らせいたします。 

 

１．特別損失の発生について 

（１）子会社株式評価損（個別）連結調整勘定一括償却、固定資産減損損失（連結） 

 当社連結子会社である日本中央地所株式会社につきましては、当社の子会社株式帳簿価額

7,014 百万円に対して、平成 19 年 12 月期における同社の純資産は 1,499 百万円となる見込みで

す。当社は、同社が保有している販売用不動産等の資産を基に、平成 20 年 12 月期以降、同社が

計上可能な収益を検討しましたが、まず、大きな収益を得るためには販売用不動産が不足している

こと、さらに不動産市況が冷え込んでいる状況で、不動産販売における利幅が当面は縮小すると

予測されることなどから、短期間での帳簿価額への回復は困難と判断し、平成 19 年 12 月期個別決

算において、帳簿価額と同社純資産の差額を、子会社株式評価損 5,514 百万円として計上するこ

とにいたしました。また、連結決算におきましては、同社子会社化時に発生した連結調整勘定の未

償却分 3,446 百万円を一括償却し、さらに「企業会計基準適用指針第 6 号 固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」のとおり同社の固定資産 179 百万円について減損処理いたしました。 

（参考）日本中央地所株式会社の 近事業年度における業績の動向 

 平成 18 年 12 月期 平成 19 年 12 月期（見込み） 

売上高 3,288 百万円 11,597 百万円 

営業利益 △595 百万円 1,379 百万円 

経常利益 △1,064 百万円 1,205 百万円 

当期純利益 95 百万円 1,193 百万円 

総資産 10,888 百万円 7,878 百万円 

株主資本 307 百万円 1,501 百万円 

１株当たり配当金 －円  －銭 －円  －銭 
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（2）投資有価証券評価損（連結・個別） 

 当社が保有する株式会社ハナマサの株式につきましては、平成 19 年 12 月期中間期におきまし

て、中間個別決算にて 2,559 百万円、中間連結決算にて 2,456 百万円の投資有価証券評価損を

計上いたしましたが、その後の同社の業績動向等を鑑みて、平成 19 年 12 月期通期決算におきま

しても、個別決算、連結決算ともに 123 百万円の投資有価証券評価損をさらに計上することにいた

しました。 

 なお、株式会社ハナマサは、本日発表の「持分法適用関連会社の除外に関するお知らせ」のと

おり、当社の持分法適用範囲から除外しております。 

 

２．平成 19 年 12 月期業績予想の修正（平成 19 年１月１日～平成 19 年 12 月 31 日） 

（１）連結業績予想 （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

前回予想（A） 14,730 240 120 △2,130

今回予想（B） 15,135 △62 △442 △6,491

増減額（B－A） 405 △302 △562 △4,361

増減率 2.7％ ━ ━ ━

（ご参考） 

前期実績（平成 18 年 12 月期） 4,093 △1,230

 

△1,745 △3,851

 

（２）個別業績予想 （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

前回予想（A） 300 △680 △960 △3,310

今回予想（B） 290 △691 △1,253 △9,184

増減額（B－A） △10 △11 △293 △5,874

増減率 △3.3％ ━ ━ ━

（ご参考） 

前期実績（平成 18 年 12 月期） 637 △443

 

△381 △861

 

３．修正の理由 

（１）連結業績予想 

 連結売上高につきましては、不動産事業において平成19年12月に竣工した分譲マンションの販

売が苦戦したものの、来期以降販売予定の不動産売却を進めたことにより、前回予想を 405 百万

円上回り 15,135 百万円となる見込みです。 

 連結営業利益は、前回予想 240 百万円を 302 百万円下回り、62 百万円の損失となる見込みです。

これは主に、不動産事業において、不動産市況の冷え込みの影響を受けたことで、分譲マンション

の販売数が計画を下回り（計画 売上 32 棟 1,206 百万円 実績 売上 16 棟 577 百万円）、竣

工時に発生した販売経費他諸経費を吸収できなかったこと、その他販売物件においても、販売活

動の中でマーケットの実勢を鑑みて、販売予定価格を引き下げて販売したことで、前回予想と比較
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して不動産事業の営業損益で約 196 百万円下回ったこと、投資事業において出資先の投資事業

有限責任組合にて計上した当期純損失を、当社の出資持分に応じて営業損失として 38 百万円損

益に取り込んだこと、および株式会社パンタ・レイ証券において、当社グループの連結決算に対応

するために（同社は 3 月決算です）未払消費税 29 百万円を経費として計上したことなどによるもの

であります。 

 連結経常利益は、前回予想 120 百万円を 562 百万円下回り、442 百万円の損失となる見込みです。

これは上記の営業損益の下ぶれに加えて、投資事業における貸付金 350 百万円について、現段階

での回収可能性を検討した結果、貸倒引当金を計上したことなどによるものであります。 

 連結当期純損失につきましても、前回予想を 4,361 百万円下回り、6,491 百万円の損失となる見込

みです。これは上記の経常損失の下ぶれに加えて、「１．特別損失の発生について」にて記載のとお

り、日本中央地所株式の評価減に伴い、連結調整勘定 3,446 百万円を一括償却したこと、ハナマサ

株式について有価証券評価損 123 百万円を計上したことなどによるものであります。 

 

（２）個別業績予想 

 個別売上高につきましては、前回予想を 10 百万円下回り、290 百万円となる見込みです。 

 個別営業損失につきましては、前回予想を 11 百万円下回り、691 百万円となる見込みです。 

 個別経常損失につきましては、前回予想を 293 百万円下回り、1,253 百万円となる見込みです。 

これは主に、投資事業において、完全子会社を視野に入れて融資した貸付金 350 百万円について、

完全子会社化時に、資本に振り替えて回収の予定でしたが、現段階で実現に至っていないため、貸

倒引当金として営業外損失に計上したことなどによるものであります。 

 個別当期純損失につきましても、前回予想を 5,874 百万円下回り、9,184 百万円となる見込みです。

これは、上記の経常損失の下ぶれに加えて、「１．特別損失の発生について」にて記載のとおり、日

本中央地所株式の評価減に伴い、子会社株式評価損 5,514 百万円を計上したこと、ハナマサ株式

について有価証券評価損 123 百万円を計上したことなどによるものであります。 

 

 

ご注意： 本資料に記載しております業績に関する予想数値は、いずれも本資料の発表時現在において

 入手可能な情報による判断および仮定に基づくものであり、実際の業績は当該予想と異なる場

 合がありますので予めご了解ください。 

以上 


