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Part 1

平成 年 月期

Part 1

平成２２年３月期
第２四半期累計期間（中間期）の業績
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第２四半期累計期間の業績第２四半期累計期間の業績

単位：百万円

経営成績 前中間期 当中間期 対前期増減

売 上 高 1,917 3,372 +1,455

営業利益 -2,728 -391 +2,337

経常利益 -2,726 -570 +2,156, ,

中間純利益 -3,188 -447 +2,741

１株当たり中間純利益 -53.59円 -7.51円 +46.08円

財政状態 平成21年3月期末 当中間期末 対前期末増減財政状態

総資産 18,256 20,082 +1,826
純資産 4,332 3,878 -454, ,

自己資本比率 23.6％ 19.3％ -4.3％

１株当たり純資産 72.51円 65.06円 -7.45円
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事業別経営成績事業別経営成績

〔連 結〕 不動産事業 ホテル事業 その他の事業 合 計

単位：百万円

売上高 2,410 952 10 3,372
原 価 2,411 70 8 2,490

売上総利益 -1 882 2 882
販管費（直接） 164 899 1 1,064

事業別損益 -165 -17 1 -182

間接経費配賦 149 59 1 209

営業利益 -314 -76 0 -391
事業部別

売上割合
71.5％ 28.2％ 0.3％ 100％

＊当社グループの間接経費は売上高に比例して配賦しております。
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不動産事業営業成績詳細不動産事業営業成績詳細

売上 売上

単位：百万円

〔連 結〕 売上高 原価
売上

総利益

売上

総利益率

販売事業 2,048 2,124 -76 -3.7%

賃貸事業 449 253 196 43 6%賃貸事業 449 253 196 43.6%

その他 -87 34 -121 ―

合 計 2,410 2,411 -1 ―, ,

＊「その他」は、不動産（オフィス）管理業務・流動化（TK出資配当）です。流動化事業に200百万円

の損失配当が生じたため、売上のマイナスが発生しています。下記グラフでは説明の便宜上、マイナスの損失配当が生じたため、売上のマイナスが発生しています。下記グラフでは説明の便宜上、マイナス

は除いております。

賃貸事業
17%

連結売上高のシェア

販売事業

その他
4%

販売事業
79%
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ホテル事業営業成績詳細ホテル事業営業成績詳細

単位：百万円

〔連 結〕 売上高 原価
売上

総利益

売上

総利益率

直営事業 952 70 882 92.6%

FC事業 0 0 0 ―

その他 0 0 0 ―

合 計 952 70 882合 計 952 70 882 ―

＊「その他」は、新築ホテルの着手時に発生する、開業コンサルティングフィーや建築関連業務委託料です。

22年3月期 計画 実績

四半期 １Ｑ ２Ｑ １Ｑ ２Ｑ

新規受託等進捗状況

四半期 １Ｑ ２Ｑ １Ｑ ２Ｑ

リブランド開業 1 2 0 1
（新築着手） 3 0 0 0

新築開業 ― ― ― ―
累計 1 3 0 1
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第２四半期累計期間の状況第２四半期累計期間の状況

１１ 子会社買収によるホテル事業の規模拡大子会社買収によるホテル事業の規模拡大

→→平成平成2121年年55月月1212日にカンデオホテルグループを傘下に日にカンデオホテルグループを傘下に

が 倍が 倍→→直営店舗数が一気に４倍増の直営店舗数が一気に４倍増の1212軒に軒に

２２ ホテル事業の注目度のアップホテル事業の注目度のアップ

多くの ス ミに記事掲載多くの ス ミに記事掲載→→多くのマスコミに記事掲載多くのマスコミに記事掲載

→→オペレーション依頼件数の増加オペレーション依頼件数の増加

３３ ホテル事業展開のスピ ドアップのための資本増強策ホテル事業展開のスピ ドアップのための資本増強策３３ ホテル事業展開のスピードアップのための資本増強策ホテル事業展開のスピードアップのための資本増強策

→→平成平成2121年年99月月3030日にＣＢとワラントの発行日にＣＢとワラントの発行

→→当初当初150150百万円調達百万円調達 22年間で総額年間で総額388388百万円の調達を目指す百万円の調達を目指す

『月間プロパティ・マネジメント』7月号

→→当初当初150150百万円調達、百万円調達、22年間で総額年間で総額388388百万円の調達を目指す百万円の調達を目指す

４４ 不動産事業の不振不動産事業の不振

→→依然として厳しい市場環境依然として厳しい市場環境→→依然として厳しい市場環境依然として厳しい市場環境

→→期待通りの売上が達成できない期待通りの売上が達成できない
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平成２２年３月期の業績予想修正平成２２年３月期の業績予想修正

単位：百万円 売 上 高 営業利益 経常利益
当期

純利益

通 期 5,700 △360 △640 △550

セグメント別 不動産事業 ホテル事業 合計

売 上 高 3,200 2,500 5,700
営業利益 △160 △200 △360営業利益 △160 △200 △360

不動産事業内訳 販売 賃貸 仲介・管理

＊営業利益は全社経費配賦後の金額です。

不動産事業内訳 販売 賃貸 仲介・管理

売 上 高 2,400 850 △50
売上総利益 4 390 △105

既存在庫の販売や仲介などの売上は想定しない保守的な見積りに改めました。既存在庫の販売や仲介などの売上は想定しない保守的な見積りに改めました。
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P t 2Part 2

価値開発グループのホテル事業
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カンデオホテルグループの買収カンデオホテルグループの買収

■■当社グループは平成当社グループは平成2121年年55月月1212日に カンデオホテルグループを傘下日に カンデオホテルグループを傘下■■当社グル プは平成当社グル プは平成2121年年55月月1212日に、カンデオホテルグル プを傘下日に、カンデオホテルグル プを傘下
に収めました。に収めました。

ＣＡＮＤＥＯ（カンデオ）とは、ラテン語で「光り輝く」を意味します。

人々がより活き活きと光り輝くためには、『心身ともにリラックスすること（Relaxation）、自分らしい時間を過ごすこと
（Originality）、前向きで健康的なエネルギーが溢れること(Energy）』が大切である、とのコンセプトで、ワンランク上のス
タイリッシュホテルを実現しています。当社の孫会社として、連結会社となりました。
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価値開発グループの運営ホテル価値開発グループの運営ホテル

ホテルフィーノ大分
（大分県大分市）

ホテルフィーノ札幌
（北海道札幌市）

カンデオホテルズ
北上

カンデオホテルズ
菊陽熊本空港

カンデオホテルズ
大津熊本空港

ホテルタマキ
（沖縄県那覇市）（大分県大分市） （北海道札幌市）

（岩手県北上市）
菊陽熊本 港
（熊本県菊池郡）

大津熊本 港
（熊本県菊池郡）

（沖縄県那覇市）

カンデオホテルズ
静岡島田

（静岡県島田市）

カンデオホテルズ
半田

（愛知県半田市）

カンデオホテルズ
茅野

（長野県茅野市）

カンデオホテルズ
福山

（広島県福山市）

カンデオホテルズ
佐野

（栃木県佐野市）

カンデオホテルズ
亀山

（三重県亀山市）（静岡県島田市） （愛知県半田市） （長野県茅野市） （広島県福山市） （栃木県佐野市） （三重県亀山市）

＊Ｍ＆Ａにより一気に受託軒数を増やしました。＊Ｍ＆Ａにより一気に受託軒数を増やしました。
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ベストウェスタンブランドのＦＣ展開ベストウェスタンブランドのＦＣ展開

■■当社グル プは ベストウェスタンホテルの 日本における独占的開発当社グル プは ベストウェスタンホテルの 日本における独占的開発■■当社グループは、ベストウェスタンホテルの、日本における独占的開発当社グループは、ベストウェスタンホテルの、日本における独占的開発
権を保有しています。権を保有しています。

世界共通のカテゴリー

①①プレミア・・・５スターホテルクラスプレミア・・・５スターホテルクラス

日本限定のカテゴリー

④④旅館旅館①①プレミア ５スタ ホテルクラスプレミア ５スタ ホテルクラス

②ホテル・・・４スターホテルクラス②ホテル・・・４スターホテルクラス

③イン・・・宿泊特化③イン・・・宿泊特化

日本独自の文化ともいえる、旅館日本独自の文化ともいえる、旅館
のサービスは、諸外国に類を見ないのサービスは、諸外国に類を見ない
質の高さです質の高さです③イン 宿泊特化③イン 宿泊特化 質の高さです。質の高さです。

＊「旅館」によりＦＣ展開のスピードアップを図ります。＊「旅館」によりＦＣ展開のスピードアップを図ります。

ベストウェスタンインターナショナル
ベストウェスタンは本部を米国アリゾナ州に置
いている非営利団体です その運営のコンセプト

世界で世界で4,2004,200軒のホテル数軒のホテル数

世界で３６万室の客室数世界で３６万室の客室数いている非営利団体です。その運営のコンセプト
やノウハウは世界中に広がり、1975年以来、世
界最大のホテルチェーンとなっています。日本に
おいては今後10年間に150軒の展開を目指して
います。

世界で３６万室の客室数世界で３６万室の客室数

世界８０ヶ国のネットワーク世界８０ヶ国のネットワーク

世界３０ヶ国の予約センター世界３０ヶ国の予約センター
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ＣＢ・ワラントの発行ＣＢ・ワラントの発行

■■平成平成2121年年99月月3030日に ドリ ム日に ドリ ム22号投資事業有限責任組合を割当先とし号投資事業有限責任組合を割当先とし

調達資金 使途

■■平成平成2121年年99月月3030日に、ドリーム日に、ドリーム22号投資事業有限責任組合を割当先とし号投資事業有限責任組合を割当先とし
た、ＣＢとワラントの発行を行いました。た、ＣＢとワラントの発行を行いました。

発行要項

新株予約権付社債（CB）

調達資金の使途

①①ホテル開業時の運転資金の確保ホテル開業時の運転資金の確保
新株予約権付社債（CB）

発行による潜在株式数 5,769,230株

資金調達の額 150,000,000円

→→マスターリース敷金マスターリース敷金

→→人材調達コスト人材調達コスト

→→備品の入換備品の入換

新株予約権（ワラント）

発行による潜在株式数 9 060 000株

→→備品の入換備品の入換

②海外顧客獲得の基盤整備②海外顧客獲得の基盤整備

→→外国語による予約システム外国語による予約システム発行による潜在株式数 9,060,000株

資金調達の額 235,560,000円

→→外国語による予約システム外国語による予約システム

→→スタッフの養成スタッフの養成

→→ホテルサービスの標準化ホテルサービスの標準化

＊ホテル事業の展開をスピードアップさせることで、財務体質＊ホテル事業の展開をスピードアップさせることで、財務体質
と経営基盤を強化いたします。と経営基盤を強化いたします。
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当社グループの海外顧客誘導策当社グループの海外顧客誘導策

ベストウェスタンベストウェスタンRyokanRyokan（旅館）のネットワーク化に（旅館）のネットワーク化に
よる 魅力あるサービスの提供よる 魅力あるサービスの提供よる、魅力あるサービスの提供よる、魅力あるサービスの提供

ベストウェスタンホテル会員プログラムをベストウェスタンホテル会員プログラムを

背景とした全世界への会員へのアピール背景とした全世界への会員へのアピール

当社グループ独自の集客ルートの確立当社グループ独自の集客ルートの確立
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大和システム㈱との業務提携大和システム㈱との業務提携

■■価値開発株式会社は 平成価値開発株式会社は 平成2121年年1010月月11日に 大和システム株式会社日に 大和システム株式会社■■価値開発株式会社は、平成価値開発株式会社は、平成2121年年1010月月11日に、大和システム株式会社日に、大和システム株式会社
（東証（東証11部：部：89398939）と温浴事業及びホテル・旅館事業の事業協力に関する）と温浴事業及びホテル・旅館事業の事業協力に関する
基本合意契約を締結いたしました。基本合意契約を締結いたしました。

基本合意の骨子 憩いの空間

スーパー銭湯【やまとの湯】
大和システムの「やまとの湯」ブラン大和システムの「やまとの湯」ブラン
ドの温浴事業と、価値開発の「ベストドの温浴事業と、価値開発の「ベスト
ウェスタン」ブランドのホテル事業にウェスタン」ブランドのホテル事業に

ウ ウ 情報網ウ ウ 情報網

スーパー銭湯【やまとの湯】

ついての、互いのノウハウや情報網ついての、互いのノウハウや情報網
の相互提供の検討の相互提供の検討

→→案件の発掘・開発案件の発掘・開発案件の発掘 開発案件の発掘 開発

→→事業用地の紹介事業用地の紹介

→→事業主の紹介事業主の紹介

→→企画・設計・開発・建築企画・設計・開発・建築

→→運営・マスターリース・ブランディ運営・マスターリース・ブランディ

全国に20店舗のスーパー銭湯を
開発・運営。永年培ってきた土地
活用のノウハウを進化させ、健康
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ングング

活用のノウハウを進化させ、健康
や癒しを求める消費者ニーズに呼
応して安定成長を続けています。



本資料についてのお問い合わせは、価値開発株式会社東京支社銀座オフィス 経営企画本部（TEL03-5537-5570）宛てにお願いいたします。
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