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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

21年5月期 12,575 △85.1 △3,195 ― △6,051 ― △9,211 ―

20年5月期 84,264 43.0 4,524 △28.1 1,600 △57.4 △6,520 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年5月期 △24,218.11 ― △202.7 △8.1 △25.4

20年5月期 △29,739.53 ― △58.9 1.3 5.4

（参考） 持分法投資損益 21年5月期  △1,379百万円 20年5月期  43百万円

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 52,450 1,280 2.4 429.26
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  1,271百万円 20年5月期  7,815百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年5月期 △2,364 9,463 △12,272 440
20年5月期 △2,701 75 △847 5,950

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

21年5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年5月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  22年5月期の連結業績予想（平成21年6月1日～平成22年5月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

*第2四半期連結累計期間の業績予想につきましては、個別案件の計上時期に流動的な要素が多く、現時点で適切な予想値を開示するのが困難であるた
め、記載しておりません。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 13,000 3.4 △1,200 ― △2,300 ― △2,300 ― △776.23
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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）  有  

（注）詳細は、20ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、28ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）1株当たりの当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、40ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

新規 1社 （社名 株式会社ボンセジュール ） 除外 1社 （社名 株式会社ボンセジュール ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年5月期 2,969,038株 20年5月期 224,016株

② 期末自己株式数 21年5月期  6,004株 20年5月期  6,004株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年5月期の個別業績（平成20年6月1日～平成21年5月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

21年5月期 5,453 △71.8 △1,558 ― △3,135 ― △11,202 ―

20年5月期 19,313 △6.6 2,498 △55.5 814 △84.0 △5,211 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年5月期 △29,452.73 ―

20年5月期 △23,771.25 ―

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 38,137 32 0.1 11.02
20年5月期 72,222 8,297 11.5 38,061.31

（参考） 自己資本 21年5月期  32百万円 20年5月期  8,297百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に掲載されている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、
実際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
 従いまして、これらの業績見通しのみに全面的に依拠されることのないようお願い致します。 
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① 当期の経営成績 

当連結会計年度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、円高の進行による企業業績の急速な悪化などを背景に、雇用・所得環境の

悪化及びそれに伴う消費マインドの冷え込みが顕著になるなど、より一層混迷を深めており、景気回

復までには今しばらく時間を要するものと予測されております。 

このような状況の中、当社グループを取り巻く事業環境は、前述の理由から、一段と信用収縮が進

んだことにより、金融機関の不動産案件に対する融資姿勢がさらに厳格化されたこと、並びに不動産

市況が急速に縮小したこと等に伴い極めて厳しい状況となりました。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、当面のところ当社を取り巻く事業環境は

非常に厳しい状態が継続するものと考えられます。こうした危機的な状況を乗り越えるべく、当社グ

ループは「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、再建を図ってまいりました。  

 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、当連結会計年度において、不採算事業の整理をほぼ一巡することが出来ました。 

また、当社グループは、シニアハウジング＆サービス事業をグループ事業の核とし、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、有利子負債の圧縮、資本増強等による財務

体質の改善に取組んでまいりました。すなわち、当社グループは、不動産コンサルティング事業につ

いては、当面、既存の在庫物件の処分に集中する一方で、健常高齢者向けシニア住宅事業における入

居率の向上に注力することにより、現状赤字となっているシニアハウジング＆サービス事業を早期に

黒字化させるとともに、安定した経営基盤の構築に努めてまいりました。また、当面の経済・金融環

境を踏まえ、当社グループが直面する経営課題と現状及び中長期に亘る収益基盤の再構築及びその拡

大を図るため、自己資本の増強・財務基盤の再構築が急務であり、ステークホルダーの皆様からの信

用の回復並びに資金繰りの安定化を図ることが必須であると考え、平成21年３月13日並びに平成21年

５月29日の２度に亘り第三者割当増資を実施いたしました。 

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、また当社の持分法適用

関連会社であった株式会社中央コーポレーションの破綻により、多額の投資有価証券評価損を計上い

たしました。 

以上の結果、当連結会計年度の売上高は12,575百万円（前期比85.1％減）、営業損失は3,195百万

円（前期は4,524百万円の営業利益）、経常損失は6,051百万円（前期は1,600百万円の経常利益）、

当期純損失9,211百万円（前期は6,520百万円の当期純損失）となりました。 
  

 事業の種類別セグメントの状況は次のとおりであります。 

イ．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、金融期間の不動産案件に関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が遅々として進まなかったことから、当連結会計年度

においては保有する収益不動産の賃貸収入が主な収益となりました。  

この結果、売上高は4,385百万円（前期比93.6％減）、営業利益は778百万円（前期比92.9％減）

となりました。 

ロ．シニアハウジング＆サービス事業 

要介護者を対象としたアシステッドリビング（介護付有料老人ホーム）「ボンセジュール」事業

については、入居者の皆様への安心・安全を第一に考え、早期に事業基盤の安定化ならびに今後の

競争力の強化を図る必要があるとの判断から、株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズが管理運営

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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する合同会社ジェイ・ウィル・ビーに譲渡いたしました。  

 また、健常高齢者を対象としたシニアレジデンス「チャーミング・スクウェア」事業において

は、前連結会計年度より引き続き５施設の運営を行い、入居率の向上ならびにコスト削減に向けた

取組みを実施いたしました。しかしながら、所得環境及び雇用環境の悪化による消費マインドの落

ち込み等により、入居率推移が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出来ま

せんでした。なお、住宅型有料老人ホーム「バーリントンハウス」事業につきましては、ラディア

ホールデイングス株式会社の子会社であるバーリントン事業承継会社に吸収分割の方法により譲渡

しております。 

この結果、売上高は7,933百万円（前期比25.6％減）、営業損失は2,024百万円(前期は、1,788百

万円の営業損失)となりました。 

ハ．その他事業 

前連結会計年度から引き続き、さらなる事業の選択と集中を進め、静岡にて運営しておりました

複合型商業施設「すんぷ夢ひろば」事業の譲渡を行いました。 

この結果、売上高は257百万円（前期比95.4％減）、営業損失は326百万円(前期は、1,225百万円

の営業損失)となりました。 

  

 ② 次期の見通し 

次期の見通しにつきましては、世界的な金融市場の混乱及び経済環境の悪化は底入れの兆しが見え

始めておりますが、一昨年からの急激な信用収縮の影響により、企業業績の回復、それに伴う雇用・

所得環境の改善及び個人消費意欲の向上には今しばらく時間を要するものと予想され、当社グループ

を取り巻く事業環境は依然として厳しい状況が続くことが予想されます。 

 このような厳しい環境を乗り越えるべく、当社グループは経営基盤の再構築を図るとともに、不安

定な不動産事業に依存しない経営体質への改善並びに資金繰りの早期安定化を目指し、健常高齢者向

けシニア住宅「チャーミング・スクウェア」の運営事業を主体としたシニアハウジング＆サービス事

業をグループ事業の中核事業と位置付け、既存施設の積極的な入居募集と運営効率の改善を図ってい

く方針であります。また、金融機関の不動産案件に対する厳格な融資姿勢は今後も継続され、不動産

市況の動向は未だ予断を許さない状況であることを鑑み、当社が保有する不動産の早期売却を通じ

て、より一層の有利子負債削減を実現し、財務体質の改善を図ってまいる所存です。 

 さらに新規事業として環境事業に取り組み、今まで不動産コンサルティング事業にて培った企画

力、技術力等の様々なノウハウや取引先、個人オーナー様との人的ネットワーク等を 大限活用し、

第一弾として、ＬＥＤ照明の販売並びに環境事業コンサルを積極的に展開していく方針であります。

 以上により、次期の連結業績見通しにつきましては、売上高13,000百万円（前期比3.4％増）、営

業損失1,200百万円、経常損失2,300百万円、当期純損失2,300百万円を見込んでおります。 

  

当連結会計年度の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、有形固定資産の売却による収入

があったものの、多額の税金等調整前当期純損失の計上に加え、借入金の返済並びに社債の償還が進ん

だこと等により、前連結会計年度に比べ5,509百万円減少し、440百万円となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の売却等により1,603百万円の収入があった

こと、ならびにシニアハウジング＆サービス事業の入居が進み、長期前受収益（入居一時金）が

1,486百万円増加したものの、税金等調整前当期純損失を9,316百万円計上したこと等により2,364

百万円の支出（前連結会計年度は2,701百万円の支出）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入11,058百万円したもの

の、投資有価証券の取得による支出1,901百万円等を計上したことにより、9,463百万円の収入（前

連結会計年度は75百万円の収入）となりました。 

 これは主として、「選択と集中」によるグループ会社の再編及び不採算事業の整理等をはじめ、

積極的に資産リストラを進めた結果、投資活動によるキャッシュ・フローの大幅な改善となったも

のであります。 

(2) 財政状態に関する分析
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還による支出3,335百万円、長期借入金の返済

による支出9,800百万円等を計上したことにより、12,272百万円の支出（前連結会計年度は847百万

円の支出）となりました。 

 結果として、前連結会計年度に比べて財務活動によるキャッシュ・フローが悪化しております

が、借入に依存しない経営体制への転換を図るという当社グループの基本方針の下、積極的に有利

子負債の削減に努めたことによるものであります。 
  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
・自己資本比率              ：自己資本／総資産 

・時価ベースの自己資本比率        ：株式時価総額／総資産 

・キャッシュ・フロー対有利子負債比率   ：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

・インタレスト・カバレッジ・レシオ    ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

 ※いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

 ※株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

 ※営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており、有利子負債 

  は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、 

  キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 ※キャッシュ・フロー対有利子負債比率およびインタレスト・カバレッジ・レシオについては、各期において営業キャッシュ・フ 

  ローがマイナスのため記載しておりません。 

  

当社グループは、株主の皆様への利益還元を経営の重要な課題として認識しており、利益還元につき

ましては継続的な企業価値の 大化に向けて、財務体質を強化しつつ、業績、配当性向、キャッシュ・

フローとのバランスを総合的に勘案しながら、利益成長に見合った配当を実施していく方針でありま

す。 

しかしながら、当期におきましては、世界的な金融市場の混乱、日本経済の景気後退等に伴う信用収

縮など、当社を取り巻く環境の急激な悪化により、当期純損失を計上することとなったため、誠に遺憾

でございますが、無配とさせていただきたく存じます。また、次期の配当につきましても、無配を予定

しておりますが、今後は、収益基盤の確立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

図ることで株主の皆様からの信用を回復し、市場からの評価を高めるとともに、早期に復配できるよう

に尽力してまいる所存であります。 
  

当社グループは、事業等のリスクに関し、組織的に対処することとしておりますが、以下において投

資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項を記載しております。  

 なお、本文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末（平成21年５月31日）現在において、

当社グループが判断したものであり、将来発生するすべてのリスクおよびその可能性について網羅した

ものではありません。 

① 経済環境におけるリスク 

当社グループの事業のうち不動産コンサルティング事業については、景気動向、金利動向、地価動

向等の影響を受けやすいため、わが国の経済情勢が急速に悪化し、そのファンダメンタルズ(経済の

基礎的条件)を反映して不動産市況等に大幅な変動が生じた場合には、不動産価格の下落等によって

当社グループの経営成績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

平成17年５月期 平成18年５月期 平成19年５月期 平成20年５月期 平成21年５月期

自己資本比率 9.3％ 8.2％ 9.8％ 8.1％ 2.4％

時価ベースの自己資本比率 55.2％ 46.0％ 21.2％ 16.0％ 6.8％

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

6.5年 ― ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

7.7倍 ― ― ― ―

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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② 有利子負債におけるリスク 

当社グループの事業に係る土地、建物の取得費及び建築費等は、主に金融機関からの借入金によっ

て調達しているため、総資産に占める有利子負債の比率が高くなっております。資金調達に際して

は、物件の特性や需給環境等を見極めながら、事業採算性の観点から事業計画などを慎重に検討し、

特定の金融機関に依存することなく個別案件ごとに複数の金融機関と交渉しております。しかしなが

ら、市中金利の動向や当社グループの資金調達能力、並びに突発的な内外部環境の変化等により、資

金調達が不十分あるいは不調に終わった場合には、当社グループの資金繰りに影響を及ぼす可能性が

あります。 

③ 不動産の欠陥・瑕疵に関するリスク 

不動産には、権利、地盤、地質、構造などに関して欠陥、瑕疵等が存在している可能性がありま

す。当社グループは、当社不動産事業開発部を中心にこれらの品質チェックを行って事業を推進して

おりますが、欠陥、瑕疵等の状態によっては、資産価値の低下を防ぐ為に、予定外の費用を負担せざ

るを得ない場合がある等、当社の業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

④ 災害等によるリスク 

将来において、火災、地震、津波、暴風雨、洪水、落雷、竜巻、戦争、暴動、騒乱、テロ等（以

下、「災害等」という）が発生した場合には、グループとして保有・運営する不動産が滅失、劣化又

は毀損し、その資産価値が低下する可能性があります。このような被害を受けた場合、その修復の為

に建物の使用が一定期間不能となり、賃料収入の減少や資産価値の低下等によって、当社グループの

業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

⑤ 法的規制に関するリスク 

当社グループは、不動産の収益性改善に関する事業を行う過程で、不動産の取得、開発、賃貸借等

を行っており、宅地建物取引業法、建築基準法、都市計画法等の法的規制を受けながら事業を行って

おります。また、シニアハウジング＆サービス事業においては、介護福祉法、老人福祉法等による規

制を受けながら、事業を行っております。今後、法令等の制定・改正や規制の変更への対応に伴い、

当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

⑥ 減損会計について 

当社は各セグメントにおいて固定資産を所有しており、各所有不動産は当社のコンストラクション

マネジメント機能を活用したリノベーション、コンバージョンにより収益性の維持を図っておりま

す。しかし今後の景気動向などにより当社グループ所有不動産の収益性が悪化し、投資額の回収が見

込めなくなった場合、一定の条件下で固定資産の減損処理（減損会計）等の会計基準の適用を受ける

と、回収可能性を反映させるように帳簿価格を減損する必要性が生じるために、当該会計処理の具体

的な内容、地価の動向及び当社の収益状況によっては、当社グループの財政状況及び経営成績に少な

からず影響を及ぼす可能性があります。 

⑦ 運営事業全体について 

当社グループはグループ会社において、シニアハウジング＆サービス事業及びその他事業を行って

おります。シニアハウジング事業等の施設運営事業は高齢化社会の進展に伴い、様々な企業の参入が

予測されます。今後の新規参入や競争の激化に伴って、当社グループの業績に影響を与える可能性が

あります。また、運営において万一、事故が発生し当社グループの管理責任を問われた場合、また顧

客情報の漏洩により、当社が個人情報保護法違反を問われた場合、当社グループの業績や財政状態に

悪影響を及ぼす可能性があります。 

⑧ シニアハウジング＆サービス事業について 

（イ）入居者の安全管理・健康管理について 

当社グループが運営する施設の入居者は平均年齢75歳以上の高齢者であり、入居者の転倒等によ

って入居者の生命に関わる重大な事故に発展する可能性があります。また、食事や入浴等を共有す

る集団生活が行われている事から入居者の食中毒・集団感染等の危険度は相対的に高いと考えられ

ます。当社は、十分な人員体制によって万全の安全管理・健康管理を行っており、過去に重大な事

故や食中毒等を起こした事はありませんが、万一事故等が発生して、当社の管理責任が問われた場

合には、当該事業の展開に支障をきたす可能性があります。 

（ロ）施設の売上計上に関して 

当社グループの各施設への入居に際して、入居者は入居時費用として入居一時金と、月額利用料

が必要となります。入居一時金は、将来に支払われるべき施設の家賃を入居時に前払い家賃分とし

て支払うものであります。従って当該一定期間内に契約が解除された場合には、入居一時金の内、

入居経過年数に応じて償却された残預額（未償却分）が入居者に返還される事となります。その
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為、今後中途解約が発生することにより当社から現金が流出することとなります。  

 なお、当施設からの売上高は、入居一時金の償却分と、月々の家賃及び管理費の合計から構成さ

れております。会計上、入居一時金は「長期前受収益」勘定とし、その償却分を売上計上するとい

う処理を行っております。また入居一時金の償却はシニアレジデンス「チャーミング」シリーズは

各施設毎に償却年数が定められており、「チャーミング・コート溝の口」、「チャーミング・スク

ウェア舞子」、「チャーミング・スクウェア白金」ならびに「チャーミング・スクウェア豊洲」は

20年4ヶ月、「チャーミング・スクウェア本郷」は16年で終了するスケジュールとなっております

ので、償却終了年以降は入居一時金の償却による売上は発生せず、施設の売上高としては、月々の

家賃と管理費のみが計上されることとなります。  

 その為、何らかの理由により、当社施設の入居者の入替えがスムーズに行われない場合（①入替

え新規入居者が募集できない場合②既存入居者が償却スケジュール以上の期間入居されている場

合）には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

（ハ）株式会社コムスンの居住系サービス事業の承継に関して 

株式会社コムスンの居住系サービス事業より事業承継した「バーリントンハウス」事業の建物に

関して、耐震性等に関する疑義が発生いたしました。これに伴い、事業承継いたしました「バーリ

ントンハウス」の運営経費に関し、貸倒引当金を計上しております。  

 また、当社は平成20年11月12日付にて、国土交通省からラディアホールディングス株式会社が保

有し、当社子会社である株式会社ゼクスアクティブ・シニアが運営を行う「バーリントンハウス馬

事公苑」の建物につき、建築基準法第20条（構造耐力）に違反しているとの発表があったことを受

け、平成20年12月８日付にて、当社ならびに当社連結子会社である株式会社ゼクスアクティブ・エ

イジならびに株式会社ゼクスアクティブ・シニアはラディアホールディングス株式会社に対し、損

害賠償、株式買取、寄託金返還を求める訴訟を東京地方裁判所に提起しております。  

 これに対し、平成21年１月９日付にてラディアホールディングス株式会社より東京地方裁判所に

答弁書が提出されるとともに、当社に対して当社の債務不履行による不動産売買契約の解除に基づ

く違約金ならびに遅延損害金の支払を求める訴訟が提起されております。  

 この為、当該訴訟の今後の進展如何により万が一当社が敗訴した場合には、多額の違約金ならび

に遅延損害金の支払義務が発生することから、当社グループの業績や財政状態に悪影響を及ぼす可

能性があります。  

 なお、「バーリントンハウス」事業については、平成21年４月１日付にて株式会社ゼクスアクテ

ィブ・シニアを分割会社、バーリントン事業承継株式会社を承継会社とする吸収分割を行い、事業

譲渡が完了しております。 

⑨ 税務会計制度について 

当社グループ業務の中でも、特に不動産流動化・証券化に関わる取引については、わが国では1990

年代後半から本格的に始まった比較的新しい取引であり、取引に関わる税務・会計の法規や基準等の

制度が、細部に至るまで確立されていません。当社は個別案件での取り組みの際に、取引に関わる税

務・会計上の処理及びスキームに及ぼす影響等について、税理士・公認会計士などの専門家とともに

慎重に検討・判断を行っております。今後、取引に関わる税務・会計制度が新たに制定される場合や

現行法規等の解釈の変化に応じた場合には、当社業務に影響を与える可能性があります。 

⑩ 個人情報について 

当社グループについては、特にシニアハウジング＆サービス事業及びその他事業において多くの個

人情報を取り扱っております。個人情報の漏洩が社会問題ともなっておりますように、当社グループ

でそのような事態が発生した場合には、損害賠償や信用失墜といった有形無形の損害を被る可能性が

あります。 

⑪ 今後の資本政策について 

当社は平成21年１月29日に提出された株式に係る発行登録書及び新株予約権に係る発行登録書に基

づき、今後入居者や取引先など、幅広い割当候補先の中から今後の当社の事業展開を理解し、ともに

事業発展を行える候補先に対する第三者割当の方法による新株式及び新株予約権の発行を行うことを

検討してまいります。かかる入居者や取引先などに対する第三者割当増資の実施により更なる関係の

強化を図ると同時に、自己資本の充実と財務基盤の強化を図り、経済環境に左右されることなくより

一層経営改革を推し進める事ができると考えております。その中で当社グループは、健常高齢者向け

シニア住宅事業における入居率の向上並びにシニア向けサービス市場における事業基盤を強固なもの

にすべく、現状赤字となっているシニアハウジング＆サービス事業へ経営資源を集中し、販売促進な

らびに営業力の強化に注力してまいる所存です。これらの諸施策を実施するにあたり、当社グループ

はシニアハウジング＆サービス事業の販売促進費、運営サービスに係る諸経費並びにこれらの事業を
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営むための販売費及び一般管理費等の運転資金として今後１年間に約50億円の資金需要を見込んで

おり、当社グループの事業展開に応じて様々な資金調達手法を検討し、その時点における も効果的

な資金調達手法を採用していく方針であります。  

 このような方針の下、これまでに当社は、平成21年４月21日開催の臨時株主総会において定款の一

部変更に関する決議を行い、従来748,000株であった発行可能株式総数を2,976,000株へと拡大すると

ともに、平成21年６月22日開催の臨時株主総会において再度定款の一部変更に関する決議を行い、さ

らに発行可能株式総数を11,876,000株へと拡大いたしました。当社は、当社を取り巻く経済環境や当

社の属する不動産セクターの市場環境が、依然として厳しい状況にあり、この状況が暫く継続するも

のと想定していることから、前述のとおり発行可能株式総数を大幅に増加させることにより、将来、

資金需要が生じた際に資本市場を通じて機動的に資金調達を行うための手段が確保できるとともに、

財務基盤改善に向けた様々な取組みが可能になるものと考えております。このように当社が中長期に

亘り企業価値の向上を目指し、これを実現することは既存株主の皆様の利益の拡大に寄与するものと

考えております。  

 しかしながら、かかる資本政策が功を奏さず当社が期待する資金調達を行うことができない場合、

当社の財務基盤は改善せず、また見込まれる資金需要に対応することができなくなる恐れがあり、当

社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性があります。 

⑫ 新株発行による希薄化について 

当社は、平成21年１月29日に提出された株式に係る発行登録書では、新株式の発行予定額について

1,400百万円（うち520百万円については、平成21年３月13日付にて株式の払込が完了しておりま

す。）を上限としております。そのため、発行登録書の提出日時点において新株式の発行価額等の条

件は未定であるものの、仮に残額である880百万円に係る新株式の発行決議を行い、当連結会計年度

末（平成21年５月31日）の当社株式の終値を参考として１株当たりの発行価額を1,195円と想定した

場合には、 大736,401株の当社普通株式が発行されることとなります。これは、当連結会計年度の

末日現在の発行済株式数2,969,038株の約24.8％にあたります。 

 また、当社は、前記「⑪ 今後の資本政策について」に記載のとおり、今後１年間に約50億円の資

金需要を見込んでおり、当社グループの事業展開に応じて様々な資金調達手法を検討し、その時点に

おける も効果的な資金調達手法を採用していく方針であることから、今後採用する資金調達手法が

当社株式の発行を伴うものとなる可能性があります。 

 以上のことから、当社普通株式について重大な希薄化を生じさせる恐れがあり、当社の株価や当社

グループの経営成績に悪影響を与える可能性があります。        

⑬ 大株主の状況及び株主構成について  

前記「⑪ 今後の資本政策について」及び「⑫ 新株発行による希薄化について」に記載のとお

り、当社新株式の発行が行われた場合、当該割当先が今後当社の大株主となる可能性があり、大幅な

株主構成の変更が生じる可能性があります。この為、当該割当先の議決権行使の状況または第三者へ

の売却状況等により、当社のコーポレート・ガバナンスに大きな影響を与える可能性があります。  
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当社グループは、当社及び連結子会社13社で構成されており、不動産コンサルティング事業、シニア

ハウジング＆サービス事業、並びにその他事業を主たる事業として取組んでおります。 

当社グループの事業内容は次の通りであります。 

（不動産コンサルティング事業） 

不動産の収益性改善のための事業計画の策定、事業化後の収益の予測、基本設計及び用途変更の

提案等、不動産の企画、開発に関する各種コンサルティングサービスの提供を行っております。 

（シニアハウジング＆サービス事業） 

高齢化社会に対応し、高齢者が安全で快適に生活できる住居空間とコミュニティの提供を目的と

して、高齢者向け住宅の企画、開発及び運営を行うとともに、その付加価値事業として医療サービ

スの提供を行っております。 

（その他事業） 

主として温浴レクリエーション施設「すんぷ夢ひろば」の運営を行っておりましたが、平成20年

10月31日付にて当該事業を譲渡しております。 

  

事業系統図は次のとおりであります。 

  

2. 企業集団の状況
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当社グループは、「ハードからソフト」へその経営の基本方針を転換し、これまで不動産コンサル
ティング事業（ハード）に依存していた経営体制を改め、シニアハウジング＆サービス事業（ソフト
＝サービス）をグループの中核事業と位置付けるとともに、キャッシュ・フローを重視し、借入に依
存しないことを基本方針とする体制への転換を図ることで、当社グループの企業価値の 大化を目指
してまいります。 
  

当社グループは、経営基盤の再構築を図るため、資本市場からの資金調達をはじめとする資本増強
策の立案及び実行、及び自助努力による利益の積増しにより自己資本の充実を図るとともに、保有不
動産の売却等を通じた資産の圧縮、またそれに伴う有利子負債の削減を実現いたします。 
  

今後の見通しにつきましては、世界的な金融市場の混乱及び経済環境の悪化は底入れの兆しが見え
始めておりますが、一昨年からの急激な信用収縮の影響により、企業業績の回復、それに伴う雇用・
所得環境の改善及び個人消費意欲の向上には今しばらく時間を要するものと予想され、当社グループ
を取り巻く事業環境は依然として厳しい状況が続くことが予想されます。  
 このような状況のもと当社グループは、事業の「選択と集中」を進め不採算事業の整理を行うとと
もに、中長期に亘り安定的な収益基盤を確保すべくシニアハウジング＆サービス事業をグループの中
核事業と位置付け成長力と収益力の回復を図ってまいります。また、たな卸資産や固定資産の売却を
通じた有利子負債の削減、新たな資本増強策の計画・実行による自己資本の充実並びに財務基盤の建
て直しを通じて、経営基盤の再構築並びにその強化に努めてまいります。 
  

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、展開していく所存であります。 
中でも、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
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。また、これまで培
ってきたシニアハウジングの開発、運営ノウハウ等を生かしシニアコンサルティング事業にも取組ん
でいく方針であります。 
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。 

当社は、前連結会計年度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など、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を進めております。 
 現在、当社が関与している営業用資産は、平成21年５月末現在で12,130百万円ありますが、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、スピードを重視して売却していくことといたし
ます。  
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など、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。  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題

① シニアハウジング＆サービス事業の強化

② たな卸資産及び固定資産の圧縮
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当社は、新規事業として環境事業並びに医療関連事業を展開していく方針であります。 
 環境事業については、今後の事業展開に備えるため、平成21年６月22日開催の臨時株主総会におい
て定款の一部変更を上程し、「環境事業および環境事業に関するコンサルティングならびにマネジメ
ント業務の受託または請負」「省エネルギーのための設備、資材、機器および部品の販売代理業」と
いう事業目的を追加いたしました。  
 具体的には、ＬＥＤ照明の販売を足がかりに、省エネ空調機器、節水器具、その他の省エネ機器や
省エネ技術を取扱い、総合的に環境事業への取組みを拡大していくとともに環境事業を当社グループ
の中核事業として確立していく所存であります。  
 また、これら新規事業の推進に際し、これまで不動産コンサルティング事業にて培った企画力、技
術力等の様々なノウハウや取引先、個人オーナー様との人的ネットワーク、及びシニアハウジングの
運営ノウハウを 大限活用するとともに、環境事業にて得られるノウハウをさらに不動産コンサルテ
ィング事業やシニアハウジング＆サービス事業にフィードバックすることで、相乗効果が生まれ、そ
の成長が図れるものと考えております。  

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。 

シニアハウジング＆サービス事業における広告・宣伝活動への積極的な資金投入と共に、安定収益
構築までの当面の当社グループの運転資金として、今後約１年程度の間に約50億円の資金需要を見込
んでおります。  
これまでに当社は、平成21年１月29日付にて、新株式ならびに新株予約権の発行登録を行うことを決
議し、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
式及び第七回新株予約権を発行いたしました。また、当社は、平成21年４月21日開催の臨時株主総会
において定款の一部変更に関する決議を行い、従来748,000株であった発行可能株式総数を2,976,000
株へ拡大するとともに、平成21年６月22日開催の臨時株主総会において、再度定款の一部変更に関す
る決議を行い、発行可能株式総数を11,876,000株へ拡大いたしました。さらに、平成21年５月29日付
にて、平成21年５月14日開催の取締役会決議に基づき、第三者割当（デット・エクイティ・スワッ
プ）による新株式を発行するなど有利子負債の削減、自己資本の増強に努めてまいりました。  
 足元の資本市場環境が非常に不安定で、かつ特に不動産セクターに属する中堅企業に対する適時適
切な調達が必ずしも可能とはいえない状況が継続すると予想される中で、資本増強策の立案及び実行
は必要不可欠であり、かつ中期的な財務基盤の建て直しに寄与するものと考えております。 

当社は、前連結会計年度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、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ることにより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。  

当社は、当連結会計年度において、前連結会計年度に引き続き当期純損失を計上することとなった
こと並びに連結ベースの営業キャッシュ・フローが赤字となったこと等により、継続企業の前提に重
要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しておりますが、上記各施策の実行により当該事象
又は状況を早期に解消すべく努めてまいります。 
  
以上の各施策を着実に実行し、経営基盤の再構築及びその強化を図ることでステークホルダーの皆

様からの信用を回復し、市場からの評価を高めてまいりたいと考えており、早期にこれを達成すべく
全社員一丸となって邁進していく所存であります。  
 ステークホルダーの皆様におかれましては、当社グループの経営活動に引き続きご理解をいただ
き、一層のご支援を賜りますようお願い申しあげます。  

③ 新規事業の展開

④ 財務内容の改善

⑤ 資本増強策の実行

⑥ 徹底した経費削減

⑦ 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況の解消
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（単位：百万円） 

 
  

4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】

前連結会計年度
（平成20年５月31日）

当連結会計年度
（平成21年５月31日）

資産の部 
流動資産

現金及び預金 ※1 5,999 440
受取手形及び売掛金       ※1 1,216 131
販売用不動産 ※1 7,146 ※1 7,438
仕掛販売用不動産 ※1 5,458 ※1 2,360
仕掛品 ※1、※3 4,412 ※1、※3 2,331
その他のたな卸資産 30 5
未収還付法人税等 1,296 ―
その他 7,542 ※1 4,334
貸倒引当金 △748 △1,493
流動資産合計 32,353 15,549

固定資産
有形固定資産

建物及び構築物 33,448 19,395
減価償却累計額 ※4 △5,976 ※4 △5,605
建物及び構築物（純額） ※1 27,471 ※1 13,790

機械装置及び運搬具 108 48
減価償却累計額 ※4 △61 ※4 △25
機械装置及び運搬具（純額） ※1 46 ※1 22

工具、器具及び備品 786 294
減価償却累計額 ※4 △511 ※4 △259
工具、器具及び備品（純額） 275 35

土地 ※1 13,461 ※1 9,823
建設仮勘定 ※1 374 ※1 248
有形固定資産合計 41,628 23,920

無形固定資産
借地権 450 450
ソフトウェア 128 71
電話加入権 1 ―
のれん 361 ―
その他 0 2
無形固定資産合計 941 523

投資その他の資産
投資有価証券 ※1、※5、※8 9,992 ※1、※5 6,232
長期貸付金 1,112 ※1、※5 848
差入保証金 ※1 7,317 ※1 5,035
繰延税金資産 177 116
その他  ※1 3,059  ※1 298
貸倒引当金 △53 △19
投資損失引当金 △281 △82
投資その他の資産合計 21,324 12,429

固定資産合計 63,895 36,873
繰延資産

開業費 506 28
繰延資産合計 506 28

資産合計 96,755 52,450
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（単位：百万円）

前連結会計年度
（平成20年５月31日）

当連結会計年度
（平成21年５月31日）

負債の部 
流動負債

支払手形及び買掛金 1,198 ※1 1,251
営業外支払手形 2,005 ―
短期借入金 ※1、※8 27,228 ※1 25,766
1年内償還予定の社債 1,160 ―
未払法人税等 688 184
不動産事業前受金 2,847 336
預り金 414 ―
賞与引当金 25 ―
その他 3,021  ※1 4,603
流動負債合計 38,589 32,143

固定負債
社債 330 150
新株予約権付社債 2,075 80
長期借入金 ※1 19,869 ※1 2,788

長期前受収益 ※6 26,864 ※6 13,773

長期預り保証金 161 2,073

繰延税金負債 319 12

負ののれん 184 ―
その他 525 149
固定負債合計 50,330 19,026

負債合計 88,920 51,170
純資産の部

株主資本
資本金 5,732 7,184
資本剰余金 5,497 6,948
利益剰余金 △2,948 △12,296
自己株式 △576 △576
株主資本合計 7,705 1,260

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 106 11
為替換算調整勘定 3 ―
評価・換算差額等合計 110 11

少数株主持分 19 8
純資産合計 7,834 1,280

負債純資産合計 96,755 52,450
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(2)【連結損益計算書】

（単位：百万円）

前連結会計年度 
（自 平成19年６月１日  

   至 平成20年５月31日）

当連結会計年度
（自 平成20年６月１日 

   至  平成21年５月31日）
売上高 84,264 12,575
売上原価 68,577 12,959
売上総利益又は売上総損失（△） 15,687 △384
販売費及び一般管理費 ※1 11,162 ※1 2,811
営業利益又は営業損失（△） 4,524 △3,195
営業外収益

受取利息 95 111
受取配当金 59 92
投資有価証券売却益 26 127
負ののれん償却額 3 131
持分法による投資利益 43 ―
雑収入 334 ―
その他 ― 218
営業外収益合計 562 682

営業外費用
支払利息 2,090 1,514
支払融資手数料 644 262
開業費償却 338 61
持分法による投資損失 ― 1,379
社債発行費 6 ―
投資有価証券売却損 8 36
その他 396 284
営業外費用合計 3,485 3,538

経常利益又は経常損失（△） 1,600 △6,051
特別利益

固定資産売却益 ※2 3,370 ※2 1
投資有価証券売却益 351 ―
関係会社株式売却益 2,668 3,961
負ののれん一括償却額 ― 670
リース資産減損戻入益 ― 155
長期前受収益取崩益 ― 1,351
債務買取益 ― 744
その他 65 109
特別利益合計 6,456 6,995

特別損失
たな卸資産評価損 0 15
たな卸資産処分損 82 253
固定資産売却損 ― ※3 2,587
固定資産除却損 ※4 115 ※4 207
減損損失 ※5 4,677 ―
ビル建替費用 176 ―
子会社再編費用 289 13
投資有価証券売却損 ― 439
投資有価証券評価損 444 1,171
有価証券売却取消損 ― 1,521
関係会社株式売却損 3,446 1,991
開業費償却 ― 406
貸倒引当金繰入額 740 735
その他 1,784 915
特別損失合計 11,757 10,260

税金等調整前当期純損失（△） △3,700 △9,316
法人税、住民税及び事業税 1,388 △179
法人税等調整額 964 114
法人税等合計 2,353 △65
少数株主利益又は少数株主損失（△） 466 △38
当期純損失（△） △6,520 △9,211
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(3)【連結株主資本等変動計算書】

（単位：百万円）

前連結会計年度 
（自 平成19年６月１日  

   至 平成20年５月31日）

当連結会計年度
（自 平成20年６月１日 

   至  平成21年５月31日）
株主資本
資本金

前期末残高 5,228 5,732
当期変動額

新株の発行 504 1,451
当期変動額合計 504 1,451

当期末残高 5,732 7,184
資本剰余金

前期末残高 4,993 5,497
当期変動額

新株の発行 504 1,450
当期変動額合計 504 1,450

当期末残高 5,497 6,948
利益剰余金

前期末残高 3,795 △2,948
当期変動額

剰余金の配当 △193 ―
連結範囲の変動 △31 △135
当期純損失（△） △6,520 △9,211
当期変動額合計 △6,744 △9,347

当期末残高 △2,948 △12,296
自己株式

前期末残高 △89 △576
当期変動額

自己株式の取得 △486 ―
当期変動額合計 △486 ―

当期末残高 △576 △576
株主資本合計

前期末残高 13,928 7,705
当期変動額

新株の発行 1,008 2,902
剰余金の配当 △193 ―
連結範囲の変動 △31 △135
当期純損失（△） △6,520 △9,211
自己株式の取得 △486 ―
当期変動額合計 △6,222 △6,445

当期末残高 7,705 1,260
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
（自 平成19年６月１日  

   至 平成20年５月31日）

当連結会計年度
（自 平成20年６月１日 

   至  平成21年５月31日）
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金

前期末残高 409 106
当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △302 △95
当期変動額合計 △302 △95

当期末残高 106 11
繰延ヘッジ損益

前期末残高 △8 ―
当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 8 ―
当期変動額合計 8 ―

当期末残高 ― ―
為替換算調整勘定

前期末残高 ― 3
当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3 △3
当期変動額合計 3 △3

当期末残高 3 ―
評価・換算差額等合計

前期末残高 400 110
当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △290 △98
当期変動額合計 △290 △98

当期末残高 110 11
新株予約権
前期末残高 13 ―
当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △13 ―
当期変動額合計 △13 ―

当期末残高 ― ―
少数株主持分
前期末残高 4,511 19
当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,492 △10
当期変動額合計 △4,492 △10

当期末残高 19 8
純資産合計
前期末残高 18,853 7,834
当期変動額

新株の発行 1,008 2,902
剰余金の配当 △193 ―
連結範囲の変動 △31 △135
当期純損失（△） △6,520 △9,211
自己株式の取得 △486 ―
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,795 △108
当期変動額合計 △11,018 △6,554

当期末残高 7,834 1,280
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(単位：百万円） 

(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】

前連結会計年度
（自 平成19年６月１日 

  至 平成20年５月31日）

当連結会計年度 
（自 平成20年６月１日 

    至 平成21年５月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー 
税金等調整前当期純損失（△） △3,700 △9,316
減価償却費 2,393 1,228
減損損失 4,677 ―
持分法による投資損益（△は益） △43 1,379
のれん償却額 127 82
貸倒引当金の増減額（△は減少） 858 699
支払利息 2,090 1,514
受取利息及び受取配当金 △154 △204
固定資産売却損益（△は益） △3,370 2,586
投資有価証券評価損益（△は益） 444 1,171
投資有価証券売却損益（△は益） △369 348
関係会社株式売却益 △2,668 △3,961
関係会社株式売却損 3,446 1,991
固定資産除却損 115 207
債権譲渡損 ― 204
有価証券売却取消損 ― 1,521
リース資産減損戻入益 ― △155
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 ― △744
建替費用引当金の増減額（△は減少） △136 ―
売上債権の増減額（△は増加） 2,591 △2,504
たな卸資産の増減額（△は増加） △7,498 1,603
繰延資産の増減額（△は増加） 580 441
仕入債務の増減額（△は減少） 3,902 563
長期前払費用の増減額（△は増加） △302 136
長期前受収益の増減額（△は減少） 4,580 1,486
預り保証金の増減額（△は減少） △565 50
匿名組合出資増減額（△は増加） △1,419 540
前払費用の増減額（△は増加） 169 544
預り金の増減額（△は減少） △409 △251
立替金の増減額（△は増加） 144 △25
その他 △2,045 △730
小計 3,439 △1,612
利息及び配当金の受取額 145 204
利息の支払額 △1,974 △726
法人税等の支払額 △4,311 △229
営業活動によるキャッシュ・フロー △2,701 △2,364

投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加） △36 △5
有形固定資産の取得による支出 △6,018 △613
有形固定資産の売却による収入 8,395 11,058
投資有価証券の取得による支出 △220 △1,901
投資有価証券の売却による収入 1,131 626
貸付金の回収による収入 608 292
貸付けによる支出 △3,507 △191
営業譲受による支出 △421 ―
関係会社株式及びその他関係会社有価証券
の売却等による収支

3,882 676

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却
による収支

2,919 379

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による収入

2,085 ―

連結子会社除外による支出 △664 ―
関係会社株式の取得による支出 △4,972 △192
差入保証金の増加額 △3,081 △662
その他 △27 △2
投資活動によるキャッシュ・フロー 75 9,463
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(単位：百万円） 

 
  

前連結会計年度
（自 平成19年６月１日 
 至 平成20年５月31日）

当連結会計年度 
（自 平成20年６月１日 

   至 平成21年５月31日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少） 12,119 △2,435
長期借入れによる収入 31,112 900
長期借入金の返済による支出 △40,821 △9,800
社債の発行による収入 1,000 ―
社債の償還による支出 △2,524 △3,335
株式の発行による収入 6 2,395
新株予約権出資金相当額の預り金返済によ
る支出

△1,000 ―

新株予約権の発行による収入 ― 3
自己株式の取得による支出 △487 ―
配当金の支払額 △193 0
少数株主への配当金の支払額 △51 ―
その他 △7 ―
財務活動によるキャッシュ・フロー △847 △12,272

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2 △2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,476 △5,175
現金及び現金同等物の期首残高 9,650 5,950
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等
物の増減額（△は減少）

△223 △334

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 5,950 ※1 440
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当社グループは「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、前連結会計年度より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
極的に取り組んだ結果、当連結会計年度において不採算事業の整理をほぼ一巡することが出来ました。
また、当面の経済・金融環境を踏まえ、当社グループが直面する経営課題と現状及び中長期に亘る収益
基盤の再構築及びその拡大を図るためには、自己資本の増強・財務基盤の再構築が急務であり、ステー
クホルダーの皆様からの信用の回復並びに資金繰りの安定化を図ることが必須であると考え、平成21年
３月13日並びに平成21年５月29日の２度に亘り第三者割当増資を実施いたしました。この結果、第３四
半期連結会計期間において一時的に債務超過となっておりましたが、当該状態は当連結会計年度末にお
いて解消しております。  
 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おいては、物件の売却等
が当初予定どおりに進捗していないこと、また、シニアハウジング＆サービス事業において信用収縮が
進んだことにより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、さらに、当社の持分法
適用関連会社であった株式会社中央コーポレーションの破綻により、多額の関係会社株式売却損及び投
資有価証券評価損を計上したこと等により、当連結会計年度において9,211百万円の当期純損失を計上
することとなりました。また、当連結会計年度も引き続き営業キャッシュ・フローが赤字となり、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。  
 当社グループは、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。中でも、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
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、既存施設の積極的な入居募集
と運営効率の改善を目指してまいります。  
 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、当社グループが保有する営業用不動産（平成21年５月末現在
12,130百万円）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進めてまいります。 
 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。  
  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。  
 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28,705百
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。 
 また、これまでに当社は、平成21年１月29日付にて、新株式ならびに新株予約権の発行登録を行うこ
とを決議し、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
新株式及び第七回新株予約権を発行いたしました。また、当社は、平成21年４月21日開催の臨時株主総
会において定款の一部変更に関する決議を行い、従来748,000株であった発行可能株式総数を2,976,000
株へ拡大するとともに、平成21年６月22日開催の臨時株主総会において、再度定款の一部変更に関する
決議を行い、発行可能株式総数を11,876,000株へ拡大いたしました。さらに、平成21年５月29日付に
て、平成21年５月14日開催の取締役会決議に基づき、第三者割当（デット・エクイティ・スワップ）に
よる新株式を発行するなど有利子負債の削減、自己資本の増強に努めてまいりました。 足元の資本市
場環境が非常に不安定で、かつ特に不動産セクターに属する中堅企業に対する適時適切な調達が必ずし
も可能とはいえない状況が継続すると予想される中で、資本増強策の立案及び実行は必要不可欠であ
り、かつ中期的な財務基盤の建て直しに寄与するものと考えております。  
 さらに、前連結会計年度より役員報酬の減額、本社移転による地代家賃の削減、管理部門の集約化に
よる固定費の削減などに取組んでおりますが、今後も継続してきめ細かな管理を徹底し、販売費及び一
般管理費の削減を断行してまいります。  
 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、継続企業の前提に関する重要
な疑義を生じさせるような事象又は状況は解消できるものと判断しております。  
 しかしながら、一部の借入金に係る期日延長手続きの全てを完了することは困難であるため、現時点
では継続企業の前提に重要な不確実性が認められます。  
 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、当連結財務諸表は継続企業を前提に作成されており、重要
な不確実性の影響を当連結財務諸表には反映しておりません。 

  

(5)【継続企業の前提に関する注記】
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(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前連結会計年度

(自 平成19年６月１日
至 平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数     17社

連結子会社の名称

㈱ゼクスコミュニティ

㈱チャーミング・エイジ研究所

㈱ゼクスアクティブ・エイジ

㈱ジーメド

㈱チャーミング・リゾート沖縄

㈱チャーミング・リゾートすんぷ

㈱ゼクス・プリンシパル・インベ

ストメント

㈱ゼクススポーツ

他９社

(1) 連結子会社の数      13社

連結子会社の名称

㈱チャーミング・エイジ研究所

㈱ゼクスアクティブ・エイジ

㈱ゼクス・プリンシパル・インベ

ストメント

㈱チャーミング・スクウェア舞子

他９社

なお、中央スピニング㈱、合同会

社ベームステル、㈱ビクトリアフォ

ールズ、合同会社ブトリント、YURI 

LAND ASSET1合同会社、由利土地開発

合同会社、合同会社ブロッサム、合

同 会 社 ゼ ッ ト・エ ー・エ ー、TOAS 

Property  Investment  One  GmbH ＆

Co.KGは、新たに設立したことによ

り、㈱ゼクスアクティブ・シニア、

㈱ゼクスコミュニティ・レジデンス

は、株式の取得により、当連結会計

年度より連結の範囲に含めておりま

す。 

 また、㈱ゼクスペットコミュニテ

ィ、㈱チャーミング・リゾート那

須、㈱チャーミング・リゾート藤

岡、㈱チャーミング・リゾート関

越、㈱チャーミング・リゾートワイ

ルドダック、㈱チャーミング・リゾ

ート都ゴルフ倶楽部、㈱ゼクスラー

ニングコミュニティは株式の売却に

より、㈱チャーミング・リゾートす

んぷは㈱チャーミング・リゾーツへ

の吸収合併により、㈱チャーミン

グ・リゾートファイナンスは㈱ゼク

ス・プリンシパル・インベストメン

トへの吸収合併により、㈲ゼット投

信、合同会社ベームステル、㈱ビク

トリアフォールズ、合同会社ブトリ

ント、合同会社ブロッサムは重要性

の観点から当連結会計年度より連結

の範囲から除外しております。 

 また、㈱中央コーポレーションは

出資比率の減少により、当連結会計

年度中に連結の範囲から除外し、持

分法適用会社としております。

㈱ボンセジュール及び㈱ボンセジ

ュール・バリエは㈱ゼクスコミュニ

ティを分割会社とする会社分割によ

り、㈱チャーミング・スクウェア芦

屋及び㈱チャーミング・スクウェア

舞子は㈱ゼクスアクティブ・エイジ

を分割会社とする会社分割により、

それぞれ新たに設立されたことに伴

い、当連結会計年度より連結の範囲

に含めております。 

 また、那覇バスターミナル㈱、㈱

ゼクスコミュニティ、㈱ボンセジュ

ール、㈱ボンセジュール・バリエ、

㈱ゼクスコミュニティ・レジデン

ス、TOAS Property investment One 

Gmbh＆Co.KG及び㈱チャーミング・ス

クウェア芦屋は株式又は出資持分を

売却したことに伴い、当連結会計年

度より連結の範囲から除外しており

ます。 

 ㈱ゼクシスは、株式の一部売却に

伴い当連結会計年度より連結の範囲

から除外し、持分法適用関連会社と

なっておりましたが、当連結会計年

度中に全株式を売却したことにより

持分法適用関連会社から除外してお

ります。  

 なお、㈱ゼクシスは平成20年７月

23日付にて㈱ゼクススポーツより、

アバンザ・アセット合同会社及びア

バンザ合同会社は、平成21年２月25

日付にてYURI LAND ASSET１合同会社

及び由利土地開発合同会社より、そ

れぞれ商号を変更しております。
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年６月１日
至 平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

なお、㈱中央コーポレーションの

損益計算書の11カ月を連結損益計算

書に取り込んでおります。 

 また、これに伴い、同社の子会社

である㈱中央スピニングを当連結会

計年度中に連結の範囲から除外して

おります。

また、㈱ゼクス・プリンシパル・

インベストメントは平成19年８月17

日にゼクス不動産投資顧問㈱より、

㈱すんぷ夢ひろばは、平成19年９月

18日に㈲すんぷ夢ひろばより、㈱チ

ャーミング・リゾートすんぷは、平

成20年５月１日に㈱チャーミング・

リゾーツより、 それぞれ商号を変更

しております。

(2) 非連結子会社名

中央ケアサービス㈱

㈲おおぞらリアルティ

㈲愛宕リアルティ

㈲東海リアルティ

他７社

(2) 非連結子会社名

㈲おおぞらリアルティ

㈲愛宕リアルティ

㈲東海リアルティ

㈲放出壱番館

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、いずれも小規模

会社であり、合計の総資産、売上

高、当期純損益及び利益剰余金(持分

に見合う額)等は、いずれも連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしていない

ため、連結の範囲から除外しており

ます。

連結の範囲から除いた理由

同左

２ 持分法の適用に関する事項 (1) 持分法を適用した関連会社数

11社

  関連会社の名称

  ㈱中央コーポレーション

㈲ゼット・スター

NSBサポート・ファンド㈲

㈱カヌチャ ベイ リゾート

合同会社エス・エス日進開発

特定目的会社レオ・アセット２

㈱アソシア

㈱キャピテクス

 他３社

(1) 持分法を適用した関連会社数

 11社

  関連会社の名称

㈱チャーミング・スクウェア芦屋

㈱カヌチャ ベイ リゾート

㈱アソシア

他８社

なお、㈱中央コーポレーション

は、上記「１ 連結の範囲に関する

事項」に記載のとおり、当連結会計

年度中に連結の範囲から除外し、持

分法適用会社としております。

㈱ゼクシスは、株式の一部売却に

伴い当連結会計年度より連結の範囲

から除外し、持分法適用関連会社と

なっておりましたが、当連結会計年

度中に全株式を売却したことによ

り、㈱中央コーポレーションは、株

式の一部売却に伴い出資比率が減少

したことにより、それぞれ持分法の

適用から除外しております。
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年６月１日
至 平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

また、㈱カヌチャ ベイ リゾート

及び他２社は株式の取得により、合

同会社アール・ティー・ケー及び他

３社は新規設立により、それぞれ当

連結会計年度より持分法適用会社と

しております。  

 また、東西アセット・マネジメン

ト㈱及び他４社は出資の減少等によ

り、当連結会計年度より持分法の適

用から除外しております。

また、㈱チャーミング・スクウェ

ア芦屋は新たに株式を取得したこと

に伴い、持分法適用会社としており

ます。  

 なお、㈱ゼクシスは平成20年７月

23日付にて㈱ゼクススポーツより商

号を変更しております。 

(2) 持分法を適用しない非連結子会社

及び関連会社名

中央ケアサービス㈱

  ㈲おおぞらリアルティ

  ㈲愛宕リアルティ

  ㈲東海リアルティ 

他16社

(2) 持分法を適用しない非連結子会社

及び関連会社名

㈲おおぞらリアルティ 

  ㈲愛宕リアルティ 

  ㈲東海リアルティ 

  ㈲放出壱番館 

              他1社

持分法を適用しない理由

持分法非適用会社は、それぞれ当

期純損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）等から

みて、持分法の対象から除いても連

結財務諸表に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体としても重要性がな

いため、持分法の適用から除外して

おります。

持分法を適用しない理由

    同左

(3) 持分法の適用の手続について特に

記載する必要があると認められる事

項

持分法適用会社のうち、NSBサポー

ト・ファンド合同会社の決算日は12

月31日、特定目的会社レオ・アセッ

ト２の決算日は１月31日、NSBサポー

ト・ファンド・スリー合同会社の決

算日は２月28日、㈱キャピテクスの

決算日は８月31日であります。連結

財務諸表の作成にあたり、連結決算

日現在で実施した仮決算に基づく財

務諸表を使用しております。  

 ㈱アソシアの決算日は３月31日で

あります。連結財務諸表の作成にあ

たり、同日現在の財務諸表を使用し

ております。  

 NSBサポート・ファンド㈲及び㈲

ゼット・スターの中間決算日は３月

31日であります。連結財務諸表の作

成にあたり、同日現在で実施した仮

決算に基づく財務諸表を使用してお

ります。

(3) 持分法の適用の手続について特に

記載する必要があると認められる事

項

持分法適用会社のうち、NSBサポー

ト・ファンド合同会社の決算日は12

月31日、特定目的会社レオ・アセッ

ト２の決算日は１月31日、NSBサポー

ト・ファンド・スリー合同会社の決

算日は２月28日、㈱キャピテクスの

決算日は８月31日であります。連結

財務諸表の作成にあたり、連結決算

日現在で実施した仮決算に基づく財

務諸表を使用しております。  

 ㈱アソシアの決算日は３月31日で

あります。連結財務諸表の作成にあ

たり、同日現在の財務諸表を使用し

ております。  

 NSBサポート・ファンド㈲及び㈲ゼ

ット・スターの中間決算日は３月31

日であります。連結財務諸表の作成

にあたり、同日現在で実施した仮決

算に基づく財務諸表を使用しており

ます。
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年６月１日
至 平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

㈱カヌチャ ベイ リゾートの決算

日は６月30日であります。連結財務

諸表の作成にあたり、平成20年６月

中間期現在の財務諸表を使用してお

ります。

㈱カヌチャ ベイ リゾートの決算

日は６月30日であります。連結財務

諸表の作成にあたり、平成21年６月

中間期現在の財務諸表を使用してお

ります。 

 なお、その他持分法適用関連会社

の決算日は、連結決算日と一致して

おります。

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社のうち、那覇バスター

ミナル㈱の決算日は３月31日であり

ます。連結財務諸表の作成にあた

り、同日現在の財務諸表を使用し、

連結決算日との間に生じた重要な取

引については、連結上必要な調整を

行っております。

また、YURI LAND ASSET１合同会社

及び由利土地開発合同会社の決算日

はそれぞれ７月31日であります。連

結財務諸表の作成にあたり、連結決

算日現在で実施した仮決算に基づく

財務諸表を使用しております。

なお、その他の連結子会社の決算

日は、連結決算日と一致しておりま

す。

連結子会社のうち、アバンザ・ア

セット合同会社及びアバンザ合同会

社の決算日はそれぞれ７月31日であ

ります。連結財務諸表の作成にあた

り、連結決算日現在で実施した仮決

算に基づく財務諸表を使用しており

ます。  

 また、その他の連結子会社の決算

日は、連結決算日と一致しておりま

す。  

 なお、アバンザ・アセット合同会

社及びアバンザ合同会社は、それぞ

れ平成21年２月25日付にてYURI LAND 

ASSET１合同会社及び由利土地開発合

同会社より商号を変更しておりま

す。

４ 会計処理基準に関する事

項

(1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法

① 有価証券

 子会社株式及び関連会社株式

   移動平均法による原価法

 その他有価証券

  ＜時価のあるもの＞

   連結会計年度末日の市場価格等

に基づく時価法

   （評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法

により算定しております。）

① 有価証券

 子会社株式及び関連会社株式

同左

 その他有価証券

  ＜時価のあるもの＞

同左

    

   

  ＜時価のないもの＞

移動平均法による原価法

ただし、匿名組合出資金は個別

法によっており、詳細は「(8)②

匿名組合出資金の会計処理」に

記載しております。

  ＜時価のないもの＞

同左

    

② デリバティブ

時価法

② デリバティブ

同左

③ たな卸資産

 販売用不動産、仕掛販売用不動産、

仕掛品

 個別法による原価法

③ たな卸資産

販売用不動産、仕掛販売用不動産、

仕掛品

個別法による原価法（貸借対照

表価額については収益性の低下に

よる簿価切下げの方法）

 その他のたな卸資産 

 主として移動平均法による原価法

その他のたな卸資産

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年６月１日
至 平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

（会計方針の変更）

 当連結会計年度より、「棚卸資産

の評価に関する会計基準」（企業会

計基準第９号 平成18年７月５日公

表分）を適用しております。  

 なお、この変更に伴う損益に与え

る影響は軽微であります。

(2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法

 

① 有形固定資産

  定率法(平成10年４月１日以降に取

得した建物(建物附属設備を除く)は

定額法)を採用しております。

  なお、取得価額10万円以上20万円

未満の少額減価償却資産について

は、３年間均等償却を採用しており

ます。

  主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

建物及び構築物 ２～60年

機械装置及び運搬具 ２～15年

工具器具備品 ３～20年

 

① 有形固定資産（リース資産を除

く）

  定率法(平成10年４月１日以降に取

得した建物(建物附属設備を除く)は

定額法)を採用しております。

  なお、取得価額10万円以上20万円

未満の少額減価償却資産について

は、３年間均等償却を採用しており

ます。

  主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

建物及び構築物 ２～47年

機械装置及び運搬具 ２～15年

工具器具備品 ３～20年

（追加情報）

 法人税法の改正（所得税法等の一

部を改正する法律 平成20年４月30

日 法律第23号）に伴い、法定耐用

年数及び資産区分が見直されまし

た。これにより、機械装置の一部の

資産については耐用年数を短縮して

減価償却費を算定する方法に変更し

ております。 

 なお、この変更に伴う損益に与え

る影響は軽微であります。

② 無形固定資産

  定額法を採用しております。

  なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期

間(５年)に基づいております。

② 無形固定資産（リース資産を除

く）

同左

③ リース資産

  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について、

リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しており

ます。

(3) 重要な繰延資産の処理方

法

① 開業費

  開業後、効果の発現する期間（５

年間)にわたり月数を基準とし た均

等償却

① 開業費

同左

② 社債発行費

 支払時に全額費用として処理してお

ります。

② 社債発行費

―

③ 創立費

  設立後、効果の発現する期間（５

年間）にわたり月数を基準とし た均

等償却

③ 創立費

―

 

④ 株式交付費

 支払時に全額費用として処理してお

ります。

④ 株式交付費

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年６月１日
至 平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

(4) 重要な引当金の計上基準 ① 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては、個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しており

ます。

① 貸倒引当金

同左 

  

 

  

 

 

② 賞与引当金

  一部の連結子会社については、従

業員に対して支給する賞与に充てる

ため、支給見込額に基づき計上して

おります。

② 賞与引当金

― 

  

 

 

③ 退職給付引当金

  一部の連結子会社については、従

業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上

しております。

③ 退職給付引当金

―

④ 投資損失引当金

関係会社への投資等の損失に備え

るため、その財政状態等を勘案し計

上しております。

④ 投資損失引当金

同左

 (5) 重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算

基準

  外貨建金銭債権債務は、連結決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。  

 なお、在外子会社の資産及び負債

は、連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、収益及び費用は期

中平均相場により円貨に換算し、換

算差額は純資産の部における為替換

算調整勘定に含めております。

    外貨建金銭債権債務は、連結決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。 

  なお、在外子会社の資産及び負債

は、みなし連結除外日の属する月の

末日の直物為替相場により円貨に換

算し、収益及び費用は期首からみな

し連結除外日の属する月の末日まで

の平均相場により円貨に換算し、換

算差額は純資産の部における為替換

算調整勘定に含めております。

 (6) 重要なリース取引の処理

方法

  リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

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

会計処理によっております。

―
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年６月１日
至 平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

(7) 重要なヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法

  金利スワップのうち特例処理の要

件を満たしているものについては、

特例処理を採用しております。

① ヘッジ会計の方法

同左

② ヘッジ手段とヘッジ対象

当連結会計年度にヘッジ会計を適

用したヘッジ手段とヘッジ対象は以

下のとおりであります。

a ヘッジ手段…金利スワップ

b ヘッジ対象…借入金

② ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③ ヘッジ方針

借入金の金利変動リスクを回避す

る目的で、デリバティブ取引を行っ

ており、ヘッジ対象の識別は個別契

約ごとに行っております。

③ ヘッジ方針

同左

④ ヘッジ有効性評価の方法

個別取引ごとに、有効性を判断す

ることとしております。なお、特例

処理によっている金利スワップにつ

いては、有効性の評価を省略してお

ります。

④ ヘッジ有効性評価の方法

同左

(8) その他連結財務諸表作成

のための重要な事項

① 消費税等の会計処理

  消費税及び地方消費税の会計処理

は税抜方式によっております。

  ただし、一部の連結子会社は税込

方式によっております。

① 消費税等の会計処理

  消費税及び地方消費税の会計処理

は税抜方式によっております。

② 匿名組合出資金の会計処理

不動産関連の匿名組合出資を行う

に際して、匿名組合の財産の持分相

当額を「投資有価証券」として計上

しております。匿名組合への出資時

に「投資有価証券」を計上し、匿名

組合が獲得した純損益の持分相当額

については、「営業損益」に計上す

るとともに、同額を「投資有価証

券」に加減し、営業者からの出資金

の払い戻しについては、「投資有価

証券」を減額させております。

② 匿名組合出資金の会計処理

同左 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

③ 不動産開発事業に係る支払利息の 

 原価算入

土地の購入金額が３億円以上で、

かつ、開発期間が１年を超える不動

産開発事業に係る支払利息は、開発

期間中のものに限り、取得原価に算

入しております。なお、当連結会計

年度において期末たな卸資産に含ま

れる支払利息は473百万円でありま

す。

③ 不動産開発事業に係る支払利息の 

 原価算入

 土地の購入金額が３億円以上で、

かつ、開発期間が１年を超える不動

産開発事業に係る支払利息は、開発

期間中のものに限り、取得原価に算

入しております。なお、当連結会計

年度において期末たな卸資産に含ま

れる支払利息は740百万円でありま

す。
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年６月１日
至 平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価

については、全面時価評価法を採用

しております。

同左

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

のれんは、子会社ごとに、20年以

内のその効果の及ぶ期間で均等償却

しております。  

 負ののれんは、子会社ごとに、20

年以内の取得の実態に基づいた適切

な期間で均等償却しております。  

 なお、のれん又は負ののれんが僅

少な場合には、その発生時に全額を

償却しております。

同左

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金(現金及び現金同等物)

は、手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資か

らなっております。

同左
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(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

【会計処理の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年６月１日
至 平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

（不動産開発事業に係る支払利息の原価算入）

  従来、借入金の支払利息については期間費用とし

て処理しておりましたが、不動産開発事業が増加し

てきたことに伴い、費用・収益を合理的に対応さ

せ、企業の経営成績をより適正に表示する目的か

ら、当連結会計年度より特定の不動産開発事業の支

払利息は取得原価に算入しております。  

 この変更に伴い、従来の方法に比べ、当連結会計

年度における経常利益は958百万円増加し、税金等調

整前当期純損失は958百万円減少しております。

―

― （リース取引に関する会計基準等）

  当連結会計年度より、「リース取引に関する会計

基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「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（平成６年１月

18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平

成19年３月30日改正））を適用し、通常の売買取引

に係る方法に準じた会計処理によっております。

  なお、リース取引開始日が平成20年３月31日以前

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

会計処理によっております。

  この変更による損益に与える影響はありません。

【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年６月１日
至 平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

（連結貸借対照表）
―

（連結貸借対照表）

１．前連結会計年度において独立掲記しておりました

「未収還付法人税等」（当連結会計年度33百万円）

は、資産の総額の1/100以下であるため、当連結会計

年度においては流動資産の「その他」に含めて表示

しております。

２．前連結会計年度において独立掲記しておりました

「電話加入権」（当連結会計年度0百万円）は、金額

が僅少であるため、当連結会計年度においては無形

固定資産の「その他」に含めて表示しております。

３．前連結会計年度において独立掲記しておりました

「預り金」（当連結会計年度63百万円）は、負債及

び純資産の合計の1/100以下であるため、当連結会計

年度においては流動負債の「その他」に含めて表示

しております。
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前連結会計年度
(自 平成19年６月１日
至 平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

(連結キャッシュ・フロー計算書)

 前連結会計年度において営業活動によるキャッシ

ュ・フローの小計区分前の「不動産事業前受金の増

減額」と「その他」に含めておりました「前受金」

は、当連結会計年度より明瞭な表示の観点から、

「売上債権の増減額」に含めて掲記しております。  

 なお、当連結会計年度の「不動産事業前受金の増

減額」は1,647百万円であります。  

 また、前連結会計年度と当連結会計年度の「前受

金の増減額」は、それぞれ△180百万円と△299百万

円であります。

(連結キャッシュ・フロー計算書)
―

【追加情報】

前連結会計年度
(自 平成19年６月１日
至 平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

（金額単位の変更について）

当社グループの連結財務諸表に記載されている科

目、その他の事項の金額については、従来、千円単

位で掲記しておりましたが、当連結会計年度より百

万円単位で記載することに変更いたしました。  

 なお、比較を容易にするために、前連結会計年度

についても百万円単位に組替え表示しております。

―
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成20年５月31日)

当連結会計年度 
(平成21年５月31日)

 

※１ 担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産は次のとおりであります。

現金及び預金 518百万円

売掛金 295百万円

仕掛販売用不動産 5,413百万円

販売用不動産 7,075百万円

仕掛品 1,841百万円

建物及び構築物 24,491百万円

機械装置及び運搬具 36百万円

土地 12,452百万円

建設仮勘定 210百万円

投資有価証券 4,663百万円

その他(投資その他の資産) 58百万円

 計 57,057百万円

※１ 担保資産及び担保付債務

   担保に供している資産は次のとおりであります。

販売用不動産 7,381百万円

仕掛販売用不動産 2,358百万円

仕掛品 1,763百万円

建物及び構築物 13,720百万円

機械装置及び運搬具 19百万円

土地 9,823百万円

建設仮勘定 241百万円

投資有価証券 2,522百万円

長期貸付金 380百万円

差入保証金 30百万円

その他(流動資産) 37百万円

その他(投資その他の資産) 13百万円

 計 38,291百万円

 

   担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 19,759百万円

長期借入金 18,861百万円

 計 38,621百万円

   担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 24,397百万円

長期借入金 2,781百万円

支払手形及び買掛金 535百万円

その他(流動負債) 2,856百万円

 計 30,571百万円

   質権が設定されている差入保証金

差入保証金2,027百万円は、介護付有料老人ホ

ームの運営に支障が生じた場合の入居者への返還

債務に対する信用補完措置として、差入保証金の

返還請求権に対して質権が設定されております。

   質権が設定されている差入保証金

    差入保証金1,602百万円は、介護付有料老人ホー

ムの運営に支障が生じた場合の入居者への返還債

務に対する信用補完措置として、差入保証金の返

還請求権に対して質権が設定されております。

 

 ２ 保証債務

   次の取引先について、リース契約並びに金融機関

からの借入に対し債務保証を行っております。

㈱チャーミング・リゾート那須 16百万円

㈱ペットコミュニティ 215百万円

医療法人社団和啓会 1百万円

 計 232百万円

 ２ 保証債務

   次の関連会社及び取引先について、リース契約、

金融機関からの借入ならびに入居一時金返還債務

等に対し債務保証を行っております。

特定目的会社芦屋シニアレジデンス 4,500百万円

㈱ゼクスコミュニティ 2,558百万円

㈱ボンセジュール・バリエ 1,596百万円

㈱奈良建設 386百万円

㈱ゼクスコミュニティ・レジデンス 206百万円

㈱ペットコミュニティ 189百万円

バーリントン事業承継㈱ 148百万円

㈱リメイク 113百万円

北逵光史郎 12百万円

㈱ゼクシス 3百万円

㈱アイランドリゾート那須 3百万円

㈱ボンセジュール 0百万円

医療法人社団和啓会 0百万円

計 9,719百万円

※３ 土地の仕入に関する金額が含まれております。

※４ 減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれて

おります。

※３          同左

※４          同左
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前連結会計年度 
(平成20年５月31日)

当連結会計年度 
(平成21年５月31日)

 

※５ 関連会社に対するものは、次のとおりでありま

す。

 投資有価証券 7,854百万円

※５ 関連会社に対するものは、次のとおりでありま

す。

 投資有価証券 3,643百万円

 長期貸付金 79百万円

※６ シニアハウジング＆サービス事業に係る入居一時

金であります。

※６          同左 

 

 ７ 当社及び連結子会社（㈱ゼクスコミュニティ）に

おいては、プロジェクト資金の効率的な調達を行

うため取引銀行3行と当座貸越契約及び貸出コミ

ットメント契約を締結しております。

   当連結会計年度における当座貸越契約に係る借入

金未実行残高等は次のとおりであります。

当座貸越極度額及び貸出コミ
ットメントの総額

2,700百万円

借入実行残高 950百万円

差引額 1,750百万円
 

 ７ 当社は、プロジェクト資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行外2社と当座貸越契約及び貸出コミ

ットメント契約を締結しております。

   当連結会計年度における当座貸越契約に係る借入

金未実行残高等は次のとおりであります。

当座貸越極度額及び貸出コミ
ットメントの総額

1,800百万円

借入実行残高 100百万円

差引額 1,700百万円

※８ 投資有価証券の消費貸借契約

   投資有価証券の一部に消費貸借契約を結んでお

り、その連結貸借対照表価額は442百万円であり

ます。なお、当該取引に係る預り金受入高は、流

動負債の「短期借入金」に含まれており、その金

額は309百万円であります。

※８ 投資有価証券の消費貸借契約

             ―
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年６月１日
至 平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。

 役員報酬 358百万円

 給料手当 2,166百万円

 賞与手当 215百万円

 法定福利費 350百万円

 租税公課 767百万円

 支払手数料 3,130百万円

 地代家賃 658百万円

 貸倒引当金繰入 75百万円

 減価償却費 151百万円

 広告宣伝費 1,804百万円

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。

 役員報酬 116百万円

 給料手当 747百万円

 賞与手当 5百万円

 法定福利費 116百万円

 租税公課 370百万円

 支払手数料 606百万円

 地代家賃 308百万円

 減価償却費 51百万円

 広告宣伝費 19百万円

  のれん償却額 82百万円

※２ 固定資産売却益

建物及び構築物 2,235百万円

土地 1,135百万円

 計 3,370百万円
 

※２ 固定資産売却益

車両運搬具 1百万円

 計 1百万円

※３ 固定資産売却損
           ―

※３ 固定資産売却損

建物及び構築物 2,212百万円

機械装置及び運搬具 10百万円

工具器具備品 0百万円

土地 363百万円

 計 2,587百万円

※４ 固定資産除却損

建物及び構築物 89百万円

工具器具備品 6百万円

その他 19百万円

 計 115百万円

※４ 固定資産除却損

建物及び構築物 194百万円

工具器具備品 12百万円

その他 1百万円

 計 207百万円

 

※５ 減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上しておりま

す。

場所 用途 種類 減損損失

徳川温泉城

下町すんぷ

夢 ひ ろ ば

（静 岡 県 静

岡 市 駿 河

区） 

（注）１

温浴 

施設

建物及び
構築物

3,013百万円

工具器具
備品

131百万円

開業費 303百万円

その他の
資産

100百万円

そ の 他
( リ ー ス
資産)

294百万円

那覇バスタ

ーミナル 

（沖 縄 県 那

覇市） 

（注）２

運輸 

施設

借地権 742百万円

建設仮勘
定

92百万円

   当社グループは、事業の種類を基本とし、不動産

賃貸事業については個々の物件単位でグルーピング

しております。

※５ 減損損失

         ―
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前連結会計年度
(自 平成19年６月１日
至 平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

  （注）１．営業活動から生じる損益が継続してマ 

    イナスとなっているため、当該資産の帳 

    簿価額を回収可能価額まで減額しており 

    ます。

       なお、当資産グループの回収可能価額は 

        正味売却価額により測定しており、主と 

        して不動産鑑定士による鑑定評価額によ 

        り評価しております。

  （注）２．事業の見直しにより、売却予定資産に  

    ついて当該資産の帳簿価額を回収可能額  

    まで減額しております。なお、当資産グ  

    ループの回収可能額は売却予定額により  

    評価しております。
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前連結会計年度(自 平成19年６月１日 至 平成20年５月31日) 

  

１．発行済株式に関する事項 

 
（注)１ 普通株式の発行済株式総数の増加8,577株は、新株予約権の権利行使による新株発行による増加であります。

  

２．自己株式に関する事項 

   
（注)１ 自己株式の増加5,382株は、市場買付による増加であります。 

  

３．新株予約権等に関する事項 
  

 
(注)１ 目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しておりま

す。 

２ 第2回新株予約権の減少は権利行使によるものであり、第3回新株予約権、第4回新株予約権、第5回新株予約

権、及び第6回新株予約権の減少は消却によるものであります。 

３ 各回の新株予約権の総数は５個であります。なお、各回の本新株予約権の目的たる株式の総数の上限は、本

新株予約権の総数に200,000,000円を乗じた金額を行使価額で除して得られる 大整数となります。ただ

し、一定の条件に従い、行使価額が修正又は調整された場合は、本新株予約権の目的たる株式の総数は変更

されます。 

４ 上記(注)３の事象があるため、合計欄の記載を省略しております。 

  

４. 配当に関する事項 

（1）配当金の支払額 
  

 
  

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

    該当事項はありません。 

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 摘要

普通株式 215,439 8,577 ― 224,016 注1

合計 215,439 8,577 ― 224,016

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 摘要

普通株式 622 5,382 ― 6,004 注1

合計 622 5,382 ― 6,004

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結
会計年度 
末残高 

（百万円）
前連結

会計年度末
増加 減少

当連結 
会計年度末

提出会社

第2回新株予約

権 (注)２
普通株式 (注)３ ― 8,064 ― ―

第3回新株予約

権 (注)２
普通株式 (注)３ ― (注)３ ― ―

第4回新株予約

権 (注)２
普通株式 (注)３ ― (注)３ ― ―

第5回新株予約

権 (注)２
普通株式 (注)３ ― (注)３ ― ―

第6回新株予約

権 (注)２
普通株式 (注)３ ― (注)３ ― ―

合計 ― (注)４ ― (注)４ ― ―

株式の種類 配当金の総額
１株当たり 

配当額
基準日 効力発生日

平成19年8月24日

定時株主総会
普通株式 193百万円 900円 平成19年5月31日 平成19年8月27日
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当連結会計年度(自 平成20年６月１日 至 平成21年５月31日) 

  

１. 発行済株式に関する事項 

 
(注)１ 増加数の内訳は次のとおりであります。 

      ストックオプションの権利行使による増加       22株 

      第三者割当増資による増加           2,050,000株     

      第七回新株予約権の権利行使による増加        695,000株 

  

２. 自己株式に関する事項 

   
  

３．新株予約権等に関する事項 
  

 
(注)１ 第７回新株予約権の増加及び減少は、新株予約権の発行及び権利行使によるものであります。 

  

４. 配当に関する事項 

（1）配当金の支払額 
  
  該当事項はありません。 

  

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 該当事項はありません。 

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 摘要

普通株式 224,016 2,745,022 ― 2,969,038 注1

合計 224,016 2,745,022 ― 2,969,038

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 摘要

普通株式 6,004 ― ― 6,004

合計 6,004 ― ― 6,004

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結
会計年度 
末残高 

（百万円）
前連結

会計年度末
増加 減少

当連結 
会計年度末

提出会社
第７回新株予

約権 (注)１
普通株式 ― 695,000 695,000 ― ―

合計 ― ― 695,000 695,000 ― ―
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年６月１日
至 平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 5,999百万円

預入期間３ヶ月超の定期預金等 △49百万円

現金及び現金同等物 5,950百万円
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 440百万円

預入期間３ヶ月超の定期預金等 ―

現金及び現金同等物 440百万円
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前連結会計年度(自 平成19年６月１日 至 平成20年５月31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) その他施設運営事業…………………リゾート施設の運営、カルチャー、繊維事業、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、当連結会計年度は3,566百万円であります。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、当連結会計年度256百万円含まれております。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金(現金預金)、長

期投資資金及び管理部門に係る資産等であり、当連結会計年度は9,487百万円であります。 

５ 前期まで「その他施設運営事業」として分類しておりましたセグメント名称を当連結会計年度より「リゾー

ト＆スポーツ、その他事業」と変更しております。これによる分類内容の変更はありません。 

  

(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)

リゾート＆ス
ポーツ、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

68,042 10,661 5,561 84,264 ― 84,264

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― 45 45 (   45) ―

計 68,042 10,661 5,606 84,310 (    45) 84,264

  営業費用 57,148 12,449 6,832 76,430 3,310 79,740

  営業利益又は
営業損失(△)

10,894 △1,788 △1,225 7,880 (  3,356) 4,524

Ⅱ 資産、減価償却費、
  減損損失及び資本的

支出

資産 26,999 57,478 2,898 87,376 9,378 96,755

減価償却費 379 1,313 776 2,469 51 2,521

減損損失 834 ― 3,842 4,677 ― 4,677

資本的支出 1,916 6,795 549 9,261 120 9,382
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当連結会計年度(自 平成20年６月１日 至 平成21年５月31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、当連結会計年度は1,680百万円であります。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、当連結会計年度140百万円含まれております。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金(現金預金)、長

期投資資金及び管理部門に係る資産等であり、当連結会計年度は556百万円であります。 

５ 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当連

結会計年度より「その他事業」と変更しております。これによる分類内容の変更はありません。 

６ 会計処理方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４（1）③に記載のとおり、当連結会計年度から

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）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軽微であります。 

（リース取引に関する会計基準の適用） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度から

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号 平成19年３月30日）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）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。 

  

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)

リゾート＆ス
ポーツ、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

4,385 7,933 257 12,575 ― 12,575

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

80 0 2 82 (   82) ―

計 4,465 7,933 259 12,658 (   82) 12,575

  営業費用 3,687 9,958 585 14,231 1,540 15,771

  営業利益又は
営業損失(△)

778 △2,024 △326 △1,572 (  1,622) △3,195

Ⅱ 資産、減価償却費、
  減損損失及び資本的

支出

資産 20,247 29,315 2,331 51,894 556 52,450

減価償却費 67 1,209 79 1,356 43 1,400

減損損失 ― ― ― ― ― ―

資本的支出 29 146 49 224 21 246
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前連結会計年度（自 平成19年６月１日 至 平成20年５月31日）および当連結会計年度（自 平

成20年６月１日 至 平成21年５月31日）において、全セグメントの売上高の合計および全セグメン

トの資産の金額の合計額に占める日本の割合が、いずれも90％を超えているため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。 

  

前連結会計年度（自 平成19年６月１日 至 平成20年５月31日）および当連結会計年度（自 平

成20年６月１日 至 平成21年５月31日）において、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。 

  

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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(注) 算定上の基礎は、以下の通りであります。 

１ １株当たり純資産額 

 
   

  

２ １株当たり当期純利益又は当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成19年６月１日
至 平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

１株当たり純資産額 35,849円87銭 429円26銭
１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△)

△29,739円53銭 △24,218円11銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

― 円 ― 銭 ― 円 ― 銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益については、１株当たり
当期純損失であるため記載しており
ません。

なお、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益については、１株当たり
当期純損失であるため記載しており
ません。

項目
前連結会計年度末 

（平成20年5月31日）

当連結会計年度末 

（平成21年5月31日）

連結貸借対照表の純資産の部の合計額

（百万円）
7,834 1,280

普通株式に係る純資産額（百万円） 7,815 1,271

連結貸借対照表の純資産の部の合計額

から控除する金額（百万円）
△19 △8

(うち新株予約権) ― ―

(うち少数株主持分) △19 △8

普通株式の発行済株式数（株） 224,016 2,969,038

普通株式の自己株式数（株） 6,004 6,004

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た普通株式の数（株）
218,012 2,963,034

項目
前連結会計年度

(自 平成19年６月１日
至 平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

連結損益計算書上の当期純利益又は当
期純損失(△)（百万円)

△6,520 △9,211

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る当期純利益又は当期純
損失(△)（百万円）

△6,520 △9,211

普通株式の期中平均株式数（株） 219,241 380,369

潜在株式調整後１株当たり当期純利益
の算定に用いられた普通株式増加数の
主要な内訳（株）

 新株引受権 ― ―

 新株予約権 ― ―

普通株式増加数（株） ― ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式
調整後１株当たり当期純利益の算定に
含めなかった潜在株式の概要

2010年５月31日満期円貨建転換社
債型新株予約権付社債 
 額面金額   2,075百万円 
  第３回ストックオプション 
          2,004個 
  第４回ストックオプション 
          3,962個 
  第５回ストックオプション 
          4,302個

2010年５月31日満期円貨建転換社
債型新株予約権付社債 
 額面金額     80百万円 
  第３回ストックオプション 
           207個 
  第４回ストックオプション 
           885個 
  第５回ストックオプション 
           851個
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(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自 平成19年６月１日
至 平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

下記不動産を平成20年６月25日に担保提供のた

め、極度額120億円の根抵当権設定および登記留保し

ております。

 （1）重要な資産の担保提供の理由

   将来事業の営業債務の発生に対する担保となりま 

   す。

 （2）担保提供物件

   ① 物件の種類 土地、建物

   ② 帳簿価額  22,944百万円

当社は、平成21年６月18日付（訴状送達日 平成

21年７月８日）にて、東京地方裁判所において訴訟

の提起を受けております。訴訟の内容は以下のとお

りであります。

 （1）訴訟を提起した者

株式会社富士薬品 代表取締役 高柳昌幸  

埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目383番地

 （2）訴訟の内容

当社保有不動産を特定目的会社芦屋シニアレ

ジデンスへ譲渡を行うに際し、特定目的会社芦

屋シニアレジデンスが発行する優先出資証券を

株式会社富士薬品が購入するに至った過程で当

社から損害を与えられたとする内容の損害賠償

請求であります。

 （3）損害賠償請求額

31億37百万円

 （4）訴訟に対する会社の見解

当社は、正当な手続きに則り、特定目的会社

芦屋シニアレジデンスへ不動産の譲渡を行って

おり、株式会社富士薬品が当該特定目的会社の

発行する優先出資を引き受けるにあたり、損害

を与えた事実は一切ありません。また、当社は

一連の取引において当社が受けた損害につい

て、株式会社富士薬品に対し反訴する予定であ

り、現在、弁護士と協議しております。
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リース取引関係、関連当事者情報、税効果会計関係、有価証券関係、デリバティブ取引関係、退職

給付関係、ストック・オプション等関係、企業結合等関係に関する注記事項については、決算短信に

おける開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しております。 

(その他)

前連結会計年度
(自 平成19年６月１日
至 平成20年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

当社は平成19年９月21日開催の当社取締役会にお

いて、グッド・ウィルグループ㈱より、住宅型有料

老人ホーム「バーリントンハウス馬事公苑」及び

「バーリントンハウス吉祥寺」の固定資産を取得す

ることを決議いたしました。 

ところがその後、物件引渡し書類の精査の過程にお

いて、当該２物件の現状建物と図面等の一部に不整

合と思われる箇所が見つかりました。このため、グ

ッド・ウィルグループ㈱と協議のうえ、特定行政庁

である東京都に相談しましたところ、本年３月28日

に東京都都市整備局市街地建築部建築指導課から

「バーリントンハウス馬事公苑」の建物について

「現状建物、竣工図及び施工図に基づく原設計者以

外の第三者による構造計算の実施」を行うようグッ

ド・ウィルグループ㈱に対し、建築基準法第12条第

５項に基づく報告要請が行われました。 

なお、東京都は、その結果に基づいて公的な第三者

機関に諮問した後、当該建物の建築基準法適合性に

ついて 終的な判断を行うこととなっております。 

現在、グッド・ウィルグループ㈱は、前記、再計算

を委託する第三者再検証者を確定し、再検証が開始

されております。 

また、「バーリントンハウス吉祥寺」につきまして

も、同様に特定行政庁でる三鷹市に相談しておりま

したところ、本年５月28日に三鷹市長から、グッ

ド・ウィルグループ㈱に対し、建築基準法第12条第

５項に基づく報告要請が行われました。 

物件引渡し時期は、特定行政庁による両物件の建築

基準法適合性の判断後となるため、当連結会計年度

末から起算して３ヶ月後を目処に延期いたしており

ます。

―

(開示の省略)
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（単位：百万円） 

5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】

前事業年度
（平成20年５月31日）

当事業年度 
（平成21年５月31日）

資産の部 
流動資産

現金及び預金 5,064 278
売掛金        179 106
販売用不動産 1,765 2,197
仕掛販売用不動産 3,187 2,360
仕掛品 4,412 2,331
前渡金 380 50
前払費用 318 117
関係会社短期貸付金 155 500
短期貸付金 3 136
立替金 371 376
未収還付法人税等 1,111 ―
その他 165 218
貸倒引当金 △36 △45
流動資産合計 17,079 8,629

固定資産
有形固定資産

建物 22,289 10,600
減価償却累計額 △1,436 △1,182
建物（純額） 20,853 9,418

構築物 504 298
減価償却累計額 △78 △93
構築物（純額） 426 204

車両運搬具 15 0
減価償却累計額 △13 △0
車両運搬具（純額） 2 0

機械及び装置 36 23
減価償却累計額 △3 △6
機械及び装置（純額） 33 16

工具、器具及び備品 87 41
減価償却累計額 △44 △28
工具、器具及び備品（純額） 42 13

土地 11,799 8,915
建設仮勘定 210 241
有形固定資産合計 33,366 18,810

無形固定資産
ソフトウェア 85 67
電話加入権 0 0
無形固定資産合計 85 68

投資その他の資産
投資有価証券 386 297
関係会社株式 8,337 4,475
出資金 36 24
関係会社社債 70 70
その他の関係会社有価証券 2,212 3,846
長期貸付金 450 473
関係会社長期貸付金 10,386 7,387
長期前払費用 356 207
差入保証金 3,091 2,104
ゴルフ会員権 11 11
長期預金 54 ―
貸倒引当金 △53 △5,107
投資損失引当金 △3,997 △3,160
投資その他の資産合計 21,344 10,629

固定資産合計 54,796 29,508
繰延資産

開業費 346 ―
繰延資産合計 346 ―

資産合計 72,222 38,137
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（単位：百万円）

前事業年度
（平成20年５月31日）

当事業年度 
（平成21年５月31日）

負債の部 
流動負債
支払手形 ― 155
買掛金 741 612
営業外支払手形 2,005 ―
短期借入金 12,036 9,689
関係会社短期借入金 335 192
1年内返済予定の長期借入金 4,414 10,178
1年内償還予定の社債 1,160 ―
未払金 1,460 267
設備関係未払金 ― 2,563
未払費用 198 660
未払法人税等 ― 13
不動産事業前受金 2,985 474
預り金 13,357 3,245
その他 4 366
流動負債合計 38,699 28,418

固定負債
社債 180 ―
新株予約権付社債 2,075 80
長期借入金 17,183 2,781
関係会社長期借入金 648 4,100
長期未払金 0 0

長期前受収益 1,991 ―

長期預り保証金 3,146 2,725

固定負債合計 25,225 9,687
負債合計 63,924 38,105

純資産の部
株主資本
資本金 5,732 7,184
資本剰余金

資本準備金 5,480 6,931
その他資本剰余金 17 17
資本剰余金合計 5,497 6,948

利益剰余金
その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △2,314 △13,517
利益剰余金合計 △2,314 △13,517

自己株式 △576 △576
株主資本合計 8,339 38

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △42 △6
評価・換算差額等合計 △42 △6

純資産合計 8,297 32
負債純資産合計 72,222 38,137
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(2)【損益計算書】
（単位：百万円）

前事業年度 
（自 平成19年６月１日  

   至 平成20年５月31日）

当事業年度 
（自 平成20年６月１日 

   至  平成21年５月31日）
売上高 19,313 5,453
売上原価 12,651 4,567
売上総利益 6,662 886
販売費及び一般管理費
役員報酬 196 90
給料及び手当 1,258 508
賞与及び手当 36 5
雑給 12 2
法定福利費 158 64
福利厚生費 31 1
広告宣伝費 416 15
旅費及び交通費 176 56
交際費 143 18
租税公課 331 211
保険料 35 ―
支払手数料 692 979
減価償却費 51 46
貸倒引当金繰入額 21 ―
地代家賃 344 253
その他 256 189
販売費及び一般管理費合計 4,163 2,445

営業利益又は営業損失（△） 2,498 △1,558
営業外収益

受取利息 475 398
受取配当金 69 54
経営指導料 238 57
その他 225 190
営業外収益合計 1,008 701

営業外費用
支払利息 1,682 1,718
社債利息 72 4
開業費償却 ― 31
支払融資手数料 484 269
社債発行費 6 ―
その他 446 253
営業外費用合計 2,692 2,277

経常利益又は経常損失（△） 814 △3,135
特別利益

固定資産売却益 3,292 0
投資有価証券売却益 351 ―
関係会社株式売却益 ― 5,986
負ののれん一括償却額 ― 140
貸倒引当金戻入額 ― 10
債務買取益 ― 744
その他 338 96
特別利益合計 3,982 6,979

特別損失
たな卸資産評価損 ― 15
たな卸資産処分損 ― 253
固定資産売却損 ― 2,587
固定資産除却損 8 193
投資有価証券売却損 ― 82
投資有価証券評価損 ― 985
関係会社株式売却損 2,330 5,214
有価証券売却損 ― 324
関係会社株式評価損 2,195 ―
投資損失引当金繰入額 3,973 3,077
貸倒引当金繰入額 ― 1,372
その他 502 943
特別損失合計 9,009 15,051

税引前当期純損失（△） △4,212 △11,206
法人税、住民税及び事業税 220 △3
法人税等調整額 778 ―
法人税等合計 999 △3
当期純損失（△） △5,211 △11,202
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(3)【株主資本等変動計算書】

（単位：百万円）

前事業年度 
（自 平成19年６月１日  

   至 平成20年５月31日）

当事業年度
（自 平成20年６月１日 

   至  平成21年５月31日）
株主資本
資本金

前期末残高 5,228 5,732
当期変動額

新株の発行 504 1,451
当期変動額合計 504 1,451

当期末残高 5,732 7,184
資本剰余金

資本準備金
前期末残高 4,976 5,480
当期変動額

新株の発行 504 1,450
当期変動額合計 504 1,450

当期末残高 5,480 6,931
その他資本剰余金

前期末残高 17 17
当期変動額 ― ―

新株の発行 ― ―
当期変動額合計 ― ―

当期末残高 17 17
資本剰余金合計

前期末残高 4,993 5,497
当期変動額

新株の発行 504 1,450
当期変動額合計 504 1,450

当期末残高 5,497 6,948
利益剰余金

その他利益剰余金
繰越利益剰余金

前期末残高 3,090 △2,314
当期変動額

剰余金の配当 △193 ―
当期純損失（△） △5,211 △11,202
当期変動額合計 △5,404 △11,202

当期末残高 △2,314 △13,517
利益剰余金合計

前期末残高 3,090 △2,314
当期変動額

剰余金の配当 △193 ―
当期純損失（△） △5,211 △11,202
当期変動額合計 △5,404 △11,202

当期末残高 △2,314 △13,517
自己株式

前期末残高 △89 △576
当期変動額

自己株式の取得 △486 ―
当期変動額合計 △486 ―

当期末残高 △576 △576
株主資本合計

前期末残高 13,222 8,339
当期変動額

新株の発行 1,008 2,902
剰余金の配当 △193 ―
当期純損失（△） △5,211 △11,202
自己株式の取得 △486 ―
当期変動額合計 △4,882 △8,300

当期末残高 8,339 38
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（単位：百万円）

前事業年度 
（自 平成19年６月１日  

   至 平成20年５月31日）

当事業年度
（自 平成20年６月１日 

   至  平成21年５月31日）
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金

前期末残高 433 △42
当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △475 35
当期変動額合計 △475 35

当期末残高 △42 △6
評価・換算差額等合計

前期末残高 433 △42
当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △475 35
当期変動額合計 △475 35

当期末残高 △42 △6
新株予約権
前期末残高 9 ―
当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9 ―
当期変動額合計 △9 ―

当期末残高 ― ―
純資産合計
前期末残高 13,666 8,297
当期変動額

新株の発行 1,008 2,902
剰余金の配当 △193 ―
当期純損失（△） △5,211 △11,202
自己株式の取得 △486 ―
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △485 35
当期変動額合計 △5,368 △8,265

当期末残高 8,297 32
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当社グループは「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、前事業年度より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
に取り組んだ結果、当事業年度において不採算事業の整理をほぼ一巡することが出来ました。また、当
面の経済・金融環境を踏まえ、当社グループが直面する経営課題と現状及び中長期に亘る収益基盤の再
構築及びその拡大を図るためには、自己資本の増強・財務基盤の再構築が急務であり、ステークホルダ
ーの皆様からの信用の回復並びに資金繰りの安定化を図ることが必須であると考え、平成21年３月13日
並びに平成21年５月29日の２度に亘り第三者割当増資を実施いたしました。  
 しかしながら、前事業年度から引き続き、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いないこと、また、シニアハウジング＆サービス事業において信用収縮が進ん
だことにより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、さらに、当社の持分法適用
関連会社であった株式会社中央コーポレーションの破綻により、多額の関係会社株式売却損及び投資有
価証券評価損を計上したこと等により、当事業年度において11,202百万円の当期純損失を計上すること
となりました。また、連結ベースの営業キャッシュ・フローも赤字となり、継続企業の前提に重要な疑
義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。  
 当社グループは、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。中でも、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
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、既存施設の積極的な入居募集
と運営効率の改善を目指してまいります。  
 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、当社グループが保有する営業用不動産（平成21年５月末現在
12,130百万円）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進めてまいります。 
 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。  
 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。  
  前事業年度末において連結ベースで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
28,705百万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。  
 また、これまでに当社は、平成21年１月29日付にて、新株式ならびに新株予約権の発行登録を行うこ
とを決議し、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
新株式及び第七回新株予約権を発行いたしました。また、当社は、平成21年４月21日開催の臨時株主総
会において定款の一部変更に関する決議を行い、従来748,000株であった発行可能株式総数を2,976,000
株へ拡大するとともに、平成21年６月22日開催の臨時株主総会において、再度定款の一部変更に関する
決議を行い、発行可能株式総数を11,876,000株へ拡大いたしました。さらに、平成21年５月29日付に
て、平成21年５月14日開催の取締役会決議に基づき、第三者割当（デット・エクイティ・スワップ）に
よる新株式を発行するなど有利子負債の削減、自己資本の増強に努めてまいりました。 足元の資本市
場環境が非常に不安定で、かつ特に不動産セクターに属する中堅企業に対する適時適切な調達が必ずし
も可能とはいえない状況が継続すると予想される中で、資本増強策の立案及び実行は必要不可欠であ
り、かつ中期的な財務基盤の建て直しに寄与するものと考えております。  
 さらに、前事業年度より役員報酬の減額、本社移転による地代家賃の削減、管理部門の集約化による
固定費の削減などに取組んでおりますが、今後も継続してきめ細かな管理を徹底し、販売費及び一般管
理費の削減を断行してまいります。  
 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、継続企業の前提に関する重要
な疑義を生じさせるような事象又は状況は解消できるものと判断しております。  
 しかしながら、一部の借入金に係る期日延長手続きの全てを完了することは困難であるため、現時点
では継続企業の前提に重要な不確実性が認められます。  
 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、当連結財務諸表は継続企業を前提に作成されており、重要
な不確実性の影響を当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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(重要な後発事象)

前事業年度
(自 平成19年６月１日
至 平成20年５月31日)

当事業年度
(自 平成20年６月１日
至 平成21年５月31日)

下記不動産を平成20年６月25日に担保提供のた

め、極度額120億円の根抵当権設定および登記留保し

ております。

 （1）重要な資産の担保提供の理由

   将来事業の営業債務の発生に対する担保となりま 

   す。

 （2）担保提供物件

   ① 物件の種類 土地、建物

   ② 帳簿価額  23,044百万円

当社は、平成21年６月18日付（訴状送達日 平成

21年７月８日）にて、東京地方裁判所において訴訟

の提起を受けております。訴訟の内容は以下のとお

りであります。

 （1）訴訟を提起した者

株式会社富士薬品 代表取締役 高柳 昌幸  

埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目383番地

 （2）訴訟の内容

当社保有不動産を特定目的会社芦屋シニアレ

ジデンスへ譲渡を行うに際し、特定目的会社芦

屋シニアレジデンスが発行する優先出資証券を

株式会社富士薬品が購入するに至った過程で当

社から損害を与えられたとする内容の損害賠償

請求であります。

 （3）損害賠償請求額

31億37百万円

 （4）訴訟に対する会社の見解

当社は、正当な手続きに則り、特定目的会社

芦屋シニアレジデンスへ不動産の譲渡を行って

おり、株式会社富士薬品が当該特定目的会社の

発行する優先出資を引き受けるにあたり、損害

を与えた事実は一切ありません。また、当社は

一連の取引において当社が受けた損害につい

て、株式会社富士薬品に対し反訴する予定であ

り、現在、弁護士と協議しております。
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