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中期経営計画ローリングに関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、平成 22 年２月 26 日発表の中期経営計画（平成 23 年８月期

～平成 27 年８月期）のローリングを行いましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

今後も中期経営計画についてはローリングで毎年見直し、進捗状況、修正内容につき毎年開示してい

く予定でおります。 

 

記 

 

１．ローリングの背景 

当社は平成 22 年２月 26 日に中期経営計画（平成 23 年８月期～平成 27 年８月期）を発表しており、

当該中期経営計画についてはローリングで毎年見直し、進捗状況、修正内容について毎年開示する旨お

知らせしております。そのため、本日「平成 22 年８月期決算短信」を発表したことに伴い、年度のロ

ーリングを行うとともに、現在の経営環境等も踏まえて、全体の見直しを行うものであります。 

 

２．ローリングの概要 

（１）基本方針は変更なし 

下記ポイントについて、平成 22 年２月 26 日発表の中期経営計画と変更はありません。 

①「金融・不動産キャピタルマネージメント会社」 

 当社は、日本の不動産投資市場へ流入する国内外のあらゆる資金を運用する「金融・不動産キャ

ピタルマネージメント会社」となることを目指します。 

 近い将来、コア・ファンド並びにメザニン・ローン・ファンド等の設立・運用等を視野に入れ、

年金基金等国内外の大規模かつインスティテューショナルな資金の運用を受託可能なポジション

を構築してまいります。 

②目標数値 

平成 27 年８月期 期末ＡＵＭ（注１）60 百億円、経常利益 40 億円を目指します。 

③事業領域拡大によるＡＵＭ拡大 

 新興国市場と対比した収益面や制度面での安定性、市場規模等の観点から、日本の不動産投資市

場は引続き拡大を続けていくと予想されます。しかしながら、グローバルな投資家の運用資金の受

け皿となり得る運用会社は非常に限られております。なぜなら、多くの運用会社が財務基盤や利益
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相反回避態勢、運用力等において、投資家の期待に必ずしも十分に応えきれていないからでありま

す。これに対して、自己投資事業の縮小を完了した結果、当社は高い財務健全性（自己資本比率

97.4％）を持ち、加えて日本の不動産投資市場に根ざした運用力を有していると自負しております。

そのため、当社は日本の不動産投資市場での運用先を求めるグローバルな資金の受け皿となる資質

を具備しており、非常に大きな成長機会を有していると考えております。そこで、後記「３．アク

ション・プラン」に掲げるような施策等を行うことで事業領域の拡大を図り、ＡＵＭの拡大を目指

してまいります。 

 

（２）自己投資事業の縮小の前倒し達成等 

平成 23 年８月期までに縮小することを目指していた自己投資事業について、平成 22 年８月期に前倒

しで販売用不動産の在庫ゼロと有利子負債残高ゼロを達成し、自己資本比率は 97.4％となりました。

これにより、平成 22 年８月期において、売上高が当初想定を上回ることとなりました。また、平成 23

年８月期から、１年前倒しで、純粋なフィー型ビジネスによる売上高で構成される、ピュアＡＭ（注２）

会社として中期経営計画をスタートすることとなりました。 

自己投資事業の縮小を前倒しで達成したことは、投資家からの信頼性や透明性の向上といった点にお

いて非常にプラスであり、ＡＵＭの早期拡大を図り、中期経営計画を実現していく上で、大きなメリッ

トがあると認識しております。中期経営計画の初年度である平成 23 年８月期は、Ｐ／Ｌ、Ｂ／Ｓとも

にバランスのとれた健全な姿になる期と考えております。 

 

（３）市況要因による平成 22 年８月期ＡＵＭ拡大の遅れ 

平成 22 年８月期末ＡＵＭを 19 百億円とすることを目標としておりましたが、 終的に約５百億円の

未達となりました。この要因は、金融機関のノンリコースローン等の返済期限到来時における動きが、

当初想定と異なったことによります。 

当社では、ノンリコースローン等の返済期限到来に際して、金融機関はハード・ランディング（廉価

での早期担保物件処分）は行わないものの、何らかの処置を講じる必要があるものと考え、デット・リ

ストラクチャリング（注３）事業等により、金融機関のアセット・クオリティ維持に寄与する提案を行

い、ＡＵＭを拡大する方策を取ってまいりました。 

ところが、実際の金融機関の動きは、当社からの提案である具体的な担保物件売却や、一部元本返済

を伴うローン・スキームのリストラクチャリング等の本格的検討を行う前に、債務者からの要請を受け

て、いったん短期間の返済期日延長に応じるケースが非常に多かったため、当初想定通りのＡＵＭ拡大

には至りませんでした。 

しかし、金融機関のこのような対応は暫定的なものにすぎず、今後、当社が新規に設立するファンド

等を受け皿の一つとして金融機関の担保物件の売却を伴う取組み、あるいはデット・リストラクチャリ

ング事業等を活用したローン・スキームのリストラクチャリング等による金融機関のアセット・クオリ

ティ維持の取組みが多数出てくるものと想定しています。 

同様に、ＡＭ会社の交代を必要とする案件も多数発生することが予想されるため、ＡＭリプレイス（注

４）案件獲得にも引続き注力してまいります。 
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３．アクション・プラン 

当期までに、バランスシートの健全化（当期末自己資本比率 97.4％）、ＡＵＭを拡大するための成長

資金の確保（ユニゾン（注５）への第三者割当増資による約 25 億円の調達）、プラットフォーム（投資

家が、ＡＭ会社に求める様々な機能や態勢等のこと）強化のための組織改正等を実施してきたことで、

ＡＭ業界における存在感は着実に高まってきているものと認識しております。これは、従来接点のなか

った投資家等とのチャネル拡大、金融機関等からのディール・ソース拡大等の効果が発現されてきてい

るためであります。 

一方で、当社は平成 22 年８月期末ＡＵＭ14 百億円に対し、平成 27 年８月期期末ＡＵＭ60 百億円と

いう高い目標を掲げており、ＡＵＭを早期に一層拡大していくことが 重要課題であると考えておりま

す。ＡＵＭの拡大という 重要課題に対処するべく、具体的には、次の３つをアクション・プランとし

て取り組んでいく所存であります。 

 

（１）デット・リストラクチャリング事業の推進 

当社は、不動産の売り手と買い手の価格ギャップに着目し、シニア・レンダー、メザニン・レンダ

ー及びエクイティ投資家等の利害調整を図りつつ、当社がＡＭとして物件を受託することでＡＵＭを拡

大する取組みとして、デット・リストラクチャリング事業に取り組んでおります。本事業の推進には、

現在のマーケット・ニーズに合致した運用サービスを提供することに加え、金融機関とのさらなる関係

強化により、ディール・ソーシングを質量ともに一層向上させることが不可欠であります。このため、

平成 22 年９月１日付で大幅な組織改正を行い、営業部門内に金融法人営業部を設置し、金融機関に対

するカバレッジの強化を図っております。引続き、より有望な投資案件を獲得するべく、金融機関との

関係強化を図ってまいります。 

 

（２）ファンド拡大と運用能力強化 

従来行ってきたディール・バイ・ディールによる取組みに加えて、一定のクライテリア（投資基準等）

に従って投資を行う「ファンド」設立・運用のトラックレコード蓄積に注力してまいります。平成 22

年９月１日付で大幅な組織改正を行い、営業部門内にクライアント・リレーション部を設置し、投資家

に対するカバレッジの強化を図っております。また、ミドルオフィス部門内にリスク管理部を設置する

など、リスク管理体制のさらなる強化も図っております。 

ディール・バイ・ディールによるＡＭ受託と異なり、ファンド設立・運用を行うことで投資家に対す

る提供機能が増えるため、ＡＭに派生するファンド・マネージメント・フィー等の新たな収益源が期待

できます。また、あらかじめ設定したクライテリアに従って投資実行するため、案件情報入手からより

スピーディーに投資が可能となるだけでなく、ディール・ソーシングの面でもより多くの情報獲得が可

能になると考えております。 

これらの取組により、投資家が求める機能の拡充を図り、ファンド設立・運用のトラックレコードを

蓄積していき、将来、コア・ファンドやメザニン・ローン・ファンド等、より大規模なファンドや新た

な投資クライテリアのファンドを設立・運用していくことを目指します。 
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（３）ＡＭリプレイス案件の獲得 

前記２つの取組のほか、ＡＭリプレイス案件受託にも引続き注力してまいります。 

これは、平成 22 年８月期において大型のＡＭリプレイス案件がＡＵＭ拡大に大きく寄与したことに

加え、引続きＡＭリプレイスに対する需要が大きいためであります。日本の不動産投資市場は現在約

15 兆円ともいわれており、既存で運用されている不動産だけでも膨大なボリュームがあります。しか

しながら、前記のとおり、財務基盤、コンプライアンス態勢、運用力等、あらゆる面で投資家の信頼に

十分応え得る運用会社は限られております。そのため、あらゆる面において、より信頼性の高いＡＭ会

社に運用を委託したいという投資家のニーズは引続き根強く、特に、大型の投資運用案件にこの傾向が

顕著であると考えております。 

 

 

（注１） ＡＵＭ 

「Asset Under Management」の略。受託資産残高のこと。 

（注２） ＡＭ 

「Asset Management」の略。 

（注３） デット・リストラクチャリング 

デフォルト（債務不履行）状態又はその恐れがあるものの、将来の価値回復を見込める不動産投資ＳＰＣ（対象となる不動産

等の資産の原保有者から当該資産の譲渡を受け、有価証券を発行するような特別の目的のために設立される会社）に対して、新

規資金のファイナンス・アレンジ、ローン返済期限の延長及びローンの組み替えなどを提案するとともに、当該ＳＰＣからＡＭ

業務の受託を目標とする取組みのことをいいます。 

（注４） ＡＭリプレイス 

不動産ＡＭ会社の破綻や信用力低下による当該ＡＭ会社の交代を余儀なくされている不動産投資案件や、金融機関等の債務者

区分改善及びＡＭサービスの改善に寄与する不動産投資案件のリストラクチャリングに対する取組みのことをいいます。 

（注５） ユニゾン 

「Unison Capital Ⅰ,L.P.」、「Unison Capital II,L.P.」、「Unison Capital Partners III(A)」及び「Unison Capital Partners 

III(B)」を総称して、「ユニゾン」としております。 
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４．中期経営計画ローリング数値 

【①当初公表値（平成 22 年２月 26 日発表）】 

 
平成 22 年 

８月期予想 

平成 23 年 

８月期計画 

平成 24 年 

８月期計画

平成 25 年 

８月期計画

平成 26 年 

８月期計画 

平成 27 年 

８月期計画

売上高 25 億円 44 億円 29 億円 46 億円 65 億円 66 億円

経常利益 △１億円 ７億円 10 億円 25 億円 43 億円 44 億円

期末受託 

資産残高 
19 百億円 33 百億円 43 百億円 54 百億円 56 百億円 69 百億円

 

【②今回修正値】 

 
平成 22 年 

８月期実績 

平成 23 年 

８月期予想 

平成 24 年 

８月期計画

平成 25 年 

８月期計画

平成 26 年 

８月期計画 

平成 27 年 

８月期計画

売上高 （※）46.4 億円 （※）12.3 億円 26 億円 31 億円 54 億円 60 億円

経常利益 （※）0.4 億円 （※）0.5 億円 10 億円 12 億円 35 億円 40 億円

期末受託 

資産残高 
14 百億円 26 百億円 39 百億円 45 百億円 52 百億円 61 百億円

 

【差額（②－①）】 

 
平成 22 年 

８月期実績 

平成 23 年 

８月期予想 

平成 24 年 

８月期計画

平成 25 年 

８月期計画

平成 26 年 

８月期計画 

平成 27 年 

８月期計画

売上高 ＋21 億円 △31 億円 △３億円 △15 億円 △11 億円 △６億円

経常利益 ＋２億円 △７億円 ＋０億円 △12 億円 △８億円 △４億円

期末受託 

資産残高 
△５百億円 △６百億円 △４百億円 △10 百億円 △５百億円 △９百億円

（注）表示単位未満は四捨五入しております。 

（※）平成 22 年８月期実績及び平成 23 年８月期予想につきましては、小数点第二位を四捨五入して

おります。 

 

 

以上 


