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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 － 6 8 9 0 － 1 0 2 0 ( 代表)

 
新中期経営計画策定に関するお知らせ 

 
 

 当社は、このたび平成22年５月期（2010年度）を初年度とする３ヵ年を対象とした新中期経営計画（ゼクスリバイ

バルプラン2012）を策定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

 

記 
 

 

 当社は、平成21年５月期決算におきまして２期連続の当期純損失を計上することとなり、結果として純資産を大き

く減少させる状況となりました。株主ならびに投資家の皆様方には多大なるご迷惑をお掛けいたしましたことを心よ

りお詫び申し上げます。 

当社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、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

義を生じさせるような事象又は状況が存在している旨の注記が付されるなど、極めて厳しい状況が続いております。 

 当社は、こうした危機的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の財務リストラを行い、平成19年11月 中間期において1,050億円あった先行

投資による有利子負債を平成21年５月期には287億円まで削減(約73%減)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転換を図ることで、早期に正常な事業基盤を回復すべく再建に向けた様々な取組みを実行し、着

実にその効果を上げてまいりました。 
しかしながら、一昨年来の世界的な金融市場の混乱が収束するまでには今しばらく時間を要するものと予想され、

その間の企業業績回復の遅れがより一層信用収縮や雇用・所得環境の悪化に拍車をかけるなど、当初の想定以上に当

社グループを取り巻く経済環境は悪化していることから、このような現状を打破し、このような負のスパイラルを断

ち切るため、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

に平成22年５月期（2010年度）を初年度とする３ヵ年を対象とした新中期経営計画（ゼクスリバイバルプラン2012）

を策定いたしました。 

なお、新中期経営計画（ゼクスリバイバルプラン2012）の詳細は下記のとおりであります。 
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1. 当社の基本方針 

当社グループは、経営の基本方針を「ハードからソフト」へと転換し、シニアハウジング＆サービス事業を軸に

安定した収益基盤の再構築を図り、自主再建を目指してまいります。 
すなわち、これまで不動産取引（ハード＝ハコもの）に依存していた経営体制を改め、シニア向け住宅等の運営

やそれに附帯する関連サービス（ソフト＝サービス）を軸に、キャッシュ・フローを重視し、借入れに依存しない

体制へと転換を図ることで、当社グループの「企業価値の最大化」を目指すべく、今年度を初年度とする３ヵ年の

新中期経営計画『ゼクスリバイバルプラン2012』を新たに策定し取り組んでいくことといたしました。 
以上を具体的に推進していくにあたり、今期（平成22年５月期）を資本政策、財務面・事業再構築を中心とした

「ハードからソフト」への転換をはかる“変革の年度”、来期（平成23年５月期）を「将来への再出発」を目指す

“新生の年度”、それに続く平成24年５月期を「ゼクスグループの企業価値の最大化」を実現する“飛躍の年度”

と位置付け、新中期経営計画を実行してまいります。 

 

2. 中期経営ビジョン 

  当社グループは、これまで「不動産コンサルティング事業で得た収益をシニアハウジング＆サービス事業で活用

することにより、シニアハウジング＆サービス事業の収益構造の安定的な成長を目指す」という戦略で事業を推進

してまいりました。 

  しかしながら、今般の世界的な金融市場の混乱に伴う不動産市況の急速な収縮により大きな打撃を受け、道半ば

で前述の成長戦略を見直すこととなったことから、一から出直す覚悟で事業戦略を根本的に見直すことといたしま

した。また、この一年の間に早期の復活再建を目指しスポンサーの確保に全力をあげてまいりましたが、このよう

な環境下では困難なことから、新中期経営計画を策定し、下記の『復活シナリオ』を実行していくことにより、「有

利子負債の削減」「営業キャッシュ・フローの黒字化」を実現し、継続企業の前提に関する注記（ＧＣ注記）の早期

解消を達成することで、今後の成長基盤の確立及び自主再建を図ってまいります。 

 

 

3. 復活へ向けての課題 

 （１）資本政策の実行及び財務基盤の強化 

（２）事業基盤の再構築及び安定的なキャッシュ・フローの創出 

 

保有販売用不動産の売却

有利子負債の削減

営業ＣＦの黒字化

ＧＣ注記の解消

復活・成長

チャーミング・スクウェア

入居率大幅向上

信用力の回復

資本増強

『復活シナリオ』

【ﾌｪｰｽﾞⅠ】

【ﾌｪｰｽﾞⅡ】

【ﾌｪｰｽﾞⅢ】

【ﾌｪｰｽﾞⅥ】

【ﾌｪｰｽﾞⅤ】

【ﾌｪｰｽﾞⅣ】

【ハード】

不動産売買

【ソフト】

シニアハウジング＆サービス事業

保有販売用不動産の売却

有利子負債の削減

営業ＣＦの黒字化

ＧＣ注記の解消

復活・成長

チャーミング・スクウェア

入居率大幅向上

信用力の回復

資本増強

『復活シナリオ』

【ﾌｪｰｽﾞⅠ】

【ﾌｪｰｽﾞⅡ】

【ﾌｪｰｽﾞⅢ】

【ﾌｪｰｽﾞⅥ】

【ﾌｪｰｽﾞⅤ】

【ﾌｪｰｽﾞⅣ】

【ハード】

不動産売買

【ソフト】

シニアハウジング＆サービス事業
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4. 今後の対策 

（１）資本政策の実行及び財務基盤の強化 

① 自己資本の充実 

当社グループを取り巻く当面の経済・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、中長期

に亘る収益基盤の再構築ならびにその拡大を実現するためには、自己資本の増強を図り、債務超過の回避並び

に自己資本比率などの財務数値の改善による信用力の回復が必要不可欠であると考えております。 

そのため、デット・エクイティ・スワップ等の手法を用いた新株式の発行など、新たな資本増強策を立案・

実行するとともに、自助努力による利益の積み増しを行うことで自己資本の充実に努めてまいります。 

 

② 資金調達 

当社グループにおいては、シニアハウジング＆サービス事業におけるマーケティング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。 

現在、開業しております「チャーミング・シリーズ」５施設の現時点における平均入居率は約50％程度であ

り、運営にかかる収益から運営諸経費等を差し引いた運営利益ベースでは赤字となっているため、当社グルー

プにおける連結ベースでの営業キャッシュ・フローが赤字である一因となっております。そのため、前述のと

おり早期に各施設の入居率を向上させること及び運営諸経費等の圧縮を図ることにより運営利益ベースでの

黒字化を実現することが安定的なキャッシュ・フロー創出のためには最重要課題であると認識しております。 

しかしながら、入居率が向上し運営利益ベースでの黒字化が達成されるまでの間、入居率向上に向けたイベ

ント等の実施ならびに広報・宣伝活動、その他運営サービスの質の向上のための運営諸経費として、今後１年

間程度の間に約20～25億円程度の資金需要を見込んでおります。 

また、今後の成長への布石として、今日まで培ってきた当社グループのノウハウ（技術力、企画力及び人的

ネットワークなど）を生かした新規事業（環境関連事業、東アジア向けチャーミング事業コンサルティング並

びに医療関連事業）にも積極的に取組み、さらなる収益基盤の獲得に努めてまいる所存でございますが、これ

らの新規事業にかかる一部先行投資等を含む諸経費として、約５億円程度の資金需要を見込んでおります。 

さらに、前述のような経営再建策を実行し、各施策や改善への取組みが収益に寄与するまでの当面の当社グ

ループの運転資金として、約 15～20 億円の資金需要を見込んでおり、今後１年程度の間に当社グループとし

て総額約50億円の資金需要が生じる見込みであります。 

なお、各事業の今後の取組みの概要につきましては、後述の「4．今後の対策（２）事業基盤の再構築及び

安定的なキャッシュ・フローの創出」記載の各項をご参照下さい。 

 

（２）事業基盤の再構築及び安定的なキャッシュ・フローの創出 

① 保有販売用不動産の売却及び有利子負債の圧縮 

保有販売用不動産売却【フェーズⅠ】については、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、利益確保を前提とした売却活動を押し進め、予め債権者とは諸条件について

の協議を整えた上で市況の動向を見極めながら売却を加速していくことで、有利子負債の削減【フェーズⅡ】

を行い財務体質の改善を図ってまいります。 

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については、当面の間積極的な展開を行わない

方針であります。 

上記の取り組みを確実に行い「ハードからソフト」へ転換し、シニアハウジング＆サービス事業を軸とし

た安定した事業基盤へ移行してまいります。 

 

② チャーミング・シリーズの入居率の向上 

当社が展開しているチャーミング・シリーズは、入居一時金（利用権方式）をお預かりして運営を行ってお

り、施設の入居率を向上させるには当社グループの信用力の回復が必須であると考えております。そのために

は、上述の「ハードからソフト」への転換を行い、ＧＣ注記が解消【フェーズⅢ】され、当社グループの信用

力が回復【フェーズⅣ】することで、入居率が大幅に向上していくと見込んでおります。 
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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とともに、最優先課題として既に開業している施設の入居率を向上【フェーズⅤ】

させるために経営資源を集中してまいります。 

これまでに当社は、平成21年２月26日付リリース「第三者割当増資による新株式（金銭出資及び現物出資）

の発行及び新株予約権の発行に関するお知らせ」のとおり、平成 21 年３月から５月にかけて第三者割当増資

を実施し、これにより調達した資金を募集・販売活動に充当した結果、反響者数、施設来場者並びに体験入居

者数が増加し、その効果は着実に現れております。しかしながら、初めて御来場頂いてから入居契約の締結に

至るまで通常３～４ヶ月の期間を要し、当該募集・販売活動の成果が営業収益に寄与するまでにタイムラグが

あるため、入居率や財務数値等にてその効果を計るには今しばらく時間を要することとなりますが、今期から

は入居契約締結に至るまでの期間を短縮させるとともに、入居成約率の向上を目指し新たな取組みを行ってま

いります。 

具体的には、従来、施設のスタッフが運営業務と営業・販売業務の双方を兼務しておりましたが、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、今期より新たに専門の営業部を設ける

など営業・販売活動に従事する人員の増強を図っております。また、同時にさらなる販売・営業体制の強化を

図るため外部販売会社との連携による営業の効率化を図り、潜在顧客の掘り起こしや新規顧客の獲得につなげ

ることで成約率の向上を見込んでおります。 

サービス内容に関しましても、入居希望者様のニーズに取り入れ、入居一時金料金プランのバリエーション

を増やし潜在顧客の掘り起こしや新規顧客の獲得に努めるとともに、既に入居されている皆様にも“食の充実”

を始め、新たなサービスの提供を行うことで、チャーミング・シリーズでのセカンドライフを充実させてまい

ります。 

このような取組みを積極的に行うことで、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、さら

なる「顧客満足の最大化」を図ってまいります。 

なお、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。 

チャーミング・シリーズの入居率が大幅に向上し、当社グループの経営基盤が磐石になることで当社グルー

プは復活し、将来への更なる成長を見込んでおります。【フェーズⅥ】 

 

③ 新規事業の推進 

「ハードからソフト」へと転換する取り組みとして、今日まで培ってきた当社グループのノウハウを生かし

た新たな事業に取組んでいくことで将来の事業基盤を確立し『ゼクスグループの企業価値の最大化』に努めて

まいります。 

 

イ）環境関連事業 

環境関連分野に関しましては、平成21年６月22日開催の臨時株主総会にて、今後の事業展開に備えるた

め（｢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｣）事業目的を追加し、平成21年７月13日付リ

リース「ＬＥＤ照明販売事業に関するお知らせ」のとおり、水口ライテック株式会社と販売代理店契約を締

結いたしました。今期は、第一弾としてＬＥＤ照明を足がかりに、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、環境事業コンサルティングの礎を構築し来期以降は総合的な環境事業へ、

その取組みを拡大していくことで環境事業を確立してまいります。当社がこれまで不動産事業で築いたネッ

トワークやシニアハウジング運営のノウハウは、競合他社に比較して特異的でありその存在意義は大きいも

のと認識しております。また、環境事業にて得られるノウハウを、不動産コンサルティングやシニアハウジ

ング運営事業に活かすことによりサービスの向上や品質の向上を図ってまいります。 
 

ロ）東アジア（中国・韓国等）向けチャーミング事業コンサルティング 

     現在、東アジアの多くの国々では、日本同様の高齢化社会に突入しております。しかしながら、当該国々
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では高齢化社会のスピードが速すぎたことから、高齢化社会対応のインフラ整備も遅れており、かつ高齢化

サービスの提供（ソフト＝サービス）の概念が根付いていない現実があることから、深刻な社会問題に発展

する可能性として各国政府も早急な対策を迫られております。 

従来から、シニアハウジングに関するノウハウを持つ当社グループには、上記の問題を解決したい旨のオ

ファーがありましたが、近年は更にその問い合わせ件数が増加しており、内容も切実かつ具体的になってき

ております。こうした状況から当社は、チャーミング事業で確立したノウハウと実績（ソフト＝サービス）

を輸出することで、シニアハウジング＆サービス事業の新たなビジネススタイルを確立し収益基盤の拡大に

努めてまいります。 

 

ハ）医療関連事業 

     当社グループが運営を行っているチャーミング・シリーズでは、館内で健康相談を行っており常駐の看護

師が入居者の皆様の健康管理に関するあらゆるご相談にお応えしております。日々入居者の皆様と接する中

では、医療関連における様々なご意見を頂いており、その意見の蓄積は当社グループの大きな財産であると

考えております。 
当社は、アンチエイジング（＝セカンドライフ）や予防医学に関する産学連携で開発・確立された新たな

技術を積極的に取り入れ、従来のサービスに加え新たなサービスとして提供することで、入居者の皆様の満

足（究極の顧客満足）に努めてまいります。 

 

 

5. 新中期経営計画スケジュール 

新中期経営計画を実行していくにあたっては、内部統制システムの基本方針の基づき、業務の適正性を確保して

いくとともに、会社を取り巻く環境の変化等を踏まえてより一層適正なガバナンス体制を実現するため、今後も適

宜見直し行い、継続的に改善を図ってまいります。 

今期（平成 22 年５月期）を資本政策、財務面・事業再構築を中心とした「ハードからソフト」への転換をはか

る“変革の年度”、来期（平成23年５月期）を「将来への再出発」を目指す“新生の年度”、それに続く平成24年

５月期を「ゼクスグループの企業価値の最大化」を実現する“飛躍の年度”と位置づけ当期純利益ベースでの過去

最高益を目指してまいります。 
 

 平成24年5月期 
売 上 10,000 百万円 
営業利益 3,000 百万円 
経常利益 2,000 百万円 
当期純利益 2,000 百万円 

以 上 



“新中期経営計画”
－ゼクスリバイバルプラン2012－

株式会社ゼクス（東証１部8913） 2009年8月18日

http://www.zecs.co.jp/

■ 基本方針
■ 中期経営ビジョン
■ ゼクスグループの目標
■ 復活へ向けての課題と対策
■ 中期経営計画スケジュール
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1.基本方針

「ハードからソフト」へ経営の基本方針を転換

■ これまでの不動産売買（ハード）に依存していた経営体制を改めます。

■ 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します。

■ キャッシュ・フローを重視し、借入れに依存しない体制へ転換します。

ゼクスグループの企業価値の最大化
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当社グループは、これまで「不動産コンサルティング事業で得た収益をシニアハウジング＆サービス事業で活用することにより、シニアハウジング＆
サービス事業の収益構造の安定的な成長を目指す。」という戦略で事業を推進してまいりました。
しかしながら、今般の世界的な金融市場の混乱に伴う不動産市況の急速な収縮により大きな打撃を受け、道半ばで前述の成長戦略を見直すこと

となったことから、一から出直す覚悟で事業戦略を根本的に見直すことといたしました。
また、この一年の間に早期の再建を目指しスポンサーの確保に全力をあげてまいりましたが、このような環境下では困難なことから、新中期経営計画

を策定し、下記の『復活シナリオ』を実行していくことにより、「有利子負債の削減」「営業キャッシュ・フロー」を実現し、継続企業の前提に関する注記（ＧＣ
注記）の早期解消を達成することで、今後の成長基盤の確立及び自主再建を図ってまいります。

■ 中期ビジョン

2.中期経営ビジョン （復活シナリオ）

保有販売用不動産の売却

有利子負債の削減

営業ＣＦの黒字化

ＧＣ注記の解消

復活・成長

チャーミング・スクウェア

入居率大幅向上

信用力の回復

資本増強

『復活シナリオ』

【ﾌｪｰｽﾞⅠ】

【ﾌｪｰｽﾞⅡ】

【ﾌｪｰｽﾞⅢ】

【ﾌｪｰｽﾞⅥ】

【ﾌｪｰｽﾞⅤ】

【ﾌｪｰｽﾞⅣ】

【ハード】

不動産売買

【ソフト】

シニアハウジング＆サービス事業
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3.ゼクスグループの目標

１．ＧＣ注記の解消
（平成22年/5月期）

２．営業キャッシュ・フローの安定的な黒字化
（平成22年/5月期～平成24年/5月期）

３．当期純利益過去最高益
（平成24年/5月期）

*ＧＣ注記－継続企業の前提に関する注記
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4.復活へ向けての課題と対策-（1） （資本政策の実行及び財務基盤の強化）

■ （1）資本政策の実行及び財務基盤の強化

資 金 調 達

・自己資本比率、

財務数値の改善

・債務超過の回避

・信用力の回復

・新株式の発行（金銭出資・デット・エクイティ・

スワップ）など新たな資本増強策の立案・実行

・自助努力による利益の積み増し

自己資本の充実

効果対策課題

当社グループを取り巻く当面の経済・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、中長期に亘る収益基盤の再構築ならびにその拡

大を実現するためには、自己資本の増強を図り、債務超過の回避並びに自己資本比率などの財務数値の改善による信用力の回復が必要不可欠であ
ると考えております。そのため、デット・エクイティ・スワップ等の手法を用いた新株式の発行など、新たな資本増強策を立案・実行するとともに、自助努
力による利益の積み増しを行うことで自己資本の充実に努めてまいります。

また、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は、安定的なキャッシュ・フローの創出のための事業基盤が整備・確立され、前述の『復活シナリオ』が完遂されるまで
の間、新株発行等の資本増強策を立案・実行することにより当社グループにて必要となる資金の調達を行うことは必須であり、かつ中期的な財務基盤
の建て直しにも寄与するものと考えております。

自己資本の充実・財務基盤の強化
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5.復活へ向けての課題と対策-（2） （事業基盤の再構築及び安定的なキャッシュ・フローの創出）

・有利子負債の削減

【ﾌｪｰｽﾞⅡ】

・収益の改善

・B/Sの改善

・キャッシュ・フローの改善

・ＧＣ注記の解消

【ﾌｪｰｽﾞⅢ】

・シニアハウジング＆サービス

事業との相乗効果

・現在保有する営業用資産（12,130百万円（平成21年5月末時点））は、

市況の動向を見極め、利益確保を前提に売却を行う 【ﾌｪｰｽﾞⅠ】

・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に、事業の取組

スタイルを転換

・営業資産の取得及び不動産流動化スキームへの投融資は、積極展開

を行わない

不動産売買（ハード）へ
の依存から脱却

効果対策課題

①保有不動産の売却及び有利子負債の圧縮

有利子負債の推移

■ （2）事業基盤の再構築

1,050億

485億

287億

（想定）

0

200

400

600

800

1 , 000

1 , 200

平成19年5月期中間 平成20年5月期 平成21年5月期 平成22年5月期 平成23年5月期 平成24年5月期

資産売却、事業譲渡、

により驚異的なスピード

で有利子負債を削減

54％削減

40％削減
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②チャーミング・シリーズの入居率向上

・入居一時金料金プランのバリエーションを増やし潜在顧客を獲得

・“食の充実“などサービスの質の向上

・サービス体制の改善及び効率化によるサービス水準 の向上

・これまで培ってきた開発、運営ノウハウを生かした新たなサービス

の拡充

サービスの向上

（顧客満足の最大化）

・信用力の回復 【ﾌｪｰｽﾞⅣ】

・入居率の上昇 【ﾌｪｰｽﾞⅤ】

・収益の改善

・経営基盤の安定

・セカンドライフの充実

・顧客満足の最大化

・ゼクスグループの復活

・将来への更なる成長

【ﾌｪｰｽﾞⅥ】

・既存施設の入居促進に向けた集中的な資源投入

・販売・営業体制の強化体制のための人的資源の配分見直し、適材適所

の人員配置を実施

・販売・営業を専門に行う新たな営業部の新設

・外部販売会社との連携等による効率の良い販売活動の実行

・オペレーションの改善による高コスト体制からの脱却

収益性の向上

効果対策課題

当社が展開しているチャーミング・シリーズは、入居一時金（利用権方式）をお預かりして運営を行っており、施設の入居率を向上させるには当社グ

ループの信用力の回復が必須であると考えております。そのためには、上述の「ハードからソフト」への転換を行い、ＧＣ注記の解消【フェーズⅢ】され、
当社グループの信用力が回復【フェーズⅣ】することで、入居率が大幅に向上【ﾌｪｰｽﾞⅤ】していくと見込んでおります。

当社グループの経営基盤が磐石になることで当社グループは復活し、将来への更なる成長を見込んでおります。【フェーズⅥ】

For Charming Tomorrows

魅力あふれる明日のために
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総戸数

877戸

150戸

152戸

257戸

76戸

235戸

65％12％チャーミング・スクウェア

白 金

85％46％チャーミング・スクウェア

舞 子

90％53％合 計

95％23％チャーミング・スクウェア

豊 洲

満 室92％チャーミング・スクウェア

本 郷

満 室93％チャーミング・コート

溝 の 口

平成24年5月期平成21年5月期

チャーミング・シリーズ入居計画推移（入居率）
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③新規事業の推進

ゼクスグループの企業価値の最大化

将来の事業基盤の確立

今期（平成22年5月期）は、第一弾としてＬＥＤ照明を足がかりに、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、環境コンサルティングの礎を構築し、来期以降は総合的な環境
事業へ、その取組みを拡大していくことで環境事業を確立してまいります。環境事業にて得られるノウ
ハウを、不動産開発やシニアハウジング運営事業に活かすことによりサービスの向上や品質の向上
を図ってまいります。

環境関連事業

チャーミング事業で確立したノウハウと実績（ソフト＝サービス）を輸出することで、シニアハウジング＆
サービス事業の新たなビジネススタイルを確立し収益基盤の向上に努めてまいります。東アジア向けチャーミング事業

コンサルティング

アンチエイジング（＝セカンドライフ）や予防医学に関する産学連携で開発・確立された新たな技術を積
極的に取り入れ、従来のサービスに加え新たなサービスとして提供することで、入居者の皆様の満足
（究極の顧客満足）に努めてまいります。医療関連事業

施策新たな取組み
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6.中期経営計画スケジュール

■ 売上・利益計画推移 （単位百万円）

4,524

600

-6,520

-3,195

-6,051 -9,211

-1,200

-2,300 -2,300

3,000 2,000 2,000

-10 ,000

-8 ,000

-6 ,000

-4 ,000

-2 ,000

0

2 ,000

4 ,000

6 ,000

平成20年5月期 平成21年5月期 平成22年5月期 平成23年5月期 平成24年5月期

営業利益 経常利益 当期純利益

初年度

“変革の年度”

二年目

“新生の年度”

三年目

“飛躍の年度”

選択と集中

不採算事業撤退・財務リストラ

初年度（平成22年5月期） ”変革の年度”
資本政策、財務面・事業面の再構築

二年目（平成23年5月期）“新生の年度”

将来への再成長

三年目（平成24年5月期）“飛躍の年度”

ゼクスグループの企業価値最大化を実現

当期純利益
過去最高益

（平成24年/5月期）

ＧＣ注記の解消

（平成22年/5月期）

3,000△1,200△3,195営業利益

2,000△2,300△9,211純利益

2,000△2,300△6,051経常利益

10,00013,00012,575売上げ

平成24年5月期平成22年5月期平成21年5月期
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■ キャッシュ・フロー計画推移 （単位百万円）

■ セグメント推移（売上別）

平成20年5月期 セグメント

初年度（平成22年5月期） ”変革の年度”
資本政策、財務面・事業面の再構築により

安定的なキャッシュ・フローの創出

営業キャッシュ・フローの

安定的な黒字化

（平成22年/5月期～平成24年/5月期）

これまでの不動産取引（ハード）に

依存していた経営体制を改める

シニア住宅の運営に関連する（ソフト＝

サービス）をグループの中核事業とする

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

その他の事業

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

その他の事業

39,394

-10,000

17,016

-2,701

12,129

-2,364

500

5,000

-10,000

-5,000

0

5,000

10,000

15,000

平成19年5月期 平成20年5月期 平成21年5月期 平成22年5月期 平成23年5月期 平成24年5月期

棚卸資産 営業CＦ

平成24年5月期 セグメント

先行投資による拡大期

営業CFのマイナス

先行投資の回収期

不採算事業撤退

先行投資の更なる回収期

営業CFの黒字化

ﾁｬｰﾐﾝｸﾞｽｸｳｪｱ入居率

50％

100％

0％
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【お問合せ先】

株式会社ゼクス 経営企画部

TEL   03-6890-1020
FAX  03-6890-1025

E-mail：information@zecs.co.jp
URL： http://www.zecs.co.jp

本資料に記載されている計画・戦略・見通しおよびその他の歴史的事実でないものは、将来に関する見通しであり、これらは現在入手可能な期待・見積も
り・予想に基づいています。これらの期待・見積もり・予想は経済情勢や競争環境の変化等の潜在的なリスク・不確定要素、仮定の影響を受けますので、実
際の実績は見通しから大きく異なる可能性があります。従ってこれらの将来予想に関する記述に全面的に依拠することは差し控えるようお願いいたします。
また、当社は新しい情報・将来の出来事などに基づきこれらの将来予測を更新する責務を負うものではありません。

当社は『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を提供する』ことをグループミッ
ションとし、常にお客様のニーズを先取りし新しい価値を創造し続けることで、社名の由来である「究極の顧客満
足（Zenith Excellent Customer’s Satisfaction）」を更に高め、心の豊かな社会の実現に貢献することを目指しま

す。


