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1.  平成22年5月期第1四半期の連結業績（平成21年6月1日～平成21年8月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年5月期第1四半期 648 △83.5 △487 ― △942 ― △922 ―

21年5月期第1四半期 3,921 ― △1,495 ― △2,384 ― △2,594 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年5月期第1四半期 △311.43 ―

21年5月期第1四半期 △11,900.15 ―

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

22年5月期第1四半期 51,635 354 0.7 117.06
21年5月期 52,450 1,280 2.4 429.26

（参考） 自己資本   22年5月期第1四半期  346百万円 21年5月期  1,271百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

22年5月期 ―

22年5月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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）  無  

(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  有  
[（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。] 

(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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記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、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につきまし
ては、４ページの【定性的情報・財務諸表等】 ３．「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年5月期第1四半期 2,969,038株 21年5月期  2,969,038株

② 期末自己株式数 22年5月期第1四半期  6,004株 21年5月期  6,004株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年5月期第1四半期 2,963,034株 21年5月期第1四半期  218,012株
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当第１四半期連結累計期間(平成21年６月１日～平成21年８月31日)におけるわが国経済は、昨年秋以降

の世界的金融危機や経済環境の悪化に危機感を抱いた主要各国の政府や金融当局が、国際的に連携して景

気刺激策と金融の安定化対策を実施した結果、金融市場は一時の厳しい状況を抜け出すとともに、株式市

場も上昇傾向に転じるなど景気の後退局面は底入れしたとの見方も示されております。しかしながら、金

融市場における信用収縮の影響は大きく、企業を取り巻く資金調達環境は依然として厳しい状況が続いて

おり、また、企業業績の回復の遅れや所得・雇用環境への不安から、企業における設備投資の抑制や個人

消費の低迷は当分継続するものと予想されております。 

このような事業環境のもと当社グループでは、平成21年８月18日付にて発表した新中期経営計画「ゼク

スリバイバルプラン2012」に基づき、「ハードからソフト」へと経営の基本方針を転換し、これまでの

「不動産取引」に依存していた経営体制を改め、シニアハウジング＆サービス事業を軸に、キャッシュ・

フローを重視した安定的な収益基盤の再構築を図ることで自主再建を目指しております。また、新中期経

営計画において当連結会計年度（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”と位置づけ、経営体制の転換に向けた様々な取組みに着

手し、早期にその実現を図る所存ではございますが、当第１四半期連結累計期間においては、それらの取

組みに着手したばかりであり、その効果が顕在化し業績の回復に至るまでには今しばらく時間を要するも

のと考えております。この結果、当第１四半期連結累計期間における業績は、売上高648百万円（前年同

四半期比83.5％減）、営業損失487百万円（前年同四半期は営業損失1,495百万円）、経常損失942百万円

（前年同四半期は経常損失2,384百万円）、四半期純損失922百万円（前年同四半期は四半期純損失2,594

百万円）となりました。 

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、いまだ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厳格な融資姿勢に変化の兆しはなく、これに伴い不動産市場

における取引件数が大幅に減少したこと等により当社保有物件の売却交渉が遅々として進まず、当第１

四半期連結累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１四半期連結累計期間の売上高が104百万円（前年同四半期比72.4％

減）、営業利益は30百万円（前年同四半期比44.1％減）となりました。 
  

(シニアハウジング＆サービス事業) 

当社グループは、新中期経営計画に基づきシニアハウジング＆サービス事業を今後の中核事業と位置

づけ、さらなる営業の効率化を図るためグループ内における人員配置の見直しや外部販売会社との連携

を通じて営業・販売体制を強化すること等により入居率の向上を目指し、安定的な収益基盤の構築を実

現してまいりたいと考えております。 

 このような方針の下、当第１四半期連結累計期間においては、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様々な取組みに着手し

たもののその効果の実現には今しばらく時間を要すること、並びに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や当社グループの信用力低下による影響が大きく、入居率推移は計画を下回る

こととなりました。 

 その結果、当事業における当第１四半期連結累計期間の売上高は525百万円（前年同四半期比84.4％

減）、営業損失は270百万円（前年同四半期は営業損失694百万円）となりました。 
  

(その他事業) 

前連結会計年度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１四半

期連結累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１四半期連結累計期間の売上高は18百万円（前年同四半期比89.3％

減）、営業損失は16百万円（前年同四半期は営業損失92百万円）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



（資産の状況） 

未収入居一時金の回収が進んだこと及び保有不動産の減価償却が進んだことなどから、当第１四半期

連結累計期間末の総資産額は、前連結会計年度末に比べ815百万円減少し51,635百万円となりました。 

（負債の状況） 

有利子負債が前連結会計年度末に比べ329百万円増加したことなどから、当第１四半期連結累計期間

末の負債額は、前連結会計年度末に比べ111百万円増加し51,281百万円となりました。 

（純資産の状況） 

当第１四半期連結累計期間において四半期純損失を計上したことなどにより、当第１四半期連結累計

期間末の純資産額は、前連結会計年度末に比べ926百万円減少し354百万円となりました。  
  

当第１四半期連結累計期間における業績および今後の見通しを勘案した結果、現時点では前回予想（平

成21年７月15日発表、平成21年５月期決算短信）からの数値の変更はありません。  

 なお、上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際

の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
  

  

該当事項はありません。 
  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 
   当第１四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。 
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。   

  

該当事項はありません。 
  

金融市場の信用収縮が改善するまでには今しばらくの時間を要すると予想される中、不動産セクター

に属する企業にとって依然として厳しい資金調達環境が続いており、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も、所得・雇用環境への不安か

ら個人消費は低迷し、さらに、当社グループを取り巻く事業環境の回復の遅れからより一層の信用収縮

が進んだことなどにより当第１四半期連結累計期間において922百万円の四半期純損失を計上すること

となりました。また、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。  

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

(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

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等



 このような状況を打開し早期に今後の成長基盤の確立を図るとともに、当社グループの「企業価値

の 大化」を目指すべく、平成21年８月18日付で新中期経営計画「ゼクスリバイバルプラン2012」を策

定いたしました。  

 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スポンサーの確保が困難なことから、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収益基盤の強化を図ることで、

安定的な事業運営が出来る体制づくりを目指すことといたしました。  

 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、「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

立及び早期の復活を実現してまいります。  

  具体的には、①保有不動産の売却→②有利子負債の削減・営業キャッシュ・フローの黒字化→③継続

企業の前提に関する注記の解消→④信用力の回復→⑤チャーミング・シリーズの大幅な入居率向上とい

う各フェーズを確実にクリアーし、さらにこれらの各フェーズの達成をより確実なものとするため、同

時に自己資本の増強並びに財務基盤の強化を図ることが当社グループの復活に向けた 重要課題である

と認識しております。  

 運営利益ベースでの黒字化が達成されるまでの間、すなわち現在の「チャーミング・シリーズ」５施

設の約50％程度の平均入居率が損益分岐点（施設規模等により異なります。）まで向上するまでの間、

①入居率向上のための各種イベント等の実施、②雑誌・新聞・インターネット広告等の広報・宣伝活動

の実施、③早期の潜在顧客獲得に向け、外部販売会社を利用した成功報酬型の募集活動を実施すること

で、来訪率、契約率の向上を目指します。また、同時にその他運営サービスの質の向上及び従来サービ

スのさらなる改善を行い、新中期経営計画「ゼクスリバイバルプラン2012」に掲げる平成24年５月期の

「チャーミング・シリーズ」の入居率90％の達成を目指してまいります。そのため、当該活動の資金を

調達しなければなりませんが、現状の当社を取り巻く依然として厳しい経営環境等を鑑み、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＆サービス事業に再投資すること、並びに現状の当社

の運転資金において当該強化に資金を投資することは困難であります。加えて、今後は借入に依存しな

い経営体質への転換を図るため有利子負債の削減を目標としている当社グループの経営方針に則り、ま

た、当社が展開しております「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

運営しているため、施設の入居率向上を図るには財務基盤の改善・強化を通じて当社グループの信用力

を回復することが不可欠であるため、これらの施策を実行するための資金を調達する手段として、平成

21年９月７日及び平成21年９月８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（金銭出資及

び現物出資）及び第八回新株予約権を発行することを決議しております。さらに、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）に積極的に取組むことで、将来の事業基盤を確立し、当社グループの企業価値 大化を達成するこ

とができるものと考えております。  

 また、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うとともに、前連結会計年度より実施してき

た役員報酬の減額、管理部門の集約化による固定費の削減などを今後も継続して断行し販売費及び一般

管理費の削減に努めてまいります。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、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、当社グループの事業継続は、上記の経営基盤の強化に係る取組みの成否、ならびに取

引金融機関の継続的な協力に依存しており、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。なお、当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、継続企業の前提に関する重要な

不確実性の影響を当財務諸表には反映しておりません。 

  



１【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１四半期連結会計期間末
（平成21年8月31日） 

前連結会計年度に係る 
要約連結貸借対照表 
（平成21年5月31日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 153 440 

受取手形及び売掛金 161 131 

販売用不動産 7,530 7,438 

仕掛販売用不動産 2,375 2,360 

仕掛品 2,337 2,331 

その他 4,120 4,340 

貸倒引当金 △1,517 △1,493 

流動資産合計 15,161 15,549 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 19,395 19,395 

減価償却累計額及び減損損失累計額 △5,791 △5,605 

建物及び構築物（純額） 13,604 13,790 

土地 9,824 9,823 

建設仮勘定 264 248 

その他 340 342 

減価償却累計額及び減損損失累計額 △289 △285 

その他（純額） 50 57 

有形固定資産合計 23,743 23,920 

無形固定資産 519 523 

投資その他の資産   

投資有価証券 6,143 6,232 

差入保証金 5,036 5,035 

その他 1,108 1,263 

貸倒引当金 △19 △19 

投資損失引当金 △82 △82 

投資その他の資産合計 12,185 12,429 

固定資産合計 36,448 36,873 

繰延資産 26 28 

資産合計 51,635 52,450 
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年8月31日） 

前連結会計年度に係る 
要約連結貸借対照表 
（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 1,389 1,251 

短期借入金 26,468 25,766 

未払法人税等 168 184 

その他 6,517 5,020 

流動負債合計 34,543 32,223 

固定負債   

社債 150 150 

長期借入金 2,416 2,788 

長期前受収益 11,982 13,773 

その他 2,189 2,235 

固定負債合計 16,738 18,946 

負債合計 51,281 51,170 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,184 7,184 

資本剰余金 6,948 6,948 

利益剰余金 △13,219 △12,296 

自己株式 △576 △576 

株主資本合計 337 1,260 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9 11 

評価・換算差額等合計 9 11 

少数株主持分 7 8 

純資産合計 354 1,280 

負債純資産合計 51,635 52,450 
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 (2)【四半期連結損益計算書】 
  【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年6月1日 

 至 平成20年8月31日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年6月1日 

 至 平成21年8月31日） 

売上高 3,921 648 

売上原価 4,215 841 

売上総損失（△） △293 △193 

販売費及び一般管理費 1,202 294 

営業損失（△） △1,495 △487 

営業外収益   

受取利息 34 39 

受取配当金 12 0 

投資有価証券売却益 116 － 

その他 70 12 

営業外収益合計 234 52 

営業外費用   

支払利息 403 275 

持分法による投資損失 472 194 

投資有価証券売却損 34 － 

その他 212 37 

営業外費用合計 1,122 507 

経常損失（△） △2,384 △942 

特別利益   

関係会社株式売却益 39 － 

貸倒引当金戻入額 10 － 

その他 － 46 

特別利益合計 49 46 

特別損失   

たな卸資産評価損 15 － 

投資有価証券売却損 33 － 

投資有価証券評価損 35 － 

貸倒引当金繰入額 304 16 

その他 49 36 

特別損失合計 437 52 

匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純損失
（△）

△2,771 △949 

匿名組合損益分配額 － △34 

税金等調整前四半期純損失（△） △2,771 △914 

法人税、住民税及び事業税 42 13 

過年度法人税等 △216 － 

法人税等調整額 △1 △42 

法人税等合計 △175 △28 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1 37 

四半期純損失（△） △2,594 △922 
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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）

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年6月1日 

 至 平成20年8月31日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年6月1日 

 至 平成21年8月31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（△） △2,771 △914 

減価償却費 409 195 

持分法による投資損益（△は益） 472 194 

のれん償却額 9 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 294 24 

支払利息 403 275 

受取利息及び受取配当金 △47 △40 

投資有価証券評価損益（△は益） 35 － 

投資有価証券売却損益（△は益） △48 － 

関係会社株式売却損益（△は益） △39 － 

固定資産除却損 49 － 

売上債権の増減額（△は増加） 311 △30 

たな卸資産の増減額（△は増加） △203 △111 

繰延資産の増減額（△は増加） 14 2 

仕入債務の増減額（△は減少） 293 137 

長期前受収益の増減額（△は減少） △61 △749 

預り保証金の増減額（△は減少） △12 △0 

前払費用の増減額（△は増加） 53 38 

預り金の増減額（△は減少） △43 △20 

その他 △575 501 

小計 △1,457 △497 

利息及び配当金の受取額 115 40 

利息の支払額 △308 △26 

法人税等の支払額 △23 △36 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,673 △520 

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） 9 － 

有形固定資産の取得による支出 △154 △3 

有形固定資産の売却による収入 － 2 

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 376 － 

貸付金の回収による収入 47 33 

貸付けによる支出 △100 △135 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収支

△48 － 

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

479 － 

差入保証金の増加額 △112 － 

その他 △3 2 

投資活動によるキャッシュ・フロー 491 △101 
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年6月1日 

 至 平成20年8月31日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年6月1日 
 至 平成21年8月31日） 

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） △604 380 

長期借入れによる収入 100 － 

長期借入金の返済による支出 △922 △45 

社債の償還による支出 △3,075 － 

株式の発行による収入 1,500 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,001 334 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,183 △287 

現金及び現金同等物の期首残高 5,950 440 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,766 153 
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(4) 継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結会計期間
(自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日)

 金融市場の信用収縮が改善するまでには今しばらくの時間を要すると予想される中、不動産セクターに属する企

業にとって依然として厳しい資金調達環境が続いており、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も、所得・雇用環境への不安から個人消費は低迷し、さらに、当

社グループを取り巻く事業環境の回復の遅れからより一層の信用収縮が進んだことなどにより当第１四半期連結累

計期間において922百万円の四半期純損失を計上することとなりました。また、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。  

 このような状況を打開し早期に今後の成長基盤の確立を図るとともに、当社グループの「企業価値の 大化」を

目指すべく、平成21年８月18日付で新中期経営計画「ゼクスリバイバルプラン2012」を策定いたしました。  

 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

境下ではスポンサーの確保が困難なことから、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収益基盤の強化を図ることで、安定的な事業運営が出来る体制づくりを目指すこととい

たしました。  

 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、「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早期の復活を実現してまいります。  

具体的には、①保有不動産の売却→②有利子負債の削減・営業キャッシュ・フローの黒字化→③継続企業の前提に

関する注記の解消→④信用力の回復→⑤チャーミング・シリーズの大幅な入居率向上という各フェーズを確実にク

リアーし、さらにこれらの各フェーズの達成をより確実なものとするため、同時に自己資本の増強並びに財務基盤

の強化を図ることが当社グループの復活に向けた 重要課題であると認識しております。  

 運営利益ベースでの黒字化が達成されるまでの間、すなわち現在の「チャーミング・シリーズ」５施設の約50％

程度の平均入居率が損益分岐点（施設規模等により異なります。）まで向上するまでの間、①入居率向上のための

各種イベント等の実施、②雑誌・新聞・インターネット広告等の広報・宣伝活動の実施、③早期の潜在顧客獲得に

向け、外部販売会社を利用した成功報酬型の募集活動を実施することで、来訪率、契約率の向上を目指します。ま

た、同時にその他運営サービスの質の向上及び従来サービスのさらなる改善を行い、新中期経営計画「ゼクスリバ

イバルプラン2012」に掲げる平成24年５月期の「チャーミング・シリーズ」の入居率90％の達成を目指してまいり

ます。  

 そのため、当該活動の資金を調達しなければなりませんが、現状の当社を取り巻く依然として厳しい経営環境等

を鑑み、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＆サービス事業に再投資すること、並びに現

状の当社の運転資金において当該強化に資金を投資することは困難であります。加えて、今後は借入に依存しない

経営体質への転換を図るため有利子負債の削減を目標としている当社グループの経営方針に則り、また、当社が展

開しております「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しているため、施設

の入居率向上を図るには財務基盤の改善・強化を通じて当社グループの信用力を回復することが不可欠であるた

め、これらの施策を実行するための資金を調達する手段として、平成21年９月７日及び平成21年９月８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（金銭出資及び現物出資）及び第八回新株予約権を発行することを決

議しております。さらに、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）に積極的に取組むことで、将来の事業基盤を確立し、当社グループの企業価値 大化

を達成することができるものと考えております。  

 また、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うとともに、前連結会計年度より実施してきた役員報酬の減額、管

理部門の集約化による固定費の削減などを今後も継続して断行し販売費及び一般管理費の削減に努めてまいりま

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、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、当社グループの事業継続は、上記の経営基盤の強化に係る取組みの成否、ならびに取引金融機関

の継続的な協力に依存しており、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。なお、当四半期連

結財務諸表は継続企業を前提に作成されており、継続企業の前提に関する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。



前第１四半期連結累計期間(自 平成20年６月１日 至 平成20年８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723百万円であります。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48百万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当四

半期連結会計期間より「その他事業」と変更しております。これによる分類内容の変更はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成21年８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 

環境関連コンサルティング、省エネルギー設備、機器等の販売 

(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

378 3,372 170 3,921 ― 3,921

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― 87 87 (   87) ―

計 378 3,372 258 4,009 (    87) 3,921

  営業費用 323 4,067 351 4,742 675 5,417

  営業利益又は
営業損失(△)

54 △694 △92 △733 (   762) △1,495

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

104 525 18 648 ― 648

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― (   ―) ―

計 104 525 18 648 (    ―) 648

  営業費用 73 796 35 905 230 1,135

  営業利益又は
営業損失(△)

30 △270 △16 △257 (   230) △487



(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……………………………リゾート施設の賃貸 

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228百万円であります。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年６月１日 至 平成20年８月31日) 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占める日本の割合が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。 
  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年６月１日 至 平成20年８月31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１四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

新株式及び新株予約権の発行について 

当社は、平成21年９月７日並びに平成21年９月８日開催の取締役会決議に基づき、第三者割当の方

法により、平成21年９月24日付にて第八回新株予約権及び新株式（金銭出資及び現物出資）を発行

いたしました。その概要は次のとおりであります。 

① 新株予約権の概要 

イ）新株予約権の名称 

  株式会社ゼクス第八回新株予約権 

ロ）新株予約権の総数 

  339個 

ハ）新株予約権の目的である株式の種類及び数 

  当社普通株式 3,390,000株（新株予約権１個につき 10,000株） 

ニ）割当先及び割当数 

  合同会社ダラム             240個 

  株式会社エネアス・インベストメント    72個 

  ゴールドマン・サックス証券株式会社       27個 

ホ）新株予約権の払込金額の総額 

  金27,381,030円（新株予約権１個につき 80,770円） 

ヘ）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

  金4,407,000,000円（１株につき 1,300円） 

ト）新株予約権の行使により当社株式を発行する場合の資本組入額 

  新株予約権の行使により当社株式を発行する場合において増加する資本金の額は、資本 

   金等増加限度額の２分の１の金額とする。 

チ）申込期日 

  平成21年９月24日 

リ）払込期日 

  平成21年９月24日 

ヌ）行使請求期間 

  平成21年９月24日から平成23年３月23日まで 

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

(7) 重要な後発事象



ル）資金使途 

  シニアハウジング＆サービス事業に係わる諸経費、新規事業への一部先行投資等を含む 

   諸経費並びに全社共通の管理部門における諸経費に充当予定 
  

② 新株式の概要 

イ）発行株式の種類および数 

  当社普通株式 566,666株 

ロ）発行価額 

  １株につき1,500円 

ハ）発行価額の総額 

  金849,999,000円 

  上記のうち、300,000,000円については金銭による払込とし、残549,999,000円について 

   は、現物出資の方法での払込とする。 

ニ）資本組入額の総額 

  金424,999,500円 

ホ）申込期日 

 平成21年９月24日 

ヘ）払込期日 

  平成21年９月24日 

ト）割当先及び割当株式数 

  合同会社ダラム             200,000株 

  株式会社エネアス・インベストメント   200,000株 

  株式会社クレアス            166,666株  

チ）現物出資財産の内容 

  株式会社エネアス・インベストメントが当社に対して有する貸付債権 300,000,000円 

  株式会社クレアスが当社に対して有する貸付債権          249,999,000円 

リ）資金使途 

  シニアハウジング＆サービス事業に係わる諸経費、新規事業への一部先行投資等を含む  

   諸経費並びに全社共通の管理部門における諸経費に充当予定 

  

なお、当該新株予約権並びに新株式の発行に関し、平成21年９月24日付で払込手続が完了したこと

に伴い、当社の発行済株式数は、566,666株増加し3,535,704株に、資本金及び資本準備金はそれぞ

れ424,999,500円増加し、資本金7,609,007,257円及び資本準備金7,356,245,182円となっておりま

す。 
  

③ 株式会社ゼクス八回新株予約権の行使 

平成21年９月７日開催の取締役会において、第三者割当による新株予約権の発行を決議しており

ます。この発行に伴い、平成21年９月24日から平成21年９月30日までの間に当該新株予約権の権利

行使が行われ、当社の発行済株式数350,000株増加し3,885,704株に、資本金及び資本準備金はそれ

ぞれ228,913,475円増加し、資本金7,837,920,732円及び資本準備金7,585,158,657円となっており

ます。 

  

訴訟の提起について 

当社は、平成21年９月30日付にて、株式会社富士薬品（以下、「富士薬品」と言います。）が当社

に対して平成21年６月18日付で東京地方裁判所に提起した訴訟に対し全面的に争うこととし、一連

の取引において富士薬品から受けた損害に対する損害賠償金（1,560百万円及び遅延損害金６％）の

支払いを求める訴訟（反訴）を同地方裁判所に提起いたしました。 

  

該当事項はありません。 

6. その他の情報




