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会 社 名 株式会社レオパレス21

本 社 東京都中野区本町ニ丁目54番11号
TEL. 03-5350-0001（代）

代 表 取 締 役 社 長 深山　英世
設 立 1973年8月17日
資 本 金 628億6,736万円
上 場 市 場 東京証券取引所　市場第一部

事 業 内 容 アパート・マンション・住宅等の建築・賃貸管理及び販売、リゾート施設
の開発・運営、ホテル事業、ブロードバンド通信事業、介護事業 他

従 業 員 連結6,627名　単体5,714名

関 係 会 社

（株）レオパレス・リーシング
プラザ賃貸管理保証（株）
あすか少額短期保険（株）※2013年10月1日付で商号変更しております。

（株）レオパレストラベル
（株）レオパレス・スマイル
LEOPALACE GUAM CORPORATION
レオパレス21 ビジネスコンサルティング（上海）有限公司

（株）レオパレス・パワー
ウリレオPMC（株） 事 業 年 度 4月1日～翌年3月31日まで

期末配当金受領株主確定日 3月31日
中間配当金受領株主確定日 9月30日
定 時 株 主 総 会 毎年6月
株主名簿管理人・特別口座の
口 座 管 理 機 関 三菱UFJ信託銀行株式会社

同 連 絡 先

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
〒137-8081
東京都江東区東砂七丁目10番11号
TEL.0120-232-711（通話料無料）

上 場 証 券 取 引 所 東京証券取引所

公 告 方 法

電子公告により、当社ホームページに掲載します。
http://www.leopalace21.co.jp/ir/
ただし、事故その他やむを得ない事由によって、電子公
告による公告をすることができない場合は、日本経済
新聞に掲載します。

◦会社概要（2013年9月30日現在）

◦株主メモ

ご 注 意

株式会社レオパレス21
〒164-8622　東京都中野区本町ニ丁目54番11号
TEL.03-5350-0001（代）　FAX.03-5350-0058

特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱
UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座
管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問い合わせください。
なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店でもお取次ぎいたします。

代 表 取 締 役 深 山  英 世
取 締 役 深 山  忠 広
取 締 役 関 谷  　 譲
取 締 役 田 尻  和 人
取 締 役 三 池  嘉 一
取 締 役 木 村  　 鋼
取 締 役 原 田  博 行
取 締 役（ 社 外 ） 田 矢  徹 司

常 勤 監 査 役 岩 壁  真 澄
常 勤 監 査 役 山 田  睦 裕
監 査 役（ 社 外 ） 藤 原  浩 一
監 査 役（ 社 外 ） 中 村  正 彦

◦役員（2013年9月30日現在）

株式数別
分布状況

外国法人等 事業法人・
その他の法人

個人・その他金融機関
  19.99%（43,459千株）

  1.72% （3,739千株）   2.10% （4,569千株）

19.82% （43,110千株）

  48.56%（105,591千株）
  7.81% （16,974千株）

金融商品取引業者 自己名義株式

発 行 可 能 株 式 総 数 500,000,000株
自 己 株 式 数 4,569,120株
発 行 済 株 式 の 総 数 217,443,915株
株 主 数 31,504名

◦株式の状況（2013年9月30日現在）

株主名 株数（株） 持株比率
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 21,310,000 9.80％ 
ゴールドマンサックスインターナショナル 18,671,604 8.59％ 
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーレギュラーアカウント 12,349,700 5.68％ 
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 12,004,400 5.52％ 
株式会社LIXILリアルティ 10,500,000 4.83％ 
ノーザントラストカンパニーエイブイエフシーリフィデリティファンズ 9,413,200 4.33％ 
MSCO CUSTOMER SECURITIES 6,727,895 3.09％ 
レオパレス21取引先持株会 5,981,300 2.75％ 
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 4,824,000 2.22％ 
株式会社レオパレス21 4,569,120 2.10％ 

◦大株主

◦株式分布状況
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当中間期の概況について≫≫≫

景気の回復の兆しがあるものの予断を許さない
経営環境の中、期初の計画を上回りました。

　当社グループでは、中期経営計画「Creating Future」
に掲げた「賃貸事業と請負事業の収益バランスを取った安
定的な収益体制の確立」を基本方針とし、2年目である当期
を「新たな成長ステージへの挑戦」と位置づけ、初年度に
築き上げた土台を元に、各事業において収益の最大化に向
けた施策を展開しております。
　賃貸事業では、業種に偏りのない法人営業の推進や、積極
的な住み替え提案による退室抑制、「お部屋カスタマイズ」
の充実、「セキュリティシステム」の拡大などにより、安定
した入居率の確保ならびに長期入居促進を図った結果、期中
平均入居率は83.72％（前年同期比1.19ポイント増）となり
ました。さらに支払家賃の適正化や物件管理業務の定期的な
見直しなど、コスト削減にも継続的に取り組んでおります。

　建築請負事業にお
いては、賃貸事業の
収益性向上を優先す
るため、3大都市圏
を中心に高い入居需
要が見込まれる地域
に特化した受注活動
を行うとともに、太
陽光発電システムの
設置工事や、介護・
商業施設などアパート以外の建築請負を推進しました。さ
らに、遮音性能が大幅に向上するノンサウンドシステムを
標準仕様にするなど、商品力の強化に取り組みました。
　これらの結果、当中間期の連結売上高は2,316億73百万
円（前年同期比5.3％増）、営業利益は53億69百万円（前
年同期比183.0%増）、純利益は39億21百万円（前年同期
は純損失22億58百万円）と増収増益を達成するとともに、
中間期としては5期ぶりに純利益ベースにおいても黒字化と
なりました。

　株主の皆様におかれましては、平素より当社の経営に温かいご支援を
賜り誠にありがたく厚くお礼申し上げます。「第41期中間報告書」をお
届けするにあたり、ひと言ご挨拶申し上げます。

　当社グループでは、新たなチャレンジを通じて未来を作っていくこと
を指針とした中期経営計画「Creating Future」を基本戦略に事業を展開しております。
その2年目となる当期を「新たな成長ステージへの挑戦」と位置づけ、賃貸事業、建築
請負事業をはじめ各事業において収益の最大化に注力してまいりました。その結果、売
上、営業利益ともに計画を達成し、純利益ベースで、中間期としては5期ぶりに黒字化
を果たしましたことを、まずはご報告させていただきます。

　今後は、各事業における基本方針を着実に進め、コア事業である賃貸事業、建築請負
事業の収益の最大化をさらに進めるとともに、海外での事業展開や、太陽光発電事業な
ど、ストックビジネスを活かした新規事業の成長もはかり、通期目標および中期経営計
画の達成を目指してまいります。

　株主の皆様には、引き続きご厚情を賜りますよう、お願い申し上げます。

中期経営計画「Creating Future」を
着実に進捗し、新しい価値を創造してまいります。

売 上 高

231,673百万円

前年同期比　5.3％増

営 業 利 益

5,369百万円

前年同期比　183.0％増

Message from the President

株式会社レオパレス21　代表取締役社長

深 山  英 世

ごあいさつ

中期経営計画「Creating Future」の基本方針に則り、事業を展開しております。
ここでは、当中間期の概況、および、今後の展望についてご報告申し上げます。
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通期の見通しについて≫≫≫

基本事業方針を着実に進め、
計画の達成を目指します。

　当社グループのコア事業である、賃貸事業および建築請
負事業におきましては、下期、特に第4四半期に売上が集中
する季節性を持っております。そのため、当中間期におい
て計画を上回る結果を実現したことで、通期計画の達成に
向けて確かな手応えを感じております。
　さらに、賃貸事業、建築請負事業で獲得したストックビ
ジネスでの事業資産を活用した新たな事業にも積極的に取
り組み、将来の成長も視野に入れた拡大を進めております。
　まず、太陽光発電事業では、オーナー様による太陽光発
電システムの設置に加え、当社の管理物件の屋根を活用し、
事業法人やSPC、当社子会社などさまざまな発電主体に対
応するスキームを検討・実施するほか、遊休地を活用した
メガソーラーを設計施工するなど、早期の事業化に向けて
取り組んでおります。
　また、当社の賃貸物件や賃貸管理のノウハウを活用し、
韓国での賃貸管理業への進出をはじめ、日本への留学生向
け物件の斡旋、日本国内企業の現地赴任者の住居、事業所
ニーズに対する賃貸物件の仲介、情報提供、コンサルティ
ングなどを行う拠点を中国、韓国、台湾に加え、タイ（バ
ンコク）、ベトナム（ホーチミン）に拡大するなど、海外事
業も積極的に展開しております。

　以上のような状況のもと、通期の計画は連結売上高4,674
億円（前期比2.9%増）、営業利益141億円（前期比90.2%
増）、経常利益122億円（前期比10.0%増）と増収増益を見
込んでおりますが、前期は為替差益および法人税等調整額
の計上があったことから、当期純利益は前期比17.5%減少
の110億円と予想しております。

　株主の皆様におかれましては、今後とも当社グループの
経営へのご理解、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

2013年12月　代表取締役社長　深山 英世

Message from the President

● 新中期経営計画「Creating Future」 （単位：億円）

2013/3期 2014/3期 2015/3期
計画計画 実績 中間実績 計画

売上高 4,639 4,542 2,316 4,674 4,765
営業利益 80 74 53 141 169
当期純利益 55 133 39 110 135

純資産 428 581 663 580 765
自己資本比率（％） 17.0 22.2 27.0 23.1 29.5

営業キャッシュ・フロー 24 60 △63 120 133

ROE（％） 14.3 29.0 6.3 21.8 20.0
EPS（円） 29.2 74.5 18.5 54.2 62.4
ROA（％） 2.2 5.1 1.5 4.4 5.2

総受注高 768 730 468 801 789

期中平均入居率（％） 83.0 82.9 83.7 85.0 85.8

●売上高（億円） ●営業利益（億円） ●自己資本比率（％）

17.0
（計画）

29.5
（計画）

4,674
（計画）4,542

（実績） 141
（計画）

22.2
（実績）

27.0
（中間実績）

23.1
（計画）74

（実績）

53
（中間実績）

2,316
（中間実績）

4,639
（計画）

4,765
（計画）

80
（計画）

169
（計画）

13/3 14/3 15/3 13/3 14/3 15/3 13/3 14/3 15/3

新中期経営計画『Creating Future』進捗状況
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パートナーズ店 国内直営店
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■ 直営店・パートナーズ店展開
　当社における賃貸物件の販売拠点として、直営店とフランチャ
イズであるレオパレスパートナーズ店の2つを展開しております。
　2013年9月末での店舗網は、海外拠点8店舗と合わせ直営店
184店舗（前年同期比2店舗増加）、パートナーズ店172店舗（前
年同期比20店舗減少）の合計356店舗（前年同期比18店舗減少）
となりました。
　直営店は春日部店（埼玉県）、中野店（東京都）を新規に開設
いたしました。
　パートナーズ店舗につきましては、営業力・サービス力をさら
に高め契約数の向上を図るため、研修・指導を強化し質の向上を
進めております。
　今後は、店舗数の増加による販売機会の向上のため、海外拠点
を含めた直営店と、営業品質を維持したパートナーズ店を拡充し、
400店舗体制の構築を目指してまいります。

　お部屋カスタマイズを活用した自分らしい部屋を提案し、さらに物件の価値
向上を図るキャンペーン、「わたしのいろ」「ふしぎのへや」を展開しています。
　お部屋カスタマイズで選べる壁紙を活用した、素敵なお部屋演出の提案で、
住む人の気持ちに訴えるプロモーションを進めていきます。
　また、オンライン・ショップでは、カラーコーディネートされた、インテリ
アや家電などを販売。多様化する入居者の方のニーズに合わせた商品をライン
ナップしていきます。

■一般公募による新キャラクター「レオパリス」君がデビュー
　レオパレス21のアパート誕生30周年を記念して開催されたキャラクターデザインコン
テストで最優秀賞を獲得した「レオパリス」君が公式キャラクターとしてデビューしまし
た。 これから、キャンペーンやホームページで活躍していきます。
公式HP：http://www.leopalace21.com/special/leopalis/

店舗体制の拡充
400店舗体制を目指す

パートナーズ店
研修・指導による

営業力向上

直営店・パートナーズ店の推移

期中平均入居率

賃貸
事業

●100種類以上の壁紙の中から無料で選べます。●石こうボード対応のピンタイプの棚が取り付
けられます。●画びょうを刺してもOK! ●テープやウォールステッカーの貼り付けもできます。
●ペンキやマジックでペイントしてもOK！

レオパレス21の“お部屋カスタマイズ”は入居時に無料で
1面お好きな壁紙に変えられるサービスです。売上高

2012 年
3月期

中間

通期

（単位：億円） （単位：億円）

1,841

3,803

1,915

3,835

1,918

3,890
（予想）

150
（予想）

△22

52
41

86

62

中間

通期

2013 年
3月期

2014 年
3月期

営業利益

2012 年
3月期

2013年
3月期

2014 年
3月期

80.08

（期中平均入居率  単位：％）

70

80

90

100

12/311/3

82.94

13/3

83.72

14/9

81.16

■ お部屋カスタマイズ活用提案キャンペーン

「わたしのいろ」「ふしぎのへや」
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木質系賃貸住宅で気になる上下階からの生活騒音の低減を実現 !!

重量衝撃遮断性能

LH-55
以上

LH-60 以上

LH-65 以上

ノンサウンドフロア
標準仕様

ノンサウンドフロア
標準仕様

ノンサウンドフロア
V- 仕様 等級 4

等級 3

等級 2

LH-65 以上 等級 1

標準仕様１ランクUP

現状ランク

一般的な木造

軽量衝撃遮断性能

LL-40
以上

LL-45 以上

LL-50 以上

ノンサウンドフロア
標準仕様

ノンサウンドフロア
標準仕様

等級超

等級５

等級 4
LL-55 以上 LL-60 以上 等級 2等級 3

標準仕様１ランクUP

現状ランク

その他 等級 1一般的な木造

ノンサウンドフロア
V- 仕様

遮音フローリング

合板
石こうボード

床補強材

床梁

ALC版

石こうボード

石こうボード
木製天井野縁

木製吊木受け

グラスウール

オリジナルせん断型防振吊木

建築請負
事業 売上高
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中間
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（単位：億円） （単位：億円）
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営業利益
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3月期

2013年
3月期

2014 年
3月期

　当社では、2013年4月の発表よりさらにグレードアップし木質系賃貸住
宅の業界最高水準となる遮音床「ノンサウンドフロア-V」を新たに発表いた
しました。また、2013年9月13日より、同様にグレードアップした「ノン
サウンドフロア」をすべての木質系賃貸住宅のアパートに標準仕様として採
用いたします。 昨年より実施している「高遮音界壁」・「遮音配水管」の採
用とともに、「ノンサウンドシステム」として、アパート商品の防音性能の
向上を、高いレベルで実現します。

　「Smaio（スマイオ）」は、自宅と賃貸住宅を組み合わせて設計する賃貸併用
住宅です。自宅部分の間取りを自由に考えて設計することはもちろん、｢わが
ママな家｣や「広がる家」、「片づく家」など7つのコンセプトモデルから好き
なテーマを選ぶことも可能です。鉄骨造の「Smaio」と、木造の「Smaio-W」
があり、それぞれ賃貸部分は、女性目線の造り付け家具を標準装備した

「Arma-L（アルマーレ）」と、賃貸住宅として求められるスペックを網羅した
「PROFEED（プロフィード）」の2つのラインナップを取り揃えています。

　｢Arma-L tri-EL（ アルマーレ・トライ-エル）｣は 当 社 の 主 力 商 品 で あ る
｢DUAL-L（デュアル・エル）｣・｢Arma-L（アルマーレ）｣の商品特長を融合さ
せて開発いたしました。
　｢壁面収納｣・｢対面カウンターキッチン｣・｢大型ミラー付き洗面台型パウ
ダースペース｣など、｢女性目線による設計思想｣をキーポイントに取り入れ
た｢Arma-L｣に、3つのロフトを配して“1LDK”に匹敵する贅沢な空間を
確保し、改良・進化させた商品です。
　さらに、｢ノンサウンドシステム｣を採用。床・壁・排水
のすべてにおいて遮音対策に力を入れ、より女性の住みや
すさを提供しております。

快適な住まいを実現する遮音性能。木質系賃貸住宅のアパートの標準仕様として

「ノンサウンドフロア」を採用。

「日本の住まいを新しく、快適に」
自由設計による自宅と賃貸を組み合わせた賃貸併用住宅

「Smaio（スマイオ）」「Smaio–W」販売開始

主力商品｢Arma-L｣･｢DUAL-L｣の商品特長を融合
3つのロフトで１LDKに匹敵する空間を確保した、女性向け商品

「Arma-L tri-EL（アルマーレ・トライ-エル）」
■ 高遮音床・ノンサウンドフロア（標準仕様）
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シルバー
事業 各種サービス稼働率 （単位：%）

デイサービス稼働率 ショートステイ稼働率
有料老人ホーム等稼働率売上高

2012 年
3月期

中間

通期

（単位：百万円）

4,345

8,845

4,732

9,482

5,050

9,400
（予想）

2013 年
3月期

2014 年
3月期

2013 年
3月期

2012年
3月期

2011年
3月期

2014 年
3月期
（予想）

2013 年
9月期

94.0

65.4

56.1

96.6

76.2

63.0

96.2

86.3

69.5

98.5

93.1

73.6

96.7

89.1

68.4

入居型施設 有料老人ホーム グループホーム

滞在型施設 ショートステイ デイサービス

介護関連サービス
居宅介護支援 訪問介護

訪問入浴

ホテル
リゾート

事業 グアム・国内ホテル稼働率（年平均） （単位：%）

レオパレスリゾートグアム・ウェスティンリゾートグアムは12月決算のため、1月～12月（中間期は1月～6月）の集計値になります。

74.8

69.3

51.6

74.2

72.6

52.8

82.5

74.3

64.0

78.9

77.4

62.7

74.5
74.1

73.7

レオパレスリゾートグアム
ウェスティンリゾートグアム

国内ホテル
売上高

2012 年
3月期

2013年
3月期

2012年
3月期

2011年
3月期

中間

通期

（単位：百万円）

3,052

6,228

3,147

6,657

3,640

6,700
（予想）

2013 年
3月期

2014 年
3月期

2014年
3月期
（予想）

2013 年
9月期

レオパレスリゾート グアムに、新たに開校。

ジャック・ニクラウスゴルフアカデミー

レオパレスリゾート グアムが2012年に続き2年連続受賞

Certificate of Excellenceに認定

　ジャック・ニクラウスゴルフアカデミーは、ワールドクラスなゴルフトレーニングと最
先端の学習施設です。インストラクターとコーチの高度な訓練を受けた国際的なスタッフ
が常駐し、プライベートレッスンやラウンドレッスン、クラブやボールに関するアドバイ
スをしております。旅行者の方にも、ワールドクラスのレッスンが受けられるようなプロ
グラムをご用意、今後は、限られた留学期間でゴルフも英語も身につけられる集中コース
などを展開予定です。

　本格的な高齢化社会の到来を背景に、地域社会に密着した「グループ
ホーム」や「デイサービス」「ショートステイ」、「介護付・住宅型有料老
人ホーム」などを展開する、「あずみ苑」を関東の1都6県で61施設運営
しております。あずみ苑では、できる限り負担を抑えた料金設定で、手
厚く質の高いサービスを提供しています。

　2013年7月1日にオープンした、
あずみ苑デイサービス中野では、

一般個浴のほか、機械浴も完備していますのでお身体が不
自由な方も安心してご入居いただけます。また、あずみ苑
デイサービス中野の昼食は松花堂弁当。全国8ヶ所に展開
する「レオパレスホテルズ」で、食事を手がけているホテ
ル運営部が担当し、料理長が腕によりをかけて作ります。

すべてのご高齢者に、人生の楽しさを噛みしめてほしい。
レオパレス21の「あずみ苑」が目指すのは、
どなたでも気軽に、無理せずご利用いただける施設です。

　世界最大の旅行口コミサイト「トリップアドバイザー」で利用者に高く評価された施設のみに贈られる 
“Tripadvisor Certificate of Excellence” を受賞しました。Certificate of Excellence（評判の施設）は、
世界中のホスピタリティビジネスの中で、旅行者から一貫して高い評価を受けている施設を認定するもので、受賞した施設は、トリップ
アドバイザーに掲載されている施設のわずか1割にも満たないものです。ご利用いただきましたお客様に御礼を申し上げると共に、今後と
もスタッフ一同、お客様にご満足いただけるよう努めてまいります。
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01 02
To p i c sトピックス

ますます加速する、
太陽光発電事業

積極的に展開する、
海外での事業展開

電力会社 フィンテック
グローバル

投資機会
の提供

太陽光発電システム
設計施工

屋根使用料支払

屋根賃貸

売電

売電収入

投資意欲のある
事業法人

（発電事業主体）

アパートオーナー様

屋根借り提案

レオパレス21初、遊休地を活用した
メガソーラーを設計施工

　2013年9月、当社初となる、遊休地を活用したメガソーラー
を設計施工し千葉県富里市に完成しました。22,000㎡の広大な
敷地に7,000枚の太陽光パネルを設置した、発電容量1.68メガ
ワットのメガソーラーです。
　当社では、2011年3月より、自社管理物件の屋根に太陽光パ
ネルを設置する事業を本格的に展開しており、2013年10月末現
在で7,388棟の設置が完了しています。第一弾のアパートオー
ナー様による物件の屋根への設置、第二弾の「屋根貸しモデル」
を活用した事業に続き、本プロジェクトは遊休地を活用した、第
三の太陽光事業となります。当社は本事業を新たな土地活用のひ
とつとして今後も積極的に取り組んでまいります。

台湾で日本のお客様向け
現地賃貸物件の仲介業展開

　レオパレスセンター台北支店では、日
本のお客様向けに現地の住宅、オフィス、
店舗など賃貸物件をご紹介し契約手続き
のサポートやご入居中のアフターサポー
ト等の取り扱いを展開しています。

タイ・ベトナムでの
賃貸物件の仲介業展開

　1,000社を超える日系企業が進出し、関心が高まるタイ（バンコク）・ベトナム（ホーチミン）において現地賃貸物件の仲介
業を展開する為、現地法人を設立しました。
　レオパレス21の日本国内物件をご利用いただいている東南アジアの方も過去3年で3倍、ベトナムについては10倍にも伸び
ており、今後の成長が見込まれます。
　現地法人設立により、来日される方への物件紹介や現地の日系企業向け仲介業を展開してまいります。

韓国合弁会社
「ウリレオPMC」 設立

　韓国の住宅管理大手ウリ管
理株式会社との合弁で「ウリ
レオPMC」を設立。当社のノウハウによる体系化され
た賃貸管理サービスを提供し、1～2人世帯の増加に伴
う小型住宅の賃貸需要に応えてまいります。

 「屋根借り太陽光発電」を活用した
新たなスキームで、
事業法人に太陽光発電に係る投資機会を提供

　2013年7月開始の「再生可能エネルギーの固定価格買取制度
（FIT制度)」により、太陽光発電への投資意欲は高まっています。
　そのような中、当社はフィンテックグローバル株式会社と共同
で、太陽光発電に対し投資意欲のある事業会社と当社アパート
オーナー様をマッチングし、アパートの屋根を賃貸して太陽光の
パネルを設置する「屋根貸しモデル」を活用する事で安定的な売
電収入が期待できる事業モデルを新たなスキームとして、多くの
事業法人に提案してまいります。

日本国内物件を紹介する支店

上記に加え、現地不動産を
仲介する支店

レオパレス21の海外支店
中 国 4支店 タ イ 12月営業開始
韓 国 3支店 ベトナム 12月営業開始
台 湾 1支店
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■貸借対照表の概要

資産の部 負債・純資産の部

（単位：百万円） ■キャッシュ・フローの概要（単位：百万円）

資産合計 246,247
2013年3月期 2013年3月期

負債純資産合計 現金及び
現金同等物の
期首残高2014年3月期(中間)

246,247 261,649

2014年3月期 中間2013年3月期 中間

41繰延資産

流動資産

固定資産

261,649

流動負債

固定負債

純資産

88,619

91,237

66,389

105,144

98,353

58,151

73,948

172,258

90,896

170,705

■損益計算書の概要（単位：百万円）

売上高

売上原価 199,343
販売費及び一般管理費 26,959

営業外
収益

営業外
費用

法人税等

営業利益 経常利益 四半期純利益

特別
損失

税金等調整前
四半期純利益

231,673

56,381

現金及び
現金同等物の
中間期末残高

45,583

△10,798
△6,350 △1,205

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び
現金同等物
の増減額
（減少；△）

△3,388

現金及び
現金同等物に
係る換算差額

146

185 1,179
94 3605,369

1,897

4,375

△1,744

4,281

△2,258

3,921

売上高 営業利益 経常損失 四半期純損失

219,997

48

投資活動による
キャッシュ・フロー

営業活動による
キャッシュ・フロー

財 務 情 報

03 ユーモラスな掛け合いでレオパレスの魅力を訴求
レオパレス21 新TVCMスタート

　2013年11月から新しいTVCMが
全国で放映が開始されました。
　今回は、レオパレスのイメージ
キャラクターである堀北真希さんに
加え、ドラマ「あまちゃん」等で活
躍した俳優の荒川良々さんと、「半
沢直樹」にて主人公の同期・近藤役
で強烈な印象を残した滝藤賢一さん
のお二人が出演。堀北さんとの掛け
合いの中で、レオパレスの魅力を丁
寧に伝えていきます。
　新CMはレオパレスの特長をク
ローズアップした、「遮音性とセキュ
リティ」篇・「家具・家電」篇・「学割」
篇・「お部屋カスタマイズ」篇・「入
居者サービス」篇の5篇が制作され
ました。

レオパレス21の
特長、ご存じ
でしたか？

まっっっっったく、
知らなかった
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株主様ご優待について
お知らせ

毎年、年2回、3月31日（期末）と9月30日（中間期末）
の権利確定日に株主名簿に記載されている株主様を
対象として、株主様ご優待を実施しております。

【ご注意!!】 株主様ご優待券の有効期間の変更について
株主様ご優待券の有効期間につきまして、ご優待券到着後、よりご利用いただきやすくするため、有効期間を変更させていただきました。2013年9月30日発行基準の優待券に
つきましては、移行措置としまして利用期間を拡大し、2014年1月1日～2014年7月31日の7か月間が有効期間となっておりますので、ご利用の際はご注意ください。

(1)  ご所有株式数100株以上、999株まで保有の株主
様には、一律1冊（レオパレスリゾート グアムの
無料宿泊券2枚、国内ホテルの50％宿泊割引券2
枚の合計4枚綴り）

(2)  ご所有株式数1,000株以上保有の株主様には、一
律1冊（レオパレスリゾート グアムの無料宿泊券
2枚、国内ホテルの50％宿泊割引券8枚の合計10
枚綴り）

定時株主総会の招集ご通知、および中間報告書等とと
もに郵送にて発送いたします。

レオパレスリゾート グアムは無料宿泊券（航空券は除
きます）を、国内ホテルは50%宿泊割引券を、1枚につ
き1室（1泊）の利用が可能となります。なお、ハイシー
ズンにはご利用日の制限がございます。

海外 国内 計

（1） ご所有株式数
100株以上999株まで保有の株主様 2枚 2枚 4枚

（2） ご所有株式数
1,000株以上保有の株主様 2枚 8枚 10枚

9月30日発行基準の優待券 2月1日～7月31日まで有効

3月31日発行基準の優待券 8月1日～翌年1月31日まで有効

贈呈基準

ご優待内容

贈呈方法

利用方法

有効期間 2013年9月30日発行基準より有効期間を変更いたしました

北の大自然に囲まれた都市・旭川の
中心部という至便な立地。

北の都・札幌の繁華街の中心に
位置する絶好のロケーション。

北海道有数の大都市・旭川。その中心街、JR旭
川駅から徒歩8分という絶好のロケーションに
あるホテルレオパレス旭川。マッサージチェア
を備えたコンフォートルームはゆったりとした
空間が自慢で、まさに「快適」のひとこと。ま
た、イベントホールなども完備。企業の研修や
出張など、ビジネス利用にも最適です。

北海道一の繁華街「すすきの」まで徒歩7分と
いう立地に恵まれ、大理石をふんだんに使った
ロビーは、重厚感あふれる雰囲気につつまれて
います。客室はシングルから6名様まで収容可
能なメゾネットまで幅広くご用意。ゆったりと
くつろげるジェットバスつきの大浴場やサウナ
も無料でご利用いただけます。

〒070-0034
北海道旭川市四条通り9-1704-18
TEL: 0166-27-9111／FAX: 0166-27-9100

［e-mail］asahikawa_hotel@leopalace21.com
アクセス▶JR旭川駅より徒歩8分

〒060-0062
北海道札幌市中央区南2条西8-6-1
TEL: 011-272-0555／FAX: 011-272-0567

［e-mail］sapporo_hotel@leopalace21.com
アクセス▶地下鉄西11丁目駅より徒歩5分／地下鉄大通駅より徒歩8分／JR札幌駅よりタクシーで7分

ゆったりした空間の
コンフォートルーム

ダイニング フーズ・フーズ

快適なメゾネットルーム ダイニング フーズ・フーズ

仙台駅東口より徒歩5分、
スタイリッシュなホテル。

JR新潟駅からわずか徒歩5分、
絶好のロケーション。

ナゴヤドームもすぐ近く。
アクセス良好なシティホテル。

杜の都、仙台の街並みをイメージさせる吹き抜
けのエントランス。木目とさわやかなグリーン
をアクセントにした北欧風の明るい客室がお客
様の快適なご滞在を演出いたします。2011年
度のグッドデザイン賞受賞ホテルです。

JR新潟駅万代口から徒歩5分というロケーショ
ンと、シンプルでモダンな外観が特長のホテル
レオパレス新潟。落ち着いた雰囲気のダイニン
グバー彪夢（こむ）では、和のテイストと洋の
センスで仕上げたシェフ自慢の創作料理の数々
を、ごゆっくりとお楽しみください。

名古屋最大の繁華街「栄」やナゴヤドームにも
近く、アクセス良好なホテルレオパレス名古屋。
大理石を敷きつめたロビーは、落ち着いた雰囲
気を醸し出しています。またベッドはワイドサ
イズをご用意。快適な眠りをご提供します。地
下鉄2線が利用でき、移動にも便利です。

〒983-0852
宮城県仙台市宮城野区榴岡4-6-28
TEL: 022-706-0001／FAX: 022-706-0002

［e-mail］sendaieast_hotel@leopalace21.com
アクセス▶JR仙台駅東口より徒歩5分

〒950-0086
新潟県新潟市中央区花園1-6-15
TEL: 025-249-8100／FAX: 025-241-9950

［e-mail］niigata_hotel@leopalace21.com
アクセス▶ JR新潟駅より徒歩5分／新潟空港よりバスまたはタク

シーで約25分

〒464-0075
愛知県名古屋市千種区内山3-4-4
TEL: 052-741-3335／FAX: 052-741-7652

［e-mail］nagoya_hotel@leopalace21.com
アクセス▶ 地下鉄東山線または桜通線今池駅1番出口より徒歩4

分／名古屋駅より車にて約20分／中部国際空港より
車にて約45分

ゆとりのデラックスツインルームでく
つろぎのひとときを

広々とした
デラックスツインルーム

ツインルームトラットリア クチーナ オランジェ
リー

ダイニングバー彪夢（こむ） レストラン パティオ

お問い合わせ、ご予約につきましては、各ホテルにて承ります。 お問い合わせ、ご予約につきましては、各ホテルにて承ります。

対象施設のご案内

15 16



THE  LEOPALACE  SPA

日本からわずか3時間半あまりでアクセスできる常夏の楽園グアム。その
中央部の丘陵にひろがる「レオパレスリゾート グアム」であなたが体験
するのは、想像をはるかに超えた極上のリゾートライフです。
東京ディズニーリゾートのおよそ2.5倍を誇る広大な敷地の中には、ゆっ
たりくつろげるホテルやキッチンつきのコンドミニアムタイプなどが建ち
並び、あたかも一つの街のような景観を作り出しています。また、ホテル
には世界各国の美味が楽しめるレストランをはじめプール、ボウリング場、
カラオケルームなどがあり、その周辺にも全36ホールあるゴルフコース
や国際公式競技仕様の本格的なスポーツ施設が点在。まさに、このリゾー
ト内でやりたいことのすべてがかなう夢の楽園です。

スパ
Spa

各種スポーツから多彩なアミューズメントまで
楽しめる、グアム屈指の総合リゾートです。
ご滞在中は最上のホスピタリティをお約束します。

究極の癒しの空間をご提供いたします。
ディスティネーションスパをコンセプトに日頃の疲れやストレスを解消
していただくための滞在型スパ施設です。豊富なメニューをご用意して
おります。贅沢な至福の時間を満喫してください。

■スパ施設
シングルルーム（5室）
VIPルーム／トリプルルーム（1室）
カップルルーム（6室）
ヴィーシーシャワールーム（5室）

■レストラン・ラウンジ
ユーロダイニング「フィレガロ」104席
和食「壱岐」95席
アジアン料理「天空遊膳」70席
カフェレストラン「ラーゴ」132席
スポーツ・バー「サーナ」87席

■アクティビティ・その他
ボウリング場26レーン（ガーターバンパー仕様8レーンあり）
カラオケルーム9室（1室定員8名）
卓球場／ビリヤード
ベルヴェデーレプール（ウォータースライダー付き）
ラ・クエスタプール／レイクフィッシング
スターウォッチング／ウォーキングプール
ショッピング・アーケード「レ・ザトール」
コンビニエンスストア「レオ・マート」
スポーツジム

■パーティルーム
ボールルーム「ゼフィーロ」450席
パーティルーム「ブリッゾ」2室・64席

■ホテルタイプ
スーペリアツイン
デラックスツイン
プレジデンシャルスイートルーム

■コンドミニアムタイプ
ラ・クエスタC.D.E.

ホテル・ベルヴェデーレ
Hotel Belvedere

株主優待券でご利用いただけるスーペリアツインルームです（41m²）
Guest Room ゲストルーム

（大人2名様でご利用の場合）

LEOPALACE RESORT GUAM

出張・観光などに最適。
休日には自然豊かな
観光スポットへ。

中国・四国エリアの
ビジネス、観光拠点に
最適なホテル。

博多駅筑紫口より
徒歩3分の好立地。

スタイリッシュなホテル。

近鉄四日市駅から徒歩2分という絶好のロケー
ション。近鉄特急で名古屋駅に約36分でアクセ
スできる利便性を活かすため、そのほとんどが
シングルルームという、まさにビジネスの拠点
にふさわしい設計。また、出張などのビジネス
シーンのみならず、名古屋や伊勢、鳥羽への観
光の拠点としてもご利用いただけます。

中国・四国要衝の地・岡山。その中心部に位置
し、岡山駅へも歩いていけるホテルレオパレス
岡山。瀬戸大橋へのアクセスもよく、中国・四
国地方のビジネス、観光拠点におすすめです。
お部屋は、明るい照明や広い窓など日常の生活
に密着した形で、違和感を感じさせない居住空
間をご提供します。

日経トレンディのホテル格付けで、福岡編No.1
を受賞。スタイリッシュで洗練されたデザイン
で、健康と快適性にこだわったホテルです。福
岡の中心、博多駅筑紫口より徒歩3分、福岡空
港より地下鉄で5分の好立地。ガラスウォール
の外観、そして開放感あふれる大きな吹き抜け
のロビーがお客様をお迎えいたします。

〒510-0074
三重県四日市市鵜の森1-3-19
TEL: 059-352-1351／FAX: 059-352-1380

［e-mail］yokkaichi_hotel@leopalace21.com
アクセス▶ 近鉄四日市駅西出口より徒歩2分

〒700-0904
岡山県岡山市北区柳町2-12-13
TEL: 086-223-6231／FAX: 086-223-4947

［e-mail］okayama_hotel@leopalace21.com
アクセス▶ JR岡山駅東口より徒歩15分

〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-33
TEL: 092-482-1212／FAX: 092-482-1289

［e-mail］hakata_hotel@leopalace21.com
アクセス▶ JR博多駅筑紫口より徒歩3分
福岡空港より地下鉄で5分

シングル・ツインルームともに
多彩な設備が充実

ツインルーム ツインルームレストラン 四日市なごみ食堂 ダイニング フーズ・フーズ トラットリア ヴェントーノ　　

お問い合わせ、ご予約につきましては、各ホテルにて承ります。
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