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事業の現状、今後の展開、事業計画の改善について 

 

当社は、事業の現状、今後の展開等について、下記のとおり株式会社東京証券取引所に対し、同社有価証券

上場規程第 311 条第１項第４号並びに同第 601 条第１項４号ａに定める書面を提出いたしましたので、お知ら

せいたします。 

本書面の提出により、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第 311 条第１項第４号並びに同第 601 条第

１項４号ａに定める期間は９ヶ月となり、平成 21 年８月 31 日までのいずれかの月において、月間平均時価総

額及び月末時価総額が 12 億円以上となった場合は、同指定替え基準に、平成 21 年 10 月 31 日までのいずれか

の月において、月間平均時価総額及び月末時価総額が６億円以上となった場合は、同上場廃止基準には該当し

ないこととなります。 

 なお、株式会社東京証券取引所より、平成 20 年 10 月 30 日付で平成 20 年 10 月から同年 12 月までの間、一

時的に上場株券に係る時価総額基準の適用が停止される旨、及び平成 21 年１月 13 日付で平成 21 年１月より

同年 12 月末までの間、一時的に基準を一部変更して適用される旨の公表がなされております。 

 当社では、下記に記載いたしました今後の展開における改善施策を推進することにより業績の回復を図り、

市場からの評価を向上させることによって時価総額を 12 億円以上へ回復し、今後とも東京証券取引所市場第

一部での上場を維持するよう努めてまいる所存であります。 

 

記 

 

１．事業の現状について 

（１）当社の企業理念と経営の基本方針 

当社グループは、「不動産価値創造を通じて、心の豊かさにつながるホスピタリティサービスの提供を行

います」という企業理念を通じ、市況に左右されやすい不動産事業を核としながらも経営基盤の安定化を図

るため、シニアハウジング＆サービス事業及びその他事業を展開してまいりました。 

具体的には、不動産の価値向上を実現するため、ソリューションの提供を目的とした「不動産コンサルテ

ィング事業」、シニア世代に向けた施設の運営（要介護者向けシニア住宅「ボンセジュール」シリーズなら

びに健常高齢者向けシニア住宅「チャーミング・スクウェア」シリーズ）およびシニア向けサービスの提供

を目的とした「シニアハウジング＆サービス事業」ならびにプレシニア世代に向けた遊び・健康の提供をコ

ンセプトとしたゴルフ場・ホテル・温浴施設運営事業等を行う「その他事業」であります。 

しかしながら、「選択と集中」による不採算事業の整理等を行った結果、今後は、健常高齢者向けシニア
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住宅「チャーミング・スクウェア」の運営事業を主体としたシニアハウジング＆サービス事業に注力するこ

とにより、再建を目指していく方針であります。 

 

（２）当社の事業の現状 

当社グループを取り巻く事業環境は、一昨年の夏以降のサブプライムローン問題の長期化に伴う世界的な

金融市場の混乱、金融機関の不動産案件に対する融資姿勢の厳格化、及び不動産市況の急速な縮小等により、

極めて厳しい状況が続いております。また、昨年以来、上場会社の倒産が相次ぎ、さらに不動産セクターに

位置する会社をはじめ多くの新興企業には、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している旨の注記が

付されるなど、今後破綻企業の増加が見込まれる状況にあります。こうした危機的な状況を乗り越えるべく

「選択と集中」によるグループ会社の再編並びに販売費及び一般管理費の削減を中心としたコスト削減等財

務リストラを行うとともに、不安定な不動産事業に依存しない経営体質への改善を目指し、昨年以来、不採

算事業の整理や人員リストラによるキャッシュ・フロー改善等に積極的に取り組み、再建を図っております。 

中でも、前連結会計年度より取組んでおりました安定的なキャッシュ・フロー創出のための赤字の止血及

びキャッシュの流出防止に対する施策ついては、ゴルフ場並びにホテル運営事業の売却、温浴レクリエーシ

ョン施設「すんぷ夢ひろば」の事業売却の完了などにより、確実にその効果を得ており、第２四半期連結会

計期間において、不採算事業の整理がほぼ一巡することが出来ました。 

また、シニアハウジング＆サービス事業のうち要介護者向けシニア住宅「ボンセジュール」の運営事業に

ついては、早期に事業基盤の安定化と今後の競争力の強化を目指す必要があるとの判断から、株式会社ジェ

イ・ウィル・パートナーズ（以下、「ＪＷＰ」という。）の管理運営する特別目的会社に譲渡いたしました。 

しかしながら、前連結会計年度から引き続き、外部環境の悪化に伴い不動産案件に対する金融機関の融資

姿勢が益々厳しくなっていく中で、当社の不動産コンサルティング事業においては、物件の売却等が当初予

定どおりに進捗しておらず、また、シニアハウジング＆サービス事業においても、信用収縮が進む中、当初

計画どおりの入居率を達成することが出来なかったことから、当第２四半期連結累計期間において 4,144 百

万円の四半期純損失を計上することとなりました。 

 また、当連結会計年度に入り、さらなる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

ていないことから、前連結会計年度まで３期連続の赤字となっておりました営業キャッシュ・フローは、当

第２四半期連結累計期間においても赤字となり、一部の金融機関からの借入返済について、金融機関との合

意により期日を延期しております。 

 当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しておりますが、早期に資金繰りの安定化を

実現し、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、人員リストラを含む

販売費及び一般管理費の削減、並びに健常高齢者向けシニア住宅「チャーミング・スクウェア」の運営事業

へ軸足を移すことにより、キャッシュ・フローの改善に取り組むことにより、早期に資金繰りの安定化が図

れるものと考えております。  

なお、販売費及び一般管理費の削減については、当連結会計年度の販売費及び一般管理費の前期比 20％超

を削減することを目標に掲げ、収益構造の改善に努めて参りました。第２四半期連結会計期間においては、

平成 20 年９月末までに 121 名の従業員のうち 71 名を削減するとともに、平成 20 年 11 月には本社事務所の

移転を行うなど徹底した固定費の削減を実施した結果、削減目標を大幅に達成することが出来ました。今後

もさらなる販売費及び一般管理費の削減を断行していきます。 
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（３）通期業績予想 

本日、別途開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」にてお伝えいたしましたように、当社

グループでは、平成 21 年５月期の通期連結業績において 80 億円の当期純損失を計上する見込みであり、ま

た、キャッシュ・フローにつきましても、引き続き営業キャッシュ・フローが赤字となる見込みであります。  

これにより、当社会計監査人の監査報告書におきましては、引き続き継続企業の前提に関する重要な疑義

が存在している旨の注記が付される見込みであります。 

 

２．今後の展開について 

（１）中期再建計画の目的 

当社グループは、平成 20年７月４日付にて、平成 21 年５月期を初年度とする３ヵ年の中期経営計画「ゼ

クスリバイバルプラン 2011」を発表し、その改革の初年度である平成 21 年５月期は、役員報酬の 20％～40％

カットとともに販売費・一般管理費を前期比 20％超削減する自助努力に加え、新たな資本増強も計画してい

るほか、バランスシートの圧縮を中心とした財務内容の改善、グループ内の各事業の競争力を向上させるプ

ロジェクトに着手いたしました。 

「ゼクスリバイバルプラン 2011」の内容といたしましては、①不動産コンサルティング事業においては、

案件の厳選と不動産のバリューアップに重点を置き、ファイナンス上の観点から効率性をより重視する体制

への変革を図ること、②シニアハウジング＆サービス事業においては、ファイナンス並びに収益上の観点か

ら新規出店を厳選し、既存施設の入居率改善を優先すること、③リゾート＆スポーツ、その他事業において

は、平成 21 年５月期よりその他事業に名称変更し、これまでの当社独自での事業展開から、第三者との提

携等、より付加価値の高いサービス提供ができる体制を模索することを掲げ、経営基盤の再構築に向けた取

り組みを実施してまいりました。 

しかしながら、｢１．事業の現状について（２）当社の事業の現状」に記載のとおり、依然として不動産

を取り巻く事業環境は厳しい状況が続いており、グループ会社の再編をはじめ、より一層グループ事業の選

択と集中を図ることを余儀なくされてまいりました。そのため、不安定な不動産事業に依存しない経営体質

への改善を目指し、さらなるグループ事業の選択と集中を進めた結果、今後はシニアハウジング＆サービス

事業をグループ事業の中核事業と位置付け、その事業スタイルについても、これまでの多額の初期投資を伴

う開発型に、新たに初期投資の少ない不稼働建物のコンバージョン型を加えることで、健常高齢者向けシニ

ア住宅事業をより収益性の高い事業へと成長させることが出来るものと考えております。 

 また、これまでグループ事業の中核事業でありました不動産コンサルティング事業につきましては、既存

の保有不動産の売却に注力するとともに、シニアハウジング＆サービス事業に対する開発、企画及びコスト

管理のノウハウの提供等、補完的な役割を担うものと考えております。 

さらに、当社は、取引金融期間との緊密な関係を維持しており、当面の厳しい環境を乗り越えるべく、継

続的なご支援を頂くことを前提とした資金計画の見直しを行うとともに、資本増強の実現等も視野にいれ、

財務体質の改善並びにグループ内各事業の競争力強化に取組んで参りたいと思います。 

以上のことから、平成 20年７月４日付にて発表した「ゼクスリバイバルプラン 2011」の大幅な見直しを

行った上で、新たに「中期再建計画」を策定いたしました。 

なお、「中期再建計画」においては、事業再構築に向けた施策の実施、事業を継続的に運営する基盤を取

り戻すため、ステークホルダーの皆様に対する信用回復、並びに当社グループの中核事業となるシニアハウ

ジング＆サービス事業における早期に安定的なキャッシュ・フロー創出のための体制構築が喫緊の課題であ
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ると考え、早期に計画を達成すべく全社員一丸となって邁進していく所存であります。 

そのための具体的な取り組みにつきましては以下のとおりであります。 

 

（２）中期再建計画の内容 

  ① シニアハウジング＆サービス事業の強化 

当社は、不動産を取り巻く事業環境が依然として厳しい状況にあること等を鑑み、早期に不動産事業に

依存しない経営体質への転換を図ることを目指しております。また、安定的なキャッシュ・フロー創出の

ための赤字の止血及びキャッシュの流出防止が、当社グループの喫緊の課題であったことから、より一層

グループ事業の「選択と集中」を図ることを余儀なくされてまいりました。 

そのような状況下においても、今後益々高齢社会が進展するのに伴い、シニア向けサービス市場の拡大

が予想され、さらなる成長の余地があると考えられることから、今後はシニアハウジング＆サービス事業

をグループ事業の中核事業と位置付け、積極的な展開を図っていく所存であります。 

また、その事業スタイルについても、これまでの多額の初期投資を伴う開発型に、新たに初期投資の少

ない不稼働建物のコンバージョン型を加えることで、健常高齢者向けシニア住宅事業をより収益性の高い

事業へと成長させることが出来るものと考えております。さらに、従来の「入居一時金方式」による募集

においては当社グループ与信が入居率に影響を及ぼしており、この影響を回避するため、一部施設につい

ては、「分譲方式」に変更する予定です。合わせて、販売・営業体制の強化を図るため、グループ内での

人的資源の配分を見直し、適材適所の人員配置を実現した上で、営業・販売活動に従事する人員の増強を

進めるとともに、これまでのサービス内容を見直し、高コスト体質からの脱却かつサービスの質の向上を

目指し、サービス体制の変更等についても積極的に取組むことでさらなる顧客満足の 大化を図ってまい

ります。 

    シニア関連ビジネスは、日本の急速な高齢化にまだ追いついておらず、潜在的に大きなマーケットとい

えます。このマーケットに注力することにより、業績変動リスクを大きく抑えることが可能になると考え

ております。 

 

② 経営資源の集中 

当社を取り巻く環境は、世界的な金融市場の混乱、金融機関の不動産案件に対する融資姿勢の厳格化、

及び不動産市況の急速な縮小等により、極めて厳しい状況が続いております。こうした全社的な危機を乗

り越えるべく、前期より「選択と集中」によるグループ会社の再編並びに不採算事業の整理等に積極的に

取り組んだ結果、第２四半期連結会計期間において不採算事業の整理を一巡することができました。 

今後は、当社グループの中核事業であるシニアハウジング&サービス事業へと経営資源を集中させると

ともに、事業再構築に向けた施策をより迅速に、かつより機動的に実施するため、管理体制の強化に努め

てまいります。 

なお、平成 21 年３月の本社事務所の移転に伴い、当社グループ内の管理部門を集約し、当社グループ

としての一元的な管理体制を整備するとともに、当社グループが営む事業領域の再編に伴い人員の再配置

並びに業務の合理化を図ってまいります。 

 

③ たな卸資産及び固定資産の圧縮 

当社は、前期より株式会社中央コーポレーションの連結子会社から持分法適用関連会社への移行、ゴル
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フ場運営会社５社の株式売却並びにホテル運営事業の譲渡等、当社グループ事業の「選択と集中」を進め

ることにより、たな卸資産及び固定資産の圧縮に努めてまいりました。 

   また、金融機関の不動産案件に対する融資姿勢の厳格化及び不動産市況の急速な縮小等、当社を取り巻

く事業環境の急激な変化を受け、当社が保有する不動産の早期売却を実現し、有利子負債の圧縮を通じた

財務体質の改善を図るべく売却先の選定等を進めております。 

不動産売却については、当然利益確保を前提として交渉を行うものの市況を考慮し、スピードを重視し

売却していくことといたします。現在、当社が関与している営業用資産は、平成 20 年 11 月末現在で 11,697

百万円ありますが、当該物件売却の大半を６ヶ月以内に完了させる予定です。 

   なお、今後は、不動産コンサルティング事業はシニアハウジング＆サービス事業に対する、開発、企画

及びコスト管理のノウハウの提供等、補完的な役割を担うものと考えておりますので、不動産コンサルテ

ィング事業の一環としての営業用資産の取得及び不動産流動化スキームへの投融資等については、積極的

な展開を行わず、当面の間、物件の新規取得並びに新規投融資を行わない方針であります。 

 

④ 財務内容の改善 

当社は、取引金融期間との緊密な関係を維持しており、当面の厳しい環境を乗り越えるべく、継続的な

ご支援を頂くことを前提とした資金計画の見直しを行うとともに、一部の金融機関からの借入返済につい

て、金融機関との合意により期日を延期しております。 

 さらに、短期的には当社グループにて保有しております営業用資産の売却を実行することにより、営業

キャッシュ・フローの改善を図るとともに、中長期的には、シニアハウジング＆サービス事業を安定的な

キャッシュ・フローを創出することが出来る事業へと成長させることにより、各期毎の営業キャッシュ・

フローの黒字化を実現してまいります。 

また、現下の金融危機また景気低迷に際して、政府で検討が開始されております「危機対応円滑化業務」

および「健全な事業を営む住宅・不動産事業者等への資金支援」、「産業活力再生特別措置法の認定を受け

た企業への公的保証付低利融資制度」等の取り組みを注視するとともに、それらの活用の検討を進めてま

いります。 

 

⑤ 資本増強策の実行 

当社は、当社が直面する経営課題と現状、及び中長期に亘る収益機会の拡大や収益性の向上を見据え、

将来的発展に向けた検討を重ねた結果、永続的に事業活動を営む基盤を取り戻すためには、自己資本の増

強及びステークホルダーの皆様に対する信用回復が必至であると考え、平成 21 年１月 29 日開催の当社取

締役会において、第三者割当による新株式及び新株予約権の発行登録を行うことを決議いたしました。 

当該発行登録制度を利用した第三者割当増資が実施された場合には、 大で当社普通株式が新たに

523,962 株発行されることとなり、この新規発行株式数は現在の発行済株式数の約 234％にあたるため、

結果として株式の希薄化を生じさせることとなります。しかしながら、今後の当社グループの成長戦略を

見据えた上で、自己資本増強による財務基盤強化の必要性、当社グループにおける事業の将来性及び必要

低限の資金需要を勘案した結果、発行予定額等を決定しており、当該発行登録制度を利用した第三者割

当増資を実行した場合の希薄化の規模は合理的であると考えております。 

今後、第三者割当増資を実施するにあたり割当先の選定が必要となりますが、当社の取引先など幅広い

割当候補先の中から当社の今後の事業展開を理解し、ともに事業発展を目指すことの出来る候補先を割当
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先に選定することで、さらなる取引先等との関係強化を図り、企業価値向上に向けてより一層経営改革を

推進することが出来るものと考えております。 

また、新株予約権につきましても、割当先との事業連携を通じて早期に事業再建を図った上で、将来

において新株予約権を行使して頂くことにより、当社にとっても機動的な資金調達が期待できるのみなら

ず、当社の社業発展にも寄与し、ひいては既存株主の皆様の利益拡大につながるものと考えております。 

なお、第三者割当増資が実施され資金調達が実現した場合には、健常高齢者向けシニア住宅事業の入居

募集広告や販売促進費用、及び運営サービスの質の向上を図るために要する諸費用等に充当する予定であ

ります。さらに、新株予約権の行使による資金調達が実現した場合には、シニアハウジング＆サービス事

業を更なる収益性の高い事業へと成長させるため、新たに検討しております初期投資の少ない不稼動建物

のコンバージョン型健常高齢者向けシニア住宅の改造及び開設資金や本社機能の運営に要する販売管理

費等に充当する予定であります。 

 

  ⑥  徹底した経費削減 

    当社は、前期より経費削減に取組んでまいりましたが、さらに経営の効率化及び収益の安定化を図る

ためきめ細かな経費管理の徹底を推進するとともに、平成 21 年３月より再度本社事務所の移転を行うな

ど、固定費の削減に努め、より一層の販売費及び一般管理費の削減を断行いたします。 

    主な販売費及び一般管理費の削減状況と今後の施策については、下記のとおりとなります。 

既実施分 今後の施策等 
科 目 

内 容 
削減額

（百万円）

削減率
（％） 

内 容 

役員報酬 役員報酬の減額 △106 △54.0 平成 20 年７月及び８月に実施済 

人件費 組織のスリム化による人件費の減少 △868 △59.2 平成 20 年９月に完了 

広告宣伝費 グループ事業整理等に伴う削減 △390 △93.7 事業に見合った広告方法等への転換

地代家賃 
人員の減少及びグループ事業整理に

伴う賃貸スペース圧縮による削減 
△81 △23.7

平成 20年 12月及び平成21年３月の

２度に亘る本社事務所の移転完了 

支払手数料 経営の合理化等による削減 △202 △29.3 事業に見合った支出等への転換 

交際費 経費削減の徹底 △118 △82.4 引き続き、経費削減の徹底 

    ※「削減額＝前期当該科目－当期当該科目(見込)」、「削減率＝削減額÷前期当該科目」にて算出しております。 

 

３．継続企業の前提に関する重要な疑義の解消の見込について 

  当社は、会計監査人である監査法人ウイングパートナーズより、当該疑義を解消させるために、「営業キ

ャッシュ・フローの黒字化」及び「資金繰り計画において問題を発生させないこと」を実現することが必要

との見解を得ております。 

  現状、当社は、｢２．今後の展開について」に記載のとおり「中期再建計画」を策定し、早期に事業基盤

の安定化を図るべく、資本増強等を含めた事業基盤再構築に向けた諸施策を実施しております。これらの取

り組みを通じて、安定した収益基盤及び安定的なキャッシュ・フローを獲得することで、当該疑義を解消す

ることができるものと考えております。 

 

４．今後の見通し及び上場維持について 

  今後の国内経済、中でも不動産市況の見通しにおきましては、金融市場の混乱が落ち着くまでは厳しい環

境が続くものと予想しており、景気回復には今しばらくの時間を要するものと考えております。 
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  このような事業環境の下、当社は、シニアハウジング＆サービス事業を核とした上記の「中期再建計画」

を着実に実行し、早期に収益基盤の回復並びに安定的なキャッシュ・フロー創出のための体制構築を図るこ

とでステークホルダーの皆様の信用を回復し、市場からの評価を高めてまいりたいと考えております。 

  こうした施策を着実に実行することで、当社は引き続き東京証券取引所市場第一部での上場を維持するこ

とができるよう、全社員が一致協力、一丸となって取り組んでまいる所存であります。 

 

以上 
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