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平成22年２月24日 

各  位 

会 社 名  株式会社総和地所 

代表者名  代表取締役社長  中山 俊則 

（JASDAQ・コード ３２３９） 

問合せ先  執行役員管理本部長 斎藤 俊裕 

電話番号 ０３－５３３２－８５０１ 

 

当社株式の時価総額、事業の現状及び今後の展開等について 

 

当社の株式につきましては、平成 21 年 11 月の上場時価総額（月末上場時価総額）が５億円未

満となり、株券上場廃止基準第 2 条第１項第 3 号（上場時価総額）に基づき、9 ヶ月（事業の現

状、今後の展開、事業計画の改善その他ジャスダック証券取引所が必要と認める事項を記載した

書面を 3 ヶ月以内にジャスダック証券取引所に提出しない場合にあっては 3 ヶ月）以内に、毎月

の月間平均上場時価総額及び月末上場時価総額が 5 億円以上とならないときは上場廃止となり

ます。このことを受け、当社は、ジャスダック証券取引所に対して、当該書面を提出いたしまし

たので、お知らせいたします。 

なお、上場時価総額に係る基準については、現下の株式市場の状況に鑑み平成 22 年 12 月末ま

での間は、上場時価総額基準を 5 億円未満から 3億円未満に変更されております。 

 

記 

 

1． 当社の上場時価総額について 

 

（１）月間平均上場時価総額 

① 平成 21 年 11 月                   241,899,801 円 

② 平成 21 年 12 月          244,557,794 円 

③ 平成 22 年 1 月            243,935,178 円 

 

（２）月末上場時価総額等 

  ①平成 21年 11 月末（11月 30 日）  214,617,666 円 

      （11 月末終値   838 円 × 11 月末上場株式数 256,107 株） 

    ②平成 21年 12 月末（12月 30 日）     312,450,540 円 

      （12 月末終値  1,220 円 × 12 月末上場株式数 256,107 株） 

    ③平成 22年１月末（1月 29 日）     215,129,880 円 

      （1 月末終値   840 円 × 1 月末上場株式数 256,107 株） 
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2． 事業の現状 

 

（１）事業の内容 

当社は、「快適で安全な暮らしやすい住まい作り」を基本理念として、創業以来、お客様

に喜ばれることを第一に「Supply Surprise」を提供すべく「ロータリーパレス」というブ

ランドのマンション分譲事業を展開しております。「顧客ニーズに対応した商品企画力」及

び「積極的外交営業」を強み・特長として、主にファミリー層の居住を目的とした購入者を

対象に販売を行っております。当社の事業は、マンション分譲事業、戸建分譲事業の２事業

に分類されます。各事業の状況については、以下のとおりです。 

 

① マンション分譲事業 

当社は、平成 12 年 2 月期より自社ブランドの分譲マンション「ロータリーパレスマンシ

ョン」の企画・開発・販売を行っており、主に千葉県、埼玉県及び茨城県の郊外エリアにお

いて、居住目的のファミリー層を対象に平成 12 年 2月期から現在までに累計で 40を超える

プロジェクトを手がけております。各プロジェクトの分譲戸数は、最小で 10 戸から最大で

228 戸のプロジェクトと規模的なばらつきがあります。大型プロジェクトには、共用施設の

充実などを図り、それぞれが個性的で固有の特徴・セールスポイントを有しております。例

えば、ファミリー層が多い地域には、キッズルームや卓球室、公園の設置、女性客の多い地

域では岩盤浴、フィットネスルーム、カラオケルームの設置等などを実施しております。こ

のように地域にあった個性的な商品開発をメインテーマと捉え、ブランド力の向上に努めて

おります。 

 

② 戸建分譲事業 

当社は、平成 19年 2月期より自社ブランドの戸建「ロータリーガーデン」の企画・開発・

販売を行っており、平成 19 年 2月期より現在までに累計で 10 を越えるプロジェクトを手が

けております。主に都心エリアに絞り、区画が２～26 棟クラスの比較的小規模な物件を手

がけております。デザイナーズハウスの提供など、それぞれが個性的で固有の特徴・セール

スポイントを有しております。 

 

（2）事業の現状 

わが国の経済は、在庫調整の一巡や経済対策の効果に加え、対外経済環境の改善により、

景気は持ち直しに向かうことが期待されているものの、昨年からの金融危機の影響により、

企業収益の大幅な落ち込み、設備投資の減少、更には雇用情勢の悪化などから、景気は依然

として厳しい状況で推移しております。当社の属する不動産業界も、平成 22年 1月度の首

都圏のマンション市場動向（新規販売戸数）は、前年同月(1,760戸)比 9.9％減の 1,586戸、

前月(5,247戸)比 69.8％と 1月としては 6年連続の減少結果となり、不動産市況は底を脱し

ているものの、市場回復にはもうしばらく時間を要するものと思われます。 

このような経営環境のもと、当社の現状といたしましては、平成 21 年 2 月期決算発表時
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点における平成 22年 2月期第 2四半期業績予想(平成 21年 3月 1日～平成 21年 8月 31日)

は、第 2四半期までには不動産市況が回復するものと見込んでいたことから、売上高 2,363

百万円、営業損失 12 百万円、経常損失 68 百万円、四半期純損失 68 百万円と予想しており

ましたが、サブプライムローン問題に端を発した不動産市況の急速な悪化が予想以上に長期

化したため販売が伸び悩み目標を大幅に下回る結果となりました。 

また、当社においては、返済期限の迫った有利子負債が多く、その返済資金を早期に確保

する必要がありました。当社はこの返済資金の捻出を行うべく、たな卸資産の早期売却を目

的として販売価格の大幅な見直しを行い、たな卸評価損 47 百万円を特別損失に計上いたし

ました。 

平成 22 年 2 月期通期業績予想についても期初においては、売上高 5,013 百万円、営業利

益 142 百万円、経常利益 44 百万円、当期純利益 44百万円を見込んでおりましたが、第 3 四

半期までの業績を踏まえ、売上高 3,856 百万円、営業利益 101 百万円、経常利益 34 百万円、

当期純利益 1 百万円と修正いたしました。 

なお、平成22年2月期第2四半期末までの業績は、売上高1,818百万円（前年同期比52.5％

減）となり、営業損失 87百万円（前年同期は営業損失 582 百万円）、経常損失 169 百万円（前

年同期は経常損失 730 百万円）、四半期純損失 197 百万円（前年同期は四半期純損失 2,282

百万円）となっております。平成 22 年 2 月期第 3 四半期末までの業績は、売上高 2,482 百

万円（前年同期比 47.4％減）となり、営業損失 146 百万円（前年同期は営業損失 749 百万

円）、経常損失 190 百万円（前年同期は経常損失 937 百万円）、四半期純損失 225 百万円（前

年同期は四半期純損失 2,460 百万円）となっており、平成 22 年 2 月期第 4 四半期につきま

しては、上記第 3 四半期までの業績を踏まえ期初の業績予想を修正した修正後業績予想（平

成 22年 1月 8日付「平成 22 年 2 月期通期業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表）ど

おりに推移しております。 

当社の事業は、マンション分譲事業、戸建分譲事業の 2事業に分類されます。各事業の状

況については、以下のとおりです。 

 

① マンション分譲事業 

平成22年2月期第2四半期における当社の主力事業でありますマンション分譲事業は、

前期(平成21年2月期)にも増して上記不動産市況の低迷により厳しい状況となっており、

比較的都心に近い立地の物件については、販売状況は比較的好調であるものの、郊外エリ

アに立地している物件については販売に苦戦しているなど、プロジェクトによって多少の

ばらつきがありますが、全体的に前年を下回って推移しております。 

こうした状況から平成 22 年 2 月期第 2 四半期におけるマンション分譲事業は、当初の

業績予想(平成 21年 4月 13 日付「平成 21年 2月期決算短信」)では、上半期に売上高 2,212

百万円、売上総利益 216百万円を予定しておりましたが、第 2四半期の実績は売上高 1,664

百万円、売上総利益 234 百万円となり、目標の 8割程度という結果になりました。 

平成 22年 2月期第 3四半期末までのマンション分譲事業における業績は、売上高 2,326

百万円、売上総利益 307 百万円となり、第 3 四半期より販売価格の見直しを行った結果、

修正後業績予想どおりに推移しております。 



4 

 

 

② 戸建分譲事業 

平成 22 年 2 月期第 2 四半期における戸建分譲事業は、期初の業績予想では、上半期に

売上高 151 百万円、売上総利益 0 百万円を予定しておりましたが、第 2 四半期の実績は売

上高 154 百万円、売上総利益 3百万円となりました。 

なお、前年同期比でみると売上高では、82.9％減となっておりますが、これは戸建分譲

事業については、当期において新たな仕入れは行っておらず、既存在庫の販売のみであっ

たことによるものです。 

第三四半期におきましては売上の計上がなかったため、平成 22 年 2 月期第 3 四半期末

までの戸建分譲事業は、売上高 154 百万円、売上総利益 3 百万円となりました。販売状況

はマンション分譲事業に比べて高所得者層の個人がターゲットとなっているため、マンシ

ョン分譲事業より価格設定を高めに設定しております。多少の価格改定を行っても、戸建

分譲事業のターゲットとなる高所得者層の個人において買い控えが顕著に現れており、依

然苦戦を強いられております。 

 

（３）販売費及び一般管理費の現状 

   前期(平成 21 年 2月期)は、売上高は 6,144 百万円、営業損失 1,237 百万円、に対して

販売費及び一般管理費を 1,197 百万円（広告宣伝費 200 百万円、人件費 437 百万円、販売

手数料 120 百万円、その他 484 百万円）(対売上高比率 19.4％)を計上いたしました。ま

た、前年第 2四半期においては、売上高は 3,825 百万円、営業損失 582 百万円、に対して

販売費及び一般管理費を 788 百万円（広告宣伝費 155 百万円、人件費 307 百万円、販売手

数料 84 百万円、その他 239 百万円）を計上いたしました。 

当第 3四半期においては、売上高 2,482 百万円に対して、販売費及び一般管理費は 458

百万円（対売上高比率 18.4％、前年同期比 41.8％減）、その内訳は広告宣伝費 85 百万円

（前年同期比 45.1％減）、人件費 160 百万円（前年同期比 48.0%減）、販売手数料 58 百万

円（前年同期比 30.9％減）となっております。売上の大幅な減少から、販売費及び一般

管理費の継続的な見直しを余儀なくされております。 

   売上に見合う体制に縮小するとともに、全社的なコスト削減に継続的に取り組むことが

課題となっております。 

 

（４）買掛金残高および有利子負債の現状 

平成 21 年 2 月期末（平成 21年 2月 28 日）時点における建築会社に対する買掛金残高

は 2,459 百万円、金融機関に対する有利子負債残高は 3,759 百万円、合計 6,218 百万円と

なっておりました。金融機関への返済及び建築会社への支払は、通常、マンション竣工後

3 ヶ月後を最終弁済期限としていますが、昨今の不動産市況の悪化により、各建築会社に

対する支払スケジュール及び各金融機関に対する返済スケジュールの見直しを要請し、向

こう 1年間にわたり在庫を販売して支払及び返済していくことについて、建築会社及び金

融機関との協議により合意しております。 
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    当該返済計画を達成するため、期首(平成 21 年 3 月 1 日時点)のたな卸資産（198 戸、

3,211 百万円）をほぼ今期中に完売する計画に基づき、平成 22 年 2 月期第 2 四半期にお

ける当初の予定販売戸数を、105 戸としておりました。しかし、平成 22 年 2 月期第 2 四

半期の販売実績は、不動産市況の悪化の影響から 88 戸という結果になり、当初予想を大

幅に下回る結果となりました。 

なお、第 3四半期までの間においては、143 戸の販売を完了しており、第 3 四半期末時

点における建築会社に対する買掛金残高は 1,363 百万円、金融機関に対する有利子負債残

高は 2,141 百万円、合計 3,505 百万円となりました。 

 

（５）当社における財政状態の現状 

当社は、平成 21 年 2 月期中間期に中間純損失 2,282 百万円を計上し、中間純損失の計

上に伴って、平成 21 年 2 月期中間期末日において純資産が△1,671 百万円となり債務超

過に至りました。 

また、平成 22年 1月 8日付「平成 22 年 2 月期通期業績予想の修正に関するお知らせ」

にて公表しておりますとおり、平成 22 年 2 月期の当期純利益は 1 百万円を予想しており

ますが、現状としては、債務超過の解消には至っておりません。 

  このような状況を解消するためには、事業活動により利益を計上して純資産を増やす方

法も考えられますが、昨今の不動産市況の状況を考慮すると債務超過に相当する額の利益

を早期に計上することは、現実的ではないことから増資により債務超過を解消する必要が

あります。 

当社は、平成 21 年 6 月 30 日の取締役会決議において、第三者割当により発行される株

式の募集及び第 10 回新株予約権の発行を行うことを決議いたしました。当該新株式及び

新株予約権の発行については平成 21 年 7 月 22 日に払込が完了し、総額 42 百万円を調達

いたしました。また、同日、第 10 回新株予約権の行使もされ、総額 23百万円を調達いた

しました。 

この増資により発行済株式総数 256,107 株となりましたが、当社においては更なる資金

調達が必要であったことから発行可能株式総数(授権枠)を広げる必要性が生じ、平成 21

年９月３日開催の臨時株主総会にて発行可能株式総数(授権枠)を 256,400 株から

1,024,428 株（普通株式：1,014,428 株・第１種優先株式：10,000 株）に変更いたしまし

た。  

 

３．前回の｢当社株式の時価総額、事業の現状及び今後の展開等について｣（平成 21 年２月 20

日）の対応状況 

 

当社は、前回の｢当社株式の時価総額、事業の現状及び今後の展開等について｣（平成 21

年 2 月 20 日）を開示以降、上場時価総額 3 億円以上への回復に向けて、（１）各セグメン

トにおける対策、（２）「買掛金及び有利子負債の削減」、（３）「販売費及び一般管理費の見

直し」、（４）「債務超過の解消」を実施すべく、上場維持に向けて努力して参りました。 
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（１）各セグメントにおける対策 

マンション分譲事業及び戸建分譲事業におきましては、新販売価格への販売価格の改定

により販売状況が概ね順調であった上半期と比較すると、厳しい状況で推移しております。

不動産市況は底を脱してはいるものの、市場回復にはもうしばらく時間を要するものと思

われ、先行き不透明感は拭えない状況にあります。営業に係る販売費を抑え、販売効率を

上げるため、不動産販売に関するノウハウを豊富に有する販売会社を積極的に活用し、平

成 21 年 2 月期上半期においての総売上戸数にかかる販売会社による売上戸数割合が

39.39％であったものに対し、平成 22年 2月期上半期においては 76.25％まで上げること

で、早期に在庫物件について完売するように努めて参りました。営業社員以外の本社社員

全員の応援によるポスティング（チラシ配り）の実施や電話外交の拡充、営業現場の業務

支援等を実施しており、物件の販売達成の充実に向けて全社員稼動体制で努力して参りま

した。これらにより、平成 22年２月期通期においてマンション分譲事業においては売上

高 3,352 百万円、戸建分譲事業においては、売上高 504 百万円を見込んでおります。 

また、当社のマンション分譲事業は従来からの、居住を目的としたファミリー層などの

エンドユーザー向けの販売と、不動産市況を考慮しながらエンドユーザー向けの販売だけ

でなく法人向けの一棟売りを検討し、早期販売を促進して参りました。マンション分譲事

業及び戸建分譲事業の仕入れについては、不動産市況の影響に鑑みて決定し、既存の在庫

が売却できた後は「買取再販」という方法により事業展開していく予定でおりました。従

来のように土地を仕入れて建物を発注すると竣工までに約 1年程度の時間を要し、会社に

とって資金的な負担及び時間的負担が大きいことから、完成済みの物件を購入して再販売

していく、買取再販を実施して参りました。買取再販事業は、その購入に際しては物件の

価額、立地条件、価格動向等を総合的に勘案し、しかも購入するか否かを瞬時の判断が求

められるという、いわゆる「目利き」を必要としており、当該事業への外部からの参入障

壁は極めて高いと考えられますが、当社におきましては、長年マンション用地仕入、リノ

ベーション用物件仕入で培ったノウハウと不動産販売物件に関する独自のネットワーク

を有していることから、当該事業については自信を持って進めることができると考えてお

りました。しかしながら、今期におきましては、完成物件を他社から購入し再販売する計

画でおりましたが、仕入先との交渉が仕入金額の面・仕入に対する資金調達の面などの理

由から難航していることもあり、実績を上げる事は出来ていない状況にあります。 

 

（２）買掛金及び有利子負債の削減 

当社は上記 2．（4）に記載のとおり、在庫である棚卸資産を販売することにより、買掛

金及び有利子負債の圧縮を行うこととしておりますが、急激な不動産市況の悪化により不

動産取引が停滞し、特に郊外エリアのマンションについては、販売戸数が伸び悩み苦戦を

強いられているのが現状です。 

このような現在の販売状況に鑑み、建築会社及び金融機関と合意した買掛金の支払及び

有利子負債の返済スケジュールについて、再度、建築会社及び金融機関に対してスケジュ

ール及び決済条件について見直しを要請いたしました。交渉の末、借入した有利子負債等

により建築した物件が販売される都度当該物件に対応する債務を返済していくことで了
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解を得ております。 

新販売価格による販売促進、自社の営業人員だけでなく販売会社を活用しながら積極的

に営業活動を推進することにより、早期にたな卸資産を完売し、たな卸資産の販売代金に

よって買掛金及び有利子負債の削減に努めて参りました。これにより、平成 22 年 2 月期

期首時点での買掛金残高が 2,460 百万円、有利子負債が 3,076 百万円であったものが、平

成 22 年 2 月期第 3 四半期末においては、買掛金の残高は 1,363 百万円となり有利子負債

残高は 2,141 百万円となっております。 

 

 

（３）販売費及び一般管理費の見直し 

① 役員報酬の削減 

        当社は、平成 22 年 2 月期第 3 四半期累計期間までの業績を鑑み、役員報酬の見直しを

決定いたしました。なお、役員報酬の減額は、平成 21年 12 月から適用し、期限の設定は

しておりませんので当面の間継続する予定です。 

    平成 21 年 3 月 1 日の期首時点における役員の人数は、取締役が 5 名、監査役が 3 名の

合計 8名で構成されておりました。しかし、その後、体制の継続的な見直しにより取締役

が 3 名、監査役が 3名の合計 6名となりました。 

役員報酬及び体制の見直しに伴い、平成 21 年 3 月の期首時点での役員報酬総額は 365

万円であったものが、平成 21年 12 月時点におきましては 233 万円となり、132 万円（約

36％）削減いたしました。 

 

② 就業人員の削減 

当社の就業人員の推移は、平成 21年 3月 1日の期首時点では 29名であったものが、平

成 22年 1月末は 23名となっております。当社は、事業縮小に見合った就業人員の見直し

を継続的に行いました。 

就業人員の減少及び平成 22 年 2 月期の業績を鑑みた人件費の見直しを行ったことに伴

い、平成 21 年 3 月の期首時点の人件費は、約 1,131 万円であったものが、平成 22年 1月

時点におきましては約 913 万円となり、約 218 万円（約 19％）削減いたしました。 

 

③ 経費の削減 

    当社の平成22年2月期第2期四半期における販売費及び一般管理費(人件費を除く)は、

225 百万円を計上しております。単純に月数(6ヶ月)で割った場合、毎月 37 百万円の費用

が発生しております。販売費及び一般管理費(人件費を除く)のうち約 32％の割合を占め

ている費用は、広告宣伝費やモデルルームに関連する費用であります。広告宣伝費の見直

し、竣工済みのプロジェクトについてはモデルルームの廃止など全社的に経費削減を実施

した結果、平成 22年 2月期下半期においては 148 百万円の見込となり、約 77 百万円（約

34％）の削減の見込みとなっております。 
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       販売費及販売費及販売費及販売費及びびびび一般管理費実績表一般管理費実績表一般管理費実績表一般管理費実績表    

                                （単位：百万円、%） 

  H21／2期 H22／2期 

  
上半期 下半期 通期 上半期 下半期 (見込) 通期(見込) 

人件費 307 142 450 101(-67.1) 114(-19.7) 215(-52.2) 

広告宣伝費 155 45 200 73(-32.1) 33(-26.6) 106(-47.0) 

販売手数料 84 36 120 44(-47.6) 30(-54.3) 74(-38.3) 

その他 239 186 427 108(-54.8) 85(-54.3) 193(-54.8) 

販管費計 788 409 1,197 326(-58.6) 262(-35.9) 588(-50.8) 

※（   ）内は前年同期比 

 

（４）債務超過の解消 

当社は第三者割当増資等によって財政状態の改善を図って参りましたが、平成 21 年 11

月 30 日時点において純資産△3,169 百万円の債務超過の状態となりました。 

債務超過の解消のためには、第一段階として先ず、利益を生み出す体制の構築を行うこ

とにより株価の上昇に努め、次の段階で増資による債務超過の解消を目指すと計画であり

ました。 

買掛金及び有利子負債の削減や販売費及び一般管理費の削減を実施し、当社の株価があ

る程度上昇した段階での債務超過の解消に繋がる増資の実施についても、2.（5）に記載

したとおり、平成 21 年 7 月 22 日の第三者割当により発行される新株式の発行及び第 10

回新株予約権の発行、平成 21 年 9 月 3 日に開催された臨時株主総会においての授権枠の

拡大を実施して参りましたが、不動産市況の低迷から売上高等の経営成績を回復すること

が出来ず当社株価の回復につながっていないため、現在においても債務超過は解消できて

おりません。 

 

 

４．今後の計画及び改善施策 

 

当社は、前回施策に引き続き上場時価総額 3億円以上への回復に向けて、以下の（１） 

｢売上高増加に向けての対策｣、（２）「買掛金及び有利子負債の削減」、（３）「販売費及び

一般管理費の見直し」、（４）「企業価値の向上」に記載する改善施策を実施し、上場維持に

向けて努力して参ります。 

 

 

（１）売上高増加に向けての対策 

マンション分譲事業及び戸建分譲事業におきましては、今後も営業に係る販売費を抑え
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販売効率を上げるため、不動産販売に関するノウハウを豊富に有する販売会社も積極的に

活用して、早期に在庫物件を完売するように継続的に努めて参ります。さらなる営業現場

の販売応援としては、物件周辺地域の企業へ勤務している顧客層に対する企業へのアプロ

ーチの実施や、地元近隣店舗への営業活動並びに顧客紹介依頼、地元イベントへの積極的

な参加等を計画しており、物件の完売に向けて全社員販売体制で努力して参ります。加え

て、従前より毎週実施しておりました営業社員以外の本社社員全員によるポスティング

（チラシ配り）応援を、毎週行っている実施回数を倍増させていく方針です。また、配布

エリアに関しても、主に物件の所在する市町村内において行っていたものを今後は近隣市

町村へも拡大し、沿線における近隣駅の範囲も延伸拡充していく方針です。 

また、今後のマンション分譲事業及び戸建分譲事業の仕入については、不動産市況の影

響に鑑みて決定する予定でありますが、既存の在庫物件の売却と同時に、「買取再販」の

事業展開をしていきます。今期におきましては、完成物件を他社から購入し再販売する計

画でおりましたが、仕入先との交渉が難航していることもあり売上を計上する事ができて

いない状況でありました。今後は、今期において物件仕入の交渉を難航させてしまった以

下の理由を解決打開して、仕入の早急な実現を目指していく方針であります。 

第一に、仕入金額の面に関しては、該当物件の立地条件やニーズといった特長を踏まえ

つつ、築年数や現況といったリスク等を徹底的に検証し、同様の物件の情報や価格動向を

リサーチし比較対象を提示することで、仕入先の方にご理解・納得していただき交渉をス

ムーズに進捗させ、物件仕入の実現を目指します。 

第二に、仕入に対する資金調達の面に関しては、当社創業以来のネットワークを生かし、

金融機関をはじめとした機関投資家から個人投資家に至るまでのあらゆる選択肢を模索

し、該当物件の立地条件やニーズといった特長や該当物件売却の実現可能性を的確に説明

しご理解していただき、仕入資金に関しご賛同いただけるよう努めて参ります。 

第三に、交渉段階における対応スピードの遅れから、好条件の物件の仕入機会を逃して

しまったという事実もあり、こういった対応スピードの遅れについては、事業推進本部に

おける社内会議にて情報交換をより密にとることで意思疎通・意思統一を図り、さらなる

組織的即断力を磨いて参ります。 

早急な業績回復のために、当社にとって資金的な負担及び時間的負担が少ないという特

性を生かし、今後も継続的に完成済みの物件及び中古物件を仕入れて再販売していく、

買取再販を実施して参ります。仕入れが実現できたのちには、再販方法に関して、自社

の人員による販売活動をすすめるか、または、販売会社を活用した販売活動をすすめる

かを、両活動方法のそれぞれの利点を物件の立地条件や特性などの視点から比較検討し

たうえで、より適した選択を行い、早期完売するように継続的に努めて参ります。 

さらに、他の不動産販売会社等から物件の販売業務を受託して、エンドユーザー向けの

販売を行う受託販売業務も展開していく予定でおります。在庫物件の早期完売を目指して

おりますが、完売ののちは、従来であればマンション分譲事業としては新たに土地を仕入

れて建物を発注し販売活動を行っていくのでありますが、当社の現状を鑑みると、物件を

仕入れることによる資金的負担及び物件が竣工するまでの時間的負担がないという特性

が、当社の早急な業績回復に適していることから受託販売業務を行っていく方針でありま
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す。不動産販売会社の他にも、十分な販売力を有していないファンド等も対象としてアプ

ローチをかけていき、自社の営業社員を配置することで、当社の長年培ってきた不動産販

売会社とのネットワークと現在の営業体制における独自のノウハウを生かすことができ

ることから、当該事業を早急に軌道に乗せ進めていく予定でおります。 

 

（２）買掛金及び有利子負債の削減 

当社にとって、買掛金及び有利子負債の圧縮は依然として最重要課題であります。今後、

上記４．（１）に記載した全社員販売体制による販売促進、自社の営業社員だけでなく販

売会社も活用しながら積極的に営業活動を推進することにより、引き続き早期に在庫物件

を完売し、在庫物件の販売代金によって買掛金及び有利子負債の削減に努めて参ります。 

これにより、平成 22 年 2 月期第 3 四半期に、買掛金の残高が 1,363 百万円、有利子負

債残高が 2,141 百万円であったものを、平成 23 年 2 月期第 2 四半期までには、買掛金を

1,015 百万円（348百万円(25％)削減）、有利子負債を 1,533百円（608百万円(28％)削減）、

にまで削減することを目指します。早期に在庫を販売し当社の債務返済に一定の目処をつ

け、当社に対する信用回復を果たすことで、金融機関及び機関投資家からの借入の可能性

があり、今後の事業展開も可能であると考えております。 

 

（３）販売費及び一般管理費の見直し 

販売費及び一般管理費の見直しとして、まず、今後も業績に応じ、役員報酬を適時改

定していきます。今後、2四半期ごとにおいて業績を鑑み、業績が予算よりも振るわな

い場合または業績の回復が見込まれない場合においては、改めて役員報酬の削減改定を

実施していく方向です。削減幅といたしましては、5％～20％程度を検討しております。 

また、就業人員の削減につきましては、今後も、竣工済プロジェクトの販売進捗に

より更なる適正な人員配置を行い、より業務効率の向上を図ることができる体制にして

いきます。竣工済プロジェクトの完売後につきましては、買取再販事業や受託販売業務

の物件数や規模に応じた販売体制を確立して参ります。物件数や規模が小さい場合には、

更なる削減も視野に入れ、人員配置を見直し再構築するとともに、物件数や規模が大き

い場合には、積極的な販売会社への委託を実施することで、より効率的な全社的営業活

動を行って参ります。 

さらに、売上に見合う体制に縮小するとともに全社的なコスト削減に継続的に取り

組むことを課題として対応してきましたが、上記 3．（3）に記載した項目を引き続き実

施することに加え、新たな削減項目を抽出し、より一層の経費削減を実施して参ります。

主要項目は下記のとおりです。 

(ⅰ) 支払手数料（借入金に対する条件変更手数料の削減） 

(ⅱ) 地代家賃（備品倉庫の解約や営業社員用宿泊施設の解約） 

(ⅲ) 管理費（共益費） 

(ⅳ) 採用教育費（各種研修費用の削減） 

(ⅴ) 旅費交通費（遠方プロジェクトの早期完売を優先した取組み） 

(ⅵ) 租税公課（固定資産税・都市計画税の物件早期完売による削減） 
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経費削減実施予定表                     （単位：円） 

 H22／2 期上半期実績 H23／2 期上半期見込 削減額 

支払手数料 2,677,223 1,545,584 △1,131,639

地代家賃 11,802,774 6,210,858 △5,591,916

管理費 2,034,054 1,227,432 △806,622

採用教育費 345,377 40,002 △305,375

旅費交通費 6,281,699 3,140,850 △3,140,849

固定資産税 

都市計画税 4,679,347 1,338,871 △3,340,476

 

（4）企業価値の向上 

上記､2．（5）に記載のとおり、当社は第三者割当増資等によって財政状態の改善を図っ

て参りましたが、今後、新株式発行等の増資を実施しても、現状の株価を考えると、調達

可能な金額に限りがあるため、平成 21 年 11 月 30 日で純資産△3,169 百万円となってい

ることに鑑みると債務超過の解消は極めて厳しいと言わざるを得ない状況であります。株

価水準の低迷自体が問題であると考えられるため、市場から当社を評価していただける体

制を構築する必要があると考えております。企業価値を向上させるためには、当社が利益

を安定的に生み出せる体制を早急に構築し、それに伴う財務体質の改善を早急に実施しな

ければなりません。    

利益を生み出す体制の構築に向けて、上述したようなセグメントにおける対策及び利益

確保のための諸施策並びに経費削減等を実施することにより、利益を安定的に生み出せる

体制の構築を実現し、当社の株価と時価総額の増加を図る所存であります。 

 

5．今後の見通し及び上場維持に向けて 

   当社は、「4．今後の計画及び改善施策」に記載しております施策を実行に移し、全社員一

丸となって取り組むことにより上場維持に向けて邁進して参ります。 

   なお、今般本書面をジャスダック証券取引所に提出することにより、上場時価総額 3 億円

以上への回復の期限が平成 22年 8月末までに延長されます。 

株主、投資家の皆様には、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

以 上 


