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1.  平成22年5月期第2四半期の連結業績（平成21年6月1日～平成21年11月30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2四半期 1,659 △84.7 △1,697 ― △2,644 ― △2,832 ―

21年5月期第2四半期 10,842 ― △2,279 ― △4,464 ― △4,144 ―

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2四半期 △837.89 ―

21年5月期第2四半期 △19,011.94 ―

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2四半期 49,417 464 0.9 100.85
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2四半期  446百万円 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 ― 0.00

22年5月期 
（予想）

― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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2四半期 4,435,704株 21年5月期  2,969,038株

② 期末自己株式数 22年5月期第2四半期  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2四半期 3,379,991株 21年5月期第2四半期  218,020株
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当第２四半期連結累計期間(平成21年６月１日～平成21年11月30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、急
激な円高による収益低下リスクや物価下落によるデフレ懸念が高まる等、景気の先行きに対する不透明感
は企業業績の回復に不安を残すところとなりました。加えて、金融市場における信用収縮の影響は依然と
して大きく、企業を取り巻く資金調達環境は厳しい状況が続いており、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質を改め、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を構築すべくその強化に取組んでおります。 
 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・事業再編を中
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、経営体質の転換に向けた
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２四半期連結累計期間におい
ては、当社の企業業績回復に対する不安感から急激な信用収縮が生じるなど、当初の想定より事業再編に
向けた計画の実行に若干の遅れが生じております。その結果、当第２四半期連結累計期間における業績
は、売上高1,659百万円（前年同四半期比84.7％減）、営業損失1,697百万円（前年同四半期は営業損失
2,279百万円）、経常損失2,644百万円（前年同四半期は経常損失4,464百万円）、四半期純損失2,832百万
円（前年同四半期は四半期純損失4,144百万円）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の影響を受け、当社保有物件の売却交渉にも時間を要してお
ります。このような環境の下、当第２四半期連結累計期間においては、保有する収益用不動産１棟の売
却を行うとともに、その他保有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２四半期連結累計期間の売上高が549百万円（前年同四半期比85.7％
減）、営業損失は657百万円（前年同四半期は営業利益522百万円）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２四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、当社の企業業績回復に対する不安感から急激な信用収縮が生じたこと、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退潮の影響により入居率の向上に歯止めがかかる結果となりまし
た。 
 その結果、当事業における当第２四半期連結累計期間の売上高は1,073百万円（前年同四半期比
84.3％減）、営業損失は521百万円（前年同四半期は営業損失1,385百万円）となりました。 
 なお、現在、新たに運営・サービス内容について入居希望者様のニーズを取り入れ、入居一時金料金
プランのバリエーションを増やすなど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
リーズにご入居の皆様のセカンドライフがさらに充実したものとすべく、そのサービスの質の向上並び
に拡充に努め、入居率の向上を目指しておりますが、これらの施策の効果は徐々に顕在化し、当第２四
半期連結累計期間以降の収益に寄与してくるものと考えております。 

(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２四半

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２四半期連結累計期間の売上高は36百万円（前年同四半期比90.2％
減）、営業損失は34百万円（前年同四半期は営業損失152百万円）となりました。 

  

（資産の状況） 

保有不動産の除売却並びに投資有価証券の減損処理等を行ったことから、当第２四半期連結会計期間
末の総資産額は、前連結会計年度末に比べ3,032百万円減少し49,417百万円となりました。 

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報



（負債の状況） 

保有不動産の売却や金銭債権の現物出資（デット・エクイティ・スワップ）により有利子負債が前連
結会計年度末に比べ2,031百万円減少したことなどから、当第２四半期連結会計期間末の負債額は、前
連結会計年度末に比べ2,216百万円減少し48,953百万円となりました。 

（純資産の状況） 

当第２四半期連結会計期間において第三者割当による新株式の発行並びに第八回新株予約権の行使に
より資本金並びに資本準備金がそれぞれ1,013百万円増加したものの、四半期純損失を計上したことな
どにより、当第２四半期連結会計期間末の純資産額は、前連結会計年度末に比べ816百万円減少し464百
万円となりました。  

  

未だ当社が属する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、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いものの、不動産市場における売買取引等の件数が
増加するなど徐々に回復の兆しも見えはじめております。このような状況の中、当社は平成21年８月18日
付新中期経営計画に記載の「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」という課題に対
応するため「保有販売用不動産の売却及び有利子負債の圧縮」を完遂すべく、取引先等との交渉を積極的
に進めてきた結果、一部の案件では、売却先候補との間で買付証明書等の交付を受けるなど、売却に向け
た活動に具体的な進展が見られるようになってまいりました。 
 また、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、施設の入居率向上を図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、当社グループは、上記の自己資本の増強、有利子負債の圧縮を通じて財務体質の改善を図
るとともに、経営の基本方針を「ハードからソフト」へ転換し、不動産コンサルティング事業に依存しな
い経営体質を実現するとともに、継続企業の前提に関する注記の解消及び信用力の回復を図り、入居率の
向上を目指して参りたいと考えておりますが、平成22年５月期第２四半期連結累計期間においては、当社
グループの業績や信用力回復の遅れ等が原因となり、入居率の増加に歯止めをかける結果となってしまい
ました。  
 しかしながら、このような状況を打開すべく、当社グループの業績や信用力の回復、及び継続企業の前
提に関する注記の解消に努めることは勿論のこと、今後は、今まで以上にご入居者の皆様が安心・安全に
暮らせるシニア住宅を目指して運営を行うとともに、販売・営業体制の徹底強化を図り、当社の運営する
健常高齢者向けシニア住宅「チャーミング」シリーズの認知度の向上、並びに幅広い年齢層の方々から親
しまれる施設となるべくその運営サービスの質の向上に取組むことで、当社グループが目指す、安定的な
営業収益が見込まれるシニアハウジング＆サービス事業へと成長させることが出来るものと考えておりま
す。なお、徐々にではありますが、施設来場者数等が増加するなど、これらの施策の効果が現れてきてお
りますので、今後は、歩留まりを上げ、成約率の向上に努めていくことで、現状、若干の遅れが生じてい
る「チャーミング」シリーズの入居計画は回復できるものと考えております。 
 以上のような状況を踏まえ、当第２四半期連結累計期間における業績、今後の事業展開並びに財務活動
等から生じる損益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２四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。 

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



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。 
  

当第２四半期連結累計期間においては、当社の企業業績回復に対する不安感から急激な信用収縮が生
じるなど、当初の想定より事業再編に向けた計画の実行に若干の遅れが生じております。この結果、当
第２四半期連結累計期間において、2,832百万円の四半期純損失を計上することとなり、また平成21年
10月15日付にて公表いたしました第１四半期連結累計期間に比べ営業キャッシュ・フローの赤字幅は縮
小され、改善の方向に向かっているものの、当第２四半期連結累計期間においても営業キャッシュ・フ
ローが赤字となったことから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、平成21年８月18日付にて公表いたしました「新中期経営計画（ゼクスリバイバルプ
ラン2012）」に記載のとおり、（１）資本政策の実行及び財務基盤の強化及び（２）事業基盤の再構築
及び安定的なキャッシュ・フローの創出を今後の復活に向けての 重要課題であると考えております。
また、「新中期経営計画」において、今期（平成22年５月期）を資本政策、財務面・事業再編を中心と
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、現在、これらの実現に向けて
様々な施策を実行し、正常な事業基盤の早期回復に努めております。  
 このような状況の下、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強化ならびにその拡大を実現するために、まず第一に自
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、平成21年９月７日並びに平成21年９月８日開催の当社取締役会において、第
三者割当による第八回新株予約権並びに新株式の発行を決議し、平成21年９月24日付にてその全ての払
込みを完了しております。  
 なお、当社は、第三者割当による第八回新株予約権並びに新株式の発行並びに第八回新株予約権の権
利行使により、当第２四半期連結累計期間において総額1,497百万円の資金調達が完了しております。
これら第八回新株予約権の権利行使により調達した資金は、当社グループにて運営する健常高齢者向け
シニア住宅「チャーミング」シリーズの運営利益ベースでの黒字化が達成されるまでの運営諸経費及び
全社共通の管理部門における諸経費等に充当されており、当社の株価水準が新株予約権の行使価額を一
定期間下回っている状況が続いた場合には、権利行使が進まず、当社の今後の事業展開や資金需要等に
影響を及ぼす可能性があるため、これらを鑑み機動的に運転資金の借入等も検討してまいる所存です。
 また、保有販売用不動産の売却については、当第２四半期連結累計期間において、収益用不動産１棟
の売却が完了いたしましたが、依然として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、未だ不動産業界全体における資金調達環境は極めて厳し
い状況が続いているものの、徐々に不動産市場における売買取引等の件数は増加し、不動産市場にも回
復の兆しが見えはじめております。このような状況の下、当社は早期に保有販売用不動産の売却を図り
有利子負債の圧縮を実現すべく、取引先等との交渉を積極的に進めてきた結果、一部の案件では、売却
先候補との間で買付証明書等の交付を受けるなど、売却に向けた活動に具体的な進展が見られるように
なってまいりました。 
 今後も、不動産コンサルティング事業における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、早期に保有不動産の売却を図ることで、
有利子負債のより一層の削減を目指してまいります。 
 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。これらの実現に向けて着実にその基
盤を固めることが出来ているものと考えております。  
 なお、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。  

(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



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2四半期連結会計期間末 
（平成21年11月30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 121 440

受取手形及び売掛金 182 131

販売用不動産 6,567 7,438

仕掛販売用不動産 2,390 2,360

仕掛品 2,317 2,331

その他 4,176 4,340

貸倒引当金 △1,503 △1,493

流動資産合計 14,252 15,549

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 18,913 19,395

減価償却累計額及び減損損失累計額 △5,856 △5,605

建物及び構築物（純額） 13,056 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 △294 △285

その他（純額） 46 57

有形固定資産合計 23,190 23,920

無形固定資産 514 523

投資その他の資産   

投資有価証券 5,558 6,232

差入保証金 4,884 5,035

その他 1,013 1,263

貸倒引当金 △19 △19

投資損失引当金 － △82

投資その他の資産合計 11,436 12,429

固定資産合計 35,142 36,873

繰延資産 23 28

資産合計 49,417 52,450
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（単位：百万円）

当第2四半期連結会計期間末 
（平成21年11月30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 1,343 1,251

短期借入金 25,135 25,766

未払法人税等 128 184

その他 6,885 5,020

流動負債合計 33,491 32,223

固定負債   

社債 150 150

長期借入金 1,388 2,788

長期前受収益 11,859 13,773

その他 2,064 2,235

固定負債合計 15,461 18,946

負債合計 48,953 51,170

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,197 7,184

資本剰余金 7,962 6,948

利益剰余金 △15,128 △12,296

自己株式 △576 △576

株主資本合計 455 1,260

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8 11

評価・換算差額等合計 △8 11

新株予約権 20 －

少数株主持分 △2 8

純資産合計 464 1,280

負債純資産合計 49,417 52,450
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  (2)【四半期連結損益計算書】 
    【第2四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第2四半期連結累計期間 
（自 平成20年6月1日 

 至 平成20年11月30日） 

当第2四半期連結累計期間 
（自 平成21年6月1日 

 至 平成21年11月30日） 

売上高 10,842 1,659

売上原価 11,045 2,729

売上総損失（△） △202 △1,069

販売費及び一般管理費 2,076 627

営業損失（△） △2,279 △1,697

営業外収益   

受取利息 68 37

受取配当金 21 2

投資有価証券売却益 116 －

負ののれん償却額 88 －

その他 161 33

営業外収益合計 457 73

営業外費用   

支払利息 837 557

持分法による投資損失 1,340 298

投資有価証券売却損 34 －

その他 428 164

営業外費用合計 2,641 1,020

経常損失（△） △4,464 △2,644

特別利益   

関係会社株式売却益 3,939 －

貸倒引当金戻入額 10 －

負ののれん一括償却額 670 －

長期前受収益取崩益 894 －

債権債務買取益 － 183

債務免除益 － 170

その他 16 105

特別利益合計 5,530 459

特別損失   

固定資産除却損 － 398

固定資産売却損 2,687 0

たな卸資産評価損 213 －

投資有価証券売却損 404 －

投資有価証券評価損 199 12

遅延損害金 － 149

貸倒引当金繰入額 600 0

関係会社株式売却損 94 －

開業費償却 406 －

その他 787 110

特別損失合計 5,394 672
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（単位：百万円）

前第2四半期連結累計期間 
（自 平成20年6月1日 

 至 平成20年11月30日） 

当第2四半期連結累計期間 
（自 平成21年6月1日 

 至 平成21年11月30日） 

匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純損失
（△）

△4,327 △2,856

匿名組合損益分配額 － △34

税金等調整前四半期純損失（△） △4,327 △2,822

法人税、住民税及び事業税 △174 23

法人税等調整額 △6 △41

法人税等合計 △180 △17

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1 27

四半期純損失（△） △4,144 △2,832
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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2四半期連結累計期間 
（自 平成20年6月1日 

 至 平成20年11月30日） 

当第2四半期連結累計期間 
（自 平成21年6月1日 

 至 平成21年11月30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（△） △4,327 △2,822

減価償却費 769 388

減損損失 50 －

持分法による投資損益（△は益） 1,340 298

のれん償却額 46 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 589 10

支払利息 837 557

受取利息及び受取配当金 △90 △40

有形固定資産売却損益（△は益） 2,686 0

投資有価証券評価損益（△は益） 199 12

出資金評価損 9 －

投資有価証券売却益 △116 －

投資有価証券売却損 439 －

関係会社株式売却損益（△は益） △3,845 －

固定資産除却損 179 398

負ののれん一括償却額 △670 －

長期前受収益取崩益 △894 －

売上債権の増減額（△は増加） 45 △52

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,159 857

繰延資産の増減額（△は増加） 436 5

仕入債務の増減額（△は減少） 458 95

長期前受収益の増減額（△は減少） 2,244 △860

預り保証金の増減額（△は減少） △26 △24

匿名組合出資増減額（△は増加） 861 437

不動産事業前受金の増減額（△は減少） △2,396 △18

前払費用の増減額（△は増加） 206 192

預り金の増減額（△は減少） 1,289 △29

その他の資産・負債の増減額 △6,275 349

小計 △3,792 △242

利息及び配当金の受取額 158 40

利息の支払額 △763 △53

法人税等の支払額 △70 △79

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,466 △334
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（単位：百万円）

前第2四半期連結累計期間 
（自 平成20年6月1日 

 至 平成20年11月30日） 

当第2四半期連結累計期間 
（自 平成21年6月1日 

 至 平成21年11月30日） 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △5 －

有形固定資産の取得による支出 △572 △8

有形固定資産の売却による収入 10,958 1

投資有価証券の取得による支出 △1 △0

投資有価証券の売却による収入 523 －

貸付金の回収による収入 80 60

貸付けによる支出 △162 △262

連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による
収入

△83 －

関係会社株式及びその他関係会社有価証券の売却
による収入

5,547 －

子会社株式の取得による支出 △64 －

関係会社株式の取得による支出 △1,898 －

差入保証金の増加額 △413 △25

その他 △1 △15

投資活動によるキャッシュ・フロー 13,905 △248

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △2,790 △419

長期借入れによる収入 900 －

長期借入金の返済による支出 △9,346 △812

社債の償還による支出 △3,075 －

株式の発行による収入 0 1,470

その他 － 27

財務活動によるキャッシュ・フロー △14,311 264

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,876 △319

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 1,073 121
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(4) 継続企業の前提に関する注記

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30日)

 当第２四半期連結累計期間においては、当社の企業業績回復に対する不安感から急激な信用収縮が生じるなど、

当初の想定より事業再編に向けた計画の実行に若干の遅れが生じております。この結果、当第２四半期連結累計期

間において、2,832百万円の四半期純損失を計上することとなり、また第１四半期連結累計期間に比べ営業キャッシ

ュ・フローの赤字幅は縮小され、改善の方向に向かっているものの、当第２四半期連結累計期間においても営業キ

ャッシュ・フローが赤字となったことから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、平成21年８月18日付にて公表いたしました「新中期経営計画（ゼクスリバイバルプラン

2012）」に記載のとおり、（１）資本政策の実行及び財務基盤の強化及び（２）事業基盤の再構築及び安定的なキ

ャッシュ・フローの創出を今後の復活に向けての 重要課題であると考えております。また、「新中期経営計画」

において、今期（平成22年５月期）を資本政策、財務面・事業再編を中心とした「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、現在、これらの実現に向けて様々な施策を実行し、正常な事業基盤の早期回復

に努めております。  

 このような状況の下、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強化ならびにその拡大を実現するために、まず第一に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、平成21

年９月７日並びに平成21年９月８日開催の当社取締役会において、第三者割当による第八回新株予約権並びに新株

式の発行を決議し、平成21年９月24日付にてその全ての払込みを完了しております。  

 なお、当社は、第三者割当による第八回新株予約権並びに新株式の発行並びに第八回新株予約権の権利行使によ

り、当第２四半期連結累計期間において総額1,497百万円の資金調達が完了しております。これら第八回新株予約権

の権利行使により調達した資金は、当社グループにて運営する健常高齢者向けシニア住宅「チャーミング」シリー

ズの運営利益ベースでの黒字化が達成されるまでの運営諸経費及び全社共通の管理部門における諸経費等に充当さ

れており、当社の株価水準が新株予約権の行使価額を一定期間下回っている状況が続いた場合には、権利行使が進

まず、当社の今後の事業展開や資金需要等に影響を及ぼす可能性があるため、これらを鑑み機動的に運転資金の借

入等も検討してまいる所存です。  

 また、保有販売用不動産の売却については、当第２四半期連結累計期間において、収益用不動産１棟の売却が完

了いたしましたが、依然として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、未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いるものの、徐々

に不動産市場における売買取引等の件数は増加し、不動産市場にも回復の兆しが見えはじめております。このよう

な状況の下、当社は早期に保有販売用不動産の売却を図り有利子負債の圧縮を実現すべく、取引先等との交渉を積

極的に進めてきた結果、一部の案件では、売却先候補との間で買付証明書等の交付を受けるなど、売却に向けた活

動に具体的な進展が見られるようになってまいりました。  

 今後も、不動産コンサルティング事業における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、早期に保有不動産の売却を図ることで、有利子負債のより一層

の削減を目指してまいります。  

 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。これらの実現に向けて着実にその基盤を固めることが出来ているものと考えてお

ります。  

 なお、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２四半期連結累計期間(自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30日) 

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

２ 各区分に属する主要な事業内容 

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

ディベロップメント、インベストメント、アセットマネジメント 

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

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

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

門にかかる費用であり、当第２四半期連結累計期間は1,184百万円であります。また、消去又は全社の項目に

はセグメント間の内部取引高が、当第２四半期連結累計期間は107百万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。 

５ 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」３に記載のとおり、当第２四半期連結

累計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準

第９号）を適用しております。なお、この変更による営業利益又は営業損失に与える影響はありません。 

６ 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」３に記載のとおり、当第２四半期連結

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

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

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

す。 

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

を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。  

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

き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。  

 なお、この変更による営業利益又は営業損失に与える影響はありません。 

  

(5) セグメント情報

１ 事業の種類別セグメント情報

不動産 
コンサル 
ティング 
事業 

(百万円)

シニア
ハウジング 
＆サービス 

事業 
(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

3,803 6,818 220 10,842 ― 10,842

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

39 ― 148 188 (  188) ―

計 3,843 6,818 369 11,031 (   188) 10,842

  営業費用 3,320 8,204 522 12,046 1,076 13,122

  営業利益又は
営業損失(△)

522 △1,385 △152 △1,014 ( 1,264) △2,279



当第２四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30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 

(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、当第２四半期連結累計期間は501百万円であります。また、消去又は全社の項目には

セグメント間の内部取引高が、当第２四半期連結累計期間は17百万円含まれております。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30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２四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30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２四半期連結累計期間(自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30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２四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

 当社は、平成21年９月８日開催の取締役会決議に基づき、平成21年９月24日を払込期日とする第三者割

当増資を実施したことにより、資本金並びに資本準備金がそれぞれが424百万円増加しております。ま

た、平成21年９月７日開催の取締役会決議に基づき、平成21年９月24日を払込期日として第三者割当の方

法により新株予約権を発行しており、平成21年９月24日から平成21年11月30日までの間に当該新株予約権

の行使があったことに伴い、資本金並びに資本準備金がそれぞれ588百万円増加しております。 

 この結果、当第２四半期連結会計期間末において、資本金が8,197百万円、資本剰余金が7,962百万円と

なっております。  

  

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

549 1,073 36 1,659 ― 1,659

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― (   ―) ―

計 549 1,073 36 1,659 (    ―) 1,659

  営業費用 1,207 1,594 70 2,872 484 3,356

営業損失(△) △657 △521 △34 △1,213 (   484) △1,697

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



 株式会社ゼクス第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12月１日から平成21年12月31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は490,000株増加し4,925,704株に、資本金及び資本準備金はそれぞれ

320百万円増加し、資本金8,518百万円及び資本準備金8,265百万円となっております。 

  

該当事項はありません。 

(7) 重要な後発事象

6. その他の情報




