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特別損失の発生および中間期･通期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ 

 

平成20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20年２月

26日付当社「平成19年12月期 決算短信」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 

当社連結子会社であります株式会社ジャレコの棚卸資産および固定資産につきまして、平成20

年12月期中間決算にて、その資産性を再評価いたしました。その結果、コンソールゲーム（家庭用

ゲーム）およびオンラインゲームにおいて、製作完了あるいは製作途上のタイトルで販売計画に目

途が立たず商品化を中止したものに関する製作費用95百万円（棚卸資産評価損）、オンラインゲ

ームで上記の理由により製作途上で製作を中止したタイトルに関するライセンス料等96百万円（固

定資産除却損）、売掛金のうち回収の見込みが薄いと判断されるもの４百万円（前期損益修正損）

など資産性が乏しいと判断された資産１億96百万円を特別損失に計上することにいたしました。 

 

２．業績予想修正および修正理由について 

（1）中間期業績予想の修正および修正理由について（連結および個別） 

①平成20年12月期中間期（連結）（平成20年１月１日～平成20年６月30日） （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） 3,530 △280 △310 △310

今回予想（B） 4,067 △1,579 △1,595 △1,772

増減額（B－A） 537 △1,299 △1,285 △1,462

増減率 15.2% ━ ━ ━

（ご参考） 

前期実績（平成19年12月期中間） 9,680 426

 

356 △2,118

－1－ 



 

当中間期の連結売上高につきましては、不動産事業において平成20年６月17日発表「当

社子会社における販売用不動産早期処分についてのお知らせ」のとおり、当社連結子会社

であります日本中央地所株式会社にて販売中の平成19年12月に竣工済みの分譲マンション

２棟（神奈川県大和市深見西「セントラルコート大和深見西」66戸 平成19年６月販売開始、

千葉県船橋市習志野台「セントラルコート船橋習志野台」76戸 平成19年９月販売開始）につ

きまして、不動産市況が急速に悪化し、回復の見込みが乏しいことに起因する厳しい販売不

振を踏まえて、経営資源の選択と集中を図り、回収した資金を今後当社で検討の上定める

事業戦略上優先順位の高い他の事業へ集中的に投下するほうが、グループの事業戦略

上有効であると判断し、平成20年４月下旬より販売価格の引き下げを実施の上、販売いたし

ました。加えて、価格改定後も販売状況に急速な伸びが見られなかった「セントラルコート船

橋習志野台」につきましては、さらに価格を引き下げ、平成20年６月13日に住宅分譲業者に

対して未売却住戸58戸を一括売却いたしました。この結果、下期販売予定の販売用不動産

を前倒しで販売することとなり、不動産事業売上は、当初予想において18億17百万円を見込

んでいたのに対して、６億１百万円上回り24億18百万円となる見込みとなりました。これに対し

て、ゲーム事業において、平成20年２月に発売した「全国デコトラ祭り（Wii）」を始めとして、タ

イトル全般の売上が低調に推移し、当初予想の４億７百万円を１億２百万円下回り３億５百万

円にとどまる見込みですが、当中間期の連結売上高は当初予想を５億37百万円上回り40億

67百万円となる見込みです。 

連結営業損失は当初予想を12億99百万円下回り15億79百万円、連結経常損失は当初予

想を12億85百万円下回り15億95百万円となる見込みです。これは主に不動産事業において、

上記のとおり価格を大幅に引き下げて販売を行ったことに加えて、平成20年６月末における

残住戸に対して、平成19年12月末現在と平成20年6月末現在での販売予定価格の差額３億

１百万円を売上原価に計上したこと（マンション販売プロジェクト損益 予算１億12百万円 実

績見込み12億99百万円）、ゲーム事業において、売上が計画を下回る見込みとなったことに

加えて、「１．特別損失の発生について」にありますように、棚卸資産および固定資産につきま

して、その資産性を再評価した結果、発売済みの商品のうち今後の売上の計画が立たない商

品やオンライン事業に関する無形固定資産で資産に見合う売上が期待できないものなど１億

７百万円を売上原価として計上したことなどによるものです。 

連結当期純損失は当初予想を14億62百万円下回り17億72百万円となる見込みです。これ

は、経常損失の下ブレに加えて、平成20年４月に連結子会社であります株式会社ジェクール

の発行済み株式の全てを伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社に譲渡したことにより特別利

益81百万円を計上しましたが、「１．特別損失の発生について」に記載のとおり、ゲーム事業に

おいて特別損失１億96百万円を計上したこと、および平成20年３月に完全子会社した株式会

社FONOXにおいて、子会社化時点の想定を大きく超えた収益を短期間で計上したために、

法人税・事業税等98百万円を計上したことなどによるものです。 
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②平成20年12月期中間期（個別）（平成20年１月１日～平成19年６月30日） （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） 60 △350 △320 △320

今回予想（B） 22 △350 △682 △657

増減額（B－A） △38 0 △362 △337

増減率 △63.3% ― ― ―

（ご参考） 

前期実績（平成19年12月期中間） 113 △521

 

△546 △3,050

当中間期の個別売上高は当初予想を38百万円下回り22百万円となる見込みです。これは

主に、投資済みの匿名組合出資において、匿名組合から利益の中から再投資を行いたい旨

の申し出を受け、検討の結果応諾したことにより、中間期における利益配当金の額が減額に

なったことなどによるものであります。 

個別営業損失は当初予想と同じく３億50百万円となる見込みであります。これは主に、上記

のとおり売上高は予想を下回りましたが、予算に計上していた費用のうち、事業提携、投資等

を検討するために行うデューデリジェンスやコンサルティングの費用が発生しなかったことに加

えて、平成20年3月より本社経費の徹底的な削減を図ったことでカバーしたものであります。 

個別経常損失は当初予想を３億62百万円下回り６億82百万円となる見込みです。これは主

に、日本中央地所株式会社、株式会社ジャレコなど関係子会社への貸付金による受取利息

81百万円を計上したことに対して、株式会社ジャレコへの貸付金について、同社の当中間期

における当期純損失額（債務超過増加額）４億16百万円を貸倒引当金に繰入したことなどに

よるものであります。 

個別当期純損失は、当初予想を３億37百万円下回り６億57百万円となる見込みであす。こ

れは主に、上記の経常損失の下ブレによるものであります。 

（参考）株式会社ジャレコの 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 

平成20年12月期中間期

(見込み) 

売上高 112百万円 561百万円 305百万円

売上総利益 34百万円 28百万円 △105百万円

営業利益 △96百万円 △442百万円 △208百万円

経常利益 △97百万円 △461百万円 △227百万円

当期純利益 △96百万円 △461百万円 △416百万円

総資産 446百万円 882百万円 382百万円

株主資本 △0百万円 △461百万円 △878百万円

１株当たり配当金 ―円 ―銭 ―円 ―銭 ―円 ―銭

 

－3－ 



 

（2）通期業績予想の修正および修正理由について（連結および個別） 

①平成20年12月期連結（平成20年1月1日～平成20年12月31日） （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） 9,670 570 500 500

今回予想（B） 9,820 △910 △960 △1,140

増減額（B－A） 150 △1,480 △1,460 △1,640

増減率 1.6% ― ― ―

（ご参考） 

前期実績（平成19年12月期） 15,100 11

 

△409 △6,511

通期の連結売上高につきましては、金融事業については、「高い技術力が実現する強いレ

ート配信力」「グループ内にシステム開発会社を保有する強みを活かしたスピード感ある機能

拡充」を強みとして、自社のFX事業の成長拡大はもちろんのこと、外部へのシステムの提供な

ど様々なFXサービス展開の推進により、中間期に引き続き、ＦＸ事業が成長拡大する見込み

です（平成19年12月31日現在 FX口座数5,700口 顧客証拠金残高15億52百万円 平成20

年６月30日現在 FX口座数10,514口 顧客証拠金残高34億49百万円）。FX事業の市場環境

は、口座数、証拠金残高ともに右肩上がりの成長を維持している一方で、口座あたりの証拠

金残高が小口化するなど、低スプレッド高レバレッジを活かしたアクティブな顧客の裾野が拡

大中であります。また、オンライン証券からの顧客流入、投資資金の小口化等の傾向は、「外

貨預金の代替としてのFX」の衰退と「効率的なデイトレードの手段としてのFX」の急成長を示

すものであります。以上により、金融事業の売上高は当初予想を16億40百万円上回る43億56

百万円となる見込みです。 

これに対して、不動産事業の売上高は、サブプライムローン問題等が引き金となった金融

市場の混迷による信用収縮、不動産市況の冷え込みは長期化し、回復までは時間を要すると

の判断に基づき、中間期に引き続き価格を引き下げてでも早期売却を優先するため、当初予

想を13億80百万円下回り44億38百万円となる見込みです。 

ゲーム事業の売上高は、平成20年７月に「でんじろう先生の不思議な実験室（DS）」を発売

するほか、年末にかけて昨年大ヒットいたしました「ネプリーグ（DS）」の第２弾「超!！ネプリーグ

(DS)」他１タイトルを発売の予定ですが、当期、前期に発売したタイトルのうち大半が計画を下

回る販売実績に終わったことを鑑み、販売額を見積もった結果、当初予想を２億71百万円下

回り８億65百万円となる見込みです。また、平成20年７月に子会社化いたしました空海餐飲

（大連）有限公司は、下期から連結財務諸表の対象となりましたが、平成20年4月28日に第１

号店を開店して間もないことから、５月、６月の実績を基に、売上高１億60百万円を見込んで

おります。 

これらにより、連結売上高は、当初予想を１億50百万円上回り98億20百万円となる見込み

です。 
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連結営業損失は当初予想を14億80百万円下回り９億10百万円、連結経常損失は当初予

想を14億60百万円下回り９億60百万円となる見込みです。これは主に、金融事業は売上の増

加に比例して営業利益も増加する見込みであるのに対して、不動産事業が、中間期に引き続

き早期売却を優先し、価格を引き下げて販売を行う予定であること、ゲーム事業の売上を下期

も計画を下回る見込みとしたことなどによる収益の悪化を勘案したものであります。 

連結当期純損失は当初予想を16億40百万円下回り11億40百万円となる見込みです。これ

は主に、経常損失の下ブレに加えて、中間期にて計上した「２．（1）中間期業績予想の修正お

よび修正理由について」に記載の特別利益、特別損失、法人税・事業税等を加えたためであ

ります。 

②平成20年12月期個別（平成20年1月1日～平成20年12月31日） （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） 130 △710 △610 △610

今回予想（B） 330 △530 △780 △760

増減額（B－A） 200 180 △170 △150

増減率 153.8% ― ― ―

（ご参考） 

前期実績（平成19年12月期） 290 △706

 

△1,262 △9,187

通期の個別売上高は当初予想を２億円上回り３億30百万円となる見込みです。これは主に、

投資済み案件の一部について、譲渡先との交渉が進み、売却の見通しが高くなったためであ

ります。 

個別営業損失は当初予想を１億80百万円上回り５億30百万円となる見込みです。これは、

主に上記投資済み案件売却による収益に加えて、平成20年3月から推進している本社経費

全般の徹底的な節減の効果を見込んだものです。 

個別経常損失は当初予想を１億70百万円下回り７億80百万円となる見込みです。これは主

に、中間期において株式会社ジャレコへの貸付金について４億16百万円を貸倒引当金に繰

入したことなどによるものであります。 

個別当期純損失は当初予想を１億50百万円下回り７億60百万円となる見込みであす。これ

は主に、上記の経常損失の下ブレによるものであります。 

 

ご注意：上記の予想は、本資料の発表時現在において入手可能な情報に基づき作成してお

ります。発表時現在におきましても決算作業、会計監査は継続中であり、投資事業等

においてすべての評価損益は織り込まれておりませんが、現時点でも当中間期の業

績が、適時開示規則に基づく業績予想の修正の開示義務に該当することから、本日

発表させていただくものであります。従って、実際の業績はこれらの予想数値と異なる

場合があります。 

以上 
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