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当第３四半期連結累計期間(平成20年６月１日～平成21年２月28日)におけるわが国経済は、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、上場会社の破綻が相次ぎ、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。 

このような事業環境のもと当社グループでは、シニアハウジング＆サービス事業を軸として、不動産コ

ンサルティング事業並びにその他事業を展開するとともに、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、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」を策定し、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向

けて取組んでまいりました。 

しかしながら、当第３四半期連結累計期間においては、このような厳しい事業環境の下、未だ業績の回

復を実現するには至っておらず、当第３四半期連結累計期間における業績は、売上高11,554百万円、営業

損失2,864百万円、経常損失5,394百万円、四半期純損失8,133百万円となりました。 

なお、当社は、当社の持分法適用関連会社である株式会社中央コーポレーションにおいて、平成21年５

月期第３四半期(自平成20年12月１日 至平成21年２月28日)に関する監査が現在も継続しており、予定し

ていた決算発表予定日までに全ての決算手続きが終了しないことが判明し、決算発表予定日を延期するこ

ととなったため、当社の平成21年５月期第３四半期決算に株式会社中央コーポレーションの持分法投資損

益を算出することが出来ないこととなりました。 

 そのため、当社は、平成21年５月期第３四半期決算において、当社および当社連結子会社の保有する株

式会社中央コーポレーション株式全額に対し、特別損失として関係会社株式評価損を2,442百万円計上し

ております。 

事業の種類別セグメントは次のとおりです。 

  

(不動産コンサルティング事業) 

世界的な金融市場の混乱と信用収縮に端を発し、不動産市況の低迷が長期化の様相を呈しているのを

受け、不動産業界全体における資金調達環境は極めて厳しい状況が続いております。このような環境の

下、金融機関の不動産案件に対する融資姿勢のさらなる厳格化、これに伴う不動産需要の急激な縮小等

により当社保有物件の売却交渉は遅々として進まなかったことから、当第３四半期連結会計期間におい

ては保有する収益不動産の賃料収入が主な収益となりました。 

 その結果、当事業における当第３四半期連結累計期間の売上高が3,924百万円、営業利益は551万円と

なりました。 

  

(シニアハウジング＆サービス事業) 

当第３四半期連結会計期間においては、引き続き健常高齢者向け住宅「チャーミング・シリーズ」５

施設の運営を行い、入居率向上ならびにコスト削減等への取組みを行ったものの、所得環境及び雇用環

境の悪化に伴う消費マインドの落ち込みにより入居率推移は計画を下回ることとなったため、営業経費

を吸収することができませんでした。 

 その結果、当事業における当第３四半期連結累計期間の売上高は7,391百万円、営業損失は1,642百万

円となりました。 

  

(その他事業) 

第２四半期連結累計期間までに当セグメントのほとんど全ての事業譲渡が完了していることから、当

第３四半期連結会計期間においては温浴レクリエーション施設「すんぷ夢ひろば」の不動産賃貸収入が

主な収益となりました。 

 その結果、当事業における当第３四半期連結累計期間の売上高は239百万円、営業損失は313百万円と

なりました。 

・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
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（資産の状況） 

保有不動産の売却および有利子負債の返済並びに償還が進んだことに加え、第２四半期連結累計期間

において一部の連結子会社が連結の範囲から除外されたことから、現金及び預金が前連結会計年度末に

比べ5,492百万円減少したこと等により、当第３四半期連結会計期間末の総資産額は、前連結会計年度

末に比べ41,004百万円減少し55,750百万円となりました。 

（負債の状況） 

有利子負債が前連結会計年度末に比べ18,027百万円減少したことに加え、第２四半期連結累計期間に

おいて一部の連結子会社が連結の範囲から除外されたことにより、当第３四半期連結会計期間末の負債

額は、前連結会計年度末に比べ32,615百万円減少し56,305百万円となりました。 

（純資産の状況） 

当第３四半期連結累計期間において多額の四半期純損失を計上したこと等により、当第３四半期連結

会計期間末の純資産額は、前連結会計年度末に比べ8,389百万円減少し△554百万円となりました。  

 なお、当第３四半期連結会計期間末において一時的に債務超過となっておりますが、平成21年２月26

日開催の取締役会決議に基づき、平成21年３月13日付で第三者割当による新株及び新株予約権の払込が

行われ、資本増強が完了しております。  

 これら資本増強策の実施、並びに営業収益の回復を図ること等により、当連結会計年度末においては

債務超過が解消される見込みであります。 

  

当第３四半期連結累計期間における業績の進捗状況等を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成

21年２月19日付「特別損失の発生および通期業績予想の修正に関するお知らせ」にて発表いたしました平

成21年５月期の通期連結業績予想を修正しております。 

 詳細につきましては、本日別途開示する「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

  

平成20年８月28日に、当社連結子会社である株式会社ゼクスコミュニティを分割会社として、新設

分割承継会社として設立した株式会社ボンセジュールについては、平成20年８月29日に株式会社ジェ

イ・ウィル・パートナーズが運営するファンドである合同会社ジェイ・エル・ビーに対し、優先株式

発行による第三者割当増資が行われたことにより、新たに特定子会社に該当することとなりました。 

 また、株式会社ボンセジュールは、平成20年11月25日開催の取締役会決議に基づき、平成20年11月

25日付にて、合同会社ジェイ・エル・ビーの保有する優先株式が普通株式へ転換されたことから、特

定子会社に該当しないこととなっております。 
  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期連結会計期間末における一般債権の貸倒実績率等については、前連結会計年度末に

算定したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末に算定した貸倒実績率等の

合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

②有価証券の減損処理方法 

四半期連結会計期間末における有価証券の減損処理にあたっては、四半期洗替え法を採用してお

ります。 

③棚卸資産の評価方法 

連結会計年度決算において、棚卸資産の簿価切下げに洗替え法を採用しているため、四半期連結

会計期間末においても洗替え法によっております。 

 棚卸資産の簿価切下げにあたっては、収益性が低下していることが明らかな棚卸資産についての

み正味売却価額を見積り、簿価切下げを行っております。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他

（1）期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

（2）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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④固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する

方法により、四半期連結会計期間または四半期連結累計期間の減価償却費として計上しておりま

す。 

⑤税金費用の算定方法 

法人税等の納付税額の算出にあたっては、加味する加減算項目や税額控除項目を、重要なものに

限定しております。 
  

①四半期財務諸表に関する会計基準等の適用 

第１四半期連結会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び

「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しておりま

す。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号)を適用

し、評価基準については、従来の原価法から原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変更

しております。この変更による損益に与える影響額は軽微であります。 

③リース取引に関する会計基準等の適用 

第１四半期連結会計期間より「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)および「リ

ース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号)の改正に伴い、所有権移転

外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常

の売買取引に係る会計処理に変更しております。 

 また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。 

 但し、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 

 この変更による損益に与える影響はありません。 

（3）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
（平成21年２月28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 507 5,999
受取手形及び売掛金                  99 1,216
販売用不動産 6,582 7,146
仕掛販売用不動産 2,704 5,458
仕掛品 2,496 4,412
未収入金 4,475                    ―

未収還付法人税等 0 1,296
その他 2,428 7,572
貸倒引当金 △ 1,361 △ 748
流動資産合計 17,934 32,353

固定資産
有形固定資産

建物及び構築物 19,542 33,448
減価償却累計額及び減損損失累計額 △ 5,435 △ 5,976
建物及び構築物（純額） 14,106 27,471

土地 9,823 13,461
建設仮勘定 248 374
その他 507 894

減価償却累計額及び減損損失累計額 △ 325 △ 572
その他（純額） 182 321

有形固定資産 24,361 41,628
無形固定資産 551 941
投資その他の資産

投資有価証券 6,165 9,992
差入保証金 5,584 7,317
その他 1,224 4,348
貸倒引当金 △ 19 △ 53
投資損失引当金 △ 82 △ 281
投資その他の資産 12,871 21,324

固定資産合計 37,784 63,895
繰延資産 31 506
資産合計 55,750 96,755
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
（平成21年２月28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 890 3,204
短期借入金 27,207 27,228
未払法人税等 263 688
その他 5,162 7,468
流動負債合計 33,524 38,589

固定負債
社債 150 330
新株予約権付社債 80 2,075
長期借入金 3,202 19,869
長期前受収益 16,430 26,864
負ののれん 174 184
その他 2,742 1,006
固定負債合計 22,780 50,330

負債合計 56,305 88,920
純資産の部

株主資本
資本金 5,733 5,732
資本剰余金 5,497 5,497
利益剰余金 △ 11,217 △ 2,948
自己株式 △ 576 △ 576
株主資本合計 △ 563 7,705

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 4 106
為替換算調整勘定 0 3
評価・換算差額等合計 4 110

少数株主持分 3 19
純資産合計 △ 554 7,834

負債純資産合計 55,750 96,755
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(2) 【四半期連結損益計算書】

 【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成20年６月１日 

   至  平成21年２月28日）
売上高 11,554
売上原価 11,904
売上総損失（△） △ 350
販売費及び一般管理費 2,514
営業損失（△） △ 2,864
営業外収益

受取利息 88
受取配当金 21
投資有価証券売却益 117
雑収入 176
負ののれん償却額 109
その他 6
営業外収益合計 519

営業外費用
支払利息 1,193
持分法による投資損失 1,344
投資有価証券売却損 36
その他 475
営業外費用合計 3,050

経常損失（△） △ 5,394
特別利益

関係会社株式売却益 3,961
貸倒引当金戻入額 10
負ののれん一括償却額 670
長期前受収益取崩益 1,351
債務買取益 477
受取違約金 92
その他 152
特別利益合計 6,717

特別損失
たな卸資産評価損 15
投資有価証券売却損 409
投資有価証券評価損 222
貸倒引当金繰入額 624
関係会社株式売却損 94
関係会社株式評価損 2,442
固定資産売却損 2,687
開業費償却 406
関係会社株式売却取消損 1,521
その他 1,193
特別損失合計 9,617

税金等調整前四半期純損失（△） △ 8,294
法人税、住民税及び事業税 △ 158
過年度法人税等 ―
法人税等調整額 △ 0
法人税等合計 △ 159
少数株主損失（△） △ 1
四半期純損失（△） △ 8,133
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 【第３四半期連結会計期間】

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間
（自 平成20年12月１日 

   至  平成21年２月28日）
売上高 712
売上原価 859
売上総損失（△） △ 147
販売費及び一般管理費 437
営業損失（△） △ 584
営業外収益

受取利息 19
受取配当金 0
投資有価証券売却益 0
雑収入 15
負ののれん償却額 21
その他 5
営業外収益合計 63

営業外費用
支払利息 355
持分法による投資損失 4
投資有価証券売却損 1
その他 47
営業外費用合計 409

経常損失（△） △ 930
特別利益

関係会社株式売却益 22
貸倒引当金戻入額 ―
負ののれん一括償却額 ―
長期前受収益取崩益 457
債務買取益 477
受取違約金 92
その他 136
特別利益合計 1,186

特別損失
たな卸資産評価損 △ 198
投資有価証券売却損 5
投資有価証券評価損 22
貸倒引当金繰入額 23
関係会社株式売却損 ―
関係会社株式評価損 2,442
固定資産売却損 ―
開業費償却 ―
関係会社株式売却取消損 1,521
その他 406
特別損失合計 4,222

税金等調整前四半期純損失（△） △ 3,966
法人税、住民税及び事業税 15
過年度法人税等 ―
法人税等調整額 5
法人税等合計 21
少数株主損失（△） ―
四半期純損失（△） △ 3,988
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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３四半期連結累計期間
（自 平成20年６月１日 

    至 平成21年２月28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（△） △ 8,294
減価償却費 1,006
持分法による投資損益（△は益） 1,344
のれん償却額 61
貸倒引当金の増減額（△は減少） 613
支払利息 1,193
受取利息及び受取配当金 △ 110
有形固定資産売却損益（△は益） 2,686
投資有価証券評価損益（△は益） 222
出資金評価損 6
投資有価証券売却益 △ 117
投資有価証券売却損 446
関係会社株式売却損益（△は益） △ 3,867
関係会社株式評価損 2,442
固定資産除却損 179
負ののれん一括償却額 △ 670
長期前受収益取崩益 △ 1,351
貸倒損失 28
債務買取益 △ 477
関係会社株式売却取消損 1,521
売上債権の増減額（△は増加） 39
たな卸資産の増減額（△は増加） 2,074
繰延資産の増減額（△は増加） 380
仕入債務の増減額（△は減少） 128
長期前受収益の増減額（△は減少） 2,219
預り保証金の増減額（△は減少） △ 26
匿名組合出資増減額（△は増加） △ 25
不動産事業前受金の増減額（△は減少） △2,422
前払費用の増減額（△は増加） 498
預り金の増減額（△は減少） 246
その他の資産・負債の増減額 △ 3,780
小計 △ 3,802
利息及び配当金の受取額 109
利息の支払額 △ 1,160
法人税等の支払額 △ 172
営業活動によるキャッシュ・フロー △ 5,025

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） △ 5
有形固定資産の取得による支出 △ 594
有形固定資産の売却による収入 10,958
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 458
貸付金の回収による収入 415
貸付けによる支出 △ 251
連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による
収入

△ 83

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

5,589

子会社株式の取得による支出 △ 64
関係会社株式の取得による支出 △ 1,891
差入保証金の差入による支出 △ 477
その他 4
投資活動によるキャッシュ・フロー 14,055

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） △ 2,435
長期借入れによる収入 900
長期借入金の返済による支出 △ 9,599
社債の償還による支出 △ 3,335
株式の発行による収入 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 14,470

現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 5,442
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 507
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表
に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結
財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

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、シニアハウジング＆サービス事業を中核事業と位置づけ、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。  
 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ついても、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、雇用環境や
所得環境の悪化に伴う消費マインドの落ち込み並びに信用収縮が進む中、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３四半期連結累計期間において8,133百万円の四半期純損失
を計上することとなり、当第３四半期連結会計期間末の純資産額は、前連結会計年度末に比べ8,389百
万円減少し△554百万円と、一時的に債務超過となっております。また、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３四半期連結累計期間においても赤字とな
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。  
 このような事業環境のもと当社グループでは、シニアハウジング＆サービス事業を軸として、不動産
コンサルティング事業並びにその他事業を展開するとともに、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、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」を策定し、財務体質の改善並びにグループ内各事業の競争力
強化に向けて取組んでまいりました。  
 中でも、平成21年２月26日開催の取締役会決議に基づき、平成21年３月13日付にて第三者割当による
新株式並びに新株予約権の発行が完了するなど、自己資本の充実を図るとともに、ステークホルダーの
皆様からの信用回復、及び資金繰りの安定化に努めております。なお、これら資本増強策の実施、並び
に営業収益の回復を図ること等により、当連結会計年度末においては債務超過が解消される見込みであ
ります。また、現下の金融危機また景気低迷に際して、政府の「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」等の取り組みを注視するとともに、それらの活用の検
討を進めております。  
 さらに、当社は取引金融機関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っております。  
 また前連結会計年度末において48,588百万円であった有利子負債を、不採算事業の売却等により
30,560百万円まで削減するなど、予定を上回るスピードで有利子負債の圧縮を進めてまいりましたが、
より筋肉質な財務体質に転換すべく、今後も保有不動産の売却等、積極的な資産リストラを進めてまい
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
ローが創出できる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。  
 当社グループの事業継続は、上記の経営基盤の再構築、さらなる資本増強の実現、ならびに取引金融
機関の継続的な協力に依存しておりますが、四半期連結財務諸表は継続企業を前提に作成されており、
このような重要な疑義の影響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記
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当第３四半期連結累計期間(自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28日) 
  

 
(注) １ 事業区分は、事業の性質及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主要な事業内容 

(1) 不動産コンサルティング事業………不動産コンサルティング、コンストラクションマネジメント 

ディベロップメント、インベストメント、アセットマネジメント 

(2) シニアハウジング＆サービス事業…シニアハウジング、医療関連サービス 

(3) その他事業……………………………リゾート施設の運営、スポーツクラブの運営 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社の総務部門等管理部

門にかかる費用であり、当第３四半期連結会計期間は326百万円、当第３四半期連結累計期間は1,510百万円で

あります。また、消去又は全社の項目にはセグメント間の内部取引高が、当第３四半期連結会計期間は△3百

万円、当第３四半期連結累計期間は103百万円含まれております。 

４ 前連結会計年度まで「リゾート＆スポーツ、その他事業」として分類しておりましたセグメント名称を第１

四半期連結会計期間より「その他事業」と変更しております。 

５ 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」３に記載のとおり、当第３四半期連結

累計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）を適用しております。なお、この

変更による営業利益又は営業損失に与える影響はありません。 

６ 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」３に記載のとおり、当第３四半期連結

累計期間より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）および「リース取引に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）の改正に伴い、所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常に売買処理に係る会計処理に変更しておりま

す。 

 また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却方法については、リース期間を

耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。 

 但し、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続

き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 

 なお、この変更による営業利益又は営業損失に与える影響はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28日) 

  本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セ 

 グメント情報の記載を省略しております。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28日) 

  海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28日) 

  該当事項はありません。 

(5) セグメント情報

 １ 事業の種類別セグメント情報

不動産 
コンサル 
ティング 
事業 

(百万円)

シニア
ハウジング 
＆サービス 

事業 
(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

3,924 7,391 239 11,554 ― 11,554

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

40 0 2 42 (      42) ―

計 3,964 7,391 241 11,597 (    42) 11,554

  営業費用 3,413 9,034 554 13,001 1,417 14,419

  営業利益又は
営業損失(△)

551 △ 1,642 △ 313 △ 1,403 (   1,460) △ 2,864

 ２ 所在地別セグメント情報

 ３ 海外売上高

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

株式会社ゼクス（8913）平成21年５月期第３四半期決算短信

12



  

   なお、当社は、平成21年２月26日開催の取締役会決議に基づき、平成21年３月13日付にて第三 

  者割当の方法により新株式を発行しております。これにより、当平成21年５月期 第３四半期決算 

  短信提出日現在において資本金が260百万円、資本準備金が260百万円及び発行済株式数が520,000 

  株増加し、それぞれ資本金が5,993百万円、資本剰余金が5,757百万円及び発行済株式数が744,038 

  株となっております。 
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「参考」

前年同四半期に関する財務諸表等

(要約)前第３四半期連結損益計算書

前第３四半期連結累計期間

(自 平成19年６月１日

 至 平成20年2月29日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 売上高 53,326

Ⅱ 売上原価 44,179

   売上総利益 9,147

Ⅲ 販売費及び一般管理費 7,579

   営業利益 1,567

Ⅳ 営業外収益 507

Ⅴ 営業外費用 2,118

   経常利益 △ 44

Ⅵ 特別利益 2,449

Ⅶ 特別損失 1,390

   税金等調整前四半期純利益 1,014

   法人税等 1,330

   少数株主利益 303

   四半期純損失(△) △ 619
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