
 
(財)財務会計基準機構会員

平成 20 年 10 月 15 日 
各 位 

株 式 会 社 ゼ ク ス

代 表 取 締 役 社 長  平 山  啓 行

（コード番号：8913 東証第一部）

問 合 せ 先 常 務 取 締 役  増 田 達 哉

電 話 番 号  0 3－ 5 5 1 0－ 1 1 2 0 (代表 )

 
 

（訂正）「平成 21 年５月期 第１四半期決算短信」の訂正に関するお知らせ 
 
 

 平成 20 年 10 月６日に発表いたしました「平成 21 年５月期 第１四半期決算短信」について、下記の

理由に基づき訂正いたします。 

 なお、訂正箇所に下線を付しております。 

 

記 

 
Ⅰ．修正理由 

 平成 20 年 10 月６日の当社「平成 21 年５月期 第１四半期決算短信」発表後に、一部の持分法適用関

連会社から、当該会社の財務諸表に訂正が生じたとの連絡を受け、確定後の当該会社の財務諸表を当社

の連結財務諸表に反映させたこと等によるものであります。 

 

Ⅱ．修正並びに訂正内容（修正箇所は下線で示しております。） 
(百万円未満切捨て) 

1. 平成 21 年５月期第１四半期の連結業績（平成 20 年６月１日～平成 20 年８月 31 日） 

 (1) 連結経営成績(累計)  
【訂正前】（１ページ）                   (％表示は対前年同四半期増減率)  

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21 年５月期第１四半期 3,921 ― △1,495 ― △1,968 ― △2,178 ― 
20 年５月期第１四半期 10,073 32.9 △92 ― △667 ― △809 ― 
 

 １株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益 

  

円 銭 円 銭

21 年５月期第１四半期 △9,992 72 ― ―   
20 年５月期第１四半期 △3,650 81 ― ―   
 

【訂正後】                         (％表示は対前年同四半期増減率)  
 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21 年５月期第１四半期 3,921 ― △1,495 ― △2,384 ― △2,594 ― 
20 年５月期第１四半期 10,073 32.9 △92 ― △667 ― △809 ― 
 

 １株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益 

  

円 銭 円 銭

21 年５月期第１四半期 △11,900 15 ― ―   
20 年５月期第１四半期 △3,650 81 ― ―   
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  (2) 連結財政状態  

 【訂正前】（１ページ） 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21 年５月期第１四半期 91,291 7,165 6.2 25,970 88
20 年５月期 96,755 7,834 8.1 35,849 87 

(参考) 自己資本 21 年５月期第１四半期 5,661百万円 20 年５月期 7,815 百万円
 【訂正後】 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21 年５月期第１四半期 90,875 6,187 6.8 28,362 81
20 年５月期 96,755 7,834 8.1 35,849 87 

(参考) 自己資本 21 年５月期第１四半期 6,183百万円 20 年５月期 7,815 百万円
 
・定性的情報・財務諸表等 
1. 連結経営成績に関する定性的情報 

【訂正前】 （３ページ） 
<前略>このような結果、当第１四半期連結会計期間における業績は、売上高 3,921 百万円、営業損

失 1,495 百万円、経常損失1,968百万円、四半期純損失2,178百万円となりました。 
 

【訂正後】  
<前略>このような結果、当第１四半期連結会計期間における業績は、売上高 3,921 百万円、営業損

失 1,495 百万円、経常損失2,384百万円、四半期純損失2,594百万円となりました。 
 

2. 連結財政状態に関する定性的情報 

【訂正前】 （３ページ） 
<前略>有利子負債が前連結会計年度に比べ 2,506 百万円減少したこと等により、負債は対前連結会

計年度比4,794百万円減の84,125百万円となりました。 
 利益剰余金が前連結会計年度に比べ 2,006 百万円減少したこと、および㈱ボンセジュールによる

第三者割当増資の実施等により少数株主持分が 1,484 百万円増加したこと等により、純資産は対前

連結会計年度比669百万円減の7,165百万円となりました。 
 

【訂正後】  
<前略>有利子負債が前連結会計年度に比べ 2,506 百万円減少したこと等により、負債は対前連結会

計年度比4,231百万円減の84,688百万円となりました。 
 利益剰余金が前連結会計年度に比べ 2,006 百万円減少したこと＜削除＞等により、純資産は対前

連結会計年度比1,647百万円減の6,187百万円となりました。 
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１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 
 【訂正前】（５ページ） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年8月31日） 

前連結会計年度に係る 
要約連結貸借対照表 
（平成20年5月31日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,806 5,999

受取手形及び売掛金 1,089 1,216

販売用不動産 7,234 7,146

仕掛販売用不動産 5,607 5,458

仕掛品 4,360 4,412

未収還付法人税等 1,290 1,296

その他 7,925 7,572

貸倒引当金 △1,043 △748

流動資産合計 28,270 32,353

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 33,617 33,448

減価償却累計額及び減損損失累計額 △6,331 △5,976

建物及び構築物（純額） 27,285 27,471

土地 13,460 13,461

建設仮勘定 246 374

その他 915 894

減価償却累計額及び減損損失累計額 △594 △572

その他（純額） 321 321

有形固定資産 41,314 41,628

無形固定資産 934 941

投資その他の資産   

投資有価証券 8,754 9,992

差入保証金 7,399 7,317

その他 4,399 4,348

貸倒引当金 △53 △53

投資損失引当金 △185 △281

投資その他の資産 20,315 21,324

固定資産合計 62,564 63,895

繰延資産 456 506

資産合計 91,291 96,755
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【訂正後】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年8月31日） 

前連結会計年度に係る 
要約連結貸借対照表 
（平成20年5月31日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,806 5,999

受取手形及び売掛金 1,089 1,216

販売用不動産 7,234 7,146

仕掛販売用不動産 5,607 5,458

仕掛品 4,360 4,412

未収還付法人税等 1,290 1,296

その他 7,925 7,572

貸倒引当金 △1,043 △748

流動資産合計 28,270 32,353

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 33,617 33,448

減価償却累計額及び減損損失累計額 △6,331 △5,976

建物及び構築物（純額） 27,285 27,471

土地 13,460 13,461

建設仮勘定 246 374

その他 915 894

減価償却累計額及び減損損失累計額 △594 △572

その他（純額） 321 321

有形固定資産 41,314 41,628

無形固定資産 934 941

投資その他の資産   

投資有価証券 8,338 9,992

差入保証金 7,399 7,317

その他 4,399 4,348

貸倒引当金 △53 △53

投資損失引当金 △185 △281

投資その他の資産 19,899 21,324

固定資産合計 62,148 63,895

繰延資産 456 506

資産合計 90,875 96,755
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年8月31日） 

前連結会計年度に係る 
要約連結貸借対照表 
（平成20年5月31日） 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,492 3,204

短期借入金 27,013 27,228

その他 6,992 8,157

流動負債合計 37,498 38,589

固定負債   

社債 250 330

新株予約権付社債 80 2,075

長期借入金 18,658 19,869

長期前受収益 26,816 26,864

その他 823 1,190

固定負債合計 46,627 50,330

負債合計 84,125 88,920

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,732 5,732

資本剰余金 5,497 5,497

利益剰余金 △4,955 △2,948

自己株式 △576 △576

株主資本合計 5,699 7,705

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △34 106

為替換算調整勘定 △2 3

評価・換算差額等合計 △37 110

少数株主持分 1,503 19

純資産合計 7,165 7,834

負債純資産合計 91,291 96,755
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（単位：百万円） 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成20年8月31日） 

前連結会計年度に係る 
要約連結貸借対照表 
（平成20年5月31日） 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 3,492 3,204 

短期借入金 　　 27,013 　　 27,228 

未払法人税等 416 688 

その他 6,576 7,468 

流動負債合計 37,498 38,589 

固定負債 

社債 250 330 

新株予約権付社債 80 2,075 

長期借入金 18,658 19,869 

長期前受収益 26,816 26,864 

負ののれん 743 184 

その他 641 1,006 

固定負債合計 47,190 50,330 

負債合計 84,688 88,920 

純資産の部 

株主資本 

資本金 5,732 5,732 

資本剰余金 5,497 5,497 

利益剰余金 △4,433 △2,948 

自己株式 △576 △576 

株主資本合計 6,221 7,705 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △34 106 

為替換算調整勘定 △2 3 

評価・換算差額等合計 △37 110 

少数株主持分 3 19 

純資産合計 6,187 7,834 

負債純資産合計 90,875 96,755 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
 【訂正前】（７ページ） 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年6月1日 
 至 平成20年8月31日） 

売上高 3,921

売上原価 4,215

売上総損失（△） △293

販売費及び一般管理費 1,202

営業損失（△） △1,495

営業外収益  

受取利息 34

受取配当金 12

投資有価証券売却益 116

その他 70

営業外収益合計 234

営業外費用  

支払利息 403

持分法による投資損失 56

投資有価証券売却損 34

その他 212

営業外費用合計 706

経常損失（△） △1,968

特別利益  

関係会社株式売却益 39

貸倒引当金戻入額 10

特別利益合計 49

特別損失  

貸倒引当金繰入額 304

その他 133

特別損失合計 437

税金等調整前四半期純損失（△） △2,356

法人税、住民税及び事業税 △174

法人税等調整額 △1

法人税等合計 △175

少数株主損失（△） △1

四半期純損失（△） △2,178
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【訂正後】 

（単位：百万円） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年6月1日 
至 平成20年8月31日） 

売上高 3,921 

売上原価 4,215 

売上総損失（△） △293 

販売費及び一般管理費 　 1,202 

営業損失（△） △1,495 

営業外収益 

受取利息 34 

受取配当金 12 

投資有価証券売却益 116 

その他 70 

営業外収益合計 234 

営業外費用 

支払利息 403 

持分法による投資損失 472 

投資有価証券売却損 34 

その他 212 

営業外費用合計 1,122 

経常損失（△） △2,384 

特別利益 

関係会社株式売却益 39 

貸倒引当金戻入額 10 

特別利益合計 49 

特別損失 

たな卸資産評価損 15 

投資有価証券売却損 33 

投資有価証券評価損 35 

貸倒引当金繰入額 304 

その他 49 

特別損失合計 437 

税金等調整前四半期純損失（△） △2,771 

法人税、住民税及び事業税 42 

過年度法人税等 △216 

法人税等調整額 △1 

法人税等合計 △175 

少数株主損失（△） △1 

四半期純損失（△） △2,594 
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年6月1日 
至 平成20年8月31日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前四半期純損失（△） △2,356 

減価償却費 409 

持分法による投資損益（△は益） 56 

のれん償却額 9 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 294 

支払利息 403 

受取利息及び受取配当金 △47 

投資有価証券評価損益（△は益） 35 

投資有価証券売却益 △116 

投資有価証券売却損 67 

関係会社株式売却損益（△は益） △39 

固定資産除却損 49 

売上債権の増減額（△は増加） 311 

たな卸資産の増減額（△は増加） △203 

繰延資産の増減額（△は増加） 14 

仕入債務の増減額（△は減少） 293 

長期前受収益の増減額（△は減少） △61 

預り保証金の増減額（△は減少） △12 

前払費用の増減額（△は増加） 53 

預り金の増減額（△は減少） △43 

その他の資産・負債の増減額 △575 

小計 △1,457 

利息及び配当金の受取額 115 

利息の支払額 △308 

法人税等の支払額 △23 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,673 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の増減額（△は増加） 9 

有形固定資産の取得による支出 △154 

投資有価証券の取得による支出 △1 

投資有価証券の売却による収入 376 

貸付金の回収による収入 47 

貸付けによる支出 △100 

連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却によ
る収入 

△48 

関係会社株式及びその他関係会社有価証券の売
却による収入 

479 

差入保証金の増加額 △112 

その他 △3 

投資活動によるキャッシュ・フロー 491 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純増減額（△は減少） △604 

長期借入れによる収入 100 

長期借入金の返済による支出 △922 

社債の償還による支出 △3,075 

少数株主からの払込みによる収入 1,500 

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,001 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,183 

現金及び現金同等物の期首残高 5,950 
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【訂正後】
（単位：百万円） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年6月1日 
至 平成20年8月31日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前四半期純損失（△） △2,771 

減価償却費 409 

持分法による投資損益（△は益） 472 

のれん償却額 9 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 294 

支払利息 403 

受取利息及び受取配当金 △47 

投資有価証券評価損益（△は益） 35 

投資有価証券売却益 △116 

投資有価証券売却損 67 

関係会社株式売却損益（△は益） △39 

固定資産除却損 49 

売上債権の増減額（△は増加） 311 

たな卸資産の増減額（△は増加） △203 

繰延資産の増減額（△は増加） 14 

仕入債務の増減額（△は減少） 293 

長期前受収益の増減額（△は減少） △61 

預り保証金の増減額（△は減少） △12 

前払費用の増減額（△は増加） 53 

預り金の増減額（△は減少） △43 

その他の資産・負債の増減額 △575 

小計 △1,457 

利息及び配当金の受取額 115 

利息の支払額 △308 

法人税等の支払額 △23 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,673 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の増減額（△は増加） 9 

有形固定資産の取得による支出 △154 

投資有価証券の取得による支出 △1 

投資有価証券の売却による収入 376 

貸付金の回収による収入 47 

貸付けによる支出 △100 

連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却によ
る収入 

△48 

関係会社株式及びその他関係会社有価証券の売
却による収入 

479 

差入保証金の増加額 △112 

その他 △3 

投資活動によるキャッシュ・フロー 491 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純増減額（△は減少） △604 

長期借入れによる収入 100 

長期借入金の返済による支出 △922 

社債の償還による支出 △3,075 

株式の発行による収入 1,500 

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,001 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,183 

現金及び現金同等物の期首残高 5,950 

現金及び現金同等物の四半期末残高    1,766 
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 (4) 継続企業の前提に関する注記 
 【訂正前】（９ページ） 

<前略>このような事業環境のもと当社グループは、保有不動産や有価証券の売却に努めました。しかし
ながら、前期から引き続き不動産市況の悪化に伴い物件等の売却が当初予定どおりに進捗しなかったこと、
また、シニアハウジング＆サービス事業においても、当期から取り組んでおります運営効率の改善が途上
であること、さらに「すんぷ夢ひろば」運営事業についても、依然として赤字が継続していること等によ
り、当四半期において多額の当期純損失を計上することとなりました。 

<略> 
当該状況を解消すべく、当社グループは財務体質強化の具体的な施策として、自助努力による利益の積

み増しに加え、シニアハウジング＆サービス事業の事業再編に伴う資本提携を当四半期に実行いたしまし
た。また、資本増強を特定の投資家と交渉しており、取引金融機関からの継続的な協力が得られると考え
ております。

<略> 
当該中期経営計画の内容は、事業基盤の再構築のために、不動産コンサルティング事業では、リスクの

精査(案件の厳選)と収益の最大化(不動産バリューアップ)に重点をおいた新体制とし、人材と組織力を活か
した展開を行ってまいります。また、当該事業はファイナンス上の観点から効率性をより重視する体制へ
と変革いたします。シニアハウジング＆サービス事業では、積極的な事業展開が収益の悪化を招いたため、
ビジネスモデルを再構築するとともに、運営効率の改善に重点を置いた新体制といたします。また、ファ
イナンス・収益上の観点より新規出店は厳選する方針とし、既存施設の入居率改善を優先することで、早
期に営業赤字を解消し、安定的な収益を生み出す事業へと変革いたします。さらに、「チャーミング・ス
クウェア芦屋」については、同施設に係る不動産を既に第三者に譲渡しており、また同施設に係る運営事
業についても第三者に譲渡する旨の基本合意書を締結しており、同施設運営に伴う赤字発生を防止する策
を講じております。その他、開業以来集客数の低迷から赤字が継続しておりました「すんぷ夢ひろば」運
営事業について、赤字拡大を避けるため、平成 20 年９月 15 日をもって運営を休止するとともに、第三者
への売却を前提として交渉を開始しております。 
 また、キャッシュ・フローの安定的創出のために、当期より、㈱中央コーポレーションの非連結化等に
よる不動産コンサルティング事業に係るたな卸資産の大幅削減とともに、シニアハウジング＆サービス事
業で安定的な収益を生み出し、営業キャッシュ・フローの黒字化とさらなる拡大を図ります。また、営業
経費の削減により外部環境の変化への対応力を備えた収益構造へと脱皮するとともに、営業経費の効率化
の観点から、費用対効果の向上と人件費等固定費の縮小をすることにより、当該中期経営計画初年度の販
売費・一般管理費を対前連結会計年度比 20％超削減いたします。 
 さらに、保有不動産の売却や事業の見直し等の資産圧縮を積極的に進めることで、有利子負債の削減を
行ってまいります。当該計画を確実に実行してゆくことにより、取引金融機関からの継続的な協力が得ら
れると考えております。 
 <略> 

 
 【訂正後】 

<前略>このような事業環境のもと当社グループは、保有不動産や有価証券の売却に努めました。しかし
ながら、前期から引き続き不動産市況の悪化に伴い物件等の売却が当初予定どおりに進捗しなかったこと、
また、シニアハウジング＆サービス事業においても、当期から取り組んでおります運営効率の改善が途上
であること、さらに「すんぷ夢ひろば」運営事業についても、依然として赤字が継続していること等によ
り、当四半期において多額の四半期純損失を計上することとなりました。 

<略> 
当該状況を解消すべく、当社グループは財務体質強化の具体的な施策として、不採算事業の整理、人員

リストラを含む販売費及び一般管理費の削減によるキャッシュ・フローの改善に取り組み、さらに本年８
月にはシニアハウジング＆サービス事業に係る 15 億円の資本増強を実行いたしました。 
 <略> 
 当該中期経営計画における戦略的課題として、(1)経営基盤の強化を目的とした運営事業の再構築、(2)
不動産投資におけるリスク精査の厳格化ならびに運営事業の強固な基盤確立による安定したキャッシュ・
フローの創出、(3)財務基盤の強化の３点を掲げました。 
 このうち、(1)経営基盤の強化を目的とした運営事業の再構築については、シニアハウジング＆サービス
事業において、入居率低迷により赤字が継続している「チャーミング・スクウェア芦屋」運営事業を第三
者に譲渡する旨の基本合意書を締結しており、本年 10 月末までに譲渡を完了いたします。また、その他
事業においても、開業以来集客数の低迷により赤字が継続していた「すんぷ夢ひろば」運営事業を本年９
月 15 日をもって運営を休止するとともに、第三者への売却を前提として交渉を進めております。このよ
うに、個別の運営事業を選別し、新たな赤字発生を防止する取り組みを進めており、運営事業の再構築を
当初予定以上に着実に実行しております。 
 また、(2)不動産投資におけるリスク精査の厳格化ならびに運営事業の強固な基盤確立による安定したキ
ャッシュ・フローの創出については、収益構造の改善のために、当連結会計年度の販売費及び一般管理費
の 20％超削減を目標に掲げておりますが、当社は 121 名の従業員のうち、71 名を本年９月末までに削減
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し、固定費の縮小を断行し、削減目標を大幅に達成しております。 
 さらに、(3)財務基盤の強化については、上記の資本増強に加え、他の資本増強についても特定の投資家
と交渉しており、自己資本の充実を確実に図ってまいります。こうした資本増強への取り組みはシニアハ
ウジング＆サービス事業における顧客に対する信用補完を通じて営業促進につながるものと考えておりま
す。また、「チャーミング・スクウェア芦屋」に係る土地および建物を 115 億円で既に第三者に売却して
おり、さらに、他の保有不動産の売却も検討する等、資産の圧縮に積極的に取り組んでおります。 
 こうした取り組みを進め、当該計画を確実に実行してゆくことにより、不動産コンサルティング事業に
依存しない経営体質への改善を実現し、シニアハウジング＆サービス事業を安定的にキャッシュ・フロー
を創出できる事業として成長させることにより、取引金融機関からの継続的な協力が得られると考えてお
ります。 

<略>  
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