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平素は当社の事業運営に格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。ここに第14期

中間事業報告書をお届けするにあたり、謹んでごあいさつ申し上げます。

当社を中核とするレーサムグループは平成4年の創業から、流動化が困難であった不動

産資産を国内の投資家に販売することを、資産運用事業として開始しました。この事業

と平行して、積み上がる投資アセットの管理業務を軸にプロパティマネジメント事業を

充実して参りました。

また、主として法人投資家が証券化による投資を望む場合には、フルラインでサービス

が提供できるよう証券化事業も立ち上げて参りました。

一方で、上記の事業により培った不動産評価能力を基礎として、不動産担保ローンの供

給を行うファイナンス事業を企業買収によりスタートしました。サービシング事業は不

動産評価力に加え、債権価値評価力・事業再生手法などを兼ね備え、不良債権ビジネス

の先駆者として本格的に事業化を行っております。

当社が十余年取組んで参りました不動産資産を投資商品として捉える視点は、現在では

金融マーケットにおいても大きなトレンドといえる状況になりました。このような市場

環境において、当社は安易にマネーゲームに走るのではなく、いかに企業として「事業

力」を高めていくかということが大事であるという強い認識をしております。われわれ

は「バブル」から学び得たことを今後、実践に反映して参りたいと思います。

株主の皆様におかれましては、引続き格別のご支援とご協力を賜りますようお願い申し

上げます。

株主の皆様へ

平成17年5月

代表取締役社長
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当中間連結会計期間の我が国の経済状況は、原油価格

の高騰ならびに円高や度重なる天候不順の影響を受け

るも、引続き設備投資の増加と輸出の伸長に牽引され、

景気の回復は緩やかなものとなっております。

一方、不動産の流動化をとりまく環境を見渡します

と、上場不動産投資信託の時価総額は漸増し、国内

外の機関投資家を中心に私募の不動産投資ファンド

を含めた資金流入も顕著であり、不動産投資に対す

る関心は投資資金量を伴う広がりを見ることができ

ます。また、低金利が続く金融情勢の中、ペイオフ

の全面解禁を控え、資産の配分の見直しを含め資金

運用はますます難しくなっております。

このような環境下、当社は、「収益不動産の流通市場

の創造」という事業コンセプトを掲げ、不動産投資

のオリジネーション及び投資用不動産の管理業務を

主に、業務を拡大して参りました。

子会社につきましては､グローバル債権回収（株）及び

（株）セムコーポレーションの各社がサービシング事

業及びファイナンス事業において業務を拡大してお

ります。

また、前連結会計年度より「オペレーション型」資

産運用事業への展開を開始し、ゴルフ場及びホテル

の運営を行い、運営能力の向上に努めております。

当連結中間会計期間の業績は､以下のとおりでありま

す。

売上高 18,193百万円（前年同期比42.6％増)

経常利益 4,110百万円（前年同期比70.3％増）

中間純利益 2,363百万円（前年同期比91.1％増）

当社及び当社グループの現状と今後の戦略

■（1）当中間連結会計期間の経営成績について
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■（2）さらなる飛躍に備えて

当社の資産運用事業は、『そもそも買えない』、『そも

そも売れない』また『手間がかかる』と思われるも

のを、「自ら買って、直し、そして適正価格で売る」

というプロセスを繰返すことで、利益を自ら創造し

て参りました。こうした新たなビジネス領域が創出

されたことにより、他社も容易に参入することがで

きました。そして他社の参入から多くの事例が生ま

れ、それにより金融機関は資産の評価が可能となり、

エクイティ及びデットの供給者による競争状態とマ

ーケットの広がりを生むことになりました。

歴史的にも、このようにして創出された金融的な競

争状態は、本質的な事業力を伴わないゼロサムゲー

ムを招き、最終的には多額の損失をもたらしてきま

した。そしてまた、このサイクルは繰返されようとし

ています。

このような中で、過度に資金力に依存して拡大しよ

うとする事業の収益力は、持続性を持ちえません。

当社は、「事業力が資金力を上回っている限り、企業

は成長し続け、そして株主の皆様も報われる」とい

う考えに立脚し、特定の先から多量に資金を預かる

ファンドの立ち上げよりも、寧ろ、「事業そのものが

創造的な収益を生む真の事業力」の強化に注力して

参りました。資金余剰の中で特定の先から預かり資

産を短期的に増加させることは、参入障壁が抗する

こともなく、一時的に収益を生み出せるモデルでは

あります。しかし、グループ内でのノウハウの蓄積

に努め、真の事業力の強化を行うことこそが、中長

期的にわたってより持続性のある成長に繋がるもの

と考えております。

当社は、不動産において当初から個別案件としてみ

れば、採算が厳しくて手間のかかる小口かつ複雑な

ものに積極的に挑み、投資適格な商品にすることに

より、数多な案件を通してノウハウの蓄積に邁進し

て参りました。また、ノンバンク業務においても、

まずは債権の評価能力を磨き、その上で更に回収能

力を高めて、自らのファイナンス事業を開始して参

りました。同様に、オペレーション型ビジネスとし

てのホテル・ゴルフ場についても、自らのオペレー

ション能力を高めるべく、運営を外部委託せず、自

社で行ってきております。

これらは、我々が真のマーケットリーダーとして、

個人が安心して参加できるようになる、永続的な不

動産ファンドマーケットの創造を目指してきた証と

も言え、その永続的なるマーケットにおいて、当社

自身も永続的に成長し続けるために必要とされる力

を、レーサムリサーチグループの中に充分に備える

ために行ってきたものであります。
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当社は、1997年より開始していた海外の大手機関投

資家が資金提供者となる不動産ファンドビジネスを

2000年には一旦中断して、サービサー業務、ノンバ

ンク業務、プロパティマネジメント業務において各

事業力の強化に努め、そして商品の多様化、顧客層

の拡大を図って参りました。

それは、業務のあらゆる局面において、各業務の標

準化を図り、業務効率を上げると同時に、より難し

い案件に挑み続けるという行動規範の下で、企業と

しての事業基盤を磐石にすべく、事業力を蓄えてき

ました。

2004年7月、当社顧客が商品を購入する際に大手証券

会社をローン供給者として取組んだ小口かつ多数に

分散したノンリコースローンを信託受益権化し、一

旦グループ会社からのローンで信託受益権を購入し

た上で行ったスモールローンの証券化や、2002年2月

に当初更地で購入し、ハイスペックオフィスビルの

設計・施工、そしてゼネコンの相互完工保証を自ら

アレンジしつつ、開発期間中に売却を行った開発型

証券化スキームのいずれにおいても、外部発注をせ

ず、自社内で一貫して完結できる体制を構築して参

りました。

そして当社は、2005年2月に不動産私募ファンド第

1号を組成いたしました。不動産ファンドビジネスを

再開することに至った背景には、都市銀行もノンパ

フォーミングローン（所謂、不良債権）への直接投

資などを開始し、金融機関の多くも不動産私募ファ

ンドへの投資を図るようになってきたこと、また

個人富裕層からも、一般的な不動産ファンドよりは

個別対応が可能な私募ファンド等の組成をより強く

求められるようになったことなどが挙げられます。

当社は、近い将来、同業他社が一会社として行う不

動産ファンドビジネスを、当社内の一部門で賄って

いることになると考えております。

■（3）レーサムのファンドビジネスに対する考え方
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幅広い顧客層の開拓と多様な資産の仕入活動の相乗効果で営業基盤をより磐石なものにしております。

■（4）レーサムとレーサムグループの営業基盤
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■（5）レーサムグループのデットファイナンス

1  レーサムリサーチ単体

短期資金 100 120 100 100 100 100 

コミットメントライン 100 120 100 100 100 100 

3年もの - - 25 25 35 35 

4年もの - - 25 55 65 125 

5年もの - - - - 45 45 

私募債・タームローン - - 50 80 145 205 

レーサムリサーチ計 100 120 150 180 245 305 

H17年3月H17年2月H16年8月H15年8月H14年8月H13年8月

2  連結子会社

短期ファシリティ（借入） 70 80 110 120 140 140 

長期ファシリティ（借入） - - 10 20 70 90 

長期ファシリティ（私募債） - - - 27 23 18 

連結子会社計 70 80 120 167 233 248

H17年3月H17年2月H16年8月H15年8月H14年8月H13年8月

3  グループ合計

短期ファシリティ 170 200 210 220 240 240 

長期ファシリティ - - 60 127 238 313 

デット・ファシリティ計 170 200 270 347 478 553

H17年3月H17年2月H16年8月H15年8月H14年8月H13年8月

（単位：億円）

将来の株式価値を重要視し、デットファイナンスに的を絞った資金調達に注力しております。
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■（6）レーサムの持続的成長
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連結子会社の概況

■グローバル債権回収（株）の歩み
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●債権流動化のワンストップソリューション

投資機会の発掘 ⇒ 債権の評価（デューディリジェンス）⇒ 買取資金の調達 ⇒ 債権管理回収 ⇒ 機関投資家の要望に

応じた英文レポーティングまでの全てを行う。

●プロフェッショナル集団であること

サービサー（※）として必要な専門領域に長けた人員を擁し各部署に配置する。

●ビジネスプランを上回る回収力

これまで買取った債権において、ポートフォリオ151件（債権14,364本）の回収について、常にビジネスプラン（回収

計画）を上回る回収を実現しております。

■不良債権のマーケット規模

●金融庁の開示資料によると銀行の不良債権残高（2004年3月末）は約34兆円となっております。

●これに対し、我々が想定する不良債権マーケット規模は、政府系金融機関、消費者金融、ノンバンク、

リース会社、事業法人等の不良債権が加わり、約70兆円と見込まれます。

※サービサーとは、債権管理回収業に関する特別措置法に基づき、法務大臣から許可を受けた債権回収会社のことであります。

連結子会社の概況

■グローバル債権回収（株）の強み
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実際
融資期間

種　　　別 約定
融資期間

平均
約定金利

当初
LTV Ratio

実効担保
評価額
（百万円）

融資
元本額
（百万円）

融資
元本額
（百万円）

取組件数
（件）

1件当たり平均

連結子会社の概況

■（株）セムコーポレーション

●貸付金回収分析（平成9年4月開業以降、平成17年2月末までの累計）

法　　　人 1,750 70,197 40 53 75.10% 10.09% 240日 151日

元本一括弁済条件 157 7,135 45 73 62.70% 9.75% 278日 241日

元本分割弁済条件 646 12,882 20 44 45.70% 10.09% 11.1年 1.7年

個 　 　 人 803 20,017 25 49 50.60% 10.02% 9.0年 1.5年

合　　　計 2,553 90,214 35 52 67.80% 10.06% 3.3年 272日

延滞に伴う
競売・代物弁済
実行案件

14件
（0.55％）

元本未回収
発生案件

2件
（0.08％）

10百万円
（0.01％）

（注）回収に要する平均期間　平均326日

上表にありますように貸付金の回収において、取組件数は2,553件、融資契約における回収金額は902億となり、回収

できなかったのは2件（未回収金額1千万円）という極めて質の高い貸付と回収能力を兼ね備えております。
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連結子会社の概況

■（株）セムコーポレーション

（株）セムコーポレーションの1件当たり貸付金額は特定の金額に偏ることなく分散されております。

また、担保物件は地価下落リスクが少ない首都圏に特化し収益性の向上を図っております。

1件当たり貸付金額の構成比率 担保の地域別分布状況
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26％�

バランスのとれた1件当たりの貸付金額分布� 地価下落リスクが少ない首都圏に特化�
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第14期
当中間連結会計期間
平成17年2月期

第13期
平成16年8月期

第12期
平成15年8月期

第11期
平成14年8月期

連結の営業成績

■営業成績及び財産の状況の推移

■事業の種類別セグメント情報

期別

区分

売 上 高（百万円） 21,181 22,590 31,650 18,193

経 常 利 益（百万円） 3,949 4,815 6,686 4,110

中間（当期）純利益（百万円） 2,123 2,690 2,701 2,363

１株当たり中間（当期）
純 　 利 　 益 （円） 4,806.14 5,924.00 5,912.60 5,147.16

総 資 産（百万円） 44,675 49,957 65,414 76,047

純 資 産（百万円） 17,785 20,553 23,415 25,611

営業利益営業費用売上高計第14期中間
平成17年2月期

外部顧客
に対する
売上高

セグメント
間の内部
売上高又は
振替高

資 産 運 用 事 業 12,415 － 12,415 9,346 3,068

証　券　化　事　業 231 － 231 64 166

プロパティマネジメント事業 1,189 － 1,189 989 199

サービシング事業 1,441 － 1,441 1,046 394

ファイナンス事業 1,091 － 1,091 598 493

そ の 他 の 事 業 1,823 － 1,823 1,714 108

計 18,193 － 18,193 13,761 4,431

消去又は全社 － － － 176 （176）

連結 18,193 － 18,193 13,938 4,255

（単位：百万円）
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18,193

31,650

22,590

21,181

2,363

2,701

2,690

2,123

4,110

6,686

4,815

3,949

25,611

23,415

20,553

17,785

連結中間（当期）純利益� 連結経常利益�

※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書
当中間連結会計期間
平成17年２月期

前連結会計年度
平成16年８月期

当中間連結会計期間
平成17年２月期

前連結会計年度
平成16年８月期科目

資産の部
流動資産 68,349 57,730
現金及び預金 30,358 21,713
営業未収入金 390 648
営業貸付金 17,159 16,243
たな卸資産 20,019 18,442
繰延税金資産 288 367
その他 371 531
貸倒引当金 △239 △217

固定資産 7,574 7,590
有形固定資産 3,747 3,809
無形固定資産 229 186
投資その他の資産 3,597 3,593
投資有価証券 1,224 1,048
繰延税金資産 30 95
出資金 1,531 1,537
その他 810 911

繰延資産 123 94
資産合計 76,047 65,414
負債の部
流動負債 27,545 24,619
買掛金 167 243
短期借入金 20,564 17,042
一年以内返済予定長期借入金 2,703 2,021
一年以内償還予定社債 1,070 1,070
未払法人税等 1,596 2,383
前受金 212 552
賞与引当金 56 96
その他 1,176 1,209

固定負債 22,477 17,180
社債 12,730 9,690
長期借入金 4,529 2,461
保守補償引当金 35 48
連結調整勘定 38 78
預り敷金 1,769 1,552
匿名組合預り出資金 3,322 3,348
繰延税金負債 53 －

負債合計 50,023 41,799
少数株主持分
少数株主持分 412 199

資本の部
資本金 5,453 5,402
資本剰余金 6,899 6,847
利益剰余金 13,156 11,164
その他有価証券評価差額金 101 －
資本合計 25,611 23,415
負債、少数株主持分及び資本合計 76,047 65,414

科目

売上高 18,193 31,650

売上原価 11,282 20,945

販売費及び一般管理費 2,655 3,915

営業利益 4,255 6,790

営業外収益 105 279

受取利息 5 31

受取配当金 － 69

連結調整勘定償却額 39 83

持分法による投資利益 25 68

その他 34 27

営業外費用 249 383

支払利息 201 197

新株発行費 1 1

コミットメントライン設定手数料 － 42

社債発行費償却 45 65

金利スワップ損失 － 74

その他 1 0

経常利益 4,110 6,686

特別利益 0 －

特別損失 15 793

税金等調整前中間（当期）純利益 4,095 5,893

法人税、住民税及び事業税 1,582 3,262

法人税等調整額 129 △102

少数株主利益 19 31

中間（当期）純利益 2,363 2,701

連結貸借対照表
（単位：百万円） （単位：百万円）

連結財務諸表

※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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当中間会計期間
平成17年２月期

前事業年度
平成16年８月期

貸借対照表 損益計算書
当中間会計期間
平成17年２月期

前事業年度
平成16年８月期科目

資産の部
流動資産 43,040 34,375

現金及び預金 17,503 17,394
営業未収入金 136 77
たな卸資産 7,756 9,346
短期貸付金 17,377 7,125
繰延税金資産 106 140
その他 161 291
貸倒引当金 △1 △1

固定資産 7,467 6,547
有形固定資産 42 45
無形固定資産 5 6
投資その他の資産 7,419 6,495
投資有価証券 841 666
関係会社株式 1,793 1,796
出資金 14 126
長期貸付金 4,423 3,537
その他 345 368

繰延資産 106 71
資産合計 50,615 40,994
負債の部
流動負債 11,989 10,032

短期借入金 8,800 6,800
一年以内返済予定長期借入金 1,096 471
未払法人税等 1,210 1,556
前受金 178 549
賞与引当金 17 37
その他 686 618

固定負債 17,019 11,100
社債 11,500 8,000
長期借入金 3,843 1,548
保守補償引当金 35 48
預り敷金 1,587 1,502
繰延税金負債 53 －

負債合計 29,009 21,133
資本の部
資本金 5,453 5,402
資本剰余金 6,899 6,847
利益剰余金 9,150 7,610
その他有価証券評価差額金 101 －
資本合計 21,605 19,860
負債資本合計 50,615 40,994

科目

売上高 13,623 19,092

売上原価 9,674 13,366

販売費及び一般管理費 978 1,777

営業利益 2,970 3,948

営業外収益 233 530

営業外費用 217 342

経常利益 2,986 4,135

特別利益 4 －

特別損失 － 64

税引前中間（当期）純利益 2,990 4,070

法人税、住民税及び事業税 1,181 1,929

法人税等調整額 39 △60

中間（当期）純利益 1,769 2,201

前期繰越利益 1,730 758

中間（当期）未処分利益 3,500 2,960

個別財務諸表

（単位：百万円） （単位：百万円）

※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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会社概要 株式情報

商号 株式会社　レーサムリサーチ

URL http://www.recrm.co.jp

所在地 〒163-0241 東京都新宿区西新宿二丁目６番１号

電話 03-5326-3706

設立 1992年５月

従業員数 372名（連結）97名（単体）

株主名 株式数（株） 議決権比率（％）

田　　　　　　中　　　　　　　　　　　　　剛 291,734 63.3

有 限 会 社 サ ム ラ イ パ ワ ー 39,000 8.4

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（ 信　　　　託　　　　口　　　　）

19,509 4.2

野　村　信　託　銀　行　株　式　会　社
（ 投　　　　信　　　　口　　　　）

7,261 1.5

バンクオブニューヨークジーシーエムクライアントアカウンツイーアイエスジー 4,663 1.0

ユ ー ビ ー エ ス ル ク セ ン ブ ル グ エ ス エ イ 4,102 0.8

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（ 信　　　　託　　　　口　　　　）

3,516 0.7

アイルランドスペシャルジャスディックレンディングアカウント 2,939 0.6

シービーロンドンシーティーシーエルトラスティーインベスコ
ピーピージャパニーズスモーラーコーフアンド

2,681 0.5

ユニクレジットイタリアーノパイオニアインベストメント
エ　ス　ジ　ー　ア　ー　ル　エ　ス　ピ　ー　エ　ー

2,357 0.5

代 表 取 締 役 田 中 剛

取 　 締 　 役 都 筑 直 隆

取 　 締 　 役 � 田 寛 之

取 　 締 　 役 松 倉 信 行

取 　 締 　 役 樋 口 耕 太 郎

取 　 締 　 役 田 中 正 則

取 　 締 　 役 中 小 路 慎 吾

取 　 締 　 役 野 口 政 直

常 勤 監 査 役 佐 藤 暢

監 　 査 　 役 中 瀬 令 造

監 　 査 　 役 佐 藤 一 雄

監 　 査 　 役 相 良 右 章

事業セグメント 主要な事業内容

資 産 運 用 事 業 収益不動産の組成及び販売

証 券 化 事 業 資産の流動化及び証券化

プロパティマネジメント事業 不動産管理

サービシング事業 債権管理回収、プライシング及びデューディリジェンス

ファイナンス事業 不動産担保融資

そ の 他 の 事 業 オペレーション型ビジネス、その他

■会社概要

■事業内容

■取締役及び監査役

■株式の状況

■株主所有者別状況

■大株主の状況

発行済株式総数 460,814株
株主数 6,735名

金融機関�

証券会社�

その他の法人�

外国法人等�

個人その他�
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関係会社の紹介 株主メモ

決算日 8月31日

株主総会 11月に開催いたします。

上場市場 JASDAQ証券取引所
Jストック銘柄

証券コード 8890

当社ホームページ http://www.recrm.co.jp
株主･投資家の皆様向けのIR情報から最新の
ニュースまで幅広い内容となっております
ので、ぜひ一度ご覧ください。

名義書換代理人 UFJ信託銀行株式会社
同事務取扱所 〒137-8081

東京都江東区東砂七丁目10番11号
UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
（03）5683-5111（代表）

同取次所 UFJ信託銀行株式会社各支店

公告掲載新聞 日本経済新聞に掲載いたします。

貸借対照表及び損益
計算書に係る情報を
提供するホームペー
ジアドレス

http://www.recrm.co.jp/index_annual.html

（お知らせ）
住所変更、配当金振込指定、名義書換請求等に必要な用紙のご請求に
つきましては、名義書換代理人にてお電話で、またインターネットで
は24時間承っておりますので、ご利用ください。

フリーダイヤル
0120-23-2711（オペレータ対応）
0120-24-4479（音声自動応答）

インターネットアドレス http://www.ufjtrustbank.co.jp/

配当金のお受取に際し、ご指定される預金口座へ振込サービスもご利
用いただけます。お手続をご希望される株主様はUFJ信託銀行株式会
社証券代行部までお問合せください。

レーサムトラスト不動産投資顧問（株） 所在地 東京都新宿区

主な事業 資産運用事業

（有）表参道アドバンス 所在地 東京都渋谷区

主な事業 資産運用事業

（有）HMインベストメント 所在地 東京都新宿区

主な事業 資産運用事業

レーサム・ライジングサン（有） 所在地 東京都新宿区

主な事業 証券化事業

グローバル債権回収（株） 所在地 東京都新宿区

主な事業 サービシング事業

（有）キャピタル・ジー 所在地 東京都新宿区

主な事業 サービシング事業

（有）キャピタル・エイ 所在地 東京都新宿区

主な事業 サービシング事業

隼インベストメント（有） 所在地 東京都新宿区

主な事業 サービシング事業

アール・ビー・インベストメンツ（株） 所在地 東京都新宿区

主な事業 サービシング事業

（株）セムコーポレーション 所在地 東京都新宿区

主な事業 ファイナンス事業

（有）ギャレック 所在地 東京都新宿区

主な事業 ファイナンス事業

（有）アセット・ホールディングス 所在地 東京都新宿区

主な事業 オペレーション型ビジネス

（有）プレスカントリーマネジメント 所在地 群馬県安中市

主な事業 オペレーション型ビジネス

（株）グランドオーシャンホテルズ 所在地 沖縄県那覇市

主な事業 オペレーション型ビジネス

サンマリーナホテル（株） 所在地 沖縄県国頭郡

主な事業 オペレーション型ビジネス

（有）札幌ホールディングス 所在地 東京都新宿区

主な事業 オペレーション型ビジネス

持分法適用関連会社

ジャパン・アセット・マネジメント（株） 所在地 東京都新宿区

主な事業 サービシング事業

アール・エイ・インベストメンツ（株） 所在地 東京都新宿区

主な事業 サービシング事業

アール・シー・インベストメンツ（株） 所在地 東京都新宿区

主な事業 サービシング事業

ジー・ワン・インベストメンツ（株） 所在地 東京都新宿区

主な事業 サービシング事業

G2インベストメンツ（有） 所在地 東京都新宿区

主な事業 サービシング事業

（有）ロック・エイ 所在地 東京都千代田区

主な事業 証券化事業

（有）ロック・ビー 所在地 東京都千代田区

主な事業 証券化事業





古紙100％再生紙を使用し、大豆油インキで印刷しています。�


