2021 年 3 月期第 3 四半期 決算説明会
開催日時：2021 年 2 月 12 日（金）17：00-

2021 年 3 月期第 3 四半期の総括
宮尾：本日はお忙しい中ご参加いただきありがとうございます。代表取締役社長の宮尾でございます。早
速、2021 年 3 月期第 3 四半期累計期間決算の総括、および、通期業績予想の下方修正についてご報告し
ます。
新型コロナウイルス感染症は依然として収束を見せず、これにより、法人の異動抑制や、入国制限による
外国人利用の減少等によって、入居率が伸び悩み、165 億円の営業損失の決算となりました。
また、昨年 11 月 2 日に払込みが完了したフォートレス・インベストメント・グループからの資金調達に
伴う発行費用や、支払利息の計上等も加わり、誠に遺憾ながら、最終損益では約 250 億円の純損失とな
りました。
一方、事業構造改革の一環による希望退職制度の実施等により、主に人件費を中心とした販管費の圧縮
が実現となり、前年同期に比べ赤字幅は縮小しております。また、先月までにノンコア事業である国内外
の子会社 2 社の譲渡および国内 1 社の解散を決議しております。更には上期中に実施した総額 85 億円余
りの資産売却と合わせ、期初にかかげた構造改革においてノンコア事業の譲渡撤退は、コロナ禍の影響
はありながらも、着実に進捗しております。
財務面では当第２四半期末時点で 171 億円の債務超過となっていましたが、実施した資本政策により、
債務超過を解消し、当第 3 四半期末時点での純資産は 24 億円となりました。
続いて、通期業績予想の下方修正を公表した件について、ご説明させていただきます。
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化したことを受けた入居率の悪化により、当第３四半期末まで
の賃貸事業業績は計画を下回りました。繁忙期である第 4 四半期におきましても、この影響が継続する
ものと判断し、主に賃貸事業の業績予想を修正しました。このタイミングでの修正となりましたことお
詫び申し上げます。
修正のポイントは、コロナ禍の影響による異動の抑制等で、主に法人契約が伸び悩んでいるため、期中平
均入居率の目標を 81.6%から 79.3％へ引き下げたこと、ならびに、期初計画では繰延税金資産の繰入を
見込んでおりましたが、現時点では、法人税等調整額の計上は見込めないと保守的に判断したことの２
点です。
来期の業績回復を見据え、主要 KPI である期末入居率を高めるため、第 4 四半期に発生する学生需要に

向けた施策として、進学予定者の早期契約獲得を図るため、試験当日から合格発表の翌々日までお部屋
を無料でキープできる「合格発表前お部屋予約サービス」や、コロナ禍による学生生活の変化等に応じた
住み替えの無償対応を開始しております。
更に、コロナ禍で負担が増す全国の医療従事者の方々に必要とされる商品企画として、
「医療従事者応援
プラン」も全国展開しております。※2021 年 1 月 19 日リリースをご参照ください。
これらの営業施策に加え、1 月中旬から YouTube にて法人向け・学生向けプロモーション動画「とにか
くラクダ」を配信しております。
また、利益確保の取り組みとしては、賃貸原価の適正化を推進しております。物件の清掃費や原状回復費
等が上昇しておりますが、数値の見える化や業務の見直し等によりモニタリング強化に取り組んでいる
ところです。
賃貸原価の圧縮にも関連しますが、当社がオーナー様にお支払いしている借上賃料が、相場賃料と乖離
している物件が散見されていることを受け、借上賃料の適正化に着手いたしました。
11 月の決算説明会でもご説明しました通り、オーナー様とのご契約では、2 年毎に一括借上賃料の適正
性を検証することとしております。また、昨年 12 月 15 日より施行された所謂サブリース新法への対処
も含め、来期、借上賃料の見直し時期に該当されるオーナー様に対して、12 月よりコンタクトを開始し
ました。まずはご所有物件の賃料・建物状況など現在の状況、周辺の賃貸需要や動向、家賃相場について
ご報告をしております。なお、リモート対応も活用しながら全国でオーナー会を開催し、サブリース新法
の趣旨をご説明しながら賃料の適正化についてオーナー様にご理解をいただけるよう、真摯に説明を進
めてまいります。
続きまして施工不備対応について取締役常務執行役員の蘆田よりご説明します。
蘆田：施工不備問題の対策本部を担当している蘆田でございます。私からは施工不備対応の進捗について
ご説明します。
施工不備対応について、明らかな不備が確認された物件に対する戸数ベースでの工事完了率は 1 月末時
点で 21.9％です。期初約 5 万室あった募集停止中の空室数を、期末には約 3 万戸まで減少させる計画と
しておりますが、1 月末時点で 28,545 戸まで減少しています。
昨年 8 月に公表した 2020 年 9 月～12 月末までの改修計画約 2,000 戸については計画以上で達成いたし
ました。今後は 2021 年 6 月末までに約 6,000 戸の改修工事を行い、2024 年末までに明らかな不備の解
消を目指します。
目下、政府の緊急事態宣言を受け、工事の進捗に多少影響が出ておりますが、作業に従事される方々の健
康と安全に配慮しながら着実に改修工事を進めてまいります。
私からの説明は以上になります。
宮尾：最後に、ESG 活動について宮尾よりご報告します。今回の決算説明資料から当社の ESG に関する
ご説明を加えました。賃貸住宅を提供する当社事業は、社会との繋がりがとても深く、日常的な事業活
動、そしてその外延的な活動がステークホルダーの皆様に繋がっていると認識しています。

例えば、今月リリースした新サービス「おいくら」は、引っ越しの際の不用品買取サービスをご紹介する
ものです。利用者様は特典を享受でき、社会にとっては SDGs 目標 12「つくる責任、つかう責任」に貢
献するものです。施工不備問題の解決に向けては道半ばではございますが、各施策が当社の利益だけで
なく、事業活動を通じてサスティナブルな社会の実現に貢献してまいります。
引き続き事業環境は厳しい状況ですが、繁忙期の賃貸需要を着実に取り込み、修正計画を達成させるこ
とはもちろん、株主様、ステークホルダーの皆様からの信頼回復を目指してまいります。
以上で私からの説明を終了させていただきます。ご静聴、ありがとうございました。
2021 年 3 月期第 3 四半期の決算概要
竹倉：本日はお忙しい中ご参加いただきありがとうございます。経営企画部長の竹倉でございます。
私からは 2021 年 3 月期第 3 四半期の決算概要ついてご説明します。
お手元にプレゼンテーション資料をご準備ください。
まずは 12 ページをご覧ください。第 3 四半期累計期間の決算概要になります。
上期に引き続き、新型コロナウイルス感染症の拡大により、主に法人の研修、人事異動が抑制され、入居
需要が減退し、入居率が低下したことにより、
売上高

3,083 億円、前期比マイナス 203 億円、計画比マイナス 126 億円

売上総利益

212 億円、 前期比マイナス 13 億円、 計画比マイナス 81 億円

販管費

378 億円、 前期比マイナス 75 億円、 計画比マイナス 20 億円

営業損失

165 億円、 前期比 62 億円の改善、

純損失

250 億円、 前期比マイナス 8 億円、 計画比マイナス 103 億円

計画比マイナス 60 億円

となりました。
販管費を抑制できたこともあり、営業利益、経常利益は前期比プラスとなりましたが、計画比ではマイナ
スとなりました。その主な要因は新型コロナウイルス感染症の影響も大きく、入居率が計画に比べ、ビハ
インドで推移したためです。
また、営業外費用にて資金調達費用 29 億円、支払利息 10 億円を計上しています。
特別利益および特別損失の主な内訳は、
投資有価証券売却益 40 億円の一方で、固定資産及びのれんの減損損失 37 億円、希望退職の実施に伴う
退職特別加算金 24 億円、補修工事関連損失 7 億円など、特別損失 76 億円を計上し、結果、250 億円の
当期純損失となりました。
以上の実績を踏まえ、期末の業績予想についても見直しを行いました。
その結果、

売上高

4,089 億円

期初計画比マイナス 222 億円

売上総利益

177 億円

期初計画比マイナス 253 億円

営業損失

346 億円

期初計画比マイナス 248 億円

経常損失

398 億円

期初計画比マイナス 296 億円

当期純損失

444 億円

期初計画比マイナス 364 億円

期末入居率計画は 84.5％と期初予想から 2 ポイント下方修正し、結果、通期平均入居率計画は 79.3％と
期初計画比マイナス 2.3 ポイントになります。
続きまして 13 ページをご覧ください。セグメント別の業績です。
ご覧いただいてお分かりの通り、賃貸事業は計画比マイナスなものの、その他の事業は若干ではござい
ますが、計画比プラスで着地することができました。
賃貸事業は先ほどご説明した通り新型コロナウルス感染症拡大の影響により入居需要が減退した結果、
売上高 2,952 億円（前期比マイナス 176 億円、計画比マイナス 127 億円）です。
空室損失引当金の戻入れが 60 億円と想定以上に発生し、売上総利益は 212 億円となりました。前期比マ
イナス 11 億円ですが粗利率は前年並みの水準をキープすることができました。
賃貸事業でも販管費を抑えた結果、営業損失は 89 億円と前期比 73 億円の改善となりました。
シルバー事業は新型コロナウイルス感染症によりショートステイ・有料老人ホームの利用に多少影響が
出たものの、売上高 109 億円で前期比マイナス 5 千万円ですが計画比プラス 5 千万円。営業損失は 4 億
円と、計画通りのセグメントです。
その他事業は、主に国内ホテル事業、グアムリゾート事業で構成されていますが、国内ホテル事業は上期
で事業撤退しました。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う海外渡航の制限からリゾート事業が低迷した結果、
売上高 21 億円、
（前期比マイナス 26 億円、計画比プラス 4 千万円）
営業損失 11 億円、
（前期比 6 億円の悪化、計画比プラス 4 億円）となっています。
グアムリゾートの売却活動は新型コロナウイルス感染症の影響により難航しておりますが、売却方針に
変更はございません。
これらの結果を反映し、修正したセグメント別計画を右側にお示ししています。
賃貸事業は
売上高

3,920 億円

期初計画比マイナス 219 億円

売上総利益

176 億円

期初計画比マイナス 254 億円

営業損失

247 億円

期初計画比マイナス 283 億円

シルバー事業、その他事業は若干の下方修正の結果、

売上高

145 億円

期初計画を据え置き

売上総利益

5 億円

期初計画比マイナス 1 億円

営業損失

10 億円

期初計画比マイナス 3 億円

売上高

24 億円

期初計画比マイナス 3 億円

売上総利益

2 億円

期初計画比プラス 7 億円

営業損失

15 億円

期初計画比プラス 7 億円

その他事業は

です。
14 ページはセグメント別 PL を四半期別でお示ししておりますのでお時間のある際にご確認ください。
15 ページをご確認ください。入居率の計画及び実績です。
今期の実績は一番下の濃紺実線、修正計画は濃紺点線でお示ししています。12 月末の入居率は 77.07％
でしたが 1 月は 78.16％とようやく反転することができました。4～12 月の期中平均入居率実績は 78.58％
で、前年同期比マイナス 1.89 ポイントでした。
期初計画は水色の点線でお示ししていますが、12 月末の入居率は計画マイナス 4 ポイントの乖離があり
ましたのでその要因分析を次ページでお示ししています。
16 ページをご覧ください。
左から右にかけて計画比マイナス要因をブレイクダウンしてお示ししています。12 月末入居率実績は
77.07％、計画比マイナス 4.6 ポイントでした。
このうち新型コロナウイルス感染症拡大の影響によるものがマイナス 4.1 ポイント、施工不備影響によ
るものはマイナス 0.5 ポイントです。
コロナ影響をさらに細分化しますと、法人需要の減退によるものがマイナス 2.9 ポイント、個人・学生が
マイナス 0.8 ポイント、外国籍需要減によるものがマイナス 0.4 ポイントと、やはり法人の影響が大きい
ことがわかります。
施工不備問題においては募集再開が若干計画比より遅れたためとなったため、マイナス 0.5 ポイントの
影響がありました。
次のページでは各要因に対する施策をご紹介します。
17 ページをご覧ください。
法人契約の取り込みに向け、ターゲット法人約 6 万 6 千社の特定、未取引先企業約 2 万社への折衝を、
個人・学生の取り込みに向けては、仲介業者との関係強化、YouTube 動画配信や各種キャンペーンの実
施等、プロモーション活動を促進します。
また、コロナ禍でのニーズを受け、医療従事者応援プランを 12 月から全国に拡充し、法人・個人問わず
医療関係者の皆様向けに特別プランのご提供を開始しました。

コロナ禍による入国制限により新たに入国される外国籍の方は激減していますが、留学ビザやワーキン
グホリデーによる在日外国籍の方向け営業は引き続き行うとともに、
お部屋探しサイトでは 5 言語にて、
お部屋探しからお申込みまでできるようインフラを整えました。
施工不備対応に対する施策としましては、
先ほど常務の蘆田よりご説明しました通り、
6 月末までに 6,000
戸の改修工事を進めるとともに、未調査物件については調査を進め、安全性が確認できた物件について
はしっかりそれを PR して営業活動につなげてまいります。
続いて 18 ページをご覧ください。販管費の削減の内訳を記載しています。
右側のグラフが、第 3 四半期累計期間の前期比較になりますが、社員の自然減、および希望退職募集の
結果、主に人件費を抑制することで前期比 75 億円の削減となりました。
第 4 四半期は、賃貸繁忙期もあり販売手数料は増加を見込みますが、引き続き販管費全体の削減を図り
ます。
続いて 19 ページをご覧ください。
9 月末に公表した資金調達の概要です。1.第三者割当により約 120 億円、2.新株予約権付きローンにより
約 300 億円、3.子会社であるレオパレスパワーによる優先株の発行により約 150 億円、合計約 572 億円
の資金調達を実施しました。
このうち、1・2 の合計 270 億円が純資産に計上され、第 3 四半期末で債務超過は解消しています。
20 ページをご覧ください。12 月末時点でのバランスシートの要約です。
3 月末と比較して 12 月末の総資産は 1,731 億円と 238 億円の減少となりました。12 月末の現預金は 576
億円。
資金調達及び投資有価証券や固定資産の売却により増加した一方で、
営業損失の計上等により 2020
年 3 月末から 28 億円減少しました。
また、負債の部は同資金調達により長期借入金が増加しましたが、補修工事関連損失引当金は 63 億円減
少、空室損失引当金は 60 億円減少です。
純資産は、四半期損失 250 億円の計上による減少の一方、第三者割当増資及び優先株式発行により、資
本金、資本準備金、非支配株主持分が増加して 24 億円となり、債務超過は解消しています。
なお、自己資本比率はマイナス 5.4％となりました。
21 ページはキャッシュフロー計算書の抜粋です。
「営業活動による CF」は 367 億円の支出となりました。主として、税前当期純損失が 239 億円、減価償
却費 78 億円、減損損失 37 億円、加えて、空室損失引当金の減少 60 億円、補修工事関連支払額 69 億円、
仕入債務の減少や前受金の減少によるものです。

「投資活動による CF」は 64 億円の収入となりました。アパート設置用家具家電等有形固定資産の取得
による支出が 17 億円あった一方で、投資有価証券の売却による収入が 43 億円、固定資産の売却による
収入が 41 億円あったことによるものです。
「財務活動による CF」は、276 億円の収入となりましたがこれは、資金調達による約 540 億円から長期
借入の返済、社債の償還、リース債務の返済等を差し引いたものです。
合計 CF は 26 億減の 561 億となりました。
ここまでが決算の概要になります。続いて各事業について詳細をご説明します。
まずは賃貸事業です。28 ページをご覧ください。業種別の法人利用室数推移のグラフです。
今期に入り、法人契約は右肩下がりであり、12 月末時点の契約数を業種別でみると、9 月末比でサービ
ス業がマイナス 4.6％、製造業がマイナス 3.0％、飲食業がマイナス 2.5％とコロナの影響が色濃い業種で
の契約減が目立ちます。一方、派遣・業務請負はプラス 8.1％でした。これは、上期採用を抑えていた企
業、特に半導体や自動車関連企業の業績回復に伴い需要が増加。それに加えて WEB 面談を活用した営業
も寄与した結果によるものです。
半導体特需のように、業種別をさらに細かくわけると、コロナ禍でも採用を増やし社宅需要が増してい
る企業も多々あります。また、コロナ禍の影響により、例年より新卒採用の後ろ倒しをしている企業が多
く、例年 12-1 月に出ていた新卒需要が 2-3 月に後ろ倒しになっているのも現状です。期末にかけ、こう
いった需要を着実に取り込み、期末入居率計画を達成させます。
続いて 29 ページをご覧ください。外国籍入居者の契約数をお示ししたグラフです。
こちらもコロナ禍の影響で、4 月以降契約件数が伸び悩んでいます。12 月末時点では、外国籍の個人入
居者数は、19,914 戸（前期比マイナス 2.6％）にとどまりました。
法人入居者の中で想定される外国籍入居者の数は 12 月末現在で約 14,000 室の想定であり、個人・法人
と合わせると約 34,000 室、外国籍入居者は契約済み戸数の 7～8％を占める計算になります。
当社では引き続き国内拠点での多言語対応によりお客様の囲い込みを行うとともに、日本語学校や留学
生が通う大学等への営業活動を行ってまいります。
31 ページをご覧ください。
賃貸店舗数の推移になりますが、店舗展開の合理化を進め、直営店は 1 月末現在で国内 133 店舗、海外
6 店舗の合計 139 店舗になります。昨年の 1 月と比較し、50 店舗削減しました。
32 ページをご覧ください。

今まで WEB 契約としていたものを、WEB 接客・WEB 内見もできるよう環境を整え、WEB での対応範
囲を拡大しました。WEB 接客・WEB 内見は法人契約にも活用でき、法人向け電子契約サービス Leo-sign
とあわせ、コロナ禍で対面営業が難しいお客様との折衝を可能にしています。
今期の 12 月までの累計 WEB 契約件数は 4,064 件、Leo-sign 導入数は 3 万 5 千件です。
続いて 33 ページをご覧ください。
繁忙期施策としましては、冒頭宮尾からもご説明した通り、YouTube でのプロモーションや各種キャン
ペーンの実施、医療従事者応援プランの全国拡充などに取り組んでいます。
また、34、35 ページでは、入居者向けサービスをご紹介していますのでお時間ある際にご覧ください。
続きましてシルバー事業について簡単にご説明します。37 ページをご覧ください。
関東、東海、中京圏を中心にあずみ苑の名称で 87 カ所の介護施設を運営していますが、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を多少なりとも受け、デイサービス、ショートステイの稼働率はそれぞれ前期比マイ
ナス 5.2 ポイント、マイナス 4.3 ポイントとなり、結果、若干ですが前期比減収減益となりました。一方
有料老人ホームの稼働率は前期比 1.3 ポイントプラスでした。シルバー事業は今後も戦略事業と位置づ
け、オペレーション改善による収益改善を図ります。
39 ページをご覧ください。国際事業についてご説明します。
国際事業は譲渡撤退の方針を掲げ、売却活動を継続しており、その進捗を右半分に記載しています。エン
プラスは 11 月末にて売却済み、ベトナム子会社は 4 月をもって譲渡することが決定しています。
その他の海外子会社についてきましても売却の方針に変更はございませんが、新型コロナウイルス感染
症の影響で売却候補先が現地入りすることも難しい状況の中、具体的な売却交渉は来期以降にずれ込む
見込みです。
最後に、ESG の章についてご説明をします。
従来冒頭にご説明しておりました、再発防止策の進捗は ESG 章の中の G（ガバナンス）項目に記載しま
した。
44 ページをご覧ください。
一昨年（2019 年）8 月に公表した 50 項目の施策のうち、40 項目が完了。10 項目が実施中であり、全施
策において着手済みです。
第 3 四半期において新たに実施・完了となったものは多面的評価の導入、各ステークホルダー、特にお
取引先企業様向け決算報告会などになります。それぞれ詳細は 45、46、47 ページに記載していますので
お後ほどご覧ください。
施工不備物件の改修進捗状況は蘆田よりご説明しましたので私からは割愛させていただきます。

S（ソーシャル）の分野では 49 ページに従業員向け施策の進捗と社外評価を、50 ページでは賃貸事業を
通じた ESG 活動をご紹介しています。
E（環境）の分野については 51・52・53 ページをご覧ください。
51 ページでは当社の事業活動を通じた二酸化炭素排出量を開示しています。当社の事業はさほど CO2 を
排出する事業ではございませんが、社有車の利用を減らす等、スコープ 1・2 由来による CO2 排出量は着
実に削減しています。
52 ページでは子会社もりぞうを通じた環境に対する取り組みもご紹介しています。
非常に厳しい経営環境に変わりはございませんが、来期黒字化できるよう当期の業績計画を達成させる
こと、施工不備問題の対応、この 2 点に注力してまいります。
以上、簡単ではございますが、第 3 四半期決算報告を終了させていただきます。
引き続き、皆様方のご支援ご鞭撻を頂戴したく存じます。ご清聴ありがとうございました。
質疑応答
Q1：

今回の下方修正により、期末は債務超過になる可能性がある。財務手当はどのように考えるの
か？フォートレスによる新株予約権の行使による資本増強か。

竹倉：

現時点で、財務手当・次の資金調達については想定しておりません。期末債務超過の可能性も
ございますが、現状としては、入居率を 3 月末までに徹底的にあげて収益改善の上、PL の向
上・BS の改善を目指します。新株予約権が行使されるかについては、我々の意思決定すると
ころではございませんので、まずは今月末と 3 月末の入居率を徹底的にあげることに注力して
まいります。

Q2：

3 月末の入居率の見通し、あるいは 2 月末の見通しを教えていただけますか。

竹倉：

3 月末入居率は 84.5％に見直しております。
お部屋探しのお問い合わせは倍増しておりますが、現状、緊急事態宣言が延長されたので、ご
入居するお部屋の最終確定が遅れているマーケットの現状もあり、2 月末入居率については
81.5％もしくは 82.0％を目指しています。
まずは、3 月の緊急事態宣言明けを契機に数字をあげた上で、84.5％を捉えていくべく営業を
進めております。

Q3：

入居者の誘致に向けての取り組みを教えてください。1 月 18 日にリリースされた医療従事者
向けのプランなど手ごたえはいかがですか。

竹倉：

入居者の誘致については、医療従事者向けのプラン（p.33）を年末から始めて、非常に大きな
反響がございました。
1 月 28 日時点、このプランを発表した後、国内の地方紙含めた 34 紙に掲載され、さまざま
な取材を頂戴しました。最近は様々なプロモーション（p.33 の左側）である早特キャンペー

ン、就職お祝いキャンペーン、合格発表前お部屋予約サービス等、入居者様向けのサービスと
して提供させていただき、最大家賃 2 か月無料を含めて促進させていただいています。
宮尾：

昨日（2021 年 2 月 11 日）の日経朝刊にビレッジハウスとの協業という内容が出ていました。
皆様にご案内の通り、当社の部屋利用は 6 割が企業様、残り 4 割が学生・外国籍の方を含め
た個人様となっており、非常に直接営業が強い体質の企業となっています。
一方で、賃貸住宅業界全般で見ると仲介業者の客付けが非常に高い比率になっており、若干当
社は独特な営業施策を行ってきたと思っています。
それは強みでもありましたが、このコロナ禍の影響の中で法人企業の異動抑制が見られる一
方で個人の反響が増えています。個人の反響は直接当社に来るより、仲介業者への反響の方が
一般的に多いのが現状です。
その中で、当社がより多くの反響を獲得する為には、仲介業者とのタイアップが必要と考えま
す。ビレッジハウスは管理戸数 10 万室余りで、雇用促進住宅から買収した段階では 30％くら
いだった入居率を 70％近くまで上げた実績があります。
その入居率向上はほとんどが仲介業者経由であり、彼らが好意にしている仲介業者の店舗を
紹介して頂きました。
当社においては従来あまり積極的でなかった営業施策を行っており、新たな側面と認識して
おります。

Q4：

派遣の回復は明るい材料ですが、自動車向けなど業種、エリアなどに特徴はありますか。

竹倉：

派遣業については、質問があるように確かに明るい材料です。
エリアについては、関東圏、特に神奈川を中心にした一帯の地区に 100 戸単位で申込みいた
だく状況にあります。あとは中京圏の反響が強いです。
コロナ禍でｐ.28 にあるように、前四半期比でみると 1.5～1.9％需要が縮んでいる状況ではあ
りますが、法人ニーズは少なからず掴んでいるので、緊急事態宣言が終わるタイミングでマー
ケットの動きを睨んで、そのニーズに対して部屋の提供が遅れないように準備を進めていま
す。

Q5：
竹倉：

医療従事者向けプランは、家賃を低め設定にするなど、採算はあまり良くないのでしょうか。
p.33 に概要についての記載があります。敷金礼金の礼金を 0 円にする、もしくは短期プラン
を 50％OFF にするものもあります。確かに収支的には採算の取れないもしくはトントンのと
ころもございますが、それ以上に私たちが単身向けの住宅を全国で一番多く管理させていた
だいている以上、そこに社会的なインフラとしての機能を果たしていく部分もございますの
で、先ほど話をした派遣業や様々な企業様の寮・社宅としての役割に加えて、今回医療従事者
様専用応援プランを提供しました。本当にたくさんのお申込みをいただいています。
そういったニーズに対応することも当社の使命と考えているため、収支の問題もございます
が、引き続きこのプランについては進めさせて頂きたいと考えています。

Q6：

雑誌「建築技術」などの御社アパートの耐火性について、第三者から安全性の評価が出た後、

法人向けの手ごたえに変化ありますか。
蘆田：

施工不備問題発生後、取引の見合わせや取引条件に制約が入る法人様が少なからずございま
した。その中で、昨年 8 月に「建築技術」という権威ある雑誌に燃焼試験の結果が記載され、
法人様にその資料を用いて説明することで、安全性についてご理解いただき利用範囲の拡大
や利用再開に至ったケースが多数ございました。
今後も引き続き活用しながら法人様のご理解を深められるよう説明していきたいと考えてお
ります。

Q7：

サブリース保証賃料の見直しの今後のスケジュールを教えてください。

竹倉：

冒頭に社長の宮尾からご説明したように現状、賃貸マーケット賃料について大きな変化があ
る中で、私たちが行っているサブリース事業の原価となる賃料についても大きな動きがあり、
今見直ししている途中です。
昨年 12 月をはじめとして、全国のオーナー様に一般の家賃相場に適正化して合わさせていた
だきますと説明差し上げた後、開始しました。
12 月においては皆様に通知・連絡を差し上げることに時間を要し終わっていますが、1 月に入
ってから通知を差し上げた皆様に面談や WEB を通じて連絡し、事実上の適正化を進めていま
す。
特に 12 月 15 日にサブリース法案が制定されたので、法律を遵守し、きちんとした説明を差し
上げた上で、話を進めさせていただいております。

宮尾：

2018 年 4 月・5 月に屋根裏界壁の不備の発表し、翌年の 2019 年 2 月に発泡ウレタン・天井
の不備で、非常に大きな損失の計上もあり、社会的な信用を失墜させてしまいました。
その段階でオーナー様には今後 2 年間（2021 年 3 月）までは家賃の減額請求はしないと各オ
ーナー会等で説明してきた経緯があります。従って、今まで 2 年間は家賃据え置きで更新を
行ってきました。
12 月 15 日のサブリース新法で、オーナー様にお支払いする家賃はどうあるべきなのかとい
ったところについてもガイドライン等で説明もあり、サブリース会社の入居率とか業績では
なく、近隣家賃との比較検討で設定をするというガイドラインがあり、その旨を 12 月実施し
たオーナー会でご説明しはじめました。
各社年数は違うと思いますが、家賃の一定の固定期間を設けてその経過ごとに家賃の見直し
は当然どこの企業もやっているのだと思いますが、当社は 2 年間の見直し期間であってもこ
こ 2 年間は行っていませんでした。
12 月にスタートしたからといって 1 月分から変更しているとかではなく、先ほどご説明した
通り、今年度いっぱいの家賃については減額請求しないと言っているので、冒頭申し上げた通
り、来期の分からの家賃の見直しを適宜説明している状況です。
来期の分からなのに 12 月からスタートした意味は、家賃の見直しは、センシティブなところ
もあるし、オーナー様に家賃相場の状況等をご理解いただくうえでは、十分に資料を読む時
間、ご家族と検討する時間が必要と考えて設定したものです。
以上

