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未来に輝く価値のために
～For the Future Value～
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Part 1

平成２０年第２四半期累計期間（中間期）の業績
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平成２０年平成２０年 中間期の経営成績中間期の経営成績

第2四半期連結累計期間
〔単位：百万円〕 　　期初予想

（5月14日発表）
　　修正予想

（9月2日発表）
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3.36円

当四半期累計

　　純利益
-2,100 -3,188

１株当り当四半期

　　累計純利益
-35.30円 -53.59円

実績

売 上 高 2,900 1,917

営業利益 -500 -2,728

経常利益 -600 -2,726

単位：百万円

販売計画の遅れ　5,500百万円
投資損失引当金　1,439百万円
（特別損失として計上予定）

販売計画の遅れ　1,000百万円
時価評価損　　　　　916百万円
投資損失引当金　1,430百万円
　　　　（結果として原価に計上）
法人税等調整額　　265百万円
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平成２０年平成２０年 中間期の中間期の財政状態財政状態

連結
平成20年3月期
連結会計期末

平成20年第2四半期
連結会計期末

対前期末比増減

-13,209百万円

-3,294百万円

-0.2％

-55.50円

総 資 産 42,743百万円 29,533百万円

純 資 産 10,515百万円 7,220百万円
自 己資本

　比　率　
　24.6％ 24.4％

１株当たり
純資産

176.44円 120.94円
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事業別経営成績事業別経営成績

〔連　結〕 不動産事業 生活関連事業 合　計

売上高 1,767

1,163

評価損相当原価 2,346 0 2,346

売上総利益 -1,742 56 -1,687

販管費（直接） 585 46 632

事業別損益 -2,328 9 -2,318

32

営業利益 -2,705 -23 -2,728
事業部別

売上割合
92.2％ 7.8％ 100％

間接経費配賦 377 409

150

原　価 95 1,258

1,917

＊当社グループの間接経費は売上に比例して配賦しております。

＊間接経費は、本社管理経費相当額です。

単位：百万円
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不動産不動産事業営業事業営業成績詳細成績詳細

〔連　結〕 売上高 原価
売上

総利益

807 102

285
その他 246 29 217 88.2%

評価損 ― 2,346 -2,346 ―

-1,742

327

3,509

売上

総利益率

11.2%

46.6%

―

販売事業 909
賃貸事業 612

合　計 1,767

単位：百万円

＊「その他」は、不動産（ホテル・オフィス）管理業務・流動化（TK出資配当）です。

その他
14%

販売事業
51%

賃貸事業
35%

連結売上高のシェア

その他
36%

販売事業
17%

賃貸事業
47%

連結売上総利益のシェア　（評価損除く）
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Part 2

第２四半期累計期間の状況
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予想を超えた経済環境の悪化予想を超えた経済環境の悪化

不動産流通市場の極端な停滞

年度当初

＊サブプライムショック＊サブプライムショック

　　　→貸出縮小　　　→貸出縮小

　　　→投資意欲減退　　　→投資意欲減退

＊建築基準法改正＊建築基準法改正

　　　→工期の長期化　　　→工期の長期化

＊原材料高騰＊原材料高騰

　　　→建築コスト増加　　　→建築コスト増加

＊大型倒産の連鎖＊大型倒産の連鎖

＊円高・株安＊円高・株安

　　→世界経済減速　　→世界経済減速

　　→全業種に打撃　　→全業種に打撃

　　→賃料相場の下落　　→賃料相場の下落

＊リーマン・ショック＊リーマン・ショック

　→資金の担い手と大型　　→資金の担い手と大型　
　　物件の購入者不在　　物件の購入者不在

期中
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当社グループへの影響当社グループへの影響

１　未着工の開発プロジェクトの撤退１　未着工の開発プロジェクトの撤退

　　　　　　→大阪・南堀江開発プロジェクト撤退→→大阪・南堀江開発プロジェクト撤退→ 1,4301,430百万円の評価損百万円の評価損

　　　→札幌ホテル計画再検討　→買主都合によるため、　　　→札幌ホテル計画再検討　→買主都合によるため、440440百万円収入予定百万円収入予定

　　　→沖縄リゾートホテル計画再検討　→買主都合によるため、　　　→沖縄リゾートホテル計画再検討　→買主都合によるため、369369百万円収入予定百万円収入予定

２　販売計画の遅れ２　販売計画の遅れ

　　　　　　→修正後もリーマン・ショックにより、→修正後もリーマン・ショックにより、99月末の月末の 1,0001,000百万円の販売予定が延期百万円の販売予定が延期

３　予想以上の時価評価損の計上３　予想以上の時価評価損の計上

　　　　　　→不動産マーケットの下落により、→不動産マーケットの下落により、 916916百万円の評価損と百万円の評価損と 9696百万円の特別損失百万円の特別損失

４　繰延税金資産の見直し４　繰延税金資産の見直し

　　　　　　→法人税等調整額として→法人税等調整額として 265265百万円計上百万円計上

５　来期以降の利益確保策の見直し５　来期以降の利益確保策の見直し

　　　　　　→来期売上見通し→来期売上見通し 450450億円のうち、億円のうち、200200億円以上を喪失億円以上を喪失

オフバランス経営への方向転換



当社グループの勝ち残り戦略当社グループの勝ち残り戦略
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１　手元資金流動性の向上と有利子負債の削減　　　１　手元資金流動性の向上と有利子負債の削減　　　

　　　　　　　　→原価割れ売却を容認し通期業績を下方修正→原価割れ売却を容認し通期業績を下方修正

２　借入の長期化２　借入の長期化

　　　　　　　　→短期借入金から長期借入金への組替額→短期借入金から長期借入金への組替額 3,1503,150百万円百万円

　　　　→短期借入金の返済額　　　　→短期借入金の返済額 973973百万円百万円

３　不採算部門の閉鎖・縮小、一般管理費の削減３　不採算部門の閉鎖・縮小、一般管理費の削減

　　　　　　　　→繊維関連事業完全撤退、子会社整理、役員報酬の自主的返上→繊維関連事業完全撤退、子会社整理、役員報酬の自主的返上

４　オフバランス事業のスピードアップ４　オフバランス事業のスピードアップ

　　　　→ホテルマネジメント事業の強化　　　　→ホテルマネジメント事業の強化

　　　　　　　　→地方大型物件（旧第３セクター）の再生支援業務受託　　　→地方大型物件（旧第３セクター）の再生支援業務受託　　　

修正後連結予想 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益

通　期 21,000 -2,400 -1,900 -2,500
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Part 3

価値開発グループのオフバランス展開

＊本資料中の業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前
提に基づいており、実際の業績等はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。よって本資料において、当社の将
来の業績を保証するものでは無いことを、ご承知おきください。
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価値開発グループのホテル事業価値開発グループのホテル事業

＊不動産価値を高めるソフトの担い手としての、実力派の子＊不動産価値を高めるソフトの担い手としての、実力派の子
会社を傘下に収めました。会社を傘下に収めました。

株式会社ジェイ・エイチ・エム　（ホテルオペレーション）
大手ホテルチェーンの役員・支配人経験者と、大手旅行代理店のマネージャー出身者とが
設立した、ホテルと観光のプロ集団です。受託済み案件は短期間で著しい成果を上げ、次
期受託に関する多数のオファーがきています。今後は、オペレーションに特化します。

株式会社フィーノホテルズ　（ホテルマネジメント）
平成20年10月31日に新たに買収した、ホテルフィーノ札幌・ホテルフィーノ大分の開発と大
手ファンドへの売却後、マスターリースをしている会社です。今後は、マネジメントに特化し、
ホテル事業展開の中核にしていく予定です。

価値開発株式会社のホテル事業実績
現在5物件の企画・開発に取り組み、4物件を保有しています。

Fino Hotel Sapporo

Fino Hotel Oita
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ホテル提携新規事業ホテル提携新規事業

＊ベストウェスタンインターナショナルの日本戦略を強力に＊ベストウェスタンインターナショナルの日本戦略を強力に
サポートしていきます。サポートしていきます。

ベストウェスタンインターナショナル

ベストウェスタンは、M.K. ガーティン氏により1946年に設立された非営利の組合組織であり、その本
部を米国アリゾナ州フェニックスに置いています。もともと地元に根付いた宿泊施設のオーナーをメ
ンバーとして、その親睦や情報交換を図る目的で組織された団体ですが、その運営のコンセプトやノ
ウハウは世界中に広がり、1975年以来、ベストウェスタンは世界最大のホテルチェーンとなっていま
す。60有余年の経験を活かし、日本においては今後10年間に150軒の展開を目指しています。

■当社は、ベストウェスタンインター

ナショナル、ならびに、ベストウェス

タンインターナショナルライセンス株

式会社と、日本における開発を独占

的に行なう権利を取得する契約を締

結いたしました。

世界で世界で4,2004,200軒のホテル数軒のホテル数

世界で３６万室の客室数世界で３６万室の客室数

世界８０ヶ国のネットワーク世界８０ヶ国のネットワーク

世界３０ヶ国の予約センター世界３０ヶ国の予約センター
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当社グループのビジネスチャンス当社グループのビジネスチャンス

＊竣工前の企画開発事業と、竣工後のオペレーション事業と＊竣工前の企画開発事業と、竣工後のオペレーション事業と
の組み合わせにより、多彩なビジネスチャンスが得られます。の組み合わせにより、多彩なビジネスチャンスが得られます。

開業前開業前

１．開業コンサルタントフィー

２．新規加盟料収入

３．開発（改築）業務委託フィー

４．什器備品販売手数料

５．人材教育フィー　　　　　　 etc.

開業後開業後

１．運営管理委託フィー

２．アメニティグッズ販売手数料

３．集客業務手数料

４．オペレーション受託フィー etc.

価値開発価値開発

の開発ノウハウの開発ノウハウ

フィーノホテルズフィーノホテルズ

のマネジメントのマネジメント

ノウハウノウハウ

Best WesternBest Western

のの

ブランド力ブランド力

　　３つの力の融合による

　　　　展開のスピードアップ
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ホテルのオフバランス開発ホテルのオフバランス開発

不動産のオリジネーター（所有者）不動産のオリジネーター（所有者）

土地所有者・既存ホテル所有者・ホテルファンド土地所有者・既存ホテル所有者・ホテルファンド

開発提案
リブランド提案

価値開発グループ価値開発グループ

マネジメント
サービス提供開発・加盟フィー

マネジメントフィー

金融機関金融機関

資金調達

＊当社の収益基盤が、ストックビジネスへと転換できます。＊当社の収益基盤が、ストックビジネスへと転換できます。
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オフバランス展開オフバランス展開の地域活性化事業の地域活性化事業　　

＊企画・開発の受託事業で、＊企画・開発の受託事業で、他社物件の最有効利用価値を他社物件の最有効利用価値を
アップさせ、販売をサポートいたしますアップさせ、販売をサポートいたします。。

＊＊当社の開発ノウハウ・金融ノウハウを活かします。当社の開発ノウハウ・金融ノウハウを活かします。

都市名 プロジェクト名 受託内容

北九州 黒崎コムシティ再生プロジェクト
内閣府の中心市街地活性化基本計画に認定された、活性化の中核物件で
ある北九州市黒崎駅ビル「コムシティ」の、リーシングから、出口戦略を受託
いたします。

当社の注目している地域活性化第１号プロジェクト
－黒崎コムシティ再生ＰＪ－

地域社会に再活用のニーズがありながら、投資対象となりにくかっ
た旧第三セクター物件が、全国各地に多数あります。このプロジェ
クトに成功すれば、自治体融資や政策投資融資など、多様な資
金調達手段で、新たなマーケットの創造が期待されます。
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本資料についてのお問い合わせは、価値開発株式会社東京支社銀座オフィス　経営企画本部（TEL03-5537-5570）宛てにお願いいたします


