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平成 23 年８月期の運用状況予想及び分配予想の修正に関するお知らせ 

 

 
 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、平

成 23 年６月 23 日付で発表〈以下「前回発表」といいます。〉した平成 23 年８月期の運用状況

予想及び分配予想について、下記のとおり修正することを決定しましたので、お知らせいたし

ます。 
 

 
記 

 
 
１. 平成23年８月期の運用状況の予想（平成22年９月１日～平成23年８月31日）通期の修正 

  営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
１口当たり分配金 １口当たり 

利益超過分配金
（利益超過分配金は

含まない）（注１） 

前回発表予想 百万円 百万円 百万円 百万円 円 円

（A） 4,760 1,514 563 561 5,310 0 

今回修正予想 百万円 百万円 百万円 百万円 円 円

（B） 4,949 1,694 742 740 7,008 0 
増減額 百万円 百万円 百万円 百万円 円 円

(C)= (B)－(A)  189 179 179 179 1,698 0 

増減率 % % % % % %
(D)= (C)/(A) 

（注 2） 
4.0 11.9 31.9 32.0 32.0 0 

（注1） 予想期末発行済投資口数 105,719 口 

（注2） 単位未満の数値は切り捨て、百分比率は小数点第２位以下を四捨五入して表示しております。 

 

 

２. 運用状況の予想の修正理由 

前回発表から、約１ヵ月経過し本年6月の実績を踏まえ、本年7－8月について変動賃料

導入５ホテル（以下「５ホテル」といいます。）の収益予想の見直しを行った結果、特

に、ホテル日航アリビラ及びオリエンタルホテル東京ベイの宿泊需要の回復が前回想定

していた以上に強く、５ホテル全体の収益が前回発表から増加する見込みです。結果と

して、本投資法人が受領するホテル収益に連動して算出される変動賃料も前回発表から

増加することが見込まれ、運用状況予想及び分配予想の上方修正を行うものです。 
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平成23年８月期における５ホテルの売上は、後記＜参考資料＞に記載のとおりとなっ

ております。前回予想と比較しますと、５ホテル全体の売上は当期通期では335百万円

（1.7％）の増加、５ホテル全体のＧＯＰについては当期通期では216百万円（4.8％）の

増加となっております。 

また、前期と比較しますと、５ホテル全体の売上は、当期上半期実績では前年同期比

35百万円(0.4％)の減少、当期下半期予想では同1,589百万円(14.0%)の減少、当期通期で

は同1,625百万円(7.6%)の減少の見込みとなっており、５ホテル全体のＧＯＰについても

当期通期では前年同期比949百万円(16.7％)の減少を見込んでおります。 

 

なお、５ホテル全体の売上は、この３月を底に、前年比の減少幅が縮小傾向にあり、

平成23年８月期における５ホテルの月次レベルでの売上(未監査の数値)は、本年３月が

前年同月比501百万円(27.2%)の減少、４月が同359百万円(21.7%)の減少、５月が同320百

万円(16.4%)の減少、６月が同185百万円(11.8%)の減少となっております。また、本年７

月から８月については、前年同２カ月(合計)比223百万円（5.2%）の減少を見込んでおり

ます。 

本投資法人と資産運用会社としましては、東日本大震災の影響が、未だ残る厳しい経

営環境ではありますが、当期並びに来期以降の本投資法人の利益の最大化のために引き

続き全力を注いでまいります。 
 

 

（注）５ホテルに適用される変動賃料の仕組みに関しては、平成 23 年４月 21 日に発表し

た平成 23 年８月期中間決算短信の 33 ページ「＜参考情報＞１.ＨＭＪの変動賃料の概

要」をご覧ください。 

   

 

 
 
【注記】 
1. 上記予想数値は、上記および別紙「平成 23 年８月期（第６期）の運用状況予想の前提条

件」のもとに算出した現時点のものです。実際の運用状況等は様々な要因により大きく異

なる可能性があります。 
2. 本投資法人は、本予想による分配金の額を保証するものではなく、今後、本予想数値と一

定以上の乖離が見込まれる場合には、予想の修正を行うことがあります。 
 
 

以上 
 
 
＊本日資料の配布先：兜クラブ、国土交通省記者会、国土交通省建設専門紙記者会 

＊本投資法人のホームページアドレス：http://www.jhrth.com/ 
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【別紙】 

平成23年８月期（第６期）通期の運用状況予想の前提条件 

項目 前提条件 

計算期間 ・ 平成23年８月期（第６期）通期：平成22年９月１日～平成23年８月31日（365日） 

運用資産 

・ 運用状況の予想にあたっては、平成23年６月30日時点で本投資法人が保有している９物件

を前提としております。 

・ 実際には運用資産の異動により変動する可能性があります。 

営業収益 

・ 営業収益につきましては、平成23年６月30日時点で保有している運用資産に関する賃貸借

契約等をもとに、ホテルとしての競争力及び市場環境等を勘案して算出しております。 

・ 変動賃料については、変動賃料導入５ホテルの売上の10％で算出した金額1,980百万円で

はなく、変動賃料総基準額である1,046百万円を見込んでおります。変動賃料総基準額の

見込額は下記のとおり算出されています。 
   

変動賃料導入５ホテルの予想ＧＯＰ（注）合計： 4,729百万円  

変動賃料導入５ホテルの固定賃料合計額： △3,221百万円  

運営支援会社への予想報酬： △345百万円  

予想修正ＧＯＰ（上記合計）： 1,162百万円  

変動賃料総基準額（予想修正ＧＯＰの90％）： 1,046百万円  

     
＜変動賃料合計額と変動賃料総基準額の比較＞ （百万円未満切捨て）   

ホテル名 

平成23年 
８月期 

（第６期）
予想売上高

ステップ
アップ
売上高
基準点

変動賃料率 変動賃料 

標準率
ステッ
プアッ
プ率

標準
（a）

ステップ
アップ
（b） 

変動賃料
合計額 

（a＋ｂ） 

変動賃
料総基
準額 
（合計） 

神戸メリケンパーク

オリエンタルホテル 

17,891 21,440 10％ 30％ 1,789 0 1,789 

1,046 

オリエンタルホテル

東京ベイ 

なんばオリエンタル

ホテル 

ホテル日航アリビラ 

オリエンタルホテル

広島 
1,914 2,204 10％ 40％ 191 0 191 

合計 19,805 1,980 0 1,980 1,046 

・ 変動賃料導入５ホテルの売上、ＧＯＰの４期比較を後記<参考資料>に記載しております。

・ 営業収益については、賃借人による賃料の滞納又は不払いがないことを前提としておりま

す。 

（注）ＧＯＰ（Gross Operating Profit）とは、各物件の売上高から、次の営業費用（但し、各物件の

営業或いは所有に関して直接発生したものに限ります。）を控除した残額をいいます。①売上原価、

②ホテル従業員の人件費・福利厚生費、③備品費、④営業部門に係る費用（外部委託費用、各種手数

料等を含みます。）、⑤一般管理費、⑥販売促進・広告宣伝費、⑦修繕維持費（施設保守・管理費用

を含みます。）、⑧水道光熱費、⑨運営管理に関する保険料、⑩ホテル運営管理に関する公租公課

（印紙税等）、⑪ホテル売上債権に係る貸倒引当金並びに貸倒損失、⑫その他ホテル運営管理に関す

る直接経費 
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項目 前提条件 

営業費用 

・ 主たる営業費用である不動産賃貸費用のうち、減価償却費以外の費用については、過去の

実績値をベースとし、費用の変動要素を反映して算出しております。 

・ 固定資産税及び都市計画税等については、454百万円（12ヶ月分）が費用計上されること

を前提としております。但し、雪月花にかかわる固定資産税及び都市計画税は、当期相当

分は、取得原価に算入しておりますので、当期の費用の発生はありません。 

・ 減価償却費につきましては、付随費用並びに平成23年８月期（第６期）の追加の資本的支

出552百万円を含めて定額法により算出しております。（平成23年８月期通期 1,826百万

円） 

・ 建物の修繕費は、各営業期間において必要と想定される額を費用として計上しておりま

す。なお、予想し難い要因に基づく建物の毀損等により修繕費が緊急に発生する可能性が

あること、一般的に経過年度による金額の差異が大きくなること及び定期的に発生する金

額ではないこと等から、各営業期間の修繕費が予想金額と大きく異なる可能性があること

にご留意ください。 

財務費用 

・ 通年の金利、スプレッド、融資手数料の年償却額の合計は926百万円で、調達金利は年率

約2.4％になることを想定しております。（前期比38百万円減。） 

・ スプレッド型金利キャップ取引に伴う支払プレミアムの償却費用は平成22年８月期までに

全額計上しており、今期には発生しません。（前期比146百万円減。） 

借入金  

・ 平成23年６月末の借入金及び投資法人債の合計残高は39,451百万円であり、以後、平成23

年８月末まで返済期限が到来する借入金及び投資法人債はありません。（前期比2,498百

万円増。） 

投資口の 

発行 

・ 平成23年８月末まで投資口の追加発行がないことを前提としております。 

・ １口当たりの当期純利益及び分配金は、当中間期末時点の発行済投資口数105,719口が平

成23年８月末においても変化がないことを前提としております。 

１口当た

り分配金 

・ 分配金（１口当たり分配金）は、本投資法人の規約に定める金銭の分配の方針を前提とし

て算出しております。 

・ １口当たり分配金は、運用資産の異動、ホテル賃借人の異動やホテル賃借人を取り巻く事

業環境の変化等に伴う賃料収入の変動又は予期せぬ修繕の発生等を含む種々の要因により

変動する可能性があります。  

１口当た

り利益超

過分配金 
・ 利益超過の分配（１口当たり利益超過分配金）は行わないことを前提としております。 

その他 

・ 平成22年４月１日以後開始する事業年度から適用される「資産除去債務に関する会計基

準」（企業会計基準第18号平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第21号平成20年３月31日）については、現時点において

は発生しないことを前提としておりますが、今後入手する情報、状況等により、発生する

可能性があります。 

・ 法令、税制、会計基準、上場規則、投信協会規則等において、上記の予想数値に影響を与

える改正が行われないことを前提としております。 

・ 一般的な経済動向、不動産市況、ホテルを取り巻く事業環境等に不測の重大な変化が生じ

ないことを前提としております。 

・ 前提条件に記載している数値は百万円未満切捨てで表示しております。   
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＜参考資料＞                                 （百万円未満四捨五入) 

（１）ホテル売上（ホテル毎）                          （単位：百万円)           

変動賃料導入５ホテル 

の売上  

第３期  第４期  第５期  第６期（注３）  

実績 前期比 実績 前期比 実績 前期比

前回

予想

（注２）

前期比 
今回 

予想 
前期比

神戸メリケンパ

ークオリエンタ

ルホテル  

上期 3,374 3.2% 3,122 △7.5% 3,041 △2.6% 2,814 △7.5% 2,814 △7.5%

下期 3,370 0.6% 2,877 △14.6% 2,893 0.5% 2,718 △6.0% 2,725 △5.8%

通期 6,744 1.9% 5,999 △11.0% 5,934 △1.1% 5,532 △6.8% 5,540 △6.6%

オリエンタルホ

テル東京ベイ   

上期 3,374 2.3% 3,448 2.2% 3,189 △7.5% 3,331 4.5% 3,331 4.5%

下期 3,409 3.6% 3,093 △9.2% 3,333 7.7% 2,033 △39.0% 2,141 △35.7%

通期 6,783 2.9% 6,542 △3.6% 6,522 △0.3% 5,364 △17.8% 5,472 △16.1%

なんばオリエン

タルホテル   

上期 999 5.0% 925 △7.4% 866 △6.4% 917 5.9% 917 5.9%

下期 976 △1.4% 855 △12.4% 967 13.0% 974 0.7% 993 2.7%

通期 1,976 1.8% 1,781 △9.9% 1,832 2.9% 1,890 3.2% 1,909 4.2%

ホテル日航アリ

ビラ   

上期 2,262 △8.8% 2,303 1.8% 1,947 △15.5% 2,012 3.3% 2,012 3.3%

下期 3,591 3.6% 3,195 △11.0% 3,086 △3.4% 2,754 △10.8% 2,958 △4.2%

通期 5,853 △1.6% 5,498 △6.1% 5,033 △8.5% 4,766 △5.3% 4,970 △1.3%

オリエンタルホ

テル広島（注１） 

上期 990 46.7% 1,109 12.0% 1,066 △3.9% 999 △6.3% 999 △6.3%

下期 967 2.8% 994 2.8% 1,044 5.1% 918 △12.0% 915 △12.3%

通期 1,957 21.1% 2,103 7.5% 2,110 0.4% 1,917 △9.1% 1,914 △9.3%

 合計   

上期 11,000 3.0% 10,908 △0.8% 10,109 △7.3% 10,073 △0.4% 10,073 △0.4%

下期 12,312 2.3% 11,015 △10.5% 11,322 2.8% 9,397 △17.0% 9,733 △14.0%

通期 23,312 2.6% 21,923 △6.0% 21,431 △2.2% 19,470 △9.2% 19,805 △7.6%

（注１） 本投資法人の第３期におけるオリエンタルホテル広島の保有期間は11ヶ月間ですが、比較分析のため12ヶ月分の数                         

字を使用しており、未監査の数字です。 

（注２） 平成23年６月23日付プレスリリース「平成23年８月期の運用状況予想及び分配予想の修正に関するお知らせ」におけ

る予想の数値です。 

（注３） 第６期前回予想及び今回予想の上半期の数値は実績値ですが、未監査です。 

 

 

 

（２）ホテルＧＯＰ 

変動賃料導入５ホテルＧＯＰ 

第３期（注１） 第４期 第５期 第６期 

実績 前期比 実績 前期比 実績 前期比
前回
予想

（注２）

前期比 今回 
予想 

前期比

変動賃料導入５ホテル合計 6,323 9.1% 5,447 △13.9% 5,679 4.2% 4,513 △20.5% 4,729 △16.7%

売上に対するＧＯＰ比率 27.1% 1.6% 24.8% △2.3% 26.5% 1.6% 23.2% △3.3% 23.9% △2.6%

（注１） 本投資法人の第３期におけるオリエンタルホテル広島の保有期間は11ヶ月間ですが、比較分析のため12ヶ月分の数 

字を使用しており、未監査の数字です。 

（注２） 平成23年６月23日付プレスリリース「平成23年８月期の運用状況予想及び分配予想の修正に関するお知らせ」におけ

る予想の数値です。 

 


