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2019年3月期 決算説明会
レポート

サマリー

ウェルス・マネジメント株式会社

 当社グループは不動産金融事業、ホテル運営事業の2事業を展開。 「価値創造型の不動産会
社」、「ホテルオペレーション会社」、「ブティック型の独立系アセットマネジメント会社」 という3つの顔
を持つ。

 中期経営計画の期間中に、J-REITの創設、資産循環型ビジネスへの転換、東証1部上場基
準を満たす基盤づくりを進め、計画最終年度の2022年3月期の売上、経常利益、EBITDAは、
2019年3月期比4倍超となる、飛躍的な成長を計画。

 当社グループのビジネスモデルは、不動産のソーシングから物件の取得、事業の確
定、ホテルの開業、そして、創設を目指すJ-REITへの拠出まで、プロジェクト進行
に伴って多様な収益機会を有する。中期経営計画は、現在のプロジェクト8件が着実
に進捗することによって創出される収益機会を織り込み。

 2020年3月期は、J-REIT創設に向けたブリッジファンドの拡大、既存プロジェクト
の計画的な進行と管理、ホテル運営事業の強化を重点施策とし、売上、経常利益と
もに前期比で約3倍に伸長させることを計画。

 2019年3月期は、J-REITの創設に向けてブリッジファンドを2件組成。安定稼働中の
イビススタイルズ大阪難波の不動産信託受益権を譲渡。その譲渡損益等が寄与し、
過去最大の当期純利益を計上。目指す資産循環型ビジネスモデルを一部先行させた。

 2019年3月期の普通配当は前期比4倍の40円。2020年3月期は現段階では未定。安定
配当を目指すが、株価上昇も含めたトータルでの株主利回り向上を図る。
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ウェルス・マネジメントの千野でございます。
本日はご多用中のところ、当社の決算説明会に
お運びいただきありがとうございます。
私から30分ほどお時間を頂戴してご説明したいと
思います。

当社は、マザーズから東証二部に上場して以来、
決算説明会を開催しておりませんでした。
しかしながら今年2月に2020年3月期を初年度と
する中期経営計画を発表いたしましたので、これ
からは、その進捗状況を決算説明会等を通じて、
皆様にご報告をさせていただきたいと思います。
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はじめに弊社の概略をご説明いたします。
弊社は東証二部への指定替えをしました後に、
情報通信から不動産にカテゴリーを変更されてお
ります。主にホテルのデベロップメント、それからホテ
ルマネジメントを中心とした事業を行っております。

先日ラジオ番組に出演の際にもお話ししました
が、最近は銀座や表参道に行かれると、非常に
多くの外国人の方が観光をされていると思います。
日本人を見つけるのが難しいような、どこに行って
も他国語が聞こえてくるという世の中になってきて
います。関西、特に大阪の難波、梅田、それから
京都は特に四条河原町の辺りは日本語を聞くの
が難しいぐらいになっております。

1. 当社グループについて

私どもはホテルを中心に投資、開発を続けてい
るわけでございますが、中計を作成するに当たり、
企業理念を策定いたしました。
当社は快適な時間と空間づくりを通して、日本の
魅⼒と⽂化を「体験価値」として提供し、あらゆる
お客様に感動と安定的な繁栄をお届けすることで、
豊かな社会の発展に貢献します。

当社が上場した2005年の訪日観光客はのべ
700万人ほどでしたが、昨年は3,000万人を超
えました。これからの観光市場はインフラの整備が
大事ということで、日本の魅⼒と⽂化をホテルとい
う形に変えて、外国から来られる方の体験価値を
高める、との思いを込め、企業理念にいたしました。
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企業理念の下には4つのクレド、信条を設けま
した。
１つは約束を守る集団、これは当社がアセットマ
ネジメント会社という顔を持っており、投資家の
方々に対して約束を守るということが１つ目。

２つ目は、人も資産も「もてなす」会社、という
ことですが、ここでの人というのはホテルにいらっしゃ
るお客様のことです。
資産についてですが、ホテルの建設はファンド形
式で投資家の方々からお金を集めて行うため、お
金を出していただいた投資家の方々の資産を意
味します。これをバリューアップする、もしくはマー
ケットに合ったものをつくる、という観点で「もてな
す」としております。そういう意味で、人と資産を
「もてなす」会社といたしました。

３つ目が、「体験価値」の 創造とマネジメント。
これはさっきも申し上げたとおり、海外から来た
方々に日本の⽂化を体験していただくということで
「体験価値」の創造といたしました。

４つ目が、会社の物づくり、もしくは投資家様か
ら預かった資金を運用することの満足感に対し、
社員がやりがい、それから成長を感じてもらいたい
ということで、「やりがい」と「成長」という企業⽂化
という信条にしています。
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当社のこれまでの歩みを簡単にご説明いたします。
2005年に私どもはマザーズに上場いたしました。
そのときの社名はドリームバイザー・ホールディングスと
いい、金融メディア事業を中心としていました。
それから2013年にウェルス･ マネジメントと株式交
換をしまして、既存の事業をリストラクチャリング、も
しくは売却をして2015年に今の形に変わりました。

ここに記載されているとおり、新聞・出版・広告・
IR事業は2015年度に売却いたしまして、不動産
金融事業が中心となり、2015年の秋にはホテル運
営会社を設立し、不動産金融とホテルマネジメント
の会社に衣替えをいたしました。

2016年の３月に第1次中期経営計画を発表し
てから3年が経ち、2019年３月に、今年度を初年
度とする中期経営計画を発表しております。
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当社の強みです。
当社は３つの顔を持ちます。1つ目の顔は、ホテ
ル・旅館の再生、開発に強みを持つ、価値創造型
の不動産会社でございます。

２つ目の顔は、収益の最大化を図るホテルオペ
レーション会社です。私どもはホテルに独自の名称
は持っておりません。全て外資系のホテルブランドの
名前を付けております。
外資系のブランドを付けるということは、そのブランド
を持つホテルオペレーターとマネジメント・コントラクト
契約を締結して、プロジェクト毎に最適なブランドを
選定できるということです。
ここにありますように、当グループは国際的なブラン
ドを持つホテルオペレーターとのタイアップによって、バ
ジェットタイプ、エコノミータイプからラグジュアリータイ
プのあらゆるカテゴリーのホテルを用意することができ
るのです。

３つ目の顔は、国内外のさまざまな投資家とのつ
ながりにより、いわゆるコア型からオポチュニスティック
型の投資まで、あらゆる投資家様に対応できる、
ブティック型の独立系アセットマネジメント会社です。
独立系ということを強調したいわけではありませんが、
私は25年間、三菱地所で不動産に携わっており、
最後は三菱地所投資顧問という財閥系のアセット
マネジメント会社に在籍していたこともあって、系列
のない、独立系のアセットマネジメント会社の強み
を強調してみました。
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当社のグループ概要と事業内容です。
ウェルス・マネジメントをホールディングカンパニーとして、
100％子会社が２社あります。
持分法子会社は割愛させていただきますが、主にこ
の3社で不動産金融、ホテルマネジメントの2つの事
業を行っております。

リシェス・マネジメントですが、こちらは不動産金融
事業を所管しておりまして、金商法の二種免許のラ
イセンスを取得して、投資助言のサービス、アセットマ
ネジメントサービスを行っております。投資家の方から
お金を預かり、ワンストップで投資のエグジットまでこち
らでプロジェクトをマネジメントする会社です。同業で
はケネディクス様のような業務をイメージしていただけ
ればいいと思います。今の受託資産は、開発中の全
てのプロジェクトが完成したとしてターミナルバリューに
置き換えると、大体1,500億円ぐらいを扱っているこ
とになります。
リシェス・マネジメントは、コア型の不動産の証券化も
しますし、バリューアップもいたします。バリューアップと
いうのは再生です。可能性の見込めるものを取得し
て、再生を手掛けてエグジットすることもありますし、
再開発もいたします。

ホテルＷマネジメントですが、ホテルアセットにつき
まして、リシェス・マネジメントがアセットマネジメント業
務を受託したものは全てホテルＷマネジメントがマス
ターリースをするという事業形態を取っています。主
に外資系ホテルブランドと提携して、レベニューマネ
ジメントし、ホテルの運営に関するさまざまなサービス
を提供しています。
ウェルス・マネジメントは、不動産への投資にあたり、
投資家の方々と一緒に共同投資をする。もしくは
自己勘定で100％投資する場合もございます。

以上のように、この3社がシナジーを発揮して、事
業を展開していくというのが、当グループでございます。
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こちらはビジネスモデルの図です。リシェス・マネジメン
トが案件を探してまいります。そしてファンドスキームを
構築し、ホテルのバリューアップの計画、もしくは開発
の計画等を策定して、投資家を募集します。
投資家の募集は金商業の免許を持っているリシェス・
マネジメントが実施するわけですけれども、外部投資
家とウェルス・マネジメントが共同投資をします。

これがファンドのエクイティになり、リシェス・マネジメン
トが銀行からノンリコースローンを調達します。
すなわちファンドスキームのものについては当社のバラ
ンスシートを一切使わず、銀行からのノンリコースロー
ンを調達をします。物件として稼働中のものであれば、
ホテルＷマネジメントがマスターリースをいたします。
ホテルＷマネジメントがマスターリースをしたものを外資
系のホテルオペレーターとマネジメント契約をして、ここ
からジェネラルマネージャーと経理の方を派遣していた
だいて、わが社のホテルＷマネジメントの社員とともに
ホテルを運営する形となります。

また、2021年3月期までに、J-REITを組成する
準備に入っています。現在、J-REIT組成の準備を
しておりますが、それに対しては、ファンドでの物件を
ホテルＷマネジメントがマスターリースをして、キャッ
シュフローが安定したときにJ-REITに拠出するタイミ
ングを計ります。

ここにブルーで書いてるものがだいたい恒常的に
入ってくる収入。ホテル収益と、それからアセットマネ
ジメント収益は、AUMのだいたい50～100ベーシ
スぐらいを手数料としていただきます。その他、ウェル
ス・マネジメントの配当収益と、一過性の収益として
は売却などによるキャピタルゲイン、アドバイザリー収
益があります。オレンジ色が一過性の収益、ブルー
が恒常的な収益、こういうビジネスモデルを全社で
展開しています。
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2. 今後の戦略について「中期経営計画2022」

さて、今後の戦略について、中期経営計画のこと
を少し触れておきます。

まず環境認識でございますが、ちょうどロンドンオリ
ンピックが終わったくらいから、業界の方は、東京オリ
ンピックが終わればホテルのマーケットは終わる、不
動産価格の上昇が止まるということを想定されて、
2021年がピークだということを予測されておりました
が、当社は少し違った見方をしております。

今インバウンドの数が3,000万人を超えております。
政府の成長戦略では、2030年には6,000万人に
なるという計画のようです。今、観光立国ナンバーワ
ンの国はフランスなんですけども、フランスのインバウン
ドの数は8,500万人。近いうちに１億人になるん
じゃないかと言われていますし、アジアのナンバーワン
はタイのバンコクで、既に6,500万人を超えており、
日本はアジアでもまだ７番目。香港単体よりも低い
ということですので、政府は少なくともアジアでナン
バーワンぐらいになろうということで目標を掲げたんだ
と思います。

資源のない日本に唯一資源があるのが観光資源
で、日本はご存じのとおり四方が海に囲まれておりま
す。東南アジアにはない四季があります。それから日
本料理があります。おいしい魚や野菜があります。
それから2000年以上続いた⽂化もあります。こうい
うものを今まで日本はうまく発信できてないんですね。
ですから、こういうものをうまく発信していく。
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2. 今後の戦略について「中期経営計画2022」

特に当社はそういうものをホテルを交えて発信して
いくことで、このインバウンドの方々の受け皿になり得
ると考えております。東京2020オリンピックは来年で
すけども、それから５年後には大阪の万博がありま
すから、近い将来に6,000万人までインバウンドの
マーケットが拡大するのは確実であると思っています。

それから、例えば京都のお話をいたしますと、旅館
を含めたホテルの数は約３万室ございます。その中
でラグジュアリーホテルと呼ばれるものは、わずか１％、
300室しかありません。これはカテゴリー別にいうと
スーパーラグジュアリーと呼ばれる、リッツ・カールトンと
かフォーシーズンズのようなものを選定してます。その
300室に年間で８万人くらいの方々が今来られて
います。そうするとほぼ満室です。

それから2025年、あと５年後には、この数が約倍
になると言われてます。これはもうご存じのとおりお隣
のアジア、特に中国がお金持ちになったからに間違
いありません。しかも、これからは5Gの時代になりま
すし、AIも発達します。そうすると、アジア諸国の安
価な労働⼒を求め、世界各国の工場がまたアジア
にできます。そうすると、アジアの方がさらにお金持ち
になるということで、どんどん日本に来られるでしょう。

先ほどお話ししましたように、銀座では皆さんが高
級ブランドの袋を持ってますし、ホテルもラグジュア
リーホテルに泊まられる方が非常に多い。京都に
限って言いますと、ラグジュアリーホテルは２つしかな
いんです。1泊10万円を超えるホテルが取り合いの
ようになっています。それから、レストランもどんどん増
えてますが、東京もそうですが、今、ミシュランの星を
持っているようなレストランは、当日予約ではほぼ取
れません。そういう意味でも、こうしたニーズを満たす
ためのホテル、レストランの供給余地はまだまだある
と我々は認識しています。

最後に金融の事情、これは私がお話しするより皆
さんプロでございますのでよくご存じだと思いますが、
まだまだ低金利は続き、アメリカなんかはいったんテー
パリングをやめましたけども、もうまた金利を下げると
言っています。北半球の全世界的なデフレ状態の
終息にはまだ時間がかかる。そのためには当面低金
利が続き、投資資金は必然的に不動産に回ってく
るのではないかというふうに考えております。
そうしますと、金融の部分においても、好調なビジネ
ス環境は、しばらく継続が期待ができるのではないか、
という認識をしております。
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さて、次は私どもが掲げる中期経営計画の目標
でございますが、大きく２つ。１つは2021年３月
期末までにJ-REITの創設をいたします。J-REITを
目指すことによりまして、資産循環型のビジネスへの
転換を図り、受託資産を獲得するということを目標
の１つに掲げています。

それから今、東証一部上場基準が議論されてお
りますが、当社は一部上場基準を満たす基盤づくり
をこの３年以内にいたします。時価総額の縛りです
とかいろいろ議論されておりますが、議論された金額
を満たす基盤を、この３年で⼒を付けていくというこ
とを大きく目標の１つに掲げました。

そのための基本戦略ですが、まずビジネスモデルの
確立をいたします。これは先ほどの循環型ビジネスで
すが、リシェス・マネジメントが不動産を探してくる、
投資家を集める、不動産を再生する。ホテルＷマネ
ジメントが国際的なホテルオペレーターとともにADR
の極大化を図り、ホテル収益の安定・拡大を図るこ
とによって、J-REITに売却する。そこで得た利益を
また再投資する。こういう循環型のビジネスを確立
するということが１つ。

それから事業⼒の強化。これは、いかに不動産を
見つけるかということも１つのキーなんですが、見つ
かった不動産に対して一番マッチしたホテルブランド
を選び、そのオペレーターとタイアップしてADRの極大
化を図る。当然ホスピタリティを含めたサービス⼒を
つけないといけませんが、そうして事業⼒を強化して
いくということを基本戦略といたしまして、経営の基
盤の安定化を図ってまいります。
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その重点施策ですが、先ほども少し話しましたが、
取得したものを開発し、保有する。それを当社が創
設するJ-REITに拠出する。昨年の12月にブリッジ
ファンドの１号を立ち上げましたけれども、今、３号
までつくっております。これは、J-REITが上場するま
でに取りあえずブリッジファンドに売却をして、いったん
投資をしている方の投資を回収することに意味があ
りまして、組成いたしました。

J-REITができるまでは、暫時ブリッジファンドに物
件を売却して、J-REITが上場するときにブリッジファ
ンドからJ-REITに物件を拠出するというスキームに
しています。

2021年３月期におきましては、河原町五条に、
これも日本初ですが、フランスの、紅茶とマカロンで
有名なフォションという会社があり、この会社と来年
の夏頃に日本で初となるフォションホテルというラグ
ジュアリーホテルをオープンさせます。

ご案内のとおり、大阪ではすでに堂島ホテルを取
得いたしまして、マリオットのアロフトというライフスタイ
ル型で少しカジュアルなラグジュアリーホテルの開業
に向けて、明日着工いたします。

2022年の３月期以降につきましては、昨年に
M&Aで取得いたしました、東山高台寺に位置しま
すホテルりょうぜんと、京都のフォーシーズンズホテル
のちょうど正面にございますホテル東山閣という、この
２つのホテルの開発をしてまいります。ホテルりょうぜ
んにつきましては昨年リリースをいたしまして、アジア
のラグジュアリーブランドでありますバンヤンツリーと、
約60室のラグジュアリーホテルを開発予定です。
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財務につきましては、資本市場を活用した資金調
達の検討をしております。市況によってはエクイティ
ファイナンスを行うことがあるかも分かりません。それか
ら先ほど、ノンリコースローンでファンドのローンを調達
と申しましたが、そこにつきましては財務レバレッジを
フル活用して、レバレッジの利いた不動産投資を実
施してまいります。

あと急ピッチでホテルを建てておりますので、私ども
の従業員数も拡大しております。今、約200人ぐら
いになってきております。私どもはバジェットホテルから
ラグジュアリーホテルまで展開しておりますので、いろ
んなホスピタリティを展開しなきゃいけないということで、
いろいろな人材が必要となります。そういう意味では、
カテゴリーの異なるホテルの経営・運営をするために、
多岐にわたる人材の確保と人事制度の構築をし、
成果に報いる人事運用を行っていきたいと思ってお
ります。
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それから資本戦略でございますが、当社の発行株
式数が３月末で413万株ぐらいですから、４月１日
を基準日として分轄いたしました。今、830万株ぐら
いになりましたが、まだ浮動株が少ないと認識してい
ます。それから固定株の比率が60％を超えておりま
すので、そういう意味では適正な株主構成の再構築
をするのに、もう少し流動株を増やさなきゃいけないと
いうことを課題として考えております。そのため、さらな
る分割も考える必要が生じる時期があるかも分かり
ません。これは株式の流動性向上を目指す施策で
す。

それから、新たなアライアンス先の獲得、これも経営
の課題に入れております。J-REITを一緒にやっていく
先などに政策的に株を持っていただく。
資本提携先を開拓するというのも今回の資本戦略
には入ってございます。

それから配当戦略、これにつきましては月並みでは
ございますが、利益水準に応じた安定的な配当の実
施をしていく所存でございます。配当性向は十分で
ない、と認識をしていますが、まだ発展途上の会社で
ございますので、配当や、場合によっては株主優待、
それから株式のキャピタルゲインも含めたトータル・シェ
アホルダーズ・リターンという指標を掲げて、株主還元
に取り組んで参りたいと考えています。
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中期経営計画の計数計画。
売上、経常利益、EBITDAともに、４倍になる
計画をしています。

さて、ホテルの開発スキームは、図にもございます
が大きく4つのステージがあります。1つ目が用地の取
得段階で、2つ目がプロジェクトの確定時点、3つ目
がホテルの竣工および開業時点、4つ目がJ-REIT
への拠出時点、です。

それぞれの時点で、当社はアセットマネージャーとし
て資金調達を行いますが、各フェーズでリスクの許容
度合いが異なってまいります。
全く更地の段階が最もリスクが高く、漸次ホテルの
形がはっきりしてきて、竣工に至るまでリスクが低減
していきます。そして、ホテルが開業してキャッシュフ
ローが安定した時点が、最も投資家のリスクが低減
いたします。

この4段階に当社は、リスク許容度の異なる投資
家をアレンジします。各々の投資家はこの4段階で
それぞれの投資が終了し、共同投資の当社とともに
リターンを享受することになります。

当社の中期経営計画は、この4段階でのリターン
を収益のマイルストーンとして、各事業年度の計数
計画に反映させています。

中期経営計画の計数計画です。
売上、経常利益、EBITDAともに約４倍超になる
計画を立てました。

次に、当グループが手掛けるプロジェクトの進行に
伴いまして、どういう収益機会があるかについてご説
明いたします。

まず、右上に向かって伸びる矢印が代表的なプロ
ジェクトの流れを示しています。ソーシングで候補物
件と、その物件に対する投資スキームを定めて物件
取得を行います。その際、それまでに至るデューデリ
やファイナンス、ドキュメンテーションなどへの対価とし
て、オレンジで示しているアップフロントの手数料を頂
戴いたします。
また、この時点でファンドとアセットマネジメント契約を
結ぶことによってアセットマネジメント収益が発生し、
当社も投資を行うことにより、配当収益を得る権利
を得ます。
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現在進行中のプロジェクトで見てみますと、すで
にブリッジファンドに拠出したものとしてイビススタイ
ルズ大阪難波の持ち分51％があります。先日開
示いたしましたように、残りの49％も今年度に拠
出いたします。それからイビス大阪梅田。これもブ
リッジファンドへ拠出いたしました。

それから、京都悠洛ホテルＭギャラリー。これに
つきましては、この４月に完成をいたしまして、今
ホテルを開業して、運営している最中です。ここの
キャッシュフローが安定すると、ブリッジファンド等に
拠出することになります。それから、京都二条の
Ｍギャラリーの別邸は今月着工いたします。

河原町五条のフォションについては、この９月に
着工いたします。大阪堂島のマリオット・アロフトに
つきましては、明日着工の予定です。それからホ
テルりょうぜんと京都東山の東山閣に対して、今
後再開発をしていく予定です。ですから、今回の
中計というのは、これらのプロジェクトの何回かの
収益機会に分けて利益を取り込む計画になって
ございます。
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次に、当期の業績についてご説明します。

3. 2019年3月期業績ハイライト

当期は、アセットマネジメント契約につきましては、
M&Aで取得いたしましたホテルりょうぜん、それから
ホテル東山閣との間でアセットマネジメント契約を
ファンドより獲得いたしました。それから、一昨年よ
り大阪梅田のオフィスビルをホテルにコンバージョン
する、もしくは建て替えるプロジェクトを大阪の共同
投資家様としておりましたが、単独でおやりになりた
いということで、私どもの持分を譲る形で早期の回
収をいたしました。これらについて、アセットマネジメ
ントフィーおよびアドバイザリーフィーで大きな収益が
上がっております。

それから年度後半に、J-REITの創設に向けて、
WHA1、WHA2という２件のブリッジファンドを組
成して、各ブリッジファンドへ譲渡しました。
特にイビススタイル大阪難波の不動産信託受益
権の売却に伴う譲渡益が当期の収益に寄与して
おります。また、11月には新規ホテルといたしまして、
イビス大阪梅田が開業し、今順調に売り上げを伸
長させています。
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業績の概要になります。これは18年3月期と比較
をいたしました。当期はイビススタイルズ大阪難波の
信託受益権51％を譲渡いたしました。これは中計
のところで説明をいたしました、資産循環型ビジネス
を前倒しで実施した形になります。

当期利益は、2018年３月期の11億9,200万
円に対し、26億8,200万円、前期に比べて14億
9,000万円、125％の増益になってございます。営
業利益と売上高がマイナスになってますが、これは後
ほどご説明いたします。

それからセグメント別の状況の比較でございますが、
不動産金融事業は、不動産信託受益権の譲渡
益と受託資産の積み上げが当期に寄与し、売上は
48億円強となりました。前期比の40％増になって
おります。営業損益も42億円と、約2.5倍になって
ございます。

前のスライドとの比較を申し上げますと、当期売上
は30億円となっておりましたが（このうち不動産金
融事業の売上は1,645百万円）、このスライドで
は48億円になっています。これは、イビススタイルズ
大阪難波の51％の信託受益権の売却益、31億
7,800万円の会計処理の違いになります。
単体の経理処理では売上になっておりますが、連結
会計上はこの売上が消去されまして、31億7,800
万円の税後利益が全額、特別利益に計上されて
おります。

単体の決算では実際の売上が48億円あったとい
うことなので、３期でいきますと、売上は約10億円、
35億円、48億円と上がっておりますし、営業利益
も上がっています。連結の会計処理で消し込みを
行った結果、単体の売上が特別利益に落ちて、連
結会計上では、売上が30億円、営業利益が７億
円となりましたが、本業の結果としてはスライドの数
字ということでございます。
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当期の自己資本ですが、前期末の自己資本は
37億4,000万円でございました。当期は自己資本
が約倍の約63億4,100万円になり、大きく伸長い
たしました。
これは、私が先ほど随分お話ししております、資産循
環型ビジネスが寄与した結果でございます。

さて、こちらがホテル運営事業です。ホテル運営事
業はグランドオープンしたイビス大阪梅田、M&Aで取
得したホテルりょうぜんの売上が寄与して、約10％の
増収になり、売上高は約20億円弱となってございま
す。ただし、イビス大阪梅田、それからこの4月にオー
プンした京都悠洛ホテルMギャラリー、これらの開業
費の負担により、営業損益はマイナスとなってござい
ます。
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バランスシートでございますが、ご覧のどおり、総資
産はあまり変わってございませんが、固定資産が減っ
て、流動資産が増えてございます。これは、固定資
産だったイビススタイルズ大阪難波の不動産信託受
益権の売却と、資産循環型ビジネスモデルに向けて
固定資産の大部分を販売用不動産に振り替えた
ということが背景です。

負債の方はイビススタイルズ大阪難波の売却資
金からの返済などもあり、借入金は約50億円減少
しております。負債としての減少は約40億円ですが、
前期との差の約10億円は税金などの未払金となり
ます。
全体的に、負債が減って、その分が純資産が増加
しているというバランスシートになってございます。

次の表は当期の主なトピックスになっておりますの
で、ご参照ください。
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4. 2020年3月期重点施策、業績・配当計画

それから、当期の重点施策でございます。

当期は、大きな重点項目が5つぐらいあります。
１つは昨年取得しました東山閣のブランド戦略を
行っております。約百数十室のラグジュアリーホテル
が京都東山のフォーシーズンズホテル前にできる予
定で、現在ブランド選定を行っている最中です。
京都二条のMギャラリー別邸につきましては、今月
末に着工、京都河原町五条のフォションホテルに
つきましては、現在、京都サンルートホテルというホ
テルとして営業をしておりますが、これをフルリノベー
ションいたします。改装期間に約１年を要しますが、
来年の夏過ぎにはオープンいたします。大阪堂島
のマリオットアロフト、これは明日着工です。

また、新規プロジェクト発掘のための体制を強化
してまいります。
あとホテル運営事業の強化です。人材獲得、育
成に⼒を入れていきます。
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決算短信でお知らせしております今年度の業績
予想は、売上高を90億といたします。これは先ほど
説明した最終キャピタルゲインも含めた数字です。
営業利益が約28億円、経常利益が約30億円、
それから親会社株主に帰属する当期利益は20億
円で発表させていただきました。前期と比べまして、
大幅な増収になります。

最終利益は当期と比べ、6億8,200万円下がり
ます。これは、ホテルりょうぜんとホテル東山閣という、
M&Aにより取得したホテル2軒ののれんです。
そのため、本業での収益で比較しますと、約20億
円とほぼ変わりません。当期の26億8,200万円の
うち、6億8,200万円については、負ののれん、とい
うふうにご理解いただければと存じます。

最後に株主還元について少しお話ししますが、４
月に配当を40円にすると発表しました。これは３月
31日付けの株主様に対して40円。前期は堂島ホ
テルの売却等がありましたので、普通配当を10円、
特別配当を10円、出させていただきましたが、それ
との比較では配当額は倍。普通配当の比較では4
倍となります。

当社の配当性向まだまだ低く、当期利益26億円
に対して10％もいってません。なるべく配当性向を
高めたいと思っていますが、まだまだ当社は成長段
階で、追加投資も必要でございますので、ここに書
いておりますように、トータルで株主の皆さまに利益
の還元を図ると、そうした形で株主還元を行って参
ります。

予定の時間から大分時間を頂戴してしまいました
が、私の説明は以上とさせていただきます。
どうもご清聴ありがとうございました。
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