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株式会社レーサム 代表取締役 田中剛
本社千代田区霞が関3-2-1霞が関コモンゲート西館36F

レーサム（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 田中剛、東証JASDAQ上場：証券コード8890）は、情熱、挑戦、信頼、対
話、スピード、チームワーク、ネットワークの人的資本を起点に、私たちにしかできないレーサムバリューを、質と量の両面で拡
大し続け、お客様一人ひとりの価値創造に向けて、好リターン創り出してまいります。現在主力の既存事業の変革に加え、３つ
の分野「大型事業」「新規事業」「サービサー/事業再生」でレーサムバリューの拡大を追及します。
株式会社レーサム広報室 03-5157-8879 pr@raysum.co.jp

「新規事業」で既に展開済みのプロジェクトは、東京ハートリズムクリニック、Emblem Hostel 西新井（エンブレムホステル西
新井）、WeBase 鎌倉（ウィーベース鎌倉）、WeBase 博多（ウィーベース博多）で詳細は当社WEBサイトのプロジェクト一覧
からご参照下さい。
https://www.raysum.co.jp/project/
東京の雑踏を離れ、南へ小一時間の場所に、豊かな緑の山々と清清しい海岸線に抱かれ、過去800年以上前から武家政権
の首都として歴史を刻んできた鎌倉市がある。その海岸線でも出色の風景を誇る由比ヶ浜の目の前の海は東京2020オリン
ピック（Tokyo 2020 Olympic）のセーリング会場となります。
https://tokyo2020.org/jp/games/sport/olympic/sailing/
セーリング会場の拠点は江ノ島ヨットハーバー
https://tokyo2020.org/jp/games/venue/enoshima-yacht-harbour/
この由比ガ浜から徒歩1分の場所にWeBase 鎌倉（ウィーベース）があります。またWeBase 鎌倉（ウィーベース）の姉妹施
設のWeBase 博多も九州の福岡県を訪れる際はぜひご利用下さい。同施設エントランスには現代アート作家ヤノベケンジ氏
制作によるシップルキャット（SHIP’S CAT）が設置され、地域の皆様やゲストに親しまれ交流拠点の一つとなっている。

また京都中心部の工芸職人の作業場と自宅の大豪邸の京町家を改修して宿泊施設とした「京都たわら庵」は京都の夜を堪能
する拠点としてお薦めです。また世界遺産の清水寺の袂に位置する京都清水三年坂庵では、東山の豊かな緑に抱かれた京
都風情の自宅でゆっくり過ごせる感覚を味わえる宿としてどうぞ家族揃ってご利用下さい。
An easy escape south of Tokyo is to head for the seaside in Kamakura. You can come into the green 
mountains which are rich in the place of the front row time and the refreshing shoreline  of Kamakura 
that ticked away the history as a capital of the samurai family government for more than the past 800 
years. The sea in front of the Yuigahama beach which is proud of prominent scenery on the shoreline 
becomes the sailing(including wind surfing) meeting place of the Tokyo Olympics in 2020. In addition, 
please use the WeBase Hakata Hostel of brothers facilities WeBase Kamakura with occasions of visiting 
to Fukuoka of Kyusyu. And we have repaired Kyo-Machiya Hercules‘s house which has been used as 
the workshop and the home house of the industrial arts craftsman of the Kyoto center. We recommend 
"the Kyoto Tawaraan" as as the best accommodations base thoroughly enjoying night of Kyoto.

（キーワード）インバウンド, Inbound, バックパッカー, Backpacker, コミュニティ, Community, 
人のつながり交流、New Community Connections, 体験価値の提供, Offer the value of experience,
シップスキャット, SHIP’S CAT, 2020東京オリンピック, Tokyo 2020 Olympic,  
+reVALUE, 好リターンを創り出す, 

希望の旅の守り神『SHIP’S CAT』、銀座 SIX クリスマスフェア 猫とアートとクリスマスに登場

～内外の旅行者の旅や冒険の希望と安全を願って～

株式会社レーサム（東京都千代田区霞が関） は、主力の既存事業の変革を推進するとともに、さらに３つの分野

「大型事業」「新規事業」「ｻｰﾋﾞｻｰ/事業再生」においてもレーサムバリューの拡大を追究します。

以下は「ｻｰﾋﾞｻｰ/事業再生」分野における挑戦とその背景の概要です。

債務者1万1千人、元本債権総額1兆7千億円回収からの学び

当社創業1992年はバブル崩壊の年ですが、その頃から金融機関

のバランスシートが徐々に傷み、1997年頃には担保不動産の処分

を進めると引当不足が露呈するので不景気以上に不動産が動か

なくなりました。そこで国が乗り出し、銀行が第三者に対し債権を

売却しバランスシート改善を図るプロセスを進め始め、当社は国

際的格付会社から不良債権処理事業の格付をいち早く取得し

当事業に注力しました。路線価や公示地価に一定掛け目で担保

評価を出す金融機関もあり、鑑定評価も市場変動に遅行する中

で、当社は一つひとつの不動産の利用価値から適正時価を見極

め収益機会の開拓を進めました。

また不動産担保ローンを取り扱うノンバンクが貸付債権を担保

に銀行から借り入れており、その不動産評価が担保評価に強く影響を受けている点に着目しました。まず債務超過見込みのノンバン

クを取得、銀行のバックファイナンスを約半分返済することで、銀行担保評価に縛られず本質的な利用可能性から担保評価を進めら

れる会社に変え収益を回復させました。その後の大手金融機関への売却で期間7年・純益約100億の結果となり、小さな矛盾が大きな

企業価値を生み出すことを学びました。

「成長国の不良債権業務と事業再生へ」の挑戦

発展途上国の不良債権の問題には、潜在的に大きな市場を見込んでおり、1990年代から日本国内の債権回収に対応してきた当社

の経験が生きます。その市場参入には外資規制と許認可の壁がありますが、当社の取り組みを誠実に説明し現地理解を得て市場開

拓を進めます。また国内では他金融機関の債務を当社債権に統合し債務者の優良事業を復活させ、事業再生投資や事業承継問題

にも対応し、M&Aも展開します。

成長国の不良債権処理と事業再生投資からM & A へ

～「サービサー/事業再生」分野の挑戦～

株式会社レーサム広報室 03-5157-8879 pr@raysum.co.jp

サービサー実績

◆1997年03月 債権の買取り・価値評価業務を開始

担保付き不良債権のデューディリジェンス業務を開始し、米国機関投資家との共

同投資事業を開始。サービサー法の施行前で法的制限があるも、ローンパーティ

シペーションを活用し合法的取得を達成。

◆1999年10月 グローバル債権回収を買収

◆2000年09月 日本初のSPC法を活用した国有財産の証券化実現

財務省による証券化前提の国有財産（不動産）の入札で当社はマンションなど建

物付き不動産8件を落札。

◆2000年10月 世界的格付機関からスペシャルサービサー

格付CSS3取得

事業再生の実績

◆2000年09月 ノンバンクのセムコーポレーション取得

不動産担保ローン事業を開始。

◆2001年4月 IPO JASDAQ上場（証券コード 8890）
◆2007年01月セムコーポレーション全株式を売却

◆2003年07月 経営難に陥った群馬県のゴルフ場を取得

『レーサム ゴルフ＆スパ リゾート』として事業再生に着手。

◆2008年05月 『レーサム ゴルフ＆スパ リゾート』で

PGAトーナメント日本プロゴルフ選手権を開催。

天然温泉やスパ施設、ゴルフアカデミー等のサービスを提供する等、今ではゴル

フ愛好家から高い評価を獲得。

サービサー／事業再生の挑戦

◆2011年03月 グローバル債権回収が無借金化達成

銀行借入及び、親会社借入を自らの丁寧な回収金を原資に返済。

◆2018年01月 海外不良債権業務及び企業再生業務等を担う会社を設立

国内の債権回収の経験を生かし海外を含めて当社グループの強みを生かしていける

投資機会を捉えていくために、その活動主体となる子会社を設立。

◆2018年3月 グローバル債権回収がテアトル債権回収を取得

グローバル債権回収と重複が少なく、取り扱う債権の種類も異なり相乗効果が見込め

るテアトル債権回収の全株式を取得。サービサーの業容拡大による当社の企業価値

向上を図るものです

2018年3月31日改訂版

PGAトーナメント日本プロゴルフ選手権のギャラリー
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株式会社レーサム（東京都千代田区霞が関） は、主力の既存事業の変革を推進するとともに、さらに３つの分野

「大型事業」「新規事業」「ｻｰﾋﾞｻｰ/事業再生」においてもレーサムバリューの拡大を追究します。

以下は「大型事業」分野における挑戦とその背景の概要です。

評価額50億円以上の大型案件からの学び

日本では大企業であれば対象地を合理的な価格で取得し再開発

を進め一定の事業収益を確保するでしょう。一方、独立系企業では、

都心の超一等地で再開発対象地を確保することは財務的にハード

ルが高く、市況が大幅に下落する局面では財務面の弱さから対象

地を抱えきれなくなります。

当社も再開発とまで言わずとも評価額が数百億円に及ぶ案件の

取組みを単独で行い厳しい状況を経験しましたが、今後は思い

を共にするお客様、パートナー、周囲の地権者の皆様と絆を深め

連携し、中長期に持続可能な先進的街づくりに挑戦します。

さらにダイナミックな成長につなげていくには海外の不動産分野の

事業機会の開拓も不可欠だと考えており、東アジア諸国を中心に

現地ネットワークの構築を進めております。

マスターデベロッパーとして持続可能な先進的街づくりに挑戦

発展途上国では、電気・水道、治水、交通網といった基本インフラが未熟な地域があります。当社は、中長期に持続可能な基本イン

フラ整備から取り組み、緑豊かな住環境を中心に教育・スポーツ・健康施設を充実させ、オフィス・商業施設との繋がりも含め、人に優

しい街並みを重視します。また周辺地からの円滑なアクセスを図り、老朽化した街からの住民移転と、移転で残された古い街並みの活

用も考慮します。開発対象地が起点となり周辺地に波及し、都市全体に好循環をもたらす流れを作るマスターデベロッパーの立場で

臨みます。

マスターデベロッパーとして持続可能な先進的街づくり

～「大型事業」分野の挑戦～

株式会社レーサム広報室 03-5157-8879 pr@raysum.co.jp

当社が単独で進めた大型プロジェクトの実績 ＜評価額50億円以上＞

取得時期 　　案件 敷地面積 評価額　　 住所 住所

1999年10月 渋谷道玄坂入口ビル 150坪 約100億円 渋谷区宇田川町 渋谷区宇田川町77

2001年5月 白金高輪ステーションビル 500坪 約50億円 港区白金 港区白金1-17-1

2002年4月 一番町一等地案件 570坪 約50億円 千代田区一番町 千代田区一番町23-1

2005年1月 原宿キャットストリート角地案件 440坪 約200億円 渋谷区神宮前 渋谷区神宮前6-7-18

2005年8月 原宿駅前角地一等地案件 910坪 約300億円 渋谷区神宮前 渋谷区神宮前6-35-1

2006年3月 神宮前キラー通りデザインビル 550坪 約150億円 渋谷区神宮前 渋谷区神宮前2-8-2

2007年1月 新宿駅南口ビル案件 310坪 約400億円 西新宿一丁目 新宿区西新宿1-18-8

2008年1月 渋谷宇田川町案件 1040坪 約400億円 渋谷区宇田川町 渋谷区宇田川町31-1

2014年1月 新宿通り三丁目角地ビル 110坪 約200億円 新宿三丁目 新宿区新宿3-17-8

2015年12月 千代田区高台整形地ビル 1000坪 約150億円 千代田区富士見 千代田区富士見2-14-36
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この由比ガ浜から徒歩1分の場所にWeBase 鎌倉（ウィーベース）があります。またWeBase 鎌倉（ウィーベース）の姉妹施
設のWeBase 博多も九州の福岡県を訪れる際はぜひご利用下さい。同施設エントランスには現代アート作家ヤノベケンジ氏
制作によるシップルキャット（SHIP’S CAT）が設置され、地域の皆様やゲストに親しまれ交流拠点の一つとなっている。

また京都中心部の工芸職人の作業場と自宅の大豪邸の京町家を改修して宿泊施設とした「京都たわら庵」は京都の夜を堪能
する拠点としてお薦めです。また世界遺産の清水寺の袂に位置する京都清水三年坂庵では、東山の豊かな緑に抱かれた京
都風情の自宅でゆっくり過ごせる感覚を味わえる宿としてどうぞ家族揃ってご利用下さい。
An easy escape south of Tokyo is to head for the seaside in Kamakura. You can come into the green 
mountains which are rich in the place of the front row time and the refreshing shoreline  of Kamakura 
that ticked away the history as a capital of the samurai family government for more than the past 800 
years. The sea in front of the Yuigahama beach which is proud of prominent scenery on the shoreline 
becomes the sailing(including wind surfing) meeting place of the Tokyo Olympics in 2020. In addition, 
please use the WeBase Hakata Hostel of brothers facilities WeBase Kamakura with occasions of visiting 
to Fukuoka of Kyusyu. And we have repaired Kyo-Machiya Hercules‘s house which has been used as 
the workshop and the home house of the industrial arts craftsman of the Kyoto center. We recommend 
"the Kyoto Tawaraan" as as the best accommodations base thoroughly enjoying night of Kyoto.

（キーワード）インバウンド, Inbound, バックパッカー, Backpacker, コミュニティ, Community, 
人のつながり交流、New Community Connections, 体験価値の提供, Offer the value of experience,
シップスキャット, SHIP’S CAT, 2020東京オリンピック, Tokyo 2020 Olympic,  
+reVALUE, 好リターンを創り出す, 

希望の旅の守り神『SHIP’S CAT』、銀座 SIX クリスマスフェア 猫とアートとクリスマスに登場

～内外の旅行者の旅や冒険の希望と安全を願って～

株式会社レーサム（東京都千代田区霞が関） は、主力の既存事業の変革を推進するとともに、さらに３つの分野

「大型事業」「新規事業」「ｻｰﾋﾞｻｰ/事業再生」においてもレーサムバリューの拡大を追究します。

以下は「新規事業」分野における挑戦とその背景の概要です。

全10棟681室のホテル運営からの学び

ホテル客室料金は好景気なら倍、逆なら半分と変動が大きく難易

度は高いものの、2003年に参入、札幌でビジネスホテルオーナー

として運営ノウハウを習得、沖縄那覇ではオペレーションのみを

取得し数億円を投資するも予定売上の５分の１にも満たず赤字

続きで、この損失処理の為、既に買収し追加投資も進めていた

沖縄恩納村の良好な立地のリゾートホテルを売却、沖縄のホテル

事業から撤退。その後中小ホテル群のM&A案件に取組むもリー

マンショックによる借金返済で全て売却。変動激しい室料に応じ

た綿密なマーケティングや、日々サービスを管理しゲストの満足

度を引き出すホテル事業の難しさを痛感しました。

ホテル事業の実績（全10棟６８１室）

2004年04月 ザハミルトン札幌取得 104室（札幌市中央区南一条西十五丁目1-238）

2003年11月 グランドオーシャンホテルオペレーション取得 175室（沖縄県那覇市久米2-1-5）

2004年03月 サンマリーナホテル取得 200室（沖縄県国頭群恩納村字冨着66-1）

2006年09月～2007年01月 レジャーホテル7棟202室取得（7箇所：仙台２、町田、岩槻、相模原、茅ヶ崎、藤沢）

なぜ「コミュニティ型」ホステルなのか？

過去の苦い経験から、景気変動や地政学リスクで旅行需要が急変し事業継続に支障が出る分野を避け、回数と滞在日数も伸びて

いる世界の若者の旅行需要を研究し、これを日本の地域社会との交流体験に繋げ世界各国から繰り返し訪問いただける宿にしようと

コミュニティ型ホステル「ウィーベース」（WeBase ）を立ち上げました。

旅行予算が少額でもなく通常ホテル数日分の宿泊代よりも、ゆっくり２、３週間滞在して味わえる体験価値に対価を支払うゲストに照

準を合わせ、ウィーベースを地元コミュニティとの交流拠点として様々な体験企画を仕掛けております。その結果、地域の売上や雇用

機会を創出し地元経済効果や人材活性を通じ日本社会に中長期の好循環をもたらす存在を目指します。

事業創出型の不動産の連続的取組み

不動産の利用方法を根本から見直し、既存業態にとらわれず今後世の中で必要とされるサービスの探究も進め、当社自ら事業を創

造し最適な不動産を用意することに挑戦し始めており、これを次々と展開するのが当社の新規事業です。

コミュニティ型ホステルに続き、高齢化社会で症例急増し待機患者が増える分野に対応し「高度医療専門手術センター」を世田谷か

ら展開しております。また、2018年からは地域コミュニティに末長く愛される店舗を追究し「リベルテ」を吉祥寺に立ち上げ、さらに労働

人口減少を踏まえ、子育て中の女性が社会で生き生きと柔軟に活躍できる仕組みを目指し「リブラ」という新事業も日本橋で立ち上げ

ました。

事業創出型の不動産の連続的取組み

～「新規事業」分野の挑戦～

株式会社レーサム広報室 03-5157-8879 pr@raysum.co.jp

2018年3月31日改訂版

https://www.raysum.co.jp/project/
https://tokyo2020.org/jp/games/sport/olympic/sailing/
https://tokyo2020.org/jp/games/venue/enoshima-yacht-harbour/
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