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当社株式の上場時価総額及び今後の展開等について 

  

当社株式は、平成20年３月の上場時価総額（月間平均上場時価総額及び月末上場時価総額）が５

億円未満となりましたので、今後の見通し等につきましてお知らせいたします。 

 

記 

 

１．当社株式の上場時価総額について 

  当社株式は、平成 20年３月の月間平均上場時価総額及び月末上場時価総額が５億円未満となり

ました。ジャスダック証券取引所株券上場廃止基準第２条第１項第３号（上場時価総額）では、

９ヶ月（事業の現状、今後の展開、事業の計画の改善その他ジャスダック証券取引所が必要と認

める事項を記載した書面を３ヶ月以内にジャスダック証券取引所に提出しない場合にあっては、

３ヶ月）以内に、毎月の月間平均上場時価総額及び月末上場時価総額が５億円以上にならないと

きは、上場廃止になる旨規定されております。 

 

 （ご参考） 

  （１）①当社株式 平成 20 年３月末（３月 31 日）現在の上場時価総額 

      ３月末最終価格 31,300 円 × ３月末上場株式数 11,928 株 

                        ＝月末上場時価総額 373,346,400 円 

     ②当社株式 平成 20 年４月末（４月 30 日）現在の上場時価総額 

      ４月末最終価格 29,100 円 × ４月末上場株式数 11,928 株 

                        ＝月末上場時価総額 347,104,800 円 

     ③当社株式 平成 20 年５月末（５月 30 日）現在の上場時価総額 

      ５月末最終価格 32,100 円 × ５月末上場株式数 11,928 株 

                        ＝月末上場時価総額 382,888,800 円 

     ④当社株式 平成 20 年６月 20 日現在の上場時価総額 

      平成 20 年６月 20 日最終価格 29,710 円 × ６月 20 日現在上場株式数 11,928 株 

                       ＝６月 20 日現在上場時価総額 354,380,880 円 

 

  （２）①当社株式 平成 20 年３月月間平均上場時価総額      419,112,252 円 

     ②当社株式 平成 20 年４月月間平均上場時価総額      347,362,193 円 

     ③当社株式 平成 20 年５月月間平均上場時価総額      361,456,067 円 

     ④当社株式 平成 20 年６月 20 日現在の月間平均上場時価総額  362,969,040 円 
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２．事業の現状 

２－１．事業の内容 

 当社の主要な事業は、不動産開発事業であり、その中には、マンション企画分譲と土地等の販売

があります。マンション企画分譲としましては、自社ブランド「エルズ」マンションシリーズの企

画、開発、販売を行っており、“コンパクトファミリー”マンション（注）をコンセプトに神奈川県

及び東京都並びに静岡県を中心に一般顧客を対象に事業を展開しております。土地等の販売としま

しては、当社にて分譲事業を前提とした事業用地の仕入を行い、必要に応じて立退、解体、遺跡調

査、土壌汚染調査、測量、企画等を実施し、事業会社等に販売しております。 

 なお、平成 19 年６月期におけるマンション企画分譲と土地等の販売の売上高に占める割合は、マ

ンション企画分譲が 73％、土地等の販売が 26％となっております。 

（注）“コンパクトファミリー”マンション：各戸の区画（総面積）を一般的なファミリータイプの

マンションと比べ小規模（60 ㎡から 75 ㎡内外中心）の設計とし、販売価格を抑えつつ、その中で、

間取りプランに創意工夫を凝らしたファミリータイプ（３ＬＤＫ、４ＬＤＫ中心）のマンション 

 

２－２．当社事業を取り巻く環境 

 昨今の国内経済は、サブプライム問題に端を発した世界的な金融不安に伴う原油価格の高騰等に

よる国内景気の停滞から消費者心理の冷え込みが急速に顕在化してきており、これらの影響により

全般的に個人消費の伸びも鈍化傾向にあります。当社の属する不動産業界におきましては、地価が

上昇に転じ始め、平成 20 年１月１日時点の東京圏（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県）

における公示地価の対前年変動率は、住宅地において 5.5％、商業地において 12.2％上昇しており、

土地の仕入価格に影響を及ぼしてきております。更に原油価格の高騰等が原材料価格の急騰を招き、

建築費等の増加が顕著になってきております。この結果、経営努力による原価削減で補えない建築

費等の上昇分が販売価格へと転嫁され販売価格の上昇を招く要因となり、首都圏の新規マンション

発売単価は平成 19 年において平均 61.4 万円/㎡（前年比 5.9 万円/㎡増）となりました。 

また、法令面では平成 19 年６月に建築基準法が改正されたことに伴い、建築確認における審査内

容の拡充及び厳格化が図られたため、確認審査機関では審査が滞るという事態となりました。これ

らの影響により、平成 19 年の首都圏の新規マンション供給戸数は 6.1 万戸（前年比 1.3 万戸減）と

なり、平成 10 年以来９年ぶりに６万戸台に減少いたしました。 

更に、上記の要因とあいまって、国内経済の悪化の影響による消費者の買い控え及び購入意欲の

減退から、平成 19 年の初月平均契約率（発売開始初月の発売戸数に対する契約戸数の割合）は 69.7％

（前年比 8.6 ポイント減）となり、株式会社不動産経済研究所の公表している好調ラインとされて

いる 70％を下回るのは平成３年以来 16 年ぶりとなりました。不動産業界はこのような様々な要因に

より、急速に停滞感を強め経営環境に顕著に影響を及ぼしてきており、当社を取り巻く環境は当初

想定していた以上に悪化し、厳しさを増してきております。 

 

直近３年の東京圏（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県）の公示地価の対前年変動率 

 平成 18 年 平成 19 年 平成 20 年 

住宅地（％） △0.9 3.6 5.5

商業地（％） 1.0 9.4 12.2

  （出典：国土交通省「地価公示」）

直近３年の首都圏のマンション供給動向 

 平成 17 年 平成 18 年 平成 19 年 

新規供給戸数（戸） 84,148 74,463 61,021

初月平均契約率（％） 82.5 78.3 69.7

発売単価（万円/㎡） 54.5 55.5 61.4

  （出典：株式会社不動産経済研究所）
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２－３．自社の状況 

 このような環境下、当社は、平成 20年６月期中間期におきまして、急速な国内経済の悪化による

不動産市況の停滞等が各事業会社の土地購入に影響を与えたことにより、当該土地の購入を予定し

ていた事業会社が当初予定していた価格での購入に難色を示してきたため売却価格の調整が難航し、

当初第２四半期に計画していた土地の販売が、第４四半期にずれ込むこととなりました。また、当

社のマンション企画分譲における各物件ごとの販売費の会計処理方法といたしましては、売上総利

益額が確保できることを前提としてマンション竣工時に一括で費用計上することとしておりますが、

平成 20 年６月竣工予定のマンションの販売価格を引き下げた結果、平成 20 年６月期中間期時点に

おいて当該物件の売上総利益額を確保することができない可能性が高いと判断したため、既に支払

済みの販売費 134 百万円及び今後の販売活動において必要と予想される販売費 30百万円の計 164 百

万円を全額前倒しで費用として計上することといたしました。これらの結果、売上高 2,122 百万円、

営業利益△311 百万円、経常利益△411 百万円、当期純利益△411 百万円となりました。 

 平成 20 年６月期第３四半期におきましては、竣工・引渡となる物件がなかったため、完成物件の

４戸を引渡したことによる売上計上のみとなりました。この結果、売上高 2,261 百万円、営業利益

△489 百万円、経常利益△619 百万円、当期純利益△612 百万円となりました。 

 平成 20 年６月期通期におきまして、マンション企画分譲では当初５棟の竣工を予定しており、そ

の内１棟は平成 19 年 11 月に竣工いたしました。しかしながら、平成 19 年６月に建築基準法が改正

されたことに伴い、建築確認における審査内容の拡充及び厳格化が図られ、審査に要する期間が大

幅に長期化したことにより、当初第４四半期に竣工を予定していた２棟について遅延せざるを得な

くなり、来期（平成 21 年６月期）の竣工となりました。この結果、売上高 6,000 百万円、営業利益

250 百万円、経常利益 60 百万円、当期純利益 10 百万円となる見込みであります。 

 当社は、本資料提出日現在におきまして、神奈川県でエルズ上大岡、エルズ大倉山、静岡県でエ

ルズ駒形通、エルズ三番町、エルズ瀬名中央、エルズ北安東の計６物件の販売を行っております。

現在販売中のマンションの販売方針といたしまして、今期平成 20 年４月に新入社員の入社で人員を

増強し、訪問営業、電話営業を中心とした積極的な提案営業を展開していく予定であります。 

 土地等の販売につきましては、平成 20 年５月末現在、仕入契約締結済みである５物件に関しまし

ては、引き続き買主の選定及び価格交渉を進めてまいりますが、買主選定及び価格交渉の如何によ

っては土地等の販売のみならずマンション企画分譲としても検討をするものといたします。土地等

の販売を検討するに当たりましては、同業他社のみならず他業種の企業を対象に買主の選定を行っ

ていく方針であります。また、今後の土地等の販売に関しましては、仕入人員の増強により、東京

エリアの中でも高度商業地域である、千代田区、中央区、港区を中心にエリアを原則限定して、優

良な土地の仕入を推進してまいります。 

 

３．今後及び実施中の施策及び事業計画 

 当社は、今後の経営方針といたしまして、「仕入体制の強化」「原価の削減」「業績変動リスクの低

減」「経費の削減」「利益管理の徹底」を重点課題と位置づけ、不動産開発事業における安定利益の

確保に取り組むとともに、「人材のスキル向上」の推進を図り全社的なレベル向上に努めていく方針

であります。また、「資本政策」につきましても、重要な経営課題と認識しており、抜本的な改善策

の検討を行っていく方針であります。 

 そのための具体的な取り組みにつきましては下記の通りであります。 

 

「仕入体制の強化」 

○仕入体制 

 仕入活動におきましては、現状６名体制で神奈川県及び東京都並びに静岡県を対象に行っており

ます。今後は、引き続き神奈川県及び東京都並びに静岡県を中心に仕入活動を行ってまいりますが、

その中でも一般顧客に人気のある地域（通勤通学及び商業都市へのアクセスが良い沿線における利

便性の高い地域）を重点エリアとして定め、地元不動産業者への訪問営業を展開するなど、地域に
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密着した仕入活動を行ってまいります。また、土地情報の入手件数の増加を図るため、仕入体制を

現状の６名体制から、平成 20 年６月より 12 名体制とし、新たに加わった社員の現場指導を行うこ

とで早期の戦力化を推進するとともに既存の社員のスキル向上を図ってまいります。上記体制への

移行により当社は、土地情報の入手件数の増加を図り、土地取得を検討する案件数を増加させるこ

とで、価格面及び立地面において優良な土地の仕入へと繋げてまいります。 

 

○土地情報の入手 

現在、当社の仕入活動は、上記「仕入体制」に記載の通り６名体制で不動産業者等への訪問営業

及び電話営業を行っており、毎月の土地情報入手件数は 100 件弱で推移しております。しかしなが

ら、価格面及び立地面において優良な土地の仕入を行うために、いかにより多くの土地情報を入手

し、土地取得を検討する案件数を増加させ、その中から優良な土地の仕入を行うかが課題でありま

した。 

今後は、当社がこれまでに仕入れた土地の情報提供元である不動産業者等及び定常的に土地の情

報を提供してくださる不動産業者への訪問営業及び電話営業の頻度を高め、新規の土地情報をいち

早く入手するとともに、不動産業者名簿を活用した訪問営業や電話営業により当該業者の新規開拓

を行い土地情報の入手件数の増加を図ってまいります。また、エリアを特定した上で地元不動産業

者への訪問営業を展開することにより、地主様の情報を早期に入手し、相対取引による優良な土地

を他社に先駆け仕入れるとともに、当社と以前から取引のある金融機関又は土地情報を提供してい

ただいている金融機関への訪問営業を行い、当該金融機関と取引のある企業が処分を検討している

店舗、社宅、遊休地等の情報入手へと繋げてまいります。１人当たり情報入手件数は平成 19 年６月

では10.5件でありましたが、直近平成20年５月におきましては17.8件まで上昇しておりますので、

上記施策を行うことにより１人当たりの情報入手件数を月間 20 件まで上昇させ、また、上記「仕入

体制」に記載の通り、仕入体制を現状の６名体制から、平成 20 年６月より 12 名体制とすることに

より、仕入人員全体で月間 240 件の情報入手を目指してまいります。その結果、土地取得を検討す

る案件数の増加を図り、より優良な土地が確保できる確率を高めてまいります。 

なお、過去の実績におきまして、平成 19 年６月に新入社員が仕入人員として配属された初期の半

年間（平成 19 年７月から 12 月まで）の土地情報入手件数は、一時期的に月間７～12 件と低下して

おりましたので、新たに加わる社員クラスの早期戦力化を図り情報入手件数の拡大を推進してまい

ります。 

 

○土地仕入 

土地仕入に当たりましては、これまで、基本プラン（当該土地の用途地域や容積率、建ぺい率等

の法的規制を前提とした上で、マンションの階数、総戸数、専有面積等を想定して設計事務所によ

り作成された概要書）及び事業収支（基本プラン及び当該土地周辺の他社販売事例をもとに、売上

高及び売上原価を想定し売上総利益額を算出した上で、モデルルーム関連費用、広告宣伝費、支払

利息を考慮し当該物件の利益額を算出して当社にて作成した事業計画書）の検討を土地仕入間近か

ら開始しておりました。この主な要因といたしましては、不動産業者等から提供していただく土地

情報は所在地、売却価格、敷地面積、現況等の土地の状態に関するものが多く、土地仕入に当たっ

て、基本プラン及び事業収支の検討を開始する上では、所有者の概要、売却理由等のより詳細な情

報を追加で入手する必要があり、詳細情報の入手に期間を要していたためであります。そのため、

詳細情報を入手した後に、土地仕入の検討を開始することとなり、土地情報入手から土地仕入まで

に期間を要してしまい、その間に他社が当該土地情報を入手し土地取得に参入してくることがあり

ました。その結果、他社との競合リスクが高まり、土地代が高騰する傾向にあったため、土地仕入

を断念せざるを得ない場合がありました。 

今後は、土地情報入手時から不動産業者等に基本プラン及び事業収支の検討をする上で必要な詳

細情報の提供を求め、詳細情報を把握することで、土地情報の精度を高めるとともに、土地情報入

手時から基本プラン及び事業収支の検討を行い初動を早めることでこの期間を平均１ヶ月短縮し、
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土地仕入を行うかどうかの結論が早期に出せる体制の構築を図り、確実な仕入を行ってまいります。

また今後は、初動の迅速化及び精緻な事業収支の検討を行うとともに土地情報入手時より当該土地

の有効活用方法を想定した上での仕入を推進することで、マンション企画分譲におきましては早期

着工を図るとともに利益計画の蓋然性を高め、土地等の販売におきましては早期に買主の選定を行

うなど計画未達リスクを低減してまいります。事業収支の検討に当たりましては、昨今の原油価格

及び原材料価格の高騰が建築価格に与える影響が顕著になってきておりますので、建築坪単価の動

向を把握することが非常に重要となり、建築坪単価の算定の精度が原価へと直結するため細心の注

意を払っております。当社は、建築坪単価を設定するに当たり、当社が現在マンションの建築を委

託しているゼネコン各社と各々定期的会合を行っており、その中で原材料価格や建築業界の動向等

の情報を入手することで建築坪単価の把握に努めております。 

 また、土地仕入価格の決定に当たりまして、これまでは事業収支、周辺事例のみを参考に検討を

行ってきたため、土地を高値で取得してしまうリスクがありましたが、今後は土地仕入価格の妥当

性を高めるため、鑑定書等の第三者による評価を活用するなど多角的な検討作業を行うことで利益

低減のリスクを抑制していく方針であります。 

 

「原価の削減」 

○土地代 

 土地代につきまして、これまでは、地価高騰の影響に加え、土地仕入の検討に時間を要していた

ため、その間に他社が参入してくることがある結果、競合リスクが高まり、土地代が高騰する傾向

にありました。今後におきましては、上記「仕入体制の強化」で記載した通り、土地情報をいち早

く入手し、土地情報入手時から基本プラン及び事業収支の検討を行い初動を早め、土地仕入を行う

かどうかの結論が早期に出せる体制を構築し、他社が当該土地の情報を入手する前に土地仕入を行

うことで他社との競合を回避してまいります。これらの施策により、短期間で優良な土地の仕入を

実現し、原価の抑制を図ってまいります。 

 

○建築費 

 建築費につきまして、当社は、マンション企画分譲における自社分譲マンション１棟当たりの平

均総戸数が 37 戸（平成 18 年６月期から平成 21 年６月期完成予定物件 14 棟の平均総戸数）と小型

物件を中心に事業を展開しております。現在施工中の物件の建築坪単価に関しましては、原材料価

格の高騰の影響及び１棟当たりの規模が小さいことから増加した分の建築費の削減が行えなかった

結果、原価の上昇を招いております。このため今後は、増加した建築費を削減できるだけの１棟当

たりの規模を確保し、原材料等の建築費の削減を図ってまいります。 

 

 本資料提出時におきまして、平成 21年６月期売上予定物件は、全て原価項目が確定しており、既

に販売を開始しております。そのため、原価の削減につきましては今後土地仕入を行っていく物件

から取り組む方針であります。 

 

「業績変動リスクの低減」 

 当社は、売上高の計上につきまして引渡基準を採用しており、お客様への鍵の引渡し完了後に計

上することとしていることから、マンションの引渡し時期により業績偏重が生じ、業績が上半期も

しくは下半期に集中する傾向がありました。また、天災、事故、その他予期し得ない要因による工

事遅延等の不測の事態により、物件の引渡し時期につきまして中間期末もしくは期末を越える遅延

が生じた場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。また、平成 20 年６月期におきま

しては、建築基準法が改正されたことに伴う審査内容の拡充及び厳格化により確認審査機関の審査

が滞るという事態が起こったため、当初平成 20 年６月期第４四半期に売上を予定していた２棟を来

期（平成 21 年６月期）に遅延せざるを得ない状況となりました。 

 今後は、仕入人員の増加による一層の土地情報の入手件数の拡大を図るとともに、土地情報をい
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ち早く入手し、土地情報入手時から基本プラン及び事業収支の検討を行い初動を早めることで、土

地仕入を行うかどうかの結論が早期に出せる体制の構築を図ります。また、土地取得を検討する案

件数を増加させ計画的な仕入の実現を図ることで年間の仕入を平準化し、建築準備を分散させるこ

とで、一時期集中による建築準備の遅延等を回避するとともに、余裕のある建築工程を実現させ売

上時期を平準化し、業績変動リスクを低減する方針であります。なお、仕入の平準化は、建築準備

が一時期に集中し遅延することによる建築工程の長期化を回避するのみならず、長期化による借入

金の支払利息や固定資産税等の経費の増加リスクを回避する効果も見込まれます。なお、平成 21 年

６月期におけるマンションの竣工時期は、第２四半期及び第３四半期を予定しており、その内の２

物件に関しましては、平成 19 年６月期下期より十分な建築準備期間を確保しておりましたので、余

裕のある建築工程を実現させ、当初の予定通り建築準備を行った結果、業績変動リスクの低減を図

ることができました。 

 

「経費の削減」 

 経費の削減につきましては、人件費及び経営努力による経費削減が可能である販売費及び一般管

理費（広告宣伝費を除く）については管理部長を管理責任者として、広告宣伝費については販売企

画部長を管理責任者として予算実績管理の徹底を行い削減を図ってまいります。これらの結果、平

成 21年６月期の販売費及び一般管理費合計は平成 20年６月期比 36百万円減の 1,317 百万円を見込

んでおります。 

 重点科目の具体的な方針・施策は以下の通りであります。 

 

 ○人件費の削減 

 役員報酬につきましては、株価下落及び業績不振の責任を明確にするため、平成 20 年６月より取

締役５名の月額報酬を総額 12 百万円から５百万円に削減いたします。この結果、平成 21 年６月期

の役員報酬は平成 20 年６月期比 69 百万円減の 76 百万円を見込んでおります。 

当社の社員につきましては、モチベーション維持を図るため原則給与手当の削減及びリストラは

行わない方針であります。当社は、平成 20 年４月入社の新入社員 23 名の増員により、営業体制及

び仕入体制の強化を図ってまいりますが、来期（平成 21 年４月）入社の新入社員の採用を大幅に縮

小する予定であり、現時点での新入社員数は５名を予定しております。今期（平成 20 年４月）入社

の人数より 18名減少いたしますが、営業体制及び仕入体制は今期入社した 23名を配置することで、

今後の事業を推進していく体制が整ったため、来期（平成 21 年４月）入社の新入社員数の大幅な減

少が平成 21 年４月以降の業績に与える影響はないものと考えております。この結果、平成 21 年６

月期の給与手当は平成 20 年６月期比 36 百万円増の 268 百万円を見込んでおります。 

 なお、平成 21 年６月期の役員報酬及び給与手当の合計額は、平成 20 年６月期比 32 百万円減の 345

百万円を見込んでおります。 

 

○広告宣伝費の削減 

 物件広告関連につきましては、当社は、これまでマンションの販売を展開するにあたり、広告宣

伝費を大量に投入し事業を行っており、各物件ごとの広告宣伝費の売上高に占める割合が 10％を超

えておりました。今後の販売におきましては、広告宣伝費を大幅に抑制することで各物件において

10％を超えていた広告宣伝費の売上高に占める割合を５％台を目標に抑制し広告宣伝費の削減を図

ってまいります。また、これまで広告宣伝費の使用につきましては、販売企画部にて行っておりま

したが、今後は、現場リーダーに広告宣伝費の使用権限を委譲することによって、より的確な来場

者分析を行い来場者の見込める地域に予算の比重を高くするなど、予算残高に合わせた効果的な広

告宣伝手法を検討した上で、広告宣伝活動を行い効率的な営業展開を図ってまいります。 

企業広告関連といたしましては、「人件費の削減」に記載の通り、今期（平成 20 年４月）入社の

23 名により今後の事業を推進していく体制が整ったことから、定期採用活動及び中途採用活動を縮

小することにより、企業広告にかかる費用を３百万円削減いたします。事務所掲示用カレンダー作
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成の外部発注をとりやめることにより、年間２百万円の削減を図ります。また、過去３回協賛して

いた横浜開港祭への協賛をとりやめることにより、年間約２百万円の削減を図ります。 

これらの結果、平成 21 年６月期の広告宣伝費は平成 20 年６月期比 78 百万円減の 317 百万円を見

込んでおります。 

 

○販売促進費の削減 

 販売促進費につきましては、これまでモデルルームの建設においては各物件ごとのコンセプトに

合わせて外装や装飾に特徴を持たせていたため建築資材及びインテリア等の再利用ができずコスト

上昇要因となっておりました。今後におきましては、各モデルルームの仕様の統一を図り、販売を

終了した物件のモデルルームの建築資材及びインテリア等の中で、再利用できる資材等に関しまし

ては、以後建設するモデルルームに再利用することにより、各物件ごとのモデルルームの建設費を

10％削減していく予定であります。またモデルルームは原則各物件ごとに建設しておりますが、今

後は同一エリアでマンション販売が行われる場合には、モデルルームの共有化を図るなど、モデル

ルーム費用の削減を図ってまいります。しかしながら、現在販売中の物件はすでにモデルルームが

完成していることから平成 21年６月期の販売促進費は平成 20年６月期比 46百万円増の 178 百万円

を見込んでおります。平成 22 年６月期以降販売を開始する物件に関しましては、上記施策を行い、

経費削減を図ってまいりますが、平成 22 年６月期以降のモデルルーム数等が未定のため、現時点に

おいて販売中の物件のモデルルームに上記施策を当てはめたと仮定した場合の平成 21年６月期の販

売促進費の削減効果は、平成 20 年６月期比 36 百万円減となります。 

 

○交際費及び会議費の削減 

交際費及び会議費につきましては、これまで業者との社外での打合せ等における飲食代を当社に

て支出しておりましたが、今後は、社外での打合せ等で発生した飲食代に関しましては、原則一切

認めないことといたします。この結果、平成 21 年６月期の交際費は、平成 20 年６月期比 1,849 千

円減の 2,050 千円を見込んでおります。また、平成 21 年６月期の会議費につきましては、当社は平

成 19 年８月９日に株式会社ジャスダック証券取引所へ上場しており、平成 21 年６月期より株主総

会の会場費 400 千円が発生いたしますが、飲食代の削減を図ることで平成 20 年６月期比 192 千円減

の 1,720 千円を見込んでおります。 

これらの結果、平成 21 年６月期の交際費及び会議費の合計額は、平成 20 年６月期比 2,042 千円

減の 3,770 千円を見込んでおります。 

 

○消耗品費の削減 

事務所用備品に関しましては、管理部人事総務課において発注品目、発注量、発注業者、発注単

価等を再度見直すとともに、各個人で不要となった文房具等の備品は適宜、管理部人事総務課にて

回収し、再利用するなどのリサイクルを推進し、事務用品の発注の頻度を抑制してまいります。社

内用の資料につきましては、裏紙の使用を推進し、コピー用紙の発注を抑制してまいります。また、

コピーの使用に当たりましては、社内用の資料におけるカラーコピーを原則禁止することで経費の

削減を図ってまいります。その他、コピーカウンター料金の単価の見直しや事務所内の植栽の外部

発注をとりやめることにより、年間１百万円の削減を見込んでおります。 

 これらの結果、平成21年６月期は平成20年６月期比３百万円減の11百万円を見込んでおります。 

 

「利益管理の徹底」 

 当社は、これまで、事業開始後の各物件ごとの予算管理は、原価におきましては事業部、広告宣

伝費におきましては販売企画部といった各担当部門ごとに行われているため、各物件全体の予算管

理を一貫して統括することが徹底されておらず、その結果、効率的な営業展開が図られていないた

め、利益の減少リスクが高い状況でありました。 

 今後は、各担当部門ごとに行っている予算管理を経営企画室にて統括し、取締役会に報告するこ
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とで各物件ごと及び会社全体での利益管理の徹底を図ります。平成 20 年４月より当月使用した予算

を各部署が経営企画室に提出することとし、経営企画室では予算実績管理のみならず、販売状況、

契約推移、来場者数、営業人員数の推移を集計し予算実績管理表を作成いたしております。当該管

理表の使用により、予算の使用状況のみならず契約、来場、人員の推移が把握できるため、来場者

分析を行い来場率が高い地域を特定した上での、予算の使用状況に合わせた計画的な広告宣伝費の

投入や、契約数、来場者数等に合わせた人員配置及び営業手法の早期転換を図ることが可能となり

ます。これらの結果、利益の確保及び拡大に繋がる効果が期待できます。 

 

「人材のスキル向上」 

 当社の不動産開発事業におきましては、不動産という取扱う商品の性質上、複雑かつ専門的、高

度な知識が様々な場面で必要とされます。当社は設立 10 年とまだ若く、従業員の平均年齢も平成 20

年５月末現在で 28.8 才と非常に若い世代を中心に事業を展開しております。知識面におきましては

宅地建物取引主任者資格の取得を促進させるため、外部企業による小テストを平成 20 年６月末から

宅地建物取引主任者の本テストが行われる平成 20 年 10 月 19 日の直前まで計 14 回実施してまいり

ます。実務面におきましては、若手及び中堅社員の早期戦力化を推進するため管理職社員による実

務講習の頻度を高めるとともに、現場において経験を豊富に積ませることで早期に各個人のスキル

向上につなげていく方針であります。実務講習につきましては、住宅ローン金利や住宅税制につい

ての例題や比較資料を参考資料として使用することでスキルの習得を図ってまいります。また、現

場における交渉資料や交渉時の話法の共有、マニュアル化を図ることで各個人のレベル格差の解消

を図ってまいります。交渉資料等につきましては、各物件ごとに設備機器の仕様や地盤調査資料等

の補足資料を各個人に配布し、説明を行うことで共有を図ってまいります。これらの施策を実施す

ることにより、知識面及び実務面における各個人のスキル向上を推進し、広告宣伝費に依存しない

積極的な提案営業を展開することで契約率の上昇を図り、平成 21年６月期の売上計画の蓋然性を高

め、マンション企画分譲における利益の確保及び拡大を目指してまいります。 

 

「資本政策」 

 当社の純資産は、平成 20 年６月期第３四半期（平成 19 年７月１日から平成 20 年３月 31 日）末

現在におきまして 360 百万円まで減少しており、資本増強策の実施による経営の安定化が必要不可

欠であると認識しております。なお、資金調達の方法、金額につきましては現在協議中であるため、

本日現在におきまして公表すべき事項はございませんが、確定次第速やかに開示いたします。 

 

４．今後について 

 当社が展開する不動産開発事業は、マンション企画分譲を通して広く一般顧客の方に低廉高企画

の住居を提供することで快適な住文化の創造に貢献するものと考えております。当社は、お客様第

一主義に則り、お客様のあったらいいなと想う住宅を企画し、提案していくことが当社の独自性の

向上へと繋がり、また、土地等の販売におきましても、優良な土地の仕入を行い、同業他社のみな

らず他業種の事業会社も含め幅広くお客様のニーズに合った優良な土地を提供することで、社会的

基盤整備の一旦を担うことに繋がり、当社の更なる発展を促し経営の安定化を実現するものと考え

ております。当社は引続き上場維持に向けて安定的な収益力を確保するために全社一丸となって取

り組んでまいります。 

 尚、今般、本書面をジャスダック証券取引所に提出することによりまして、上場時価総額５億円

以上への回復の期限が平成 20 年 12 月末までに延長されます。１日でも早く諸施策の取り組みを具

体化し成果をあげてまいります。 

 株主、投資家の皆様のご理解を頂き、企業評価を高めていくことで上場を維持してまいりたいと

考えております。 

 

以  上 


