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2021 年 3 月期第 2 四半期 決算説明会  

開催日時：2020 年 11 月 13 日（金）17：00- 

 

2021 年 3 月期上期の総括 

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 月期上期の総括についてご報告します。 

 

新型コロナウイルス感染症の影響が当初予想よりも大きく、法人の異動抑制や入国制限による外国人利

用の減少により入居率が悪化、第 1 四半期に続き赤字決算となりました。しかしながら、主に人件費を

中心とした販管費の抑制により前年同期に比べ赤字幅を縮小することができました。また、上期中にホ

テル名古屋、国内の賃貸用不動産 17 棟、投資有価証券など総額 85 億円余りの資産売却を実施いたしま

した。 

 

当社はＩＴ技術を駆使して賃貸事業の運営省力化を図っておりますが、これは with コロナ対応としても

有効で、非対面で契約が完結する仕組みを導入しています。 

個人向けには、2 月 12 日より LeoLock 設置物件を対象に「来店不要の賃貸契約」を、9 月 1 日からは直

営全店で「WEB 契約」の受付を開始しておりましたが、10 月 27 日より、「WEB 接客」・「WEB 内見」

サービスを本格スタートしました。また、LeoLock 設置物件に限定していた「非対面での鍵の受け渡し」

ですが、今後は当社管理物件全てで可能となるため、WEB 契約とあわせ、来店せずにすべての手続きを

完結することが可能となります。※2020 年 10 月 27 日付ニュースリリースをご参照下さい。 

 

法人向けには、2015 年 1 月から法人向け電子契約サービス「Leo-sign（レオサイン）」を導入し、お見積

りの確認から契約締結にいたるまで、WEB 上で完結させることが可能になっています。コロナ禍におけ

るテレワークの普及により、電子契約に関するお客様ニーズの高まりを受け、Leo-sign の契約総数は増

加しています。※2020 年 11 月 5 日付ニュースリリースをご参照下さい。 

 

さて、入居率上昇のカギを握るのは法人契約です。繁忙期に向け、人員を賃貸営業にシフトさせることで

営業体制を整え、「継続取引先の法人様へのフォロー」「利用数が減少中の法人様の底上げ」「利用実績が

なくなった法人様の再アタック」の 3 つを柱に、対面式・非対面式の両面で営業活動を実施しておりま

す。 

その他、コロナ禍でのインターネットショッピングや置き配ニーズの高まりを受け、置き配バッグ

「OKIPPA」を当社管理物件の推奨宅配ボックス環境として採用するなど、当社が管理する 57 万室のア

パートという社会インフラを活用し、入居者サービスの向上だけでなく社会的課題の解決にも取り組ん

https://www.leopalace21.co.jp/news/2020/1027_3168.html
https://www.leopalace21.co.jp/news/2020/1105_3174.html
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でいます。※2020 年 10 月 12 日付ニュースリリースをご参照下さい。 

 

また、よくご質問いただく家賃原価の見直しについてですが、オーナー様との契約では、2 年毎に⼀括借

上げ賃料の適正性を検証することとしております。まずはご所有物件の賃料・建物状況など現在の状況

についてオーナー様にご報告し、必要に応じて、近隣相場や経済情勢等の変動を加味した賃料見直しを

ご相談ご提案してまいります。この 12 月 15 日には所謂サブリース新法が施行されますので、この新法

は無論のこと、各種法令やオーナー様との契約に沿った家賃適正化を進めてまいります。 

 

9 月 30 日にフォートレスグループから約 570 億円の資金調達について公表しました。内訳は、第三者割

当による新株発行 120 億円、新株予約権付ローン 300 億円、子会社レオパレス・パワーの優先株発行 150

億円であり、11 月 2 日にすべての払い込みが完了し、現時点でフォートレスグループによる持ち株比率

は 25％強となっています。複数のスポンサー候補から提示された提案内容を慎重に検討した結果、株の

希薄化を最小限に抑えつつ、債務超過の解消と財務体質改善が実現可能であったこと、並びに、資金調達

の総額・タイミング・蓋然性の観点からフォートレスグループの提案が最善と判断したものです。調達し

た資金は施工不備への対応と借入金返済・社債償還へ充当いたします。 

 

施工不備対応について、明らかな不備が判定された物件に対する戸数ベースでの工事完了率は 10 月末時

点で 21.2％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。空室数を 2 万戸減少させることは、入居率換算で 3.5％に相当します。 

業績回復に注力することから、2020 年 7 月以降の施工規模・施工体制を⼀旦縮小せざるを得ない状況と

なっていますが、施工不備問題の解決を当社の重要課題と位置付ける方針に変わりはありません。 

今後は、体制を整えながら、フォートレスグループからの資金を活用し、着実に問題解決に向けて取り組

みを進めることで信頼回復を図ってまいります。 

 

最後に、今期通期の業績見通しですが、6 月に公表した通期業績見通しの変更はしておりません。法人需

要の取り込みにより入居率を回復させて売上増加を図ると同時に、希望退職による人件費の削減やその

他固定費の抑制により、収益改善を図ります。 

なお、現在フォートレスグループと、施工不備の改修や入居率改善等について施策の協議や計画策定を

進めているところです。今後、必要に応じて公表させていただきます。 

 

引き続き事業環境は厳しい状況ですが、業績の回復、ならびに株主様、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。 

 

2021 年 3 月期上期の決算概要 

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。10 月より経営企画部長に就任しました

竹倉でございます。私からは 2021 年 3 月期上期の決算概要についてご報告します。 

お手元にプレゼンテーション資料をご準備ください。 

 

https://www.leopalace21.co.jp/news/2020/1012_3161.html
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まずは 7 ページをご覧ください。 

施工不備物件の改修工事の進捗状況についてご説明させていただきます。 

10 月末現在、全棟数 39,085 棟の 34.9％にあたる 13,624 棟で明らかな不備が見つかっています。13,624

棟を戸数に直すと 216,269 戸であり、その中から不備のない戸数を除いたものが「要改修等」の 195,234

戸です。この「要改修等」はすべてが改修対象ではなく、入居中等の理由により未調査の住戸が含まれて

おります。10 月末時点で要改修等を分母とした改修完了率は 21.2％です。 

 

改修工事費用については、9 月末時点で 519 億円の「補修工事関連損失引当金」を取り崩して対応してい

ますが、⼀部工具や資材費については、第 2 四半期累計期間で 17 億円を「補修工事関連損失」として特

別損失に計上いたしました。 

また、耐火性能については燃焼実験を行い、軽微な不備のある物件についての耐火性能の詳細が、専門雑

誌である「建築技術」9 月号に掲載されました。 

 

続いて 8 ぺージをご覧ください。 

再発防止策についてですが、昨年 8 月に公表した 50 項目の施策のうち、30 項目が完了。16 項目が実施

中であり、それぞれ詳細は 9～11 ページに記載していますのでお時間ある際にご確認いただければと思

います。 

 

続いて今上期の決算概要になります。まずは 13 ページをご覧ください。 

今上期の決算は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、主に法人取引先様の研修、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  2,086 億円、前期比マイナス 128 億円、計画比マイナス 49 億円 

売上総利益 139 億円、前期比プラス 5 億円、計画比マイナス 34 億円 

販管費  266 億円、前期比マイナス 39 億円、計画比マイナス 13 億円 

営業損失 126 億円、前期比 45 億円の改善、計画比マイナス 20 億円 

純損失  175 億円、前期比 68 億円の改善、計画比マイナス 38 億円 

となりました。 

 

売上総利益以下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ているためです。 

また特別利益および特別損失の主な内訳は、 

上期に実施した投資有価証券や国内賃貸用不動産の売却等による特別利益 42 億円の⼀方で、ホテル名古

屋の売却等に伴う減損損失 37 億円、補修工事関連損失 17 億円、希望退職の実施に伴う退職特別加算金

24 億円等の特別損失 84 億円を計上し、結果 175 億円の当期純損失となりました。 

 

続きまして 14 ページをご覧ください。セグメント別の業績です。 

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 1,997 億円（前期比マイナス 111 億円、計画比マイナス 48 億円）となりました。空室損失引当金
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の戻入れが想定以上に発生した結果、売上総利益は 139 億円と前期比プラス 7 億円の（粗利率 7％）と

なり、営業損失は 71 億円と前期比プラス 74 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デイサービス・ショートステイの利用に多少影響が出

たものの、売上高 72 億円で前期比マイナス 5 千万円、計画比プラス 4 千万円。営業損失は 2 億円となっ

ていますが、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、国内ホテルの売却によ

り事業規模が縮小したことや、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 16 億円（前期比マイナス 16 億円、計画比マイナス 1 億円）営業損失 6 億円（前

期比 5 億円の悪化、計画比プラス 1 億円）となっています。 

国内ホテルは 9 月末のホテル名古屋の売却をもって全て撤退、グアムリゾート事業についても早期撤退

に向け売却へ進めます。 

 

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。16 ページをご覧ください。 

過去 3 期の入居率推移および今期の入居率計画と実績を記載しています。第 1 四半期の時点では計画比

プラスで推移していましたが、7 月以降計画比マイナスが続いており、9 月末時点での入居率は 78.09％

でした。 

エリア別でみると、58 ページに記載の通り、9 月末現在で首都圏が前期比マイナス 4 ポイント、北関東

が同マイナス 3 ポイント、中部が同マイナス 3 ポイント、と家賃相場が比較的高く平時では入居率がよ

かったエリアでの落ち込みが目立ちます。4～9 月の期中平均入居率は 79.26％で、前年同期比マイナス

1.85 ポイントでした。 

 

少しページが進みますが、35 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。 

ご覧の通り 9 月末現在での法人利用室数は、251,468 室（前年同月比 12,354 室、4.7％減少）です。業種

別でみると、サービス業がマイナス 10％、派遣・業務請負がマイナス 8.2％と減少が大きく、ほぼ全業種

でまんべんなく需要が減退しています。そのような中でも建設業は前期比プラス 4.5％と堅調です。法人

営業部では期末にかけて、コロナ禍でも好調な業種に焦点を当て、営業活動を強化しています。 

 

続きまして 36 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。 

9 月末時点では、外国籍の個人入居者数は、20,633 戸（前期比プラス 1.1％）にとどまりました。3 月末

までは右肩上がりで好調に契約件数を伸ばしていたものの、こちらも新型コロナウイルス感染症拡大の

影響で契約件数が伸び悩んでいます。 

法人入居者の中で想定される外国籍入居者の数は 9 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。 

 

続いて 37 ページをご覧ください。 
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賃貸店舗数の推移についてですが、店舗展開の合理化を進め、直営店は 10 月末現在で国内 134 店舗、海

外 7 店舗の合計 141 店舗になります。昨年の 10 月より 48 店舗削減しました。冒頭、社長の宮尾よりご

説明した通り、今後 WEB 契約に切り替えていくことでさらに効率化を進め、固定費を削減しながら契約

件数を増加させます。 

 

38 ページをご覧ください。 

賃貸事業の WEB 施策をまとめていますが、左側が個人向けの賃貸 WEB 契約です。前期の 6 月に開始し

て以来、今期の 9 月末までの累計で 1,080 件の実績です。今後 1 年間で 20,000 件の契約を目指します。 

右側上部が法人向け電子契約サービス「レオサイン」についてです。今期上期の全法人契約のうち、28.9％

に採用されています。アフターコロナ時代のオンライン業務、ペーパーレスのニーズの高まりにもマッ

チしたサービスであり、これらの施策によりコロナ禍で対面営業が難しいお客様とも契約ができる体制

を整えています。 

 

39、40、41 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。 

今期末の入居率計画は 86.52％ですが、賃貸営業に人員をシフトさせて営業体制を強化し、入居需要の高

いエリアを優先して施工不備物件の募集再開を進めることで、期末入居率を達成させたいと考えます。 

 

続いて 44 ページをご覧ください。 

開発事業は今期より賃貸セグメントに移行し、従来のオーナー様との関係維持については賃貸事業部傘

下のウェルスマネジメント部にて既存のオーナー様フォローを行っています。今まではアパート建築需

要のあるエリアにのみ支店を配置していましたが、ウェルスマネジメント支店は 10 月末現在、全国に 65

支店展開し、三大都市圏だけでなく地方都市のオーナー様に対してもきめ細かなフォロー活動を行って

います。 

 

続いてシルバー事業にうつります。48 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、先ほどお伝えし

た通り、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 6 ポイント、マイナス 5.5 ポイントとなり、結果、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 2.1 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、継続的なオペレーション改善による収益改善を図ります。 

 

49 ページをご覧ください。 

その他事業のうち、国内ホテル事業、グアムリゾート事業の概況です。 

国内ホテル事業は前期、札幌、仙台、福岡の 3 ホテルを売却した影響で売上、利益ともに前期比大きくマ

イナスです。今期はホテル名古屋のみ運営していましたが、新型コロナウイルス感染症の影響で稼働率

も低迷しておりました。ホテル名古屋も 9 月末に売却が完了し、国内ホテル事業からは完全撤退しまし

た。グアムリゾート事業も新型コロナウイルス感染症の影響を受け、上期の平均稼働率は 40.8％（前期

比マイナス 11.5 ポイント）と低迷しています。新型コロナウイルス感染症の世界的な感染状況及びその
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影響を見極めつつ、早期に譲渡の方針に変更ありません。 

 

続いて 50 ページでは国際事業についてご説明しています。 

9 月末現在で ASEAN 諸国に 15 か所拠点を設けて海外事業を展開しており、タイ、ベトナム、カンボジ

ア、ミャンマーにてサービスアパートメント計 4 棟 203 室、フィリピン、ミャンマー、韓国、ベトナム

にサービスオフィス計 5 拠点、164 室を運営していますが、いずれも当社保有物件は売却する予定で、国

際事業についても早期撤退の方針です。 

 

続いて販管費および財務の推移についてご説明します。 

少し戻りますが、18 ページをご覧ください。 

右側のグラフが、今上期と前上期を比較したグラフになりますが、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 39 億円の削減となりました。 

第 3 四半期以降は、繁忙期に備えて販売手数料は前期比プラスで計画しておりますが、上期に実施した

希望退職の募集効果も表れ、人件費とともに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。バランスシートについてご説明します。 

9 月末時点では 171 億円の債務超過となっていますが、9 月 30 日にフォートレスグループからの約 570

億円資金調達について発表し、11 月 2 日付で払い込み手続きが完了いたしました。結果、現時点での当

社の発行済株式総数は、3 億 2938 万株、資本金は 812 億 82 百万円 となっています。 

3 月末と比較して 9 月末の総資産は 1,533 億円と 436 億円の減少となりました。現預金の減少 264 億円、

仕掛販売用不動産の減少 22 億円、有価証券の売却により有価証券および投資有価証券が 18 億円減少、

賃貸用不動産の売却や減損損失の計上により、土地・建物が 81 億円減少したことが主たる要因です。 

負債勘定は 3 月末比 248 億円減少の 1,704 億円となりました。主として、長短の前受金 57 億円、有利子

負債 53 億円、補修工事関連損失引当金が 42 億円、空室損失引当金が 37 億円、それぞれ減少したことに

よるものです。 

純資産は、先ほどお伝えした通り、171 億円の債務超過となりましたが、これは純損失 175 億円の計上

が主たる要因です。なお、自己資本比率は 3 月末比 12 ポイント下落し、マイナス 11.3％となりました。 

 

20 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 279 億円の支出となりました。主として、税前当期純損失が 170 億円、減価償

却費 52 億円、減損損失 37 億円、補修工事関連損失 17 億円。加えて、空室損失引当金の減少 37 億円、

仕入債務の減少 52 億円、前受金の減少 57 億円、補修工事関連支払額 56 億円によるものです。 

「投資活動による CF」は 67 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 13 億円あった⼀方で、投資有価証券の売却

による収入が 46 億円、固定資産の売却による収入が 39 億円あったことによるものです。 

「財務活動による CF」は、52 億円の支出となりましたがこれは、社債償還 15 億円を加えた有利子負債

の返済によるものです。 
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最後となりますが、65 ページ、株主構成をご覧ください。 

2 年前には 50％を超えていた外国法人等のシェアが大きく下落し、9 月末現在で 16.7％となっています。

国内機関投資家と推測される信託銀行勘定は 9.9％。加えて、レノグループ等の保有により事業法人・そ

の他の法人が 34.9％であり、機関投資家シェアは 3 つの合計で 61.5％です。 

直近では第三者割当による新株式の発行により、フォートレスグループによる実質保有が 25％強となる

⼀方で、大量保有報告にも出ています通り、レノグループによる保有が徐々に減少しており、株主構成が

変化しています。 

 

以上、簡単ではございますが、上期決算の報告を終了させていただきます。 

 

目下、非常に厳しい経営環境ではございますが、管理戸数57万戸という社会インフラをしっかりと守り、

施工不備問題を克服し、中長期的にお客様をはじめとしたステークホルダーの皆様のお役に立てる企業

を目指してまいります。 

 

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： 会社計画について上期実績は大幅に下振れも、通期計画を修正しなかった理由。 

竹倉： 通期計画については、非常に厳しい状況ではありますが、来期を見据えても期末の入居率の達成

は必須であるため、現時点で計画の変更はしておりません。賃貸営業を強化すべく人員も賃貸営

業へシフトし、また法人営業についてもドラッグストア等コロナ禍の中でも好調である業種を

中心に当社物件を利用いただいている企業様へのフォローを行っております。また、利用実績が

なくなった法人様への再アプローチも開始し、営業活動を徹底しております。 

 

Q2：   月次データを見ると計画を下回り入居率が低下している。その要因と今後の見通し。 

竹倉： 現在 2％程入居率が下振れしておりますが主な要因は 2 点です。第⼀の要因としては、コロナ禍

の影響で新入社員の研修・異動等、通常毎年ニーズがある部分を獲得できなかったこと。第二の

要因としては、新型コロナウイルス感染症の影響で外国人の入国が制限されたこと。3 月までは

右肩上がりで伸びていたが新型コロナウイルス感染症の影響で外国人入居率が低下しました。 

今後については、法人様に対する営業展開の変更、外国人入居者については、短期的ではありま

すがビジネストラック及びレジデンストラックの入居情報が入ってきているので、それに対応

し、最終入居率を上げて行こうと考えております。 

宮尾： 当社の物件はファミリータイプではなく、家具家電付ワンルームに特化しております。その為、

お客様の入居期間がファミリータイプに比べると比較的短いのが特徴で、法人契約では 2年弱、

個人契約で 2 年強と平均して 2 年くらいの入居期間となっています。また当社の場合、お客様

はストックベースで 6 割が法人企業様のご利用となっているのが他の大手競合先との差別化に

なっており、3 月の段階で法人需要を獲得できるかが 1 年間を占う上で大きなスタートとなり

ますが、今年はコロナ禍で 3 月の契約が結果的に伸びませんでした。異動の抑制・研修利用が
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なくなったところが大きな影響であったと考えます。また、当社は外国人向けの利用も近年伸び

ていましたが、今年は、入国制限がなかなか解けない中で苦戦している状況ではありますが、今

後、法人企業様は新入社員あるいは外国人材の採用意欲が高いので、企業向けの営業活動を推進

していきます。 

 

Q3：  フォートレスとの提携では資本増強に加え、事業上のシナジーはありますか？ソフトバンクグル

ープの出資先を含め、賃貸住宅や不動産関連ビジネスをやっているかと思いますが、なにか期待

できますか？ 

竹倉： フォートレス社との事業シナジーについては、11 月 2 日に払込みが行われた後、既に打合せを

開始しております。賃貸分野では、フォートレス傘下であるビレッジハウスが全国 10 万世帯以

上の賃貸運営をされていますが、そちらの営業の方の入居促進のノウハウを検討したり、また、

ビレッジハウスでは多くの住宅の修繕を行っており、リフォームの技術、合理化のノウハウとい

うものを当社の施工不備問題においても取り入れて、今まで以上に速いスピードかつコストを

下げ改修工事を進めていきたいと考えております。 

 

Q4：  コロナ禍で賃貸住宅の需要に変化はありますか。御社の補修・募集等の要因以外でリーマンショ

ック時のような派遣社員のリストラ等の影響はありますか。外食等も厳しい印象ですが。 

竹倉： プレゼンテーション資料 35 ページをご覧ください。特に派遣及び外食産業全般において、影響

があり大きく数字を落としてしまいました。しかしながら、建設業を中心に利用数が増えてお

り、使い勝手の良い寮・社宅として、提供させていただいている状況です。⼀番の要因としては、

コロナ禍の中で入社式の延期等企業活動の期ズレが生じたこと、技能資格を持った外国人の方

に部屋を利用いただいていましたが、この半年間については全てが止まってしまったという状

況です。この 2 点が入居率の低下を招いた要因だったと考えています。 

 

Q5： 法人需要の手ごたえは。 

竹倉： 4-6 月については、通年行われていた研修・入社に伴う異動がほどなくなってしまったことで、

需要がなくなってしまいました。8 月後半から法人需要については、手ごたえを感じるようにな

りました。建築技術という冊子に、当社物件の軽微な状況について専門の第三者機関の評価が記

載されたことで、その状況を踏まえた上で利用が促進されたり、9 月は、法人契約数の伸びは前

月比 15.4％プラスと数字が回復しました。まだマーケットが動いていない部分はありますが、

当社の利便性を買っていただいているところがあり、引き続き営業活動を行い、利用を続けてい

ただけるようにしたいと考えております。 

 

Q6： グアムのホテルで買い手が出る可能性はありますか？ 

竹倉： ご存じの通り、アジアをはじめとしてコロナ禍で⼀色になっており、コロナが落ち着いた後、売

却したいと考えています。 

宮尾： グアムは未だにロックダウン状態が続いており、観光客は 3 月末から入れていません。ツアー

会社のツアーは11月まですべてキャンセルの状況で年末に観光客が行けるかどうかという状況
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です。買い手の希望者がいても物件を見ることができないため、そのステージではないと考えて

おります。ただ、グアムの売却について公式に発表したのは初めてのことで、売る意思があるこ

とが伝わっていると思うので中期的に進めていきたいと考えております。 

 

Q7：  フォートレスからの資金調達により短期的には債務超過は免れた。しかしながら、中期的には収

益が回復してもフォートレスへの高額な利払いで当期利益はむしろ伸びない可能性もある。それ

であれば、⼀時的に債務超過となっても、独力で収益改善を目指した方が中期的にはベターでは

なかったのか。 

宮尾： ご質問の背景として、予約権付ローンの金利負担が大きくあることが前提だと思います。それは

事実ですが、⼀方で、前期の決算で債務超過ギリギリと発表した際、法人様の反応が多く、その

他の取引先からも不安の声が多くありました。1Q 決算発表の直前に 100 億円強の債務超過とい

う報道がでた段階でも問い合わせが多く、残念ながら⼀時的に債務超過になっても収益改善を

目指した方がということはその段階ではとれる判断ではございませんでした。逆に、連結債務超

過が今は解消になり、施工不備の対応ができるような資金確保ができたという面で企業様含め

て評価を頂いているところでございます。 

 

Q8： フォートレスからの資金調達により改修工事ペースが加速し、それが入居率にプラスに作用する

のはいつ頃か。これらのスケジュール感を教えてほしい。 

蘆田： 8 月末に公表した年内の改修計画に沿って改修工事を進めております。年明け以降の計画につい

ては、年内を目途に公表する予定です。具体的なスケジュールは、現段階でお示しできませんが、

この繁忙期に合わせてニーズが高いエリアを優先的に募集再開できるように進めております。 

 

 

以上 


