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連結Ｐ/Ｌ実績推移

（単位：百万円）

２０１４年３月期 ２０１５年３月期

実績 実績 実績 対前期比 計画 対計画比

売上高 20,027 30,919 27,846 ▲ 3,073 41,500 ▲ 13,654

営業利益 3,432 5,964 5,606 ▲ 358 7,900 ▲ 2,294

経常利益 3,382 6,013 5,291 ▲ 722 7,800 ▲ 2,509
親会社株主に帰属
する当期純利益

2,467 5,899 4,975 ▲ 924 7,200 ▲ 2,225

２０１６年３月期
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Sheet1

																		（単位：百万円） タンイヒャクマンエン

						第２１期 ダイキ		２０１４年３月期 ネンガツキ		２０１５年３月期 ネンガツキ		２０１６年３月期 ネンガツキ

						２０１２年３月期 ネンガツキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		対前期比 タイゼンキヒ		計画 ケイカク		対計画比 タイケイカクヒ

						（７ヶ月）

				売上高 ウリアゲダカ		8,261		20,027		30,919		27,846		▲ 3,073		41,500		▲ 13,654				41500

				営業利益 エイギョウリエキ		1,179		3,432		5,964		5,606		▲ 358		7,900		▲ 2,294				7900

				経常利益 ケイジョウリエキ		1,123		3,382		6,013		5,291		▲ 722		7,800		▲ 2,509				7800

				親会社株主に帰属
する当期純利益 オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ		982		2,467		5,899		4,975		▲ 924		7,200		▲ 2,225				7200





Sheet2

																				（単位：億円） タンイオクエン

				H13.8		H14.8		H15.8		H16.8		H17.8		H18.8		H19.8		H20.8		H21.8

		売上高 ウリアゲダカ		136.2		211.8		225.9		316.5		389.4		489.8		402.5		582.1		171.3

		営業利益 エイギョウリエキ		27.4		39.2		47.3		67.9		82.6		153.1		104.1		183.1		-139.5

		経常利益 ケイジョウリエキ		28.2		39.4		48.1		66.8		79.3		145.4		92.5		162.0		△ 155.7

		当期利益 トウキリエキ		15.2		21.2		26.9		27.0		41.8		103.8		82.9		8.4		△ 267.0

		現金預金 ゲンキンヨキン		62.2		205.1		173.1		217.1		232.2		354.7		320.0		147.6		79.2

		販売用不動産 ハンバイヨウフドウサン		52.2		98.3		47.3		93.4		371.2		474.0		621.4		813.1		55.9

		買取債権 カイトリサイケン		4.2		12.8		71.8		90.6		96.7		108.2		134.2		137.1		345.5

		純資産 ジュンシサン		94.7		179.8		208.3		236.1		273.9		380.6		459.7		464.9		192.7

		総資産 ソウシサン		233.9		446.7		499.5		654.1		980.5		1,230.2		1,258.5		1,345.6		604.1
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セグメント別 Ｐ/Ｌ実績推移

（単位：百万円） 

実績 対前期比 計画 対計画比

売上高 16,824 27,295 24,194 ▲ 3,101 38,000 ▲ 13,806
営業利益 3,193 5,372 4,900 ▲ 472 7,800 ▲ 2,900
売上高 1,172 1,247 1,905 658 1,400 505

営業利益 213 217 749 532 300 449
売上高 1,439 1,748 996 ▲ 752 1,300 ▲ 304

営業利益 422 774 349 ▲ 425 300 49
売上高 591 627 750 123 800 ▲ 50

営業利益 9 29 126 97 100 26
売上高 20,027 30,919 27,846 ▲ 3,073 41,500 ▲ 13,654

営業利益 3,839 6,393 6,126 ▲ 267 8,500 ▲ 2,374
売上高 - - - - - -

営業利益 ▲ 407 ▲ 429 ▲ 520 ▲ 91 ▲ 600 80
売上高 20,027 30,919 27,846 ▲ 3,073 41,500 ▲ 13,654

営業利益 3,432 5,964 5,606 ▲ 358 7,900 ▲ 2,294
連結

合計

調整額

その他の事業

資産運用事業

２０１４年
３月期実績

２０１５年
３月期実績

２０１６年３月期

プロパティマネジメント
事業

サービシング事業
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																								（単位：百万円）

								第２１期 ダイキ		２０１４年
３月期実績 キジッセキ		２０１５年
３月期実績 キジッセキ		２０１６年３月期 キ

								２０１２年３月期 ガツキ						実績 ジッセキ		対前期比 タイゼンキヒ						計画 ケイカク		対計画比 ケイカク

				資産運用事業		売上高 ウリアゲダカ		6,137		16,824		27,295		24,194		▲ 3,101		0				38,000		▲ 13,806				38000

						営業利益 エイギョウリエキ		1,004		3,193		5,372		4,900		▲ 472		0				7,800		▲ 2,900				7800

				証券化事業				-		-		-		-		0		0						0

				プロパティマネジメント
事業		売上高 ウリアゲダカ		791		1,172		1,247		1,905		658		0				1,400		505				1400

						営業利益 エイギョウリエキ		235		213		217		749		532		0				300		449				300

				サービシング事業 ジギョウ		売上高 ウリアゲダカ		975		1,439		1,748		996		▲ 752		0				1,300		▲ 304				1300

						営業利益 エイギョウリエキ		129		422		774		349		▲ 425		0				300		49				300

				投融資事業 トウユウシ		売上高 ウリアゲダカ		-		-		-		-		0		-						0

						営業利益 エイギョウリエキ		-		-		-		-		0		-						0

				その他の事業		売上高 ウリアゲダカ		357		591		627		750		123		0				800		▲ 50				800

						営業利益 エイギョウリエキ		12		9		29		126		97		0				100		26				100

				合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲダカ		8,261		20,027		30,919		27,846		▲ 3,073		0				41,500		▲ 13,654				41500

						営業利益 エイギョウリエキ		1,382		3,839		6,393		6,126		▲ 267		0				8,500		▲ 2,374				8500

				調整額 チョウセイガク		売上高 ウリアゲダカ		-		-		-		-		-		0				-		-

						営業利益 エイギョウリエキ		▲ 202		▲ 407		▲ 429		▲ 520		▲ 91		0				▲ 600		80				-600

				連結 レンケツ		売上高 ウリアゲダカ		8,261		20,027		30,919		27,846		▲ 3,073		0				41,500		▲ 13,654				41500

						営業利益 エイギョウリエキ		1,179		3,432		5,964		5,606		▲ 358		0				7,900		▲ 2,294				7900





Sheet2

																				（単位：億円） タンイオクエン

				H13.8		H14.8		H15.8		H16.8		H17.8		H18.8		H19.8		H20.8		H21.8

		売上高 ウリアゲダカ		136.2		211.8		225.9		316.5		389.4		489.8		402.5		582.1		171.3

		営業利益 エイギョウリエキ		27.4		39.2		47.3		67.9		82.6		153.1		104.1		183.1		-139.5

		経常利益 ケイジョウリエキ		28.2		39.4		48.1		66.8		79.3		145.4		92.5		162.0		△ 155.7

		当期利益 トウキリエキ		15.2		21.2		26.9		27.0		41.8		103.8		82.9		8.4		△ 267.0

		現金預金 ゲンキンヨキン		62.2		205.1		173.1		217.1		232.2		354.7		320.0		147.6		79.2

		販売用不動産 ハンバイヨウフドウサン		52.2		98.3		47.3		93.4		371.2		474.0		621.4		813.1		55.9

		買取債権 カイトリサイケン		4.2		12.8		71.8		90.6		96.7		108.2		134.2		137.1		345.5

		純資産 ジュンシサン		94.7		179.8		208.3		236.1		273.9		380.6		459.7		464.9		192.7

		総資産 ソウシサン		233.9		446.7		499.5		654.1		980.5		1,230.2		1,258.5		1,345.6		604.1
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連結B/S実績推移

（単位：百万円）

２０１４年３月２０１５年３月２０１６年３月 対前期比 ２０１４年３月２０１５年３月２０１６年３月 対前期比

流動資産 29,811 46,978 49,626 2,648 流動負債 983 4,048 2,200 ▲ 1,848

現金及び預金 8,418 11,549 12,298 749

販売用不動産
（仕掛含む）

15,690 18,497 29,789 11,292

買取債権 3,764 3,292 3,688 396 未払金・預り金等 863 1,302 1,306 4

前渡金 343 10,810 698 ▲ 10,112 固定負債 7,858 15,071 16,256 1,185

上記以外の流動資産 1,591 2,826 3,149 323 社債 800 800 800 0

長期借入金 5,280 12,327 12,961 634

固定資産 4,408 3,569 4,379 810 預り敷金 1,701 1,933 2,476 543

有形・無形固定資産
（土地など）

1,784 1,725 1,723 ▲ 2 上記以外の固定負債 75 10 18 8

投資その他の資産
（投資有価証券など）

2,623 1,843 2,654 811 純資産 25,377 31,427 35,548 4,121

資産合計 34,219 50,548 54,005 3,457 負債純資産合計 34,219 50,548 54,005 3,457

自己資本比率 73.8% 61.9% 65.6% 3.7%

短期借入金
（1年内返済予定の
長期借入金を含む）

120 2,744 892 ▲ 1,852

印は、対前年比で大きな変化が
あった数字をハイライトしております。 利益の着実な積み上げによる純資産の増加
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※１ 約11,290百万増
・販売用不動産の増加（前渡金からの
振替を含む） 約12,050百万円

・仕掛販売用不動産の減少
約760百万円

※２ 合計約1,220百万減
・借入返済 約7,080百万円減
・新規借入 約5,860百万円増

※３ 約4,120百万増
・当期純利益 約4,970百万円増
・支払配当金 約830百万円減

※３

※２

※２

※１


Sheet1

																																						（単位：百万円） ヒャクマン

						H22年8月		Ｈ２３年８月		２０１４年３月		２０１５年３月		２０１５年３月		２０１６年３月 ガツ		対前期比 ゼンキヒ								H22年8月		Ｈ２３年８月		２０１４年３月 ガツ		２０１４年３月 ガツ		２０１５年３月 ガツ		２０１６年３月 ガツ		対前期比 ゼンキヒ

		流動資産				48,824		14,248		29,811		46,978		46,978		49,626		2,648				流動負債				28,419		23,560		983		983		4,048		2,200		▲ 1,848

				現金及び預金 ゲンキンオヨヨキン		5,822		1,292		8,418		11,549		11,549		12,298		749						短期借入金
（1年内返済予定の
長期借入金を含む） フク		2,150		21,956		120		0		2,744		892		▲ 1,852		　※２

				販売用不動産
（仕掛含む） ハンバイヨウフドウサンシカカリフク		33,691		6,310		15,690		18,497		18,497		29,789		11,292								2,972		676				120						0

				買取債権 カイトリサイケン		8,557		5,830		3,764		3,292		3,292		3,688		396						未払金・預り金等 ミバライキンアズキントウ		2,972		928		863		863		1,302		1,306		4

				前渡金 マエワタシキン				233		343		10,810		10,810		698		▲ 10,112				固定負債				3,598		3,454		7,858		7,858		15,071		16,256		1,185

				上記以外の流動資産 ジョウキイガイリュウドウシサン		754		583		1,591		2,826		2,826		3,149		323						社債 シャサイ		531		1,039		800		800		800		800		0

																								長期借入金		531		1,039		5,280		5,280		12,327		12,961		634		　※２

		固定資産				2,772		32,147		4,408		3,569		3,569		4,379		810						預り敷金 アズカシキキン				1,318		1,701		1,701		1,933		2,476		543

				有形・無形固定資産
（土地など） ユウケイムケイコテイシサントチ		2,088		31,163		1,784		1,725		1,725		1,723		▲ 2						上記以外の固定負債 ジョウキイガイコテイフサイ		▲ 626		1,091		75		0		10		18		8

																		0						流動化調整引当金等 リュウドウカチョウセイヒキアテキントウ		3,067		5		76		76		76		76		76

				投資その他の資産
（投資有価証券など） トウシタシサントウシユウカショウケン		684		983		2,623		1,843		1,843		2,654		811				純資産				19,596		19,380		25,377		25,377		31,427		35,548		4,121		　※３

		資産合計				51,615		46,395		34,219		50,548		50,548		54,005		3,457				負債純資産合計				51,615		46,395		34,219		34,219		50,548		54,005		3,457

																						自己資本比率 ジコシホンヒリツ				51,615		46,395		73.8%		73.8%		61.9%		65.6%		3.7%
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2017年3月期 連結業績予想

（単位：百万円） 

実績 実績 業績予想 対前期比

売上高

資産運用事業 27,295 24,194 32,500 8,306
プロパティマネジメント事業 1,247 1,905 2,000 95
サービシング事業 1,748 996 1,300 304
その他の事業 627 750 820 70

計 30,919 27,846 36,620 8,774
営業利益

資産運用事業 5,372 4,900 5,700 800
プロパティマネジメント事業 217 749 670 ▲ 79
サービシング事業 774 349 300 ▲ 49
その他の事業 29 126 140 14
調整額 ▲ 429 ▲ 520 ▲ 530 ▲ 10

計 5,964 5,606 6,280 674
経常利益 6,013 5,291 6,070 779
親会社株主に帰属する当期純利益 5,899 4,975 6,030 1,055

２０１７年３月期２０１６年３月期２０１５年３月期
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		買取債権 カイトリサイケン		4.2		12.8		71.8		90.6		96.7		108.2		134.2		137.1		345.5
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経営指標及び利益配分の方針
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1. 市況が変化しても価値創出にかかわるリスクを取り続けられる様に、

自己資本比率60％～80％のもとでROE10％～20％を目指す。

2. 各年度配当は、連結配当性向20％以上を目指す。

２０１７年３月期

実績 実績 予想

１株当たり配当金 18円 22円 27円

配当金総額 829百万円 1,013百万円 1,244百万円

配当性向（連結） 14.1% 20.4% 20.6%

２０１６年３月期２０１５年３月期
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		配当性向（連結） ハイトウセイコウレンケツ				1,926				1,450		1,439		2,000		14.1%		1,300		20.4%		20.6%
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都心大型オフィスを

都内最大級の屋内保育園へ

事例説明
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Ｂｅｆｏｒｅ

事業会社テナントが抜けた後の空室

子供の「未来を拓く」新たな場づくりへ

11

 課題

 急増する都心の待機児童

 対策

 大型オフィスを児童施設へ

 特徴

 大箱ビルトインの新たなカタチ

都心大型オフィス1400坪が空室に

After

用途変更：事務所→児童福祉施設

創造活動をのびのび誘発

（C）Naoomi Kurozumi

（C）Naoomi Kurozumi
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伸び伸び走れる「屋内競技場」
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After （C）Naoomi Kurozumi

ビルイン保育園に新たなカタチ「屋内競技場を設置」
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大空間を活かした開放的な保育室

13

年齢別保育室を低い家具で仕切り、基準を満たす採光確保

After （C）Naoomi Kurozumi

”Kids Design Award 2016”に応募中
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都心狭小地の活性化

最先端の健康増進スポットへ

事例説明
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Ｂｅｆｏｒｅ

マイナス要素を逆転価値へ
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 課題

 細長い狭小地

 対策

 壁面視認性を活かす開発へ

 特徴

 健康増進コンセプトで
テナントの統一

競技場から地下鉄外苑前駅への帰途動線上の壁面

After
細長い60坪の狭小地に立つ一般的なオフィスビル

前面
8m

奥行
26m

PR

PR
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地域特性を踏まえ、動線上の価値最大化を追求
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外苑前駅
地下鉄メトロ銀座線

外
苑
西
通
り

当該物件位置
広告規制の範囲の外

R

秩父宮
ラグビー場

神宮球場

2020オリンピック
開閉会式 陸上・サッカー会場

2020オリンピック
卓球会場

新国立競技場

東京体育館

オリンピックの競技会場及び公式行事会場
から500メートル以内エリアは広告規制あり



Raysum Co., Ltd.
株式会社レーサム

石井清彦

2016年5月 本資料は、株式会社レーサム及び当社関係会社の事業概要、経営戦略に関する情報提供を目的としたもので、当社発行の有価証券の投資勧誘を目的としたものではありません。株式銘柄の選択、投資の最終決定はご自身の判断
でなさるようにお願いいたします。本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の見解であり、その情報の正確性や完全性を保証し又は約束するものではなく、また今後、予告なしに変更されることがあります。

健康増進テーマで統一

17

日本初上陸の
パーソナルジム

日本代表する
スポーツメーカー

4F 44坪 プレスルーム

3F 44坪 サービス店舗

2F 44坪 物販店舗

1F 39坪 物販店舗

7F 44坪 ジム

6F 41坪 ジム

5F 41坪 シャワー室

8m

26m

スタジアムから駅方向の視認性を最大限に活かせるテナント構成へ
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都心”陸の孤島”を活性化

緑溢れる静寂住居へ

事例説明
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Ｂｅｆｏｒｅ

ハンディの逆転価値を存分に引き出す

19

 課題

 最寄駅から徒歩15分の上り坂

 対策

 事務所から”超”高級住居へ転換

 特徴

 ２４時間の「静寂・借景」

After

家賃の伸びない

SOHO利用

玄関脇に駐輪場

玄関脇の駐輪場を撤去、十分な駐車スペース確保

日暮れとともに引き出される価値創出
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最上階を超高級レジデンスに変更

20

最上階
After

静寂借景の特徴を存分に味わえる類例のないプレミアム空間へ
最上階眺望を最大評価するテナントに焦点



Raysum Co., Ltd.
株式会社レーサム

石井清彦

2016年5月 本資料は、株式会社レーサム及び当社関係会社の事業概要、経営戦略に関する情報提供を目的としたもので、当社発行の有価証券の投資勧誘を目的としたものではありません。株式銘柄の選択、投資の最終決定はご自身の判断
でなさるようにお願いいたします。本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の見解であり、その情報の正確性や完全性を保証し又は約束するものではなく、また今後、予告なしに変更されることがあります。

中低層階 Before ⇒ After

21

借景が背中側

借景にブラインド

前面の常緑樹が映える内装へ

中低層階

AfterBefore
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東京下町ビジネスホテルを

都内最大級のホステルへ

事例説明

22
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Ｂｅｆｏｒｅ

ビジネスホテル 34室の箱

フロント

ビジネスホテルを「コミュニティ・ホステル」に転換

23

１８２ベッドを収容

フロント⇒バー⇒レストラン、連続的する交流空間

１Fパチンコホール

 対象

 世界のバックパッカー

 課題

 都心まで約30分

 仕掛け

 充実共用部とイベント開催

 コンテンツ

 地元との文化交流

3F宿泊者専用ラウンジ

３Fテラス

After

充実の共用スペースで・・・
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地元協力も得て多彩なイベント展開

24

ベッド稼働率も着実上昇

Now
新しいコミュニティ創出

出所：写真はEmblem Hostel Nishiarai のFacebookページより
営業開始：2015年12月24日

外国人比率85%

2016年月次平均稼働率
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京都
2

新たなコミュニティ創出の場づくりは、全国展開へ

 知見の集積

 利用者に応じたノウハウ構築

 ローカライズ

 地域性に応じた丁寧な仕掛け

 拠点の確保

 現在まで５拠点に布石

25

博
多

浅
草

鎌
倉

京都
1

西新井

Media Coverage
西新井コミュニティホステルの取り組み
はメディアも徐々に注目しております。
■日経ビジネス2016.4.4号P.84（文化欄）
「ホテル不足下のニューフェース」

■NHK2016.5.28午前7:30～（おはよう日本）
「ガイドブックにない東京交流の魅力教えます」
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業法の壁を乗り越え

京町家を貸切宿＆別邸へ

事例説明

26
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今秋オープンへ

27

昭和７年
（築84年） 明治30年築（築119年）

奥行 46.45ｍ
間口 6.06ｍ

坪
庭

坪
庭

 対象

 文化重視グループトラベラー

 課題

 延床200㎡超の規模

 仕掛け

 「余白」活かした価値創出

 コンテンツ

 伝統建築を京都別邸へ

２階建
敷地：約276㎡ 約83坪
延床：約289㎡ 約87坪

京工芸職人の自宅兼工房

築120年

路地側
入口

Now
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京町家の質感を保持し、２グループ宿泊＆オーナー京都別邸へ

28

FutureNow
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家
族
二
～
三
世
代
旅
行

10歳

20歳

30歳

40歳

50歳

60歳

70歳

80歳

同
窓
会

多 ←現在利用者→ 少

Types of Guests

現ヘビー
ユーザー

外国人

Inter-
national 
guests

年齢

女
子
旅

地域性に応じた新しいコミュニティ創出により開拓余地大

29

２０１５年度
京都の外国人宿泊客数

１８０万人超

出所：平成26年度 京都観光総合調査資料よりレーサム作成

将来の
潜在市場
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清水寺のお膝元

京都モダン宿を開設

事例説明

30
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今秋オープンへ

 対象

 風情重視グループトラベラー

 仕掛け

 低層マンションを用途変更

 コンテンツ

 清水寺お膝元のモダン宿

31

Now
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This document was prepared for information purposes only in relation to the business overview and management strategies of Raysum Co., Ltd. and related 
entities, and does not constitute an offer or a solicitation to purchase any securities or other financial instruments. Any investment decisions that you make or enter 
into are at your own discretion. Any opinions, forecasts and forward-looking statements contained in this document are based on the views of Raysum at the time of 
preparation of this document and Raysum does not warrant or guarantee the actuality, correctness or completeness of such statements or other information. The 
information contained herein is subject to change without notice. Raysum makes no assurance or warranty with respect to the completeness or accuracy of this 
English translation. If there exist any discrepancies in the meaning or interpretation between the original Japanese and this English translation, the original Japanese 
language will always govern the meaning and interpretation.

お問い合わせ先/Contact
株式会社レーサム 管理本部・広報室

Raysum Co., Ltd.
Administration Division ・ Public Relations Division

Tel: +81-(0)3-5157-8881
http://www.raysum.co.jp 

http://www.raysum.co.jp/en/
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