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新中期経営計画（ゼクスリバイバルプラン2012）の進捗状況並びに今後の展開に関するお知らせ 

 
 

 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最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。 

現在、当社グループにて取組んでおります事業再編に向けた具体的な諸施策及びその進捗状況並びに今後の展開に

ついて下記のとおりご報告いたします。 

 

記 
 

1. 新中期経営計画の進捗状況 

（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 

当社グループは、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、中長期に亘り収益基盤の強化を図るととも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、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が完了致しました。 

その結果、平成22年５月期第２四半期連結累計期間末において、資本金並びに資本準備金がそれぞれ1,013

百万円増加しておりますが、四半期純損失の計上等により平成 22 年５月期第２四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816百万円減少し464百万円となりました。 

現状、自己資本比率の向上など、財務数値の改善には至っていないため、今後、第八回新株予約権の行使や

自助努力による利益の積み増しを実現することにより、さらなる自己資本の充実を図ってまいりたいと考えて

おります。 

 

② 資金調達 

上記「① 自己資本の充実」に記載致しましたとおり、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が完了したこと、及び平成21年11月30日までの間に第八回新株予約権

の行使が行われたことに伴い、総額1,497百万円の資金調達が完了しております。 

これにより調達した資金の使途につきましては、下記のとおりとなっております。 
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資金使途 使用した資金の額 

シニアハウジング＆サービス事業に係わる諸経費（退居金返還含む） 772,000千円

新規事業への一部先行投資等を含む諸経費 20,000千円

全社共通の管理部門における諸経費（人件費・家賃・運転資金等） 295,000千円

債務買取、短期つなぎ融資返済 410,000千円

 

（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 

保有販売用不動産の売却については、平成 22 年５月期第２四半期累計期間において、収益用不動産１棟の

売却が完了いたしました。 

依然として、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、また、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、徐々にではありますが不動産市場におけ

る売買取引等の件数は増加しております。 

このような状況の中、当社は平成21年８月18日付にて公表いたしました新中期経営計画における「復活の

シナリオ」に掲げております【フェーズ１】保有販売用不動産の売却を完遂すべく、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、当社グループは、平成21年９月24日付にて、金銭債権の現物出資（デッド・エクイティ・スワップ）

の方法により新株式を発行するなどにより、有利子負債の削減にも努めております。 

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参る所存であります。 

 

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。 

しかしながら、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。 

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、入居促進を図り、多くの人々が集う活気あふれるコミュニティとして地域の皆様

から愛されるような施設づくりに全力を尽くしてまいりたいと思います。 

これまでに当社グループは、当社グループにて運営しております健常高齢者向けシニア住宅「チャーミング」

シリーズの入居促進を図るため、① 専任の営業部門の設置、② 外部販売会社や紹介センターとの連携強化、

③ お客様のニーズに合わせた入居一時金料金プランの多様化、④ “食の充実”によるサービスの質の向上、

及び⑤ 施設内での各種イベントやサークル活動の実施を通じ、近隣住民や地域社会に根ざした安心安全な“終

の棲家”としての施設運営 など、様々な施策を実施してまいりました。 

具体的な内容といたしましては、①については、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、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、②については、さらなる販売・営業体制の強化を図るため外部販売会社や紹介センター等との連携に

よる営業の効率化を図り、主として潜在顧客への再アプローチを実行することで成約率の向上に努めてまいり

ました。 

これらにより、今まで以上に一人ひとりの入居検討者様のご要望等を取り入れた接客や入居契約までの細か
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いフォローが可能となりました。さらに、今まで施設毎に行っていた入居検討者様向けの各種イベント等を一

括して行うことで、入居検討者様のニーズに合わせた施設をご紹介できるようになるなど、潜在顧客へのアプ

ローチを柔軟に行うことが可能となっております。 

③については、昨年秋以降の世界的な金融危機の影響等を受け、企業業績の回復の遅れや所得・雇用環境へ

の不安から、個人消費の低迷が顕著となっております。このような景気の先行きが見えず、デフレの進行等に

対する懸念が高まる中、当社グループの運営する健常高齢者向けシニア住宅への入居を検討されている皆様に

対し、少しでも皆様のライフスタイルに応じた入居プランをご提案できるよう、入居一時金料金プランの多様

化を図ることと致しました。 
今までは、原則として入居時までに入居一時金全額を払い込む必要があったため、入居時の資金負担が重く、

入居一時金の支払いのために、持ち家や金融資産等を売却又は処分する必要があり、入居検討者様にとって資

金計画等の大きな変更を伴うものでありましたが、入居一時金料金プランが多様化されたことに伴い、これら

の入居検討時における最大の不安要因を払拭することができ、入居促進につながるものと考えております。 

④については、”食”の充実を図る取組みとして、ゼクスアクティブ・エイジの顧問である料亭「青柳」主

人 小山裕久氏の監修のもと、平成21年10 月１日にチャーミング・スクウェア豊洲、チャーミング・スクウ

ェア白金のレストランをリニューアルオープン致しました。毎日の楽しみと健康に欠かすことができない“食”

は、入居検討者の皆様が入居を判断する際にも重要な要素です。今後もさらなるバリューアップに努めること

で、より一層のご入居者満足につなげるだけでなく、積極的なアピールポイントの一つとして活用し新規入居

の促進を図ってまいります。 

さらに、⑤について、当社グループは、施設内でのアルゼンチンタンゴ・ダンス教室の開催やアンチエイジ

ングセミナーの開催などを通じて積極的に施設間のご入居者同士や近隣住民並びに地域社会とのより活発な

交流を図ることにより、より地域社会に根ざした安心安全な“終の棲家”としての施設運営を進めていく方針

であります。 
 今後も、当社グループは、これらの施策を継続的に、着実に実行していくこと、特に、上記①及び②に記載

の販売・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、歩留まりを上げることで成約率の向上に努めてまい

りたいと思います。 

平成22年５月期第２四半期連結累計期間においては、平成21年８月18日付の新中期経営計画記載の「チ

ャーミング」シリーズの入居計画に若干の遅れが生じているものの、上記施策の実行等によりその遅れは回復

できるものと考えており、平成24年５月期の想定入居率につきましては、現在のところ変更はございません。 

 

なお、平成21年10月15日付にて発表いたしました平成22年５月期第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、当社の営業キャッシ

ュ・フローは平成22年５月期第２四半期連結累計期間において赤字であります。営業キャッシュ・フロ

ーの黒字化を実現するためには、シニアハウジング＆サービス事業の安定的な成長、及び保有不動産の

売却を実現することが不可欠であると考えており、前述のとおり様々な施策を実行し、その改善に努め

ておりますが、これらの施策が効果となって顕在化するためには今しばらく時間を要するものと考えて

おります。 

 

③ 新規事業の推進 

■ 環境関連事業 

当社は、不動産コンサルティング事業で培ったノウハウとネットワークを活かして、入口から出口まで一貫

して省エネ対策のサポートを行い、事業者並びにビルオーナー等にその効果で得られた利益を享受して頂くと

ともに、社会が求める環境保護ならびに省エネルギー対策の実現に向けて率先して取り組んでおります。 

その第一弾として、平成21年７月より、LED照明をはじめとする環境関連製品の販売事業及び省エネコン

サルティング事業を開始し、着実に実績を積み重ねてまいりました。 

環境関連製品の販売事業においては、販路構築に積極的に取り組んでおり、法人向け販売の強化として㈱セ
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イクレストと業務提携契約を締結、さらに個人ユーザー向け販売としては㈱コムテックと業務提携契約を締結

し、平成 22 年１月４日より㈱コムテックの運営するインターネット注文販売サイト（URL：

http://led-net.shop-pro.jp/ ）にて、当社の取扱うLED照明の販売を開始いたしました。 

省エネコンサルティング事業においては、不動産ファンドや多店舗展開企業に対して積極的に省エネ診断、

省エネ提案を行った結果、当社の環境関連製品を採用して頂いております。具体的には、不動産ファンドの保

有する共同住宅、さらに吉本興業グループのグッツショップなど着実に成約を重ねており、現在も多数の法人

に対し、省エネの提案並びに商談を進めております。 

いずれも、当社が環境関連製品について数百に及ぶ商材を独自に精査・検討、さらに最終選定に当たり、大

手電気工事会社より安全性・品質・取付方法などに関して技術的なアドバイスやサポートを受けた上で決定し

た結果として、法人並びに個人のユーザーにその商品性について大きな評価をいただき採用に至っております。 

今後は、①個人向け販売については、㈱コムテックのインターネット販売を通じ拡販を図る、②法人向け販

売については、提携先企業の拡充並びに自社営業の強化、③すでに着手している特殊照明の研究・開発を進め、

将来的にニッチトップを目指す、④企業間の技術提携等のコンサルティングを行い、新たな商材や新たな販路

を生み出す、という４項目を基本戦略として事業の拡大を図る方針であります。 

また、上記の戦略を推し進めつつ、LED 照明の次に続く環境関連製品として、太陽光発電システムなどの

創エネ機器の精査・検討を進めており、構築中の販路に新たな商材を次々と投入していきます。 

中期的には、国内にて不動産事業と融合した総合的な環境事業を進めると同時に、国外においては、当社が

持つ東アジアへのネットワークに環境事業を投入し、東アジアでの環境関連事業を進めてまいります。 

 

■ 東アジア（中国・韓国等）向けチャーミング事業 

現在、東アジアの多くの国々では、わが国同様急速に高齢化が進んでいます。そのような中、近年、当社グ

ループに対し、中国をはじめ東アジアの多くの企業から、自国におけるシニアビジネスの基盤づくりに協力又

は参画して欲しいとのご要望やお問い合わせが数多く寄せられておりました。 

中でも、急激な人口増加に悩まされていた中国では、一人っ子政策を採り続けてきた結果、現在、総人口約

13億人のうち１億６千万人(総人口に対し12.3％)が60歳以上の高齢者となっており、2050年には10人のう

ち３人が60歳以上の高齢者になると見込まれています。特に北京（高齢者比率14％）や上海(高齢者比率20％)

などの都市部では、より急速な高齢化を迎えており、高齢者住宅の整備や介護保険法の制定など、高齢社会に

向けての対策が最重要課題となっております。 

 

① ＧＯＬＤ９９プロジェクト 

当社は、こうした現状を踏まえ、東アジア向けチャーミング事業第一号プロジェクトとして、中国側パート

ナーの要請を受け中国の金色九九投資諮詢（北京）有限公司（以下「Gold99」）への出資並びに董事長就任（当

社代表取締役平山啓行）を決定しました。Gold99 はまず、北京市近郊約６万坪にて、ヘルパー付二世帯住宅

団地223 区画の開発分譲事業を開始します。当第一号プロジェクトにおいて、当社は事業主Gold99に対する

コンサルタント業務ならびに設計業務を受注いたします。また、平成22 年４月（予定）の工事着手に向けて、

すでにインフラ整備の準備工事が土地管理者にて開始されるとともに、当社においても、第一号プロジェクト

向けヘルパー付二世帯住宅の基本設計をすでに完了しており、インテリアデザインの詳細に関しましては、当

社と米国・メリノデザイン社との間で、契約に向けての具体的な協議を進めております。 

当第一号プロジェクトの収益見通しとしては、富裕層を対象とした想定分譲価格を戸当たり１～２億円程度

と見込み、その売上げから Gold99 が調達する事業資金及び販売に係る諸経費を差し引いた分譲事業益(税引

後)について、出資者に対して出資割合に応じて分配する予定となっております。尚、当社のGold99への出資

割合は現状14.5％となっておりますが、最終的な出資割合については共同出資者と今後も協議を重ねてまいり

ます。また、その他にコンサルタントフィーを受領する予定としておりますが、工事着手時までにGold99 へ

の出資割合及びコンサルタントフィーの料率について決定する予定となっております。 

 

② 中国民政部（中国老齢事業発展基金会）プロジェクト 

また、北京での第一号プロジェクトを皮切りに、中国でのシニアハウジング事業を推進していくにあたり、
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中国民政部（日本の厚生労働省に相当）との間で業務提携に関する協議を進めてまいりました。 

中国民政部は、中国の急速な高齢化に備え、これまでに数多くのシニアハウジングの海外視察を重ねてきま

したが、それらの中でも当社グループが運営する「チャーミング・シリーズ」は民政部から特に高い評価をい

ただいておりました。このような経緯を経て、中国民政部による慎重な審査の結果、当社は、民政部傘下で現

在唯一の高齢者住宅事業の執行機関である中国老齢事業発展基金会（以下「基金会」）の提携先として指名さ

れました。 

基金会は、中国政府の政策に沿って、中国全体で 300 ヶ所の高齢者住宅・施設の整備目標を掲げています。

そして、全国１億６千万人の高齢者のうち、都市部在住の高齢者６千万人についての社会インフラ整備を優先

することとし、北京市や上海市など人口500 万人以上の都市18 ヶ所における高齢者住宅・施設の建設・運営

について、当社がコンサルティングもしくは事業主（または投資主）としてプロジェクトに参画することにつ

いて基本合意に至りました。 

本基本合意における基金会の役割は、①用地確保・候補地情報の提供、②事業推進にかかる各政府機関との

調整・許認可取得、③政策上の優遇措置を受けるための関係機関への働きかけ、となっています。 

また、現在、基金会の紹介により上海市等の主要都市における第二号プロジェクトを検討中です。さらに、

事業の円滑な推進のため、日本国内の大手商社と共同事業等の業務提携に向けての具体的な協議を進めており

ます。 

これまでに当社と基金会は、今後中国に必要と見込まれる介護保険制度、要介護認定の制度、介護士の育成、

資格制度についても意見交換を重ねてまいりました。当社の日本での経験・知見を踏まえた助言やアドバイス

は、民政部・基金会にとって非常に有用であるとの評価をいただいており、今後、介護保険制度及びその関連

分野でのコンサルテーションも積極的に展開してゆく予定であります。 

 

■ 医療関連事業 

当社は、平成21年12月14日付で、東京大学医科学研究所分子療法分野と「骨再生」に関する共同研究を

行いその成果としての国際特許を東京大学と共同出願（平成21年12月３日出願済み）している実績を有する

株式会社TESホールディングスと戦略的業務提携基本合意書を締結いたしました。 

今回の戦略的業務提携は、優れた再生医療技術の実用化を、広く・早く・安全に全世界に拡げる事を目的と

し、①「再生医療」知的財産権のライセンス販売事業 ②細胞培養の技術研修・培養工程管理サービス等を行

う細胞培養支援事業 ③当社グループの運営するチャーミング・シリーズ内のクリニック及び提携クリニック

を拠点としての「再生医療」による治療サービスの提供 の３事業を実現するべく、２社がノウハウを共有し

てビジネスモデルを構築するというものであります。 

当社は、チャーミング・シリーズにご入居の皆様の生活や医療に関わるご意見を蓄積していくことが、当社

グループの貴重な財産であるという認識の下、アンチエイジングやQOL（クオリティオブライフ：生活の質）

の向上に貢献するサービスを積極的に提供し、チャーミング・シリーズにご入居頂いている皆様に対する更な

る顧客満足の追求を第一義であると考えております。その一環として、再生医療技術を実用化し、その治療サ

ービスを受けることにより、より豊かな生活を実現するためにも、再生医療技術を早期に提供していくことを

計画しております。 

その最初の取組みとして、平成21年12月に当社は、当社グループの運営するシニア住宅：チャーミング・

スクウェア本郷に併設するクリニックにCPC（Cell Processing Centerの略で細胞培養室）を設置導入いただ

くことを提案・依頼し、このたび、提携医療機関である医療法人社団和啓会において培養設備などを導入して

いただき、骨再生医療を実施していくこととなりました。特にチャーミング・スクウェア施設内のクリニック

に導入されたことで、骨再生医療の実施において、高齢者を対象とした実施成果やデータの集積ができ、アン

チエイジング技術につながる基礎データの集積が出来ることになります。また、本設備導入後は、当社グルー

プが運営するシニア住宅のご入居者様を始め一般の方々にも、再生医療による治療サービスの提供支援を行っ

ていくことで、当社グループの運営するシニア住宅の優位性につなげていきたいと考えております。 

本事業による今後の収益見通しとしては、骨再生医療技術の実用化に伴い、i)TES 社と研究機関による骨

再生医療技術ノウハウをライセンスとして確立した上で、ⅱ)当社とTES社が協動して各医療機関へ販売して

売上を計上すると伴に、ⅲ)医療機関による治療サービスの普及が始まる第15期下期(平成23年５月期、予定)
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より、ライセンス販売をした医療機関から患者人数に比例したロイヤリティ報酬を得る予定となっております。 

第14期(平成22年５月期)については、ノウハウ蓄積のための実施準備期間であり、収益計上の見込みはあり

ませんが、第15期(平成23年５月期)より、骨再生医療技術の普及により当社およびTES 社に収益として貢

献してくるものと考えております。 

以上のような事業展開が、日本国内のみならず中国をはじめとする東アジアから全世界に拡大する事で、今

回の提携が当社グループにとって多大な利益をもたらすものと考えております。 

 

2. 今後の見通し 

現時点において、平成21年８月18日付にて提出した新中期経営計画に変更はございません。当初の想定より当

社グループの業績の回復に若干の遅れが生じておりますが、当社を取り巻く環境、今後の見通し等を勘案した結果

これらの遅れは回復できるものと考えており、平成24年５月期には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”
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【平成22年5月期第2四半期進捗状況】

株式会社ゼクス（東証１部8913） 2010年1月14日

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

■ 中期経営ビジョン
■ 復活へ向けての進捗状況
■ 新規事業の推進
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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

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

平成21年8月18日策定
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239億

121億

231億

112億

0

50

100

150

200

250

300

平成21年5月期 平成22年5月期第2四半期 平成22年5月期 平成23年5月期 平成24年5月期

有形固定資産 たな卸資産

復活へ向けての進捗状況 （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）

たな卸資産・有形固定資産・有利子負債の圧縮

■ 事業基盤の再構築

単位：億円

（想 定）

8億

削減

9億

削減

有利子負債

287億

266億
21億削減

進捗状況
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対前年度期末比

増減率

第2四半期期末

（H21.6～11）

△1%

±0%

△1%

+2%

△9%

△1%

53％

23％

12％

46％

92％

93％

平成21年5月期

(H21.5)総戸数

870戸

150戸

152戸

257戸

76戸

235戸

65％11％チャーミング・スクウェア

白 金

85％48％チャーミング・スクウェア

舞 子

90％52％合 計

95％23％チャーミング・スクウェア

豊 洲

満 室83％チャーミング・スクウェア

本 郷

満 室92％チャーミング・コート

溝 の 口

平成24年5月期

平成22年5月期

進捗状況■ ①チャーミング・シリーズ入居計画 進捗状況（入居率）

復活へ向けての進捗状況 （チャーミング・シリーズの入居率の向上）
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営 業 部

紹介センター 等

チャーミング・シリーズ

各施設

・溝の口・本郷・白金

・豊洲・舞子・（芦屋）

体 験 入 居

顧 客

各種イベント 等

・講演会、・サークル活動、・座談会等

契 約

入 居

看護・介護

事業部

健康診断等

医療・介護サービス

開
催
・
フ
ォ
ロ
ー

運営サービス

入
居
後
の
フ
ォ
ロ
ー

【徹底強化】
歩合制による給与体系を

取り入れた新体制

■ ②今後の取組（入居率向上への具体的な施策）

成約率UP
取組強化
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新規事業の推進 【①．環境関連事業の取組状況と今後の戦略イメージ】

ゼ

ク

ス

省
エ
ネ
・創
エ
ネ
メ
ー
カ
ー
等

商品取引

商品取引 コムテック インターネット販売 個人

商品取引 販売代理店 販売

法人
（不動産ファンド、
不動産管理会社、
飲食・物販チェーン）

セイクレスト
（業務提携先）

エスコ事業者
（業務提携先）

商品取引

商品取引

コンサルティング・販売

コンサルティング・販売

販売

販売代理店 法人
（特殊照明需要家）

販売商品取引

【特殊LED照明】

【LED照明 法人】

【LED照明 個人】

販売代理店
法人

（不動産関連業者）

販売商品取引

【創エネ機器】

販売

販売
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北京

天津
大连

青岛

上海
南京

武汉

杭州

长沙

重庆

福州

广州

南宁

深圳

昆明

成都

海南岛

西安
中国

韓国

民政部（基金会）プロジェクト(18ヶ所)GOLD99（北京）プロジェクト

①

【上海・北京等主要都市１８ヶ所における
ｼﾆｱﾊｳｼﾞﾝｸﾞ開発分譲事業】

ZECS = 事業主・出資・ｺﾝｻﾙ

【中国・ｼﾆｱﾊｳｼﾞﾝｸﾞ開発分譲
第1号プロジェクト】

ZECS = 出資・ｺﾝｻﾙ・設計
所在地 = 中国・北京市朝阳区
販売戸数 = 223戸
(ﾍﾙﾊﾟｰ付2世帯住宅)
総事業費 = 約140億円
販売価格 = 1～2億円/戸

ZECS

新規事業の推進 【②．東アジア向けチャーミング事業の取組状況と今後の戦略イメージ】

その他東アジア諸国
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① 取組みイメージ

ゼクス

チャーミング・シリーズ

・溝の口・本郷・白金

・豊洲・舞子・（芦屋）

東京大学

医科学研究所

ＴＥＳ

ホールディングス

・再生医療の共同研究

・「骨再生」国際特許共同出願

・戦略的業務提携

・ビジネスモデル開発

再生医療技術の実用化

提携医療機関

医療法人社団和啓会

・メディクス溝口

・メディクス舞子

・メディクス芦屋

・メディクス本郷
ＣＰＣの設置

【細胞培養室】

② 収益モデル

・ＴＥＳ ・ライセンスの販売

・ゼクス ・細胞培養支援（ロイヤリティ）

・全国医療機関

・海外医療機関

新規事業の推進 【③．医療関連事業の取組状況と今後の戦略イメージ】
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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

平成21年8月18日策定
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■ キャッシュ・フロー計画推移 （単位百万円）

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

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

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％

平成21年8月18日策定



Copyright(c) ZECS Co.,Ltd.  All rights reserved. 10

【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。




